
昨年度に引続き、今年度も河瀬中学
校・高等学校の校長を務めさせていた
だきます。今年度も、地域の期待と信
頼に応え、社会に貢献できる人材の育
成に尽力する所存です。

これからの５年間は、「河瀬」にとっ
て極めて重要な時期だと認識しています。大学入試改革・
新学習指導要領等重要な課題が山積しており、中高一貫教
育校として、さらに魅力ある教育を創造していく必要があ
ります。

こうした諸問題に対し、校内からだけでなく、本校に携
わっていただいている様々な方々のご意見をいただき、今
後の校務運営に生かすべく「学校運営協議会」を立ち上げ
ました。この仕組みにより、保護者の皆様からいただくご
意見が、より一層校務運営に反映されることになります。

保護者の皆様には、この趣旨をご理解いただき、本校
PTA活動がさらに活性化すると同時に、本校の教育活動が
より活き活きとしたものになるようご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

これからの河瀬中学校・高等学校に向けて
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平素は、PTA並びに教育振興会に対
して格別のご理解とご協力を賜り、本
当にありがとうございます。本年度
PTA会長を務めさせていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。

昨年全国大学生協連の調査で「大学
生の読書時間０分が五割に」という記事が新聞報道されま
した。「読書をしなくても困ったことがないから」という理
由です。またこの記事を読んだ中学生からも「勉強時間を削
って読書をしたくない。大人は自分の価値観で読書を子ど
もに押し付けないで」と説得力のある文章で記事を支持し
話題となりました。実際、インターネットに情報が氾濫して
いる現在、本を読まなくても困ることを感じていない生活
を我々は過ごしている反面、事実ではない情報に右往左往

する現実もあります。
伊藤忠商事で社長を歴任された丹羽宇一郎氏の著書「死

ぬほど読書」の中で、「自分の頭で考える力を養うための読
書」を説かれています。周囲の好意で与えられた豊かな環境
の中で自分の頭で考える力が養われておらず実利的な結果
を追求することの精神的な不自由さを不自由だと感じてい
ない現代人に警告を発信されています。

一見自由に見える現在ですが、自分の軸を見失った場合
の不自由さを生徒の皆さんも感じているのではないでしょ
うか。読書には、自身が経験したことのない世界や価値観
が溢れています。是非、本に触れ、日常とは違う価値観に触
れ、本当の自由を培う力を養ってほしいと願います。
最後になりますが、今後とも、PTA・教育振興会活動への

ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。

本当の自由

アカデミックプログラム　明石海峡大橋（中学２年生）

ＰＴＡ会長　　辻　哲朗

校　長　小梶　健一
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これからの時代は、自分の頭で考えて勉強する力が必要となってきます。成績を上昇させるには、マインドセット
とメソッドの２つが必要です。マインドセットとは、勉強に対する心構え、やる気や興味、それ以上にどうすればで
きるかという意識です。メソッドとは、勉強の効果的なやり方です。重要なのは、これらが積であることです。
1×0＝0のように、どちらかがゼロであれば成果は期待できません。
試験前に長時間勉強しても成績の上昇は期待できません。まして、

徹夜となると逆効果になります。毎日その日授業で習ったことを出来
るだけ早く復習することが大事です。
また、やる気スイッチと言うものは存在せず、やる気は行動を起こ

してからじわじわ湧いてくるものです。最初は好きな教科で簡単な問
題をして、自信がついてから苦手な教科や難しい問題に取り組むこと
が大切です。
私たち親ができることは、「勉強しなさい」と頭ごなしに言うので

はなくて、勉強へ気持ちを持っていかせる声かけをすることです。
（要約　桝本 和美）

５月19日(土)午後、ひこね燦ぱれすを会場にＰＴＡ・

教育振興会総会が開催されました。新年度役員の紹介に

続き、協議題として事業報告・会計決算報告・新年度事

業計画・会計予算案について協議が行われ承認されまし

た。また、ＰＴＡ会費の値上げおよびＰＴＡ会則等の変

更についても

承認されまし

た。

その後、吹奏楽部の楽しい演奏。進路講演会として、（株）キッズコー

ポレーション提携講師の学習・教育アドバイザー伊藤敏雄氏の講演を実施

しました。また、学年懇談会を開催し、保護者の皆様から学校に対するご

質問やご意見をいただき有意義な時間を過ごしました。中高合わせて多数

の保護者の皆さんにご参加いただきました。熱心にご協議をいただき誠に

ありがとうございました。

ＰＴＡ・教育振興会総会
2018.5.19（土）　ひこね燦ぱれす

平素は、PTA活動とともに教育振興
会に対しても格別のご理解、ご協力を
賜り、誠にありがとうございます。本
年度会長に就任させていただくことに
なりました。どうぞよろしくお願いし
ます。

昨年、本校の学習環境に大きな変化が起きました。県内
に先駆けてICT（情報通信技術）の活用を行い、デジタル
教材を利用した授業が一部の科目で実施されました。教育
の情報化に対応し、2020年から実施される新学習指導要
領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの
授業改善に向け、国の施策と同じ方向性を持った取り組み
として、県内進学校からも注目を集めています。授業が分

かりやすくなる、大量の情報を一度に共有できる、デジタ
ル機器を使いこなす能力を身につけるなどのメリットがあ
ると言われていますが、紙の本や教科書を読むことやノー
トやペンを使って日記を書くことなどデメリットを補う対
策も必要になります。急速に便利になっていく世の中で、
教育環境も追随していきながら、今までの紙媒体での学習
も引き続き継続し、偏らず両立させることができる学習環
境づくりを本校には期待しています。
ダーウィンは「最も強い者が生き残るのではなく、最も

賢い者が生き延びるわけでもない。唯一生き残ることがで
きるのは、変化できるものである」と言い、ナイチンゲー
ルも「進歩し続けない限りは、後退していることになるの
です」という言葉を残しました。順調に行っている時にこ
そ、次の一手を考えて準備をする。荒波の時代に勝ち抜け
るたくましさを子どもたちには本校で養ってほしいと願い
ます。

教育振興会会長　本田　真司

環境の変化に適応する

進路講演会 『家庭での学習支援』〜子供のやる気アップ術〜
学習・教育アドバイザー 伊藤　敏雄 氏

▲総会の様子

▲学年懇談会
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本年度、総務委員長を務めさせ

ていただくことになりました。１

年間よろしくお願いいたします。

総務委員会では、年三回のPTA

だよりの発行と研修旅行を担当さ

せてもらいます。

PTAだよりでは、子ども達の学

校での様子を発信できればと思っ

ています。

秋のPTA研修旅行、今年は豊田

工業大学を予定しております。

たくさんの参加をお待ちしてお

ります。

ＰＴＡ副会長・総務委員長
桝本　和美

総務委員会

本年度生徒指導委員長を務め

させて頂くことになりました。

一年間よろしくお願い致しま

す。

さて、当委員会では今年も６

月15日を皮切りに２月までの月

１回、通学する子どもたちへの

挨拶運動を実施します。対人関

係の始まりは挨拶からです。明

るく挨拶が交わされる日常を願

いつつ、評議員のみなさんには

ご負担をお掛けしますが、ご協

力よろしくお願い致します。

ＰＴＡ副会長・生徒指導委員長
大林　博幸

生徒指導委員会

本年度環境整備委員長を務め

させて頂くこととなりました。

一年間どうぞ宜しくお願い致し

ます。

８月18日には、環境委員の主

な役割である学習環境の維持、

その一貫でもあります、校内除

草作業を行います。今年も大変

暑い時期となりますが、子供達

が気持ち良く学校生活を送る事

が出来る様昨年度同様多くの関

係者の皆様のご協力宜しくお願

い致します。

ＰＴＡ副会長・環境整備委員長
中西　高司

環境整備委員会

平成30年度滋賀県公立高等学校PTA連合会の第１
回評議員会（総会）が、去る６月８日（金）彦根勤
労福祉会館にて開催されました。

その中で平成29年度本校PTA会長の寺本英二様
が、教育長表彰を受賞されました。県連合会役員も
１年間務められ、本校のPTA会長だけでなく県連と
してもご尽力いただきました。本当にご苦労様でし
た。

７月10日（火）に実施した文化祭の模擬店では、生
徒会からの依頼により、PTAとして７名が模擬店協力
に参加しました。カレーハウスCoCo壱番屋の販売のお
手伝いを行い、模擬店を盛り上げ、有意義な時間を過ご
すことができました。

なお、7月５日（木）に開催予定だった体育祭時の
「PTAラウンジ」は、雨天のため中止となりました。

PTA会長                      辻　　哲朗
PTA副会長・総務委員長        桝本　和美
PTA副会長・生徒指導委員長   大林　博幸

PTA副会長・環境整備委員長   中西　高司
PTA副会長（中学校）     上野早希子
PTA監査委員               中村　康之
PTA監査委員               堀部　千夏
教育振興会会長            本田　真司

教育振興会副会長          平賀　千夏
教育振興会副会長          岩曽　佳子
教育振興会副会長（中学校）山脇亜希子
教育振興会監査委員       吉村佐知子
教育振興会監査委員        川村　成樹

役員紹介

寺本前会長表彰 PTA模擬店協力

除草作業のおしらせ
実施日　平成30年8月18日(土）

                          8月19日(日)予備日

時　間　８：30〜10：30

内　容　校舎周辺の除草作業・溝掃除

その他　軍手・鎌（PTAで準備）

ＰＴＡ研修旅行について
実施日　平成30年10月11日（木）

日　程　 7:50  河瀬中・高　出発

18:00  学校帰着（予定）

研修先　・学校法人トヨタ学園

                豊田工業大学(名古屋市天白区)

               ・ノリタケの森(名古屋市西区）
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入学式の際、保護者の皆さまへのあいさつ
で、「この１年生を個性あふれる学年にした
い。」という話をさせていただきました。これ
までの様子を見ていると、こちらの願い通りの雰囲気ができつつあ
ると感じています。今後、より良い集団になるために期待すること
は、仲間同士がお互いの個性を尊重しあうことです。「人と少し違
う」という理由で冷やかされたり、陰口をたたかれることが無けれ
ば、誰もが今まで以上に生き生きと生活できるはずです。これから
も、お互いが尊重しあい、のびのびと生活できる集団作りを進めて
いきたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いしま
す。

中学１年

中学２年

今年赴任したばかりですが、
一日でも早く馴染みたいと思っ
ています。野球が好き。

河瀬中８年目になります
が、今年も初心にかえって
がんばりたいと思います。

２組担任 藤田　直樹
国語／軟式野球

中学　学年団紹介中学　学年団紹介

学年主任 松嶌　恵俊

個性あふれる学年に

１組担任 山岡　健太
数学／軟式野球

２年生では、今年度より学力向上のベースづくりを目
的に朝の小テストを始めています。この取り組みを通し
て見えた生徒の“キラリ”を紹介したいと思います。
（その１）「やらされる」でなく「やる」
とある放課後、再テストの教室で生徒を待っていると、合格しているはず

の生徒が来ていました。「合格しているよ。」と声をかけると、「わたしは
20点満点の合格を取るんです！」
（その２）「勉強も大切だけれど」
またとある放課後、再テストの教室で。生徒を待っている間、床を掃いて

いると、早く来た生徒がスッとちりとりを差し出してくれました。するとそ
れを見た他の生徒は黒板消しを、また別の生徒はもう一本ほうきをと掃除の
輪が広がっていったのでした。
一つの物事からこのように様々なエピソードが生まれています。この１年

間の人間としてのさらなる成長を楽しみにしています。

元気いっぱい、笑い声がたえません。
いろんなことを糧にそれぞれが大きく成
長中。頼もしさを感じる毎日です。

河瀬、２年目です。中２
のみんなと共に、去年以上
にがんばります。

２組担任 福永　幸子
数学／（高）男子卓球

学年主任 西嶋　　亮

朝の小テストより見えた
“キラリ”

１組担任 大倉　信良
数学／剣道
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中学３年

アカデミックプログラム
中学校で実施している「アカデミックプログラム」では、大学

や研究施設の最先端の研究に触れる学習に取り組みます。さまざ
まな研究分野に対する興味・関心を高め、将来に対して夢と目標
を持ち続けながら、今現在の学習の必要性を知り、自ら学ぶ姿勢
を持つことを目的とし、以下のようなプログラムを実施します。

・大阪工業大学工学部機械工学科の田原弘一教授による「宇宙
は夢ではない」講座

・愛知学院大学教養部の野田大志先生による「日本人が日本語
を学ぶ？」講座

・琵琶湖博物館でのプランクトン採集・観察と水質検査実習

・明石海峡大橋、理化学研究所の「京」見学、びわ湖環境ビジ
ネスメッセでの環境学習

・長浜バイオ大学での解剖実習
・滋賀大学教育学部の神直人先生による「数学の面白さ」講座
・滋賀大学データサイエンス学部の中河嘉明先生・岩山幸治先
生による「ビックデータ解析」講座

・京都大学訪問と京大生との交流会
・長浜バイオ大学の上原啓史先生による「これからの医療に貢
献するバイオテクノロジー」講座

・滋賀県立大学訪問と各学科での講義・実習体験
・滋賀大学教育学部の大山真満先生による「太陽などの天文
学」講座

中学校１年生

中学校２年生　

中学校３年生　

早いもので1学期末を迎えました。この間、多
くのことがありました。5月には京都校外学習・
京大訪問。7月には学園祭、大学出前授業。２度
の定期考査に、学力テスト。大いに刺激を受けてくれたことでしょ
う。皆さんはこれからの４年間、いろんな経験を通して、自分の将
来像をより明確化し、進路実現のために様々な機会をとらえ積極的
に活動し、自己を発信する力を付けていかなければなりません。こ
れからのキーワードは“自分”です。将来について考え、行動する
のも“自分”。結果に責任を持つのも“自分”。すべてが“自分”
にかかっているのです。
明日からの夏休みをどう過ごすのか、これも“自分”次第です。

悔いのない夏を送ってください。この夏が皆さんのこれからを決め
る第一歩になるはずです。

学習に行事に全力投球！高校
に向けて、一緒にステップアッ
プしよう！

いよいよ最終学年！今年
も担任として「ポジティブ
旋風」を巻き起こします！

２組担任 葛川　星斗
数学／（高）女子バドミントン

学年主任 元持　重子

“自分”次第です

１組担任 髙山　淳子
保健体育／（高）ソフトテニス
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社会が大きく変容するなか、大学生はもちろ
んのこと、高校生に求められるものも変わって
きています。今は企業も思考力・（根本的・多面
的・長期的な）判断力・表現力・自主性・多様
性・共働性を備えた人物を求めるのです。
そのためにまず必要なのはそれらの基礎とな

る確かな学力と豊富な知識です。与えられた課
題に真剣に取り組むのはあたりまえとして、そ
の上に興味関心のあることの探求が欠かせませ

ん。「書くこと」「話すこと」も重要です。
部活動においても、１年生は先生や先輩にた

だついて行くだけだという考え方を払拭して、
自分がこの集団（小さな社会）にどのように関
わり、どのような役割を担えるのかを考え、行
動することが必要になってくるのです。　
他人が教えて身につけられるものではない力

は自分の心がけで時間をかけて培っていかなけ
ればならないのです。

高校１年生では、『ダイヤを磨く』目標を掲
げてスタートしました。昨年１年間でダイヤは
輝きを見せましたか。ダイヤは磨けば磨くほど
輝きを増すものです。高校２年生となった今年
は、来年の大学受験に向けての準備時期でもあ
ります。
今年の目標は次の３つとしました。『自学自

習』『自主自律』『自己理解・他者理解』。進
路実現のため、先生に指導される前に、自分で

学習することです。他人や周りからの干渉や制
約などを受けず、自発的に自分自身で考えて行
動し、自分自身の規範に従って己を律すること
です。そして、自分自身としっかりと向き合
い、自分自身を見つめ、相手の立場に立って物
事を考えていくことです。中途半端な努力で手
に入れた合格はいらない。必死になってやり遂
げた後の不合格はきっとそれよりも輝いている
のでは。輝く合格をめざしてファイト！

高校　学年団紹介高校　学年団紹介

高校２年

高校１年 わが身世に経るちから求めて

学年主任
石田　宗己

明るいみなさんの
おかげで、充実した
日々を過ごさせて頂
いています！

八田　悠司
英語／女子バレーボール

「メンタルブロック」
を外すにはスカイダイ
ビング精神！みんなと
一緒に飛び込みます！

横山　康子
保健体育／女子ハンドボール

こんにちは、今年１
年間よろしくお願いし
ます。がんばっていき
ましょう。

星田　恭宏
数学／美術・書道

素直で優しい生徒
たちと充実した日々
を過ごせて幸せで
す。

富岡　理恵
音楽／吹奏楽

くちびるに歌を、心
に太陽を、をモットー
に日々精進していま
す。

濵川　　綾
英語／ESS

昔からバスケットボ
ールをしています。今
はときどきプレーをし
て、まれに試合に出て
います。

白迫　裕二
数学／女子バスケットボール

１組担任 ２組担任 ３組担任

４組担任 ５組担任 ６組担任

３つの目標を掲げて

学年主任
廣田耕一郎

私は”Progress“とい
う歌が好きです。
“Progress”とは、「目
標に向かって絶え間なく
進んでいく進歩」です。

西村　育浩
保健体育／男子バスケットボール

自分の目標達成に向け
て、日々学び、共に成長
していきましょう。

伊藤　　暖
地歴・公民／(中)女子
バスケットボール

一日一日を「丁
寧」に。皆さんと一
緒に成長できるよう
頑張ります。

石原　　幸
国語／陸上競技

ほんの少しの成長を
喜べる人に。そう思い
ながら日々自分の心と
向き合っています。

松田　貴子
数学／女子バスケットボール

まず、健康。元気に
登校することから高校
生活は始まります。

石井　哲茂
英語／陸上競技

久々のクラス担任に
ワクワクドキドキ。楽
しみながら頑張りま
す！

若林　直樹
理科／サッカー

１組担任 ２組担任 ３組担任

４組担任 ５組担任 ６組担任
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充実した学校生活

宿泊オリエンテーション

４月26日（木）、27日（金）に長
浜市の施設を利用して実施しまし
た。1日目は、教頭・学年主任・各分
掌主任の講話、校歌の練習、50分×
３こまの自学自習、リラクゼーショ
ン、卒業生の話、数学の問題を協力
して解くなどを行いました。2日目
は、数学者鍵本聡氏の「なぜ学ぶの
か、何を学ぶのか」の講演、自学自
習50分、「２年後の自分」に宛てて
手紙を書く、クラス対抗大縄跳びな
どのレクレーションと盛りだくさん
でしたが、生徒はどの活動にも積極
的に取り組み、高校生としてのよい
スタートを切ったと思います。

海外修学旅行に向けて

まずまずの好天に恵まれた４月27
日、高校２年生は名古屋へ出かけま
した。今回の校外学習は、11月に実
施予定の海外修学旅行に向けての予
行と位置づけ、本番までに班編成を
行い、目的地に関する事前学習、班
での話し合い等、徹底した準備を行
いました。そして、見事に、事前準
備の成果が、本番では発揮されまし
た。どの班も道に迷ったり、集合時
間を大幅に遅れることなく、初期の
目的を達成することができました。
11月には香港で班別自主研修を行い
ます。また、新しい発見ができるこ
とを願っています。

「オペラ座の怪人」を
みてきました！

４月27日（金）に最後の校外学習
となる、京都市内の班別自主活動
と、劇団四季のミュージカル「オペ
ラ座の怪人」の観劇を実施しまし
た。午前中の班別自主活動では、新
しいクラスの友達と食事や買い物を
楽しみました。その後の「オペラ座
の怪人」の鑑賞では、豪華な衣装や
舞台装置、迫力のある演技や歌声に
感動しました。冒頭の誰もが一度は
耳にしたことがあるパイプオルガン
の旋律に、胸をわくわくさせながら
生徒たちが舞台に引き込まれていく
様子が印象的でした。

早いもので３年生の１学期が終わろうとしていま
す。ほとんどの部活動では春季大会を最後に、その活
動を後輩に譲り引退をしました。また、先日行われた
高校生最後の学園祭では、思い出深いものにしようと
各クラスが工夫を凝らし、一致団結して熱く燃えてく
れました。
さて、いよいよ３年生にとって重要な夏休みを迎え

ます。「夏を制する者は受験を制す」と言われるよう
に、夏休みの過ごし方が、２学期以降の学力の伸び、
さらには、受験結果に大きな影響を与えます。本年度

も夏期補習を実施しますが、すでに多くの生徒が申込
みを終え、「ひたすら勉強する暑い夏」を迎える心と
体の準備はできているのではないかと思います。学習
時間の目安は一日十時間です。学習の内容については
「基礎固めと苦手分野の克服」が重点課題です。秋以
降は出来上がった基礎力を土台にして応用力を高め受
験に向け準備を進めていきます。
これから進路に向けての学習を進める中で、お子さ

まは不安やプレッシャーを抱えることもあると思いま
す。学年団としても、できる限りのケアをしていきた
いと考えていますが、ご家庭においても、温かく見守
っていただき、安らぎの場所としての役割を担ってい
ただけるようお願いします。

”本気になれば世
界が変わる” 皆様、
よろしくお願いしま
す。

原田　　裕
国語／硬式野球

一人ひとりの進路決
定に向け、保護者の皆
様と共に全力でサポー
トしていきます。

久保田秀和
数学／写真

｢より良い世界の実現｣の
立役者は君たち自身で
す。どのように世界に貢
献したいですか･･･

内田　紘人
理科／男子ハンドボール

２組担任

自己肯定すれば人生
は魅力的になります。
「生きる力」はいつも君
たちの中にあります！

道分　元樹
地歴・公民／男子バドミントン

３組担任
久保川剛宏
理科／科学

眩しく光輝く222個の
星々の中で、ぼやけた2
等星だけれども、ポラリ
スのような存在であれ
ればと思っています。

６組担任５組担任

学年主任
藤田　悦司

１組担任
保健体育／女子バ
ドミントン

４組担任

それぞれの進路に向かって高校３年

高校１年 高校２年 高校３年
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（　）内は過年度生の内数

平成30年度入試
結果

本校では、これからの新しい時代で求められ

る資質・能力の育成を目指し、「基礎・基本の

定着・充実・深化」に役立つ授業を行うため、

昨年度からすべての普通教室と一部の特別教室

に電子黒板機能付きプロジェクターとスクリー

ン、書画カメラを設置しました。

こうしたＩＣＴ機器等の活用により、どの授

業においても効果的に教材提示が行えるように

なりました。地図やグラフなどの資料はもちろ

んのこと、動画や写真等の教材に加え、教科書

や学習プリントなども見やすく提示することができ

ます。

これにより、学習に対する興味・関心を高めた

り、「見やすく」「わかりやすい」教材提示を行っ

たりしながら、授業における学習支援の充実に努め

ています。

今後は、理科や英語などの教科を中心に、デジタ

ル教科書やタブレット端末等の活用も推進し、探求

型の学習活動やプレゼンテーションなども取り入

れ、意見や考えを交流する学習活動にも取り組んで

いきます。

本校のホームページが全面的にリニューアルされ、８月
上旬頃に公開される予定です。デザインが一新され、見や
すく親しみやすい画面を通して、学校からの各種おしらせ
や、ＩＣＴ機器等を活用した教育やアカデミックプログラ
ム、海外修学旅行など、本校ならではの特
色ある「河瀬の学び」等について、新ホー
ムページを通じて世界に情報発信していき
ます。
http://www.kawase-h.shiga-ec.ed.jp/

近日公開！本校のホームページ、
全面リニューアルへ

大　学　名 合格者数
北海道大学 1
富山大学 1
信州大学 1
岐阜大学 1（１)
静岡大学 1
名古屋工業大学 1

大　学　名 合格者数
三重大学 1
滋賀大学 6
滋賀医科大学 1
京都大学 2
大阪大学 1
大阪教育大学 1
神戸大学 2
島根大学 2
岡山大学 1
山口大学 1
鹿児島大学 1
富山県立大学 1
滋賀県立大学 13
福知山公立大学 2

大　学　名 合格者数
大阪府立大学 1
尾道市立大学 1
広島市立大学 1
高知県立大学 1
国公立大学　合計 45（１)
愛知医科大学 1（１)
名城大学 4
東京農業大学 3
大阪工業大学 2
大谷大学 12
京都外国語大学 6
京都産業大学 41（２)
京都女子大学 12（３)
京都橘大学 81（２)

大　学　名 合格者数
京都薬科大学 1
同志社大学 6
同志社女子大学 2
甲南大学 1（１)
佛教大学 21
立命館大学 27（５)
龍谷大学 52（２)
関西大学 8（６)
関西外国語大学 10
近畿大学 14
その他の私立大学 199（９)
私立大学　計 525（31)

ＩＣＴ機器等を活用した教育の推進

（過年度生含む）



中　学
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◆ 運 動 部 ◆

○硬式野球部
〈春季近畿地区高等学校野球　滋賀県大会〉
１回戦　河瀬　13ー４　守山
２回戦　河瀬　 ３ー２　野洲
３回戦　河瀬　 ３ー５　比叡山

《滋賀県高等学校春季総合体育大会の結果》

○男子バスケ
ットボール部
１回戦　河瀬
110ー41　長
浜農業
２回戦　河瀬
42ー95　比叡
山

○女子バスケ
ットボール部
１回戦　河瀬 88ー28 湖南農業
３回戦　河瀬 25ー96 滋賀短附

ベスト16

○陸上競技部
男子ハンマー投

川西隼司　58m70 １位
男子円盤投　　

北川亮介　36m17 ６位
女子砲丸投　　

森野綾乃　  9m38 ５位
近畿大会出場

○男子バドミントン部
個人戦

ダブルス
川島・鈴木ペア　　ベスト６

シングルス
川島伝竜　　　　　ベスト16

団体戦　河瀬　２－３　堅田

○女子バドミントン部
個人戦

ダブルス　松嶌・賀治ペア
和田・山本ペア
坂東・中山ペア

２回戦進出
シングルス 加藤、宝田　２回戦進出

団体戦　　河瀬　５ー０　伊香
河瀬　０ー３　八幡

○男子卓球部
個人戦　

ダブルス
吉川・橋本ペア　　ベスト24

シングルス
吉川達也　　　　　ベスト32
大谷優貴　　　　　ベスト64

○女子卓球部
個人戦　

ダブルス
橋本・薮田　２回戦進出

北川・小梶ペア
近畿大会選考会の結果、近畿大会出場
小林・辻川ペア　ベスト32　進出

シングルス
小林紋華　　４回戦進出

○女子ソフトテニス部
個人戦　西田光穂・前田那菜ペア

４回戦進出
団体戦　河瀬　１ー２　草津

○女子バレーボール部
予選グループリーグ戦

河瀬　１ー２　安曇川
河瀬　２ー０　能登川

決勝トーナメント１回戦
河瀬　２ー０　虎姫

２回戦 河瀬　０ー２　近江

○サッカー部
１回戦　河瀬　１ー４　光泉

○男子ハンドボール部
予選リーグ　河瀬 18ー10 彦根工業
                  河瀬 24－11 八幡工業
準々決勝　　河瀬 11ー20 彦根東

ベスト８

○女子ハンドボール部
予選リーグ　河瀬 ９ー13守山
準々決勝　　河瀬13ー14近江

ベスト８

○剣道
男子団体　河瀬　１ー２　滋賀短

１回戦敗退
女子団体　河瀬　３ー１　水口東

河瀬　０ー５　草津東
２回戦敗退

◆ 文 化 部 ◆

○放送部
〈NHK杯放送コンテスト〉アナウン
ス部門、朗読部門全国大会出場決定

宇野ひかり　　優秀賞
岡田菜摘　　　優秀賞
木本くるみ　　優良賞
北田　愛　　　優良賞

以上全国大会進出

○科学部
〈第38回近畿高等学校総合文化祭　徳島大会〉
化学研究発表部門　県代表　決定
県1位（化学研究発表部門）

近畿大会出場

○吹奏楽部
〈第29回全国「みどりの愛護」のつどい〉出演
〈第56回滋賀県吹奏楽祭〉出演
〈東京ディズニーリゾート 「ドリーマーズ・
オン・ステージ」〉出演

○写真部
〈滋賀県高等学校文化連盟写真部会
春季合同撮影会〉参加

○文芸部
〈おうみ文藝塾〉参加

○生徒会執行部
日本生徒会大賞2018「活動賞」

《春季中体連の結果》

○軟式野球部
河瀬　０ー12　秦荘　

○バスケット女子
１回戦　河瀬　61ー28　長浜東
２回戦　河瀬　36ー51　豊日

○剣道部
団体戦　河瀬　０ー５　幸福関西　

○卓球部
男子
河瀬　０－３　近江兄弟社
河瀬　１－３　瀬田北
男子は北部地区大会を５位で通過　
県大会はグループリーグ敗退

女子
河瀬　３－１　安土　
河瀬　３－２　南郷
準々決勝　河瀬　３－２　瀬田北
準決勝　河瀬　０－３　聖徳
３位決定戦　河瀬　０－３　伊吹山
女子卓球部は北部地区大会で２位、県大会
は４位。県でベスト４に入ったことによ
り、夏の県大会のシード権及び６月２日、
７月７日の強化練習会の出場権を獲得。

○女子バレーボール部
１回戦　河瀬　０－２　永源寺

○吹奏楽部
〈第56回滋賀県吹奏楽祭〉出演

高　校 放送部　全国大会出場へ
陸上部・女子卓球部・科学部　近畿大会出場へ

▲ESS部活動



2018年度2018年度
輝く笑顔を仲間とともに輝く笑顔を仲間とともに

７月５日（木）に実施予定だった、体育祭は雨で延期になりました。予備日の７月６日（金）は、大雨のため休校
となったことから、体育祭は一旦、中止となりました。しかし、生徒たちの熱い思いが晴れた空を呼び戻し、７月９
日（月）の午前中のみの日程で、集団演技や団対抗綱引き、クラス対抗リレーなどの競技が行われました。輝く笑顔
溢れる素晴らしい体育祭となりました。
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学園祭テーマ The Best of Adventure ～平成最後の大決戦～

《団編成》  １団　緑　Never land （高校3−1、2−3、1−4、中学1−1）
                 ２団　赤　Heart Beat （高校3−2、2−5、1−5、中学3−1）
                 ３団　桃　百花繚乱 （高校3−3、2−6、1−2、中学3−2）
                 ４団　黄　ambitions （高校3−4、2−4、1−3、中学1−2）
                 ５団　青　Universe～Adventure to hundreds of millions of light years away～
                                          （高校3−5、2−1、1−1、中学2−2）
                 ６団　紫　Dream Fantasia （高校3−6、2−2、1−6、中学2−1） 
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