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心豊かに丁寧に

理事長

植 村  武 雄

　第７４回卒業生の諸君、社会人としての新しいステージへの旅立ち、困難な情況に気後れすることなく、
若者らしく明るく前向きに歩んでください。
　高校生活は、教育の場という枠内で、学ぶ、覚えるということが中心でした。諸君はこの枠から卒業、
解放され、世代的にも空間的にもより広大な交流の場で、自ら考え、自ら決定し、自ら行動し、一歩一歩
夢を叶えて欲しいと思います。「進取」「錬磨」「礼節」という本学園の校訓を胸に刻み続けて。
　今回のコロナ禍は２年に及びます。皆さんは高校生活の大半を厳しい感染対策の下、特に交流につい
て大きな制約のある中で過ごされました。そのような不安定で不十分な教育環境にもめげず、デジタル
技術の活用等で卒業に足る成果を収められました。また、リアルな触れ合いが充分にできない環境にも
拘らず生涯の友を見出されました。先生方のご苦労に感謝申し上げますとともに、皆様のご努力に敬意
を表します。
　コロナ禍は昨秋ごろから感染者が激減し収束に向かうのではと期待されましたが、本年に入って変

異株オミクロンが急激に蔓延しています。オミクロン株は感染力は強いが毒性は弱いとの見立てがあります。また、ワクチン接種の継
続進展や経口治療薬の普及で恐れることはないという意見もあります。それでも私たちは、手指消毒、マスク着用、換気、３密回避等
の基本的対策は新生活様式として徹底しなければなりません。
　また、コロナ禍の副反応として、ネット情報の氾濫や交流抑制等による強度の不安症やうつ病の発症者が増加し、自殺者も増えて
います。このような精神面の障害は若者に多いともいわれています。皆さんは、精神面の自己管理をしっかり行い、心豊かに丁寧にお
過ごしいただきたいと思います。

「よく努力し、よく頑張りました」

校長

中 野  憲 二

　74 回生の皆さん、卒業おめでとう。また、保護者の皆様、お子様のご卒業まことにおめでとうございます。
　思い起こせば３年前、私と74 回生とは一緒にこの神港学園に“入学”しています。入学式で迎え、まもな
く行われた嬉野台でのファーストキャンプでの緊張と不安が混じった皆さんの面持ちは今でも思い起こさ
れます。
　新型コロナウイルス感染拡大により、74 回生の２年生は臨時休校で始まるという変動と混乱の一年でした。
　そのような中でも74 回生は、多くの分野で中心となり目覚ましい功績を残してくれました。
　空手道部は、男子は全国大会の連続出場を７に伸ばし、女子は創部わずか２年で県大会で優勝して全
国大会出場を果たしました。柔道部は、男･女ともに個人戦で県大会で優勝して全国大会出場を果たしてい
ます。また、硬式野球部は 24 年ぶりに春季県大会で優勝、女子バスケットボール部は、創部３年で県のベ
スト 4、男子バレーボール部や陸上競技部（男子・駅伝）も県のベスト４になったほか、ライフル射撃部や
県大会初出場で初入賞した陸上競技部女子・駅伝でも近畿大会に出場するなど、活躍は数え上げればき
りがないほどです。文化部も、コロナ禍のため文化祭の開催はかなわなかったものの校内外での展示・発
表に積極的に参加しました。

　他校に先駆けて医療従事者支援の募金活動を行ってくれた生徒会・ボランティア同好会の皆さんも多くの人の心に光を当ててくれま
した。74 回生は逆境に負けることなく、試練、困難を切り抜け、団結、仲間との絆を見せてくれマイナスをプラスに変えていってくれました。
機会のあったいくつかの部の部員には、「よく努力できるチームだった。神港学園に良い雰囲気を広めてくれた。あなたたちには本当に
感謝している。ありがとう。」という気持ちを伝えました。
　進学や就職でも、自分から面接の練習や小論文の指導を先生のところにお願いしに行き、最後まであきらめずに粘り、自分の目標を
達成した人も多くいました。まさに「よく努力し、よく頑張った」の一言に尽きます。
　この神港学園の３年間で経験したことは同じでも、今後皆さんが日 ど々ういう心持ちで生活するかによって、皆さん自身の未来は大き
く違う道を辿るでしょうし、それによって世界のあり様も異なるものになっていきます。
　これからは、後ろを向かず、あなた方一人一人の前向きの意識と行動が、自分の未来を作っていくのだ、そして世界の行く末に繋がっ
ているのだということを忘れず勇気をもって力強く人生を歩んでいってください。
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３年生の皆さん！

育友会　会長

永 森  博 徳

　3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　皆さんは神港学園で３年間学ばれましたが、２年間は新型コロナウイルス感染症の拡大により様々な行事・イベン
トが中止となり辛い経験をされたと思います。それでも皆さんが立派に成長され、今日の日を迎えられたこと、お世話
になった先生方・保護者の方への感謝の気持ちを忘れないでください。
　さて、皆さんは、神港学園にて社会で活躍するために必要な知識や技術を身につけてこられました。大学や専門学校へ
進学される方、就職される方と様々な道を進みます。どの道を進むにせよ、皆さんが大人になる第一歩を踏み出すわけ
です。高校までは、保護者や周囲の大人が守ってくれる生活であり、それは、時には不自由さを感じさせるものであっ
たかもしれません。しかし、これからは自分の意志が尊重され、選択できる幅が広がる反面、責任も大きくなります。
　私は、大人、社会人とは、自分自身に責任がとれる人だと考えています。若い皆さんがこれから生きて行くうえで、
様々な困難や悩みにぶつかるときもあると思います。
　どんな困難に対しても知恵を絞り、行動を起こして乗り越えてほしいですし、また反対に、どうあがいても達成され
ないと感じたならば、軌道修正をしたり、引き返す勇気も時には必要となってきます。どんな結果になったとしても、

自分が決めたことという自覚を持ち、決して人や環境のせいにせず、逃げ出さないでください。こう言うと、何もかも自分でやらなければならないと
気が重くなってしまうかもしれませんが、人間が一人でやれることには限界があります。周囲の人に協力を求めることもまた選択肢の一つです。今に
至るまで、皆さんは、たくさんの人たちと関係を築いてきたはずです。皆さんの成長を促し、見守り続けてこられた保護者の方や、導いてくださった先
生方、友情を築いてきた同級生や先輩、後輩もそうです。そういった方々に、健全な姿勢で頼ることも大人として求められるスキルです。
　もちろん、周りの方が困っていたら、自分の能力を最大限生かして、手をさしのべてください。
　私は、皆さんが自分の選択に責任を持つような自立した大人になり、周囲の方々と良い関係を作りつつ社会で活躍するような素敵な人たちになっ
てほしいと願っています。
　最後になりましたが、卒業生一人ひとりが輝かしい未来へ羽ばたいていくことを願います。ご卒業おめでとうございます。

いつも明るく前向きに

金星会（同窓会）　会長

米 津  康 男

　これからの皆さんの人生、楽しいこともありますが、辛く苦しいこともあります。人生では、辛く
苦しいことの方が多いかも知れません。辛く苦しい試練を乗り越える度に、人は、揉まれ、磨かれて
成長していきます。希望を持ち続けてください。希望があれば、辛く苦しいことに耐えていくことが
できます。自分は将来、このようなことをやりたい、という目標を持つことが大切です。この目標が
希望に変わっていきます。希望を持って、いつも明るく、前向きな姿勢で歩いていってください。愚
痴を言うのは避けてください。明るく前向きな姿勢でいる人のそばに、人は集まります。苦しんでい
る友がいれば、励ましてください。人に力を与えるのは、やさしさ、慈しみ育てる、ということが根
底になければなりません。そのためには、利己心、自分の殻から出て、人との交流を持ってください。
人の意見にしっかり耳を傾け、よい意見は取り入れてください。自分だけの欲、権利だけを主張して
いると、人は離れていきます。それぞれの多様性や相異を認める。そこから対話が始まります。対話
の中から友情が生まれます。友情は、温かさ、やさしさ、忍耐を培います。そして、一致、連帯して
いくことで、大きな力となっていきます。

　自分の可能性を信じてください。いい友を持つと心が豊かになります。人生も可能性も広がります。人と集い、共に栄え、
互いに成長できるよう励まし合う。楽しいことも、辛く苦しいことも分かち合い、人に、もう一度やり直そうと思わせる。
温かい励ましの言葉をかけてください。
　対立することがあっても、互いの共通点を見つけ、対立を乗り越えてください。どんな危機の中にあっても、前へ前へ進む
勇気を持ってください。どうしてもうまくいかない時もあります。そんな時は、耐え忍んでください。耐えることは努力を伴
います。努力を続けている人の上にチャンスがきます。きっと先にいいことがあると思い、誠実に生きてください。
　今後の健闘を心からお祈りいたします。
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卒業生の皆様へ

第３学年　主任

前 田  洋 平

　７４回生の皆さん、卒業おめでとうございます。
　さて、皆さんは昨年６月に取り組んだSDGs（持続可能な開発目標）についての探究活動を通して、今日
人類が直面している貧困・食糧・環境・教育・倫理等に関するさまざま問題が多く存在していることを調べ、
学んだことを覚えていますか？　
　SDGsとは2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193ヶ国が2016年から2030年の15年
間で達成するために掲げた目標です。
　2030年は、どのような社会になっているでしょうか？現在は、社会の急速なグローバル化・少子高齢化や
目まぐるしく発展する情報通信技術が社会を大きく変化させました。特に新型コロナウイルス発生に伴う
「新しい生活様式」導入は、今まで以上に社会に大きな変化をもたらしました。
　８年後の2030年は、全く想像もつかない社会になっていると思います。
　これからの社会を支えていくこととなる皆さんの中には、このような想像がつかない将来に対して、漠然
とした不安を抱えている人もいることでしょう。しかし、不安に思う必要はありません。皆さんはこの神港学
園での高校生活の中で、先輩・後輩・友人・教職員など、様々な人々との学校生活を通して、自分とは異なる

考え方や価値観と接する経験をしてきました。この経験により、他者を理解し、尊重する能力を身につけているはずです。
　これからの社会で必要な能力は、興味関心などの好奇心を大切にし、単に知識だけを増やすのではなく、身につけた知識を活用し、
「他者を理解し、共に働く力」が大切になってきます。これからの時代の変化を恐れず、神港学園で身につけた学びの基礎を大切にし
ながら、常に変化しつづける社会の先を読み、未来を切り拓いていってください。
　皆さんなら、予想もつかない社会変化にも柔軟に対応し、より良い、幸せな社会を築いていくことができると信じています。そして、
SDGｓで揚げられている開発目標後の世界においても、この世界を明るく照らす存在であってください。
　最後になりましたが、保護者の皆様におかれましては、３年にわたり本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとう
ございました。厚くお礼申し上げます。

ご卒業おめでとうございます！

生徒会長

濱 田  尚 輝

　３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　先輩方は神港学園の３年間をどう感じましたか。勉学等で３年間長く感じた方、部活動を真剣に
取り組み早く感じた方、友達と青春真っ只中を走り抜けた方、コロナ感染症拡大によって行事などが
少なくなってしまいましたが、その少ない行事の中でも友達やクラスメイト達と盛り上がり、楽し
い時間で３年間があっという間だったと言う方など、人それぞれ様々な感じ方があったと思います。
しかし、いろいろな感じ方があっても、これが一番印象に残ったという思い出は必ずあると思います。
この３年間で出会った最高の仲間、先生方から学んだことや経験したことは絶対に忘れないでくだ
さい。
　卒業される先輩方には、色々な面でお世話になりました。私が、今こうして生徒会長として活動
できているのも先輩方のお陰だと思っています。先輩方は、それぞれの新しい進路に向かっていかれ
ると思いますが、その道中で数々の苦難や困難が立ちはだかることがあると思います。そんな時は、

あきらめず何度も挑戦してください。必ず苦難・困難を乗り越え目標に近づけると思います。私たちは、先輩方が受け継ぎ、
築いてこられた神港学園の伝統をしっかりと引き継ぎ、後輩たちの手本になれるように頑張ります。
　最後になりましたが、３年生の先輩方、本当にありがとうございました。これからのご活躍を心よりお祈りしています。
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キャリア教育推進部今年度の進路状況について

令和3年度の進路状況（合格者実数）

令和4年1月31日現在

6名 65名 36名 3名142名

四年制大学 短期大学 専門学校 就職 公務員（自衛隊を含む）

　昨年度からのコロナ禍は、今年度になっても一層深刻さを増し、学校の教育活動にも大きな影響を及ぼしました。経済
活動の制限が、高校生の求人数にも影響したり、大学入試でも受験傾向にどんな影響があるのか、非常に不透明な状況で
あり、生徒たちが自ら志望する進路を実現できるだろうかと、不安感が募るばかりでした。そんな中で、今年度の３年生は、
進路実現のための課題を実に前向きに一生懸命取り組んでくれました。毎年、生徒の様子には変化がありますが、教師の
指導に素直に、また真摯に取り組み、自分の進路を力強く実現していこうとしている姿をたくさん見ることができました。
このような生徒の頑張りが、コロナ禍の困難な状況の中でも、結果を残すことができた要因だと確信しています。
　（１）就職について　
　今年度、就職志望生徒は例年よりも少なく、現時点で内定となった生徒は 39 名です。求人数もコロナ禍が心配されまし
たが、例年とほぼ変わりませんでした。毎年求人をいただいている企業からも、ぜひ本校生が欲しい、という声を多く聞く
こともできました。生徒たちは多くの求人の中から、積極的に会社見学などをして自分の適性にあった企業を選びました。
その結果、ここ数年は志望者がいなかった企業や、数多くの公開求人の中から自ら選んだ企業を受験する生徒も多く見
られました。そして、一次の不調者も例年より少なく、その生徒も二次で内定をいただくことができました。　
　（２）進学＝大学・短大
　昨年度入試は、コロナ禍の影響で、大幅な志願者減と多くの大学で追加合格増となりました。それぞれの大学で入試の
易化が例年以上に指摘されました。このような状況もあり、今年度も本校では第一志望の学校への合格を最後まで目指す
指導を継続しています。例年、指定校推薦で合格する生徒は多いのですが、今年度も指定校推薦の枠は、85大学、総人数
423人（短大は 21校 102 人）を諸大学からいただくことができました。そして今年度は、現時点での指定校推薦の合格者
割合が 47％と例年より低く、このことは指定校推薦にとらわれず、自分の行きたい大学を目指して頑張る生徒が多いことを
示しています。第一志望の学校の総合型選抜入試（旧AO入試）や、学校推薦型選抜入試（旧公募制推薦入試）からチャレ
ンジして、自らの進路を切り開こうとする積極性が、例年以上に見られました。そのために、受験科目の学習をはじめ、志望
理由書や学習計画書などの作成や面接・小論文対策などに熱心に取り組み、国立大学合格を含め、成果をあげた生徒が
多くなりました。一方、指定校推薦入試を目指す生徒は、面接の練習もキャリア教育推進部を中心に何度も綿密に行いまし
た。また、本校の強みでもあるスポーツ推薦入試でも、例年以上に有名私大を中心に、多くの生徒が合格しました。部活動と
勉学を見事に両立してくれました。そして、一般入試も例年以上に多くの生徒がチャレンジします。冬休みも受験のための
補習が盛況だったことや、最後まで粘れば合格する可能性は高くなる近年の大学入試の状況を踏まえると、必ずよい結果を
出してくれると確信しています。
　（３）進学＝専門学校
　本校では例年約 30％前後の生徒が専門学校に進学していますが、今年度は 25％弱の生徒が専門学校への進学をする
ことになり、例年よりも少なくなりました。昨年度もそうでしたが、医療看護系への興味関心が高く、本年度も理学療法・
介護福祉、鍼灸、柔道整復、義足製作などが、専門学校進学者の約 35％を占めています。専門学校進学者には、２年生から
９分野（情報・調理・保育・医療・自動車・体育・動物・建築・公務員）の専門学校の先生にきていただき、計５回の
講義をうける『プロフェッショナル研修』を行っています。その９つの分野に進学する生徒が多かったことも、本校での学習
が進路選択に役立っているということと思います。なお、受験形態はAO入試で出願する生徒が大半ですが、指定校推薦
での出願の生徒も専門学校進学者の２割ほどを占めています。
　（４）次年度に向けて
　令和４年度は、新学習指導要領が１学年から実施されます。大学入学共通テストの内容の変更も踏まえて、学習内容も
探究活動が一層重視されることが予想されます。本校でも来年度から、この動きに対応するために探究活動を実施します。
また、これまでの１、２年生からの進路に関する学習も一層充実させつつ、探究活動を通して、長い人生で必要となる力の
育成を目指して教育活動を展開していきたいと思っています。同時に、生徒一人ひとりの希望進路の実現について全力で
サポートしていきます。

（令和４年１月７日記）
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進路についての学習
一年間で行った、進路についての学習を学年別にまとめました。

１年生

２年生

１年生の進路目標は、進学か就職かを決めた上で、どんな学部学科に進学するか、どんな職種・業種に就職
したいか、を考えることです。そのために、①職業や学問別の進路説明会、②先輩のキャリアを聞く会、③特進
クラスの大学訪問（甲南大学）、④学部学科説明会と就職説明会（１月下旬実施）、などの行事を行っています。

２年生では、１年生の時に決めた進路目標について、自分の適性に合っているかどうかを検証するための学習を
行っています。４月からの学部学科研究や業種・職種研究、そして、夏休みには、志望大学のオープンキャンパ
スへの参加、志望する業種・職種を経験するインターンシップなどを行い、二学期には、大学・専門学校・企業訪問、
進学ガイダンス・就職受験講座などを行っています。また、９つの専門分野について学ぶプロフェッショナル研
修も実施しています。

①職業や学問別の進路説明
会

②先輩のキャリアを聞く会

③特進クラスの大学訪問

①インターンシップ
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３年生は、進路実現の年です。６月に①志望校の学校別の入試説明会、就職受験講座を行っています。
また、夏には、保護者を対象とした就職・進学説明会を行っています。

３年生

6

①志望校の学校別の入試
説明会、就職受験講座

②保護者を対象とした就
職・進学説明会

③大学・専門学校・企業訪
問

④進路ガイダンス

②プロフェッショナル研修
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表彰を受ける者

各賞を受賞する者および代表者 クラブ功労賞および功績

皆勤賞を受賞する者（32名）
1組

2組

3組
4組
5組
6組
7組
8組

足立 真理沙、池本 日和、井上 輝星、金井 翔主馬、
塚本 陸矢、藤原 任冶
石川 建佑、小澤 俊之介、加藤 大、岸本 凌弥、小西 風羽、
島本 結帆、中野 翔太、前田 悠樹、牧 颯太、山田 悠翔
土井 優尚
穐野 翔星、黒田 惟斗、牧村 巧巳
岩坂 舜、藤川 陽貴
阿達 大輝、榎下 瑠汰、山縣 勇斗、𠮷岡 秀成
井上 颯人、苦瓜 ひなた、野中 馨
青木 啓汰、中来田 奏、三木 勇人 空手道部（13名）

令和3年度　全国高等学校空手道選手権大会
　女子団体組手　ベスト16

令和2年度　全国高等学校空手道選抜大会

　男子個人組手　出場
　8組　中杉　奏

剣道部（1名）
第57回近畿高等学校剣道大会女子団体の部出場

令和3年度春季近畿地区高等学校野球大会　出場
石原  悠篤・佐藤  大地・塩原　智
津田  亮太・信川  虎太郎・藤原  任冶
山根  悠人
石川  建佑・小澤  俊之介・加藤  大
嶋﨑  啓斗・前田  悠樹・森岡  啓斗
𠮷田  成凱
佐治  康平
竹内  蓮
三木  勇人

　1組　増田  凪紗

硬式野球部（17名）

　

卒業証書授与総代
日本私立中学高等学校連合会賞受賞者
兵庫県私立中学高等学校連合会賞受賞者
金星会賞受賞者
育友会賞受賞者

　答辞

5組
2組
8組
2組
1組
8組
4組

　送辞 2年

1組

精勤賞を受賞する者（85名）

石原 悠篤、梅野 萌乃佳、江原 莉那、大搗 弘晟、
岡 逸斗、塩原 智、谷 蒼士、津田 亮太、
信川 虎太郎、伯川 秀熙、平村 欧雅、山根 悠人

2組 稲継 浩之助、笠垣 佑月、小坂 紗愛、嶋﨑 啓斗、
立花 怜紀愛、田中 涼瑛、西岡 楓果、橋本 颯太、
村上 蓮太郎、森岡 啓斗、森田 大悟、𠮷田 成凱

3組

4組

5組 内田 爽太、神戸 雄矢、佐藤 祐、谷川 世俊、
德安 弘樹、西田 啓人、藤岡 龍矢、古谷 魁都、
松井 悠貴

6組 飯山 柾、岩本 風詩、金山 希来里、北山 浩輔、
木梨 孝祐、中井 健斗、西野 柊貴、牧野 駿翔、
松永 優希、山村 飛翔、山本 大地

7組 今村 陸斗、大江 慶志朗、長谷 柊也、加藤 祐希、
木村 仁彦、東原 知輝、森 耕太、和田 優生

8組 滝口 龍斗、竹村 知浩、多田 大河、田中 凜、
中村 留花、花房 楓、林﨑 美月、福元 大

1組

2組

3組
4組
8組

池本  日和
立花  怜紀愛・小西  風羽
苦瓜  ひなた

1組
2組
7組

江原  莉那

橋本  颯太
山口  弥隼
多田  大河

穐野  翔星
星野  竜輝 

恒成　翔

村上  蓮太郎

1組

2組
3組
8組

4組
7組

8組

2組

　女子団体形　ベスト16

　男子団体形　出場

　男子団体組手　出場　

　男子個人形・男子団体形・男子団体組手　出場　

　男子個人形・男子団体形　出場

東 星流、荒木 誠希、大江 拓翔、清田 務玄、
高取 佑綺、　浦 航平、長谷川 豪、本多 隼人、
三野 紘瑛、山口 弥隼、𠮷岡 塁、李 蓮

姉崎 大輝、植田 光貴、川口 涼、 田 記尉、
田中 礼望、中尾 侑祐、西川 直希、西山 元稀、
堀 光雅、松本 修汰、山下 賢也、若松 勇治

是松　陽凪
小澤　俊之介
三木　勇人
小西　風羽
大搗　弘晟
林﨑　美月
穐野　翔星
滝本　染
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陸上競技部（8名）

男子第72回近畿高等学校駅伝競走大会　出場

柔道部（10名）
第43回全国高等学校柔道選手権大会
男子個人73㎏級　第3位

　

射撃部（5名）
令和２年度　近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会
ビームライフル男子個人　３位

第４０回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会・代替大会　出場
令和３年度　近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会
ビームライフル男子個人　６位入賞

第59回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会出場
ビームライフル男子　個人　

令和元年度　近畿高等学校秋季ライフル射撃競技選手権大会
　ビームピストル男子個人　７位入賞

早田  璃彪
小出  翔希矢

1組
2組

男子第71・72回近畿高等学校駅伝競走大会　出場
谷　蒼士
東原  知輝

1組
7組

男子第70・71・72回近畿高等学校駅伝競走大会　出場
黒葛野  瑞希4組

第76回国民体育大会近畿ブロック大会
優勝

平田  祐希斗5組

大搗  弘晟1組

第62回近畿高等学校柔道新人大会　出場
男子個人66㎏級

髙原  槙太2組

第62回近畿高等学校柔道新人大会　出場
男子個人100㎏超級

稲継  浩之助2組

第43回全国高等学校柔道選手権大会
女子個人48㎏級　ベスト１６

池田  美優奈2組

第62回近畿高等学校柔道新人大会　出場
女子団体　

田中  美優
古川  紫月

1組
2組

第62回近畿高等学校柔道新人大会　出場
女子個人48㎏級

藤坂  花央1組

第62回近畿高等学校柔道新人大会
男子団体　第3位

佐伯  翼・田端  迅
中野  翔太

1組
2組

令和２年度　近畿高等学校秋季ライフル射撃競技選手権大会　出場
ビームピストル男子個人

　浦  航平3組

北川  彪冴8組

令和元年度　近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会　出場

令和３年度　近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会

第59回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　出場

ビームライフル男子個人

ビームライフル男子個人　８位入賞

ビームライフル男子個人

井上  颯人7組

今田  奏音7組

令和元年度　近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会　出場

令和２年度　近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権大会　出場

令和３年度　近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会　出場

第59回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会　出場

　ビームライフル男子個人

ビームライフル男子個人

ビームライフル男子個人

ビームライフル男子個人

女子第36・37回近畿高等学校駅伝競走大会　出場　

第88回近畿陸上競技選手権大会 3000m障害 7位

足立  真理沙・向谷  楓香
仲林  絢音

1組
7組

向谷  楓香1組

バレーボール部（4名）

田中  涼瑛・牧　颯太
松本  愛哉
今村  陸斗

2組
5組
7組

令和3年度近畿高等学校バレーボール優勝大会兼
第74回近畿6人制バレーボール男女選手権大会　出場

女子バスケットボール部（13名）
第68回近畿高等学校バスケットボール選手権大会出場

梅野  萌乃佳・大西  志保・大山  華暖
中  明咲陽
笠垣  佑月・小坂  紗愛・島本  結帆
永森  愛衣・西岡  楓果
田中  凜・中来田  奏・中村  留花
花房  楓

1組

2組

8組

書道部（2）

「第62回　大東文化大学　全国書道展」
金賞
銀賞

溝口  悠太
岡　  翼

6組
8組
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活躍する各部活動

硬式野球部

軟式野球部

柔道部
第６５回兵庫県高等学校総合体育大会柔道競技

バレーボール部
兵庫県高等学校総合体育大会バレーボール競技

田中涼瑛・牧　颯太第４位

第３位

優秀選手
第３５回ビーチバレージャパン兵庫県予選大会

山本琉偉・髙島　仁準優勝
第３回全日本ビーチバレーボールＵ－23 男女選抜優勝大会

牧　颯太・田中涼瑛出場

第７４回全日本バレーボール高等学校選手権大会兵庫県予選大会
山下航平・加登琢真優秀選手

令和３年度近畿高等学校バレーボール優勝大会　２回戦進出

　

第３位
令和３年度　神戸市内高等学校バレーボール新人大会

綿貫吉周優秀選手　

第４０回近畿私立高等学校バレーボール選手権大会出場

剣道部
令和3年度神戸市内高校剣道大会並びに県総体神戸地区予選大会
　女子団体の部　第3位

令和3年度神戸市内高校剣道大会兼県新人高校剣道大会神戸地区予選大会
　女子団体の部　第3位
第68回兵庫県高等学校新人剣道大会
　女子団体の部　第5位

第14回全日本女子都道府県対抗剣道大会兵庫県予選大会出場
原  さくら

　優秀選手賞　原  さくら

第59回近畿高等学校剣道大会　女子団体の部　出場

第65回兵庫県総合体育大会剣道大会

　

　女子団体の部　第5位
優秀選手賞 松本　夢叶

空手道部

恒成　翔
中杉　奏（インターハイ　出場）
池本　日和
立花　怜紀愛

（創部初・インターハイ　出場）

（創部初）

男子個人形
男子個人組手
女子個人形
女子個人組手
男子団体形
男子団体組手
女子団体形
女子団体組手
男子総合成績
女子総合成績

第3位
準優勝
第3位
第3位
準優勝
第3位
第3位
優 勝
第2位
優 勝

令和３年度　兵庫県高等学校空手道大会

村上  蓮太郎・岩本  陽輝
池本  日和
加藤  穂乃
中杉  奏
小西  風羽（近畿大会　出場）
苦瓜  ひなた
立花  怜紀愛・池本  日和・加藤  穂乃

少年男子形
少年女子形

少年男子組手
少年女子組手

第5位
準優勝
第5位
第5位
準優勝
第4位
第5位

令和３年度　兵庫県空手道選手権大会（兵庫県民大会）

立花  怜紀愛・小西  風羽
苦瓜  ひなた・池本  日和
椋本  珠音・高橋  葵衣
古門  万桜

女子団体組手 ベスト16

中杉　奏男子個人組手　出　場

令和3年度　全国高等学校空手道選手権大会（富山インターハイ）

令和３年度　春季兵庫県高等学校野球大会　優勝
令和３年度　春季近畿地区高等学校野球大会　出場
第１０３回　全国高等学校選手権大会　兵庫県大会  ベスト１６
兵庫県高等学校 優秀野球選手　藤原 任冶

令和３年度　春季兵庫県高等学校軟式野球大会ベスト８
令和３年度　全国高等学校軟式野球選手権兵庫大会ベスト４
令和３年度　秋季兵庫県高等学校軟式野球大会ベスト８

男子団体戦
女子団体戦
男子６０㎏級
男子６６㎏級
男子７３㎏級
男子９０㎏級

男子１００㎏超級
女子４８㎏級

女子７０㎏級

準優勝
第５位
準優勝
優　勝
準優勝
準優勝
第３位
第３位
優　勝
第３位
第３位

髙原　槙太
顕徳　海利
大搗　弘晟
中野　翔太
田端　迅
平　真大
池田　美優奈
藤坂　花央
宮地　楓

兵庫県ジュニア柔道体重別選手権大会
男子６６㎏級

男子７３㎏級
男子９０㎏級

男子１００㎏超級
女子４８㎏級

優　勝
準優勝
優　勝
第３位
準優勝
準優勝
第３位

顕徳　海利
髙原　槙太
大搗　弘晟
中野　翔太
佐伯　翼
池田　美優奈
藤坂　花央

第７６回兵庫県民体育大会柔道競技（国体予選）
男子６０㎏級
男子７３㎏級

男子９０㎏級
男子無差別級

準優勝
優　勝
準優勝
第３位
第３位

髙原　槙太
顕徳　海利
大搗　弘晟
田端　迅
平　真大

　 ゴルフ部
令和３年度  兵庫県高等学校総合体育大会  ゴルフ競技  出場

　 サッカー部
令和３年度　兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技
　３回戦
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与儀　亮太
藤原　吉登
山近　朋也
三浦　くるみ

ビームライフル個人男子

ビームピストル個人女子

１位
２位
３位
２位

令和３年度兵庫県高等学校秋季ライフル射撃競技選手権大会

与儀　亮太
三浦　くるみ

ビームライフル個人男子
ビームピストル個人女子

５位入賞
６位入賞

令和３年度　近畿高等学校　秋季ライフル射撃選手権大会

平田祐希斗
北川彪冴
今田奏音
与儀亮太
藤村有希
髙橋朋実
　浦航平

ビームライフル個人男子

ビームピストル個人女子
ビームピストル個人男子

１位
２位
３位
４位
５位
２位
４位

令和３年度兵庫県高等学校総合体育大会（5月30日）

黒葛野瑞希
東原知輝
楠廉人
丸毛萌愛
正垣水梨
村上はるか

男子5000ｍ
男子5000ｍ
男子走高跳
女子3000ｍ
女子3000ｍ
女子5000ｍＷ

第6位
第7位
第7位
第3位
第4位
第3位

山本侑輝
橋本魁人
丸毛萌愛
村上はるか

1年男子1500ｍ
2年男子5000ｍ
2年女子5000ｍ
2年女子5000ｍW

第3位
第6位
第7位
第6位

平田祐希斗
北川彪冴
髙橋朋実

ビームライフル男子個人

ビームピストル男子個人

６位
８位
５位

令和３年度近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会

　 男子バスケットボール部
　令和３年度兵庫県高等学校バスケットボール大会

　4回戦敗退　ベスト32

　 陸上競技部

　 女子バスケットボール部

第５位　　　優秀選手賞　梅野  萌乃佳

第５位

　 射撃部
2021年度 第59回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会 出場
ビームライフル個人男子　５名

令和３年度全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会出場
ビームライフル男子個人部門

　 卓球部
2021年度神戸市内高等学校総合体育大会卓球競技出場

　 山岳部

令和３年度兵庫県高等学校総合体育大会バスケットボール競技

令和３年度第68回近畿高等学校バスケットボール選手権大会　出場
令和３年度全国高等学校バスケットボール選手権大会兵庫県予選

令和３年度神戸市高等学校春季ハンドボール大会　２部リーグ

令和３年度神戸市高等学校秋季ハンドボール大会

令和３年度兵庫県高等学校新人ハンドボール選手権大会

令和３年度近畿私立高等学校ハンドボール大会出場

第１位　１部リーグ昇格

１部リーグ第３位　

ベスト１６　

　 ハンドボール部

第74回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会神戸地区予選会
（2021年5月8日・9日　於；ユニバー記念競技場）

決勝第7位　丸毛萌愛女子3000ｍ 

第７４回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会
（2021年5月28日・29日・30日　於；ユニバー記念競技場）

第７１回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会

1区）黒葛野瑞希　2区）谷蒼士　3区）橋本魁人
4区）東原知輝　　5区）米澤輝　6区）京川大真　
7区）山本侑輝

男子第７６回兵庫県高等学校駅伝競走大会　第４位

1区）橋本魁人　2区）山本侑輝　3区）米澤輝　
4区）東原知輝　5区）京川大真　6区）黒葛野瑞希
7区）谷蒼士

男子第７１回近畿高等学校駅伝競走大会　第２１位

1区）正垣水梨　2区）丸毛萌愛　3区）足立真理沙
4区）戸田歩実　5区）仲林絢音

女子第３８回兵庫県高等学校駅伝競走大会　第６位

1区）正垣水梨　2区）丸毛萌愛　3区）仲林絢音　
4区）向谷楓香　5区）足立真理沙

女子第３７回近畿高等学校駅伝競走大会　　第２５位

　 テニス部
令和３年度兵庫県テニス新人大会団体戦
２回戦進出

　 書道部
第62回　大東文化大学　全国書道展

　 ボランティア同好会
7月29・30日 ＪＲ元町駅前にて「熱海土石流災害」復興支援の募金活動
10月～12月 諏訪山にて「すわやまの会」主催の様々な行事のボランティア参加
12月10日 ＮＨＫ歳末たすけあい運動の募金活動

４月10日（土）奈良県大峰山脈「釈迦ヶ岳」登山
６月６日（日）六甲山「学校～摩耶山～地獄谷西尾～大池グラウンド」登山

　 鉄道研究部
伊賀鉄道「ギャラリー列車」運行
　（伊賀鉄道の電車内で部員による写真作品を展示）
鉄道模型ジオラマ展示会（御影クラッセにて）
伊賀鉄道「伊賀線まつり2021」出展
　（模型ジオラマ・写真展示）
鈴蘭台駅ビル  ベルスト鈴蘭台「わたしのまちことば」出展
　（模型ジオラマ・写真展示）

金賞　溝口悠太
銀賞　岡　　翼・田畑晴希

第45回　兵庫県高等学校総合文化祭　書道展
特選　溝口悠太
入選　岡　　翼・田畑晴希

兵庫県私学総連合会　第54回　私学の書展
入選　溝口悠太・岡　　翼・田畑晴希




