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遊学館だより

ご　挨　拶

　今年度は 462 名の新入生を迎え、全校生徒 1,373 名でスタートしました。少子化が進む中、

多くの生徒が集い本当にありがたいことだと感じています。これも偏に、日頃の生徒の文武両面

にわたる活躍が学校全体の雰囲気を明るくし、元気のある学校として世間から一定の評価を頂い

ているお陰だと考えています。

　さて、昨年度 2 学期より、全普通教室に天井吊り下げ型プロジェクターを設置し、授業にお

ける学習・指導方法の改善を進めています。全教科にわたり、先生方は各々工夫を凝らし、生徒の興味・関心をよ

り引き出すとともに、主体的に学習に向かう態度の育成に日々努めています。

　また、国際交流の面では、11 月にノートルダム・サン＝シジスベール校（フランス・ナンシー市にある姉妹校）

より 12 名の生徒が、2 月には徳成女子高等学校（韓国・ソウル市）より 14 名の生徒が本校を訪問し文化交流を

深める予定になっています。多くの生徒がこれら交流をとおして良い刺激を受け、海外にも視野を広げてくれるこ

とを大いに期待しているところです。

　これからも、生徒一人ひとりが遊学生としての “自信とプライド” を持ち、積極的に学校生活に取り組むことが

できるよう働きかけていきたいと考えています。そして、生徒、保護者、教職員がお互いに協力をし、生徒一人ひ

とりがもっと輝くことができる、明るく元気のある学校を目指して参りますので、今後ともご理解・ご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。

校長　竹田　　剛

　1904（明治 37）年に創設された金城遊学館を淵源とする金城学園は、建学の精神に「遊学

の精神の涵養」と「良妻賢母の育成」を掲げて 110 年を越える歴史を刻んできました。この間、

地に足の着いた教育を行ってきた本学園は、今日、金城大学、金城大学短期大学部、遊学館高等

学校、金城幼稚園及び金城大学附属西南幼稚園を設置し、創立時の精神を継承して教育・研究活

動や地域と連携した事業を推進しています。

　昨年発表された「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」（中央教育審議会答申）には、2040 年頃の

社会変化の方向として、「Society 5.0、第 4 次産業革命が目指す社会」や「グローバル化が進んだ社会」などが

挙げられています。本校も中長期的な視点からの改善・改革にこの答申を活かしていきますが、直近の取組として

は、施設・設備の整備や教育課程の見直しのほか、ノートルダム・サン＝シジスベール校（フランス）との交流の

深化や留学生の受入れなどを実施しています。

　今後も新しいものを取り入れながら、同時に、歴史と伝統を重んじて、時代の要請と社会のニーズに応えうる学

園の創出に努めてまいりますので、ますますのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

理事長　加藤　真一
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　大学 2 年生の挑戦

　「現地集合の国際ボランティア」

　アメリカ南部の街、ニューオリンズで国際ボランティアに取り組んだ。

　フランス人を始めとする多国籍の 12 人。うち日本人は私 1 人。現地はハリケーン被災から 10 年以上経って

いるのにも関わらず、家を建てられずにいる人もいた。

　当時私は熱意さえあれば、人を助けることができると確信していたが、自分には確かなる技術がないという壁に

ぶつかった。そこで、仲間に技術を教えてもらいながら活動するうちに、ペンキ塗り、屋根の葺き替え、壁の張り

替えもできるようになった。彼らと共に生活、再建をしてつくづく思ったのは『目的が一致していれば、国境は何

もない』ということだ。

　また、最終日には、被災者の方が泣きながら『ボランティアへ来てくれてありがとう』と言って抱きしめてくれ

たのだ。人を助けることは簡単ではないが、助けたいという熱意と、仲間と力を合わせることで、熱意が確かなる

技術に変っていくことを学んだ。

ご　挨　拶
育朋会会長　塩田　　整

主要な行事予定（2019年4月〜2020年3月）

 4月 入学式、始業式、新任式、クラブ紹介
  健康診断、身体測定
  校内研修（SNSマナー講座：金城短大部）
  生徒指導講話
  内科検診、歯科検診
  スポーツテスト
  「進路の手引き」説明会
  遊学講座開講式
  面談週間
  遠足
 5月 中間考査
  育朋会総会
  保護者対象進路説明会（3年生）
  避難訓練
  県高等学校総合体育大会
  県高文連総合文化祭
 6月 体育祭
  保護者対象進路説明会・コース説明会（1年生）
 7月 期末考査
  金城体験講座（金城コース2、3年生）
  学園創設者墓参
  性教育講話
  終業式、保護者会、三者懇談会
  オープンスクール
  夏期補習
 8月 夏期補習
  オープンスクール（部活動）
  全学年登校日
  課題試験
 9月 始業式
  学園祭

  県高等学校新人体育大会（前期）
  前期生徒総会
 10月 面談週間
  文化教室
  中間考査
  金城短大部説明会（1年生）
 11月 いしかわ教育ウィーク
  創立記念日
  県高等学校新人体育大会（後期）
 12月 期末考査
  金城体験講座
  （金城大学コース1・2年生）
  球技大会
  終業式、保護者会
  冬期補習

2020年
 1月 始業式
  課題試験
  推薦入試
  一般入試
 2月 期末考査
  遊学講座閉講式、仮終業式（3年生）
  卒業式予行、同窓会入会式
 3月 卒業式
  修学旅行（2年生）
  遊学生の主張コンクール、後期生徒総会
  球技大会（1、2年生）
  終業式、離任式
  入学説明会
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1．コース制
　本校生徒の進路希望は進学から就職まで幅広く、多様な進路に対応するコース制を取り入れています。

■　特別進学コース
　国公立大学進学希望者に対応し、各学年 1 クラスずつで選抜されます。2・3 年生は週 4 回の 7
限授業、さらに授業後や長期休暇中には補習授業などが組まれています。入試の成績優秀者には、学
業奨学生制度もあります。

■　一般進学コース
　1 年生は英語の授業を習熟度別に行っています（金城大学コースを含む）。2 年生からは進路別の
クラスに分かれ、それぞれの進路目標に適した授業を行っています。

■　金城大学コース
　併設の金城大学（社会福祉学部・医療健康学部・看護学部）、および短期大学部（ビジネス実務学科・
美術学科・幼児教育学科）への進学希望者で編成し、定期的に大学・短期大学部との交流も行います。
2 年生からは学部・学科ごとに分かれた基礎的な専門授業も取り入れています。

2．遊学講座と部活動
　本校は授業以外の活動も積極的に行っています。土曜日には全員参加の遊学講座を年 24 回開講し、今年度
は 64 講座を開講しています。また、部活動も盛んで、これらの活動は生徒の人間性を広げ高めることに大き
く役立っています。（詳細については、それぞれのページをご覧ください）

3．今後の展望
　昨年の 2 学期から全教室にプロジェクターが設置され、映像資料などを効果
的に使い、生徒が主体的に参加できるような授業改革を進めています。Classi
を使った家庭学習も推奨しています。
　今年度から生徒に「マイ キャリア ノート」を持たせ、「高校で何を学んだのか」
という視点に立って、記録させることも大切にしています。
　その他、新テストや新学習指導要領への対応が急務であり、姉妹校、海外修学
旅行といった国際交流も積極的に推進したいと考えています。
　以上の課題については、専門のプロジェクトチームを中心に検討を進めています。

教 育 の 特 色
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　本校には、個性と魅力にあふれる先生方がたくさんいます。そんな先生方の一面を紹介しているのが「先生
ブログ」です。「先生ブログ」は本校のホームページに掲載されており、本校の先生方が毎週交代で文章を寄
せています。内容は、学校生活の一コマ、生徒への激励メッセージ、先生方の知られざる一面（?!）など、様々
です。2007（平成 19）年 8 月 7 日に始まったこのブログは、昨年 10 月 18 日で 550 回を数え、学校で
は記念誌も作成しました。以下に、最近のブログをタイトルで紹介します（6 月 13 日現在）。愛読者もいらっ
しゃると聞いておりますので、皆さんもぜひ一度ご覧ください。

第 583 回（6 月 13 日）「人間は万物の尺度である」

第 582 回（6 月 6 日）「恩師の思い出」

第 581 回（5 月 30 日）「2020」

　新入生 462 名を多面的に分析してみます。次の質問に対する答えを考えてください。

Q1：　男女比は？
Q2：　①　出身中学ベスト 3 は？ ②　県外出身者は何人？
Q3：　①　専願率は何％？ ②　併願校ベスト 3 は？
Q4：　リピーター（祖母・母・父が卒業もしくは姉・兄が在籍）は何人？

A1：　男子 55：女子 45（9 年ぶりに男子が上回る！）
A2：　①　1．西南部中 27 人　2．兼六中 23 人　3．大徳中 22 人
 ②　38 人（愛知・埼玉 7 人、富山 6 人、東京 4 人、……）
A3：　①　約 56％　　②　1．金沢市工 33 人　2．金沢商業 30 人　3．金沢西 26 人
A4：　100 人（21.6%　昨年初めて父卒と父母卒の入学生が誕生！）

先生ブログ

新入生データ
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　遊学講座は、「遊学の精神の涵養」を建学の精神に掲げる本校独自の取り組みとして、今年で 28 年目を迎えます。

“異次元・異空間の学び”、“主体的な学び” をキャッチフレーズに、年間 24 回の土曜日に実施されています。生徒

は 60 余りの講座から、学年やコースに関係なく好きな講座を選択します。講座は、資格取得、受験対策、スポーツ・

芸術、趣味・教養など様々です。講師は本校教員だけでなく、校外からも一流の先生方をお招きしています。また、

学びの場を広く校外にも求め、金城大学、老人ホーム、ゴルフガーデン、クッキングスクールなどに加え、3 年前

から “街なかキャンパス” と称して北國新聞会館、香林坊ラモーダスタジオ、北國会館香林坊プラザでも講座を開

設しています。毎年選ぶ講座を変えて幅を広げるもよし、3 年間同じ講座を選んで腕を上げるもよし、生徒達は自

分の個性やニーズに合わせ、主体的な姿勢で受講することが求められます。保護者や卒業生が特性を生かして教壇

に立たれることもありますので、今後も魅力ある講座を増やし、この特色をさらに発展させたいと考えています。

◎　今年度の主な開設講座

遊 学 講 座

硬筆書写検定、俳句塾、点訳、施設実習、看護大学・専門学校受験対策英語、危険物取扱資格、ゴルフ、
ビームライフル射撃、弓道、空手道、フットサル、コーフボール、ピアノ実技演習、美術入門講座、書道、
英語検定、英会話、中国語、韓国語、フランス語、きもの着装、手編み、クッキング、茶道、いけばな小原流、
パソコン検定、CS 検定、Java プログラミング入門、珠算、日商簿記検定 3 級、ペン字、マナー検定、
ストリートダンス、カポエイラ、ステンドグラス、囲碁、将棋、お箏、オカリナ、ギターアンサンブル、
菜園づくり、造形／アウトドア、楽しいクラフト講座、水引 art、ヨガ、太極拳、セラピー入門、
ポップスコーラス、ミュージカル、セルフデザイン講座

＜受講風景（「遊学講座ガイドブック」より）↑＞



6

遊学館だより

「金城大学」＆「金城大学短期大学部」のご案内
☆学部・学科の紹介☆

金城大学
■社会福祉学部：「社会福祉学科」「子ども福祉学科」

子ども、福祉、医療情報の各分野において地域社会のリー
ダー的人材の育成を目指しています。また「子ども福祉
学科」では、「保育士資格」「幼稚園教諭 1 種免許」「社
会福祉士」のトリプルライセンス取得を目指します。

■医療健康学部：「理学療法学科」「作業療法学科」
さまざまな地域連携プロジェクトを通して、実践的学び
を深める「理学療法士」「作業療法士」を育成します。

■看護学部：「看護学科」
患者さんが住み慣れた地域で医療や介護のサービスを受
ける「地域包括ケアシステム」の構築が進む中、地域包
括ケアをリードできる地域に根差した看護師を育成しま
す。

■大学院：「総合リハビリテーション学研究科」

金城大学短期大学部
■幼児教育学科
「保育士資格」と「幼稚園教諭 2 種免許」を 2 年で無理
なくダブル取得できるよう、学びやすく密度の高いカリ
キュラムを実施しています。

■美術学科
北陸の短大唯一の本学美術学科として、「油画・日本画」、

「マンガ・キャラクター」、「デザイン・ビジネス」、「ゲー
ム・映像」、「ファッション・スタイリスト」、「染色・陶
芸」、「インテリア・コーディネート」の 7 コースを設置
しています。

■ビジネス実務学科
『カフェテリア履修』で多彩な進路選択が可能な 4 コー
ス「ビジネス総合」、「メディカル秘書」、「ホテル・観光」、

「フードビジネス」を設置しています。取得を目指せる
資格も 40 種以上に及びます。

☆2018年度（2019年 3月卒業生）就職実績☆
金城大学

＜遊学館高校出身学生＞
就職率 100%（就職者 21 人／就職希望者 21 人）
＜大学全体＞
就職率 99.7%（就職者 307 人／就職希望者 308 人）

金城大学短期大学部
＜遊学館高校出身学生＞
就職率 100%（就職者 70 人／就職希望者 70 人）
＜短大学生＞
就職率 99.0%（就職者 295 人／就職希望者 298 人）

☆主な就職先（大学・短大全体）☆
金城大学

＜主な職業＞
　福祉関係：介護職、社会福祉協議会職員
　　　　　　支援員（障害者施設）
　保育関係：保育士、保育教諭、幼稚園教諭
　医療関係：看護師、理学療法士、作業療法士、
　　　　　　医療ソーシャルワーカー
　一般企業：総合職、事務職、販売・営業職など
　そ の 他：教員（高校、特別支援学校）
＜主な就職先（過去 3 年間）＞
◇福祉関係

各地の福祉施設等（高齢者施設、障害者施設、児童施設、
他）

◇保育関係
各地の保育園、こども園、幼稚園
公務員 9 人（金沢市、白山市、野々市市、他）

◇医療関係
石川県済生会金沢病院、浅ノ川総合病院、金沢病院、金
沢医科大学病院、金沢赤十字病院、金沢市立病院、金沢
循環器病院、金沢大学附属病院、金沢脳神経外科病院、
木島病院、恵寿総合病院、公立穴水総合病院、公立松任
石川中央病院、湘南鎌倉総合病院（神奈川）、東京湾岸
リハビリテーション病院（千葉）、富山大学附属病院、
日本医科大学附属病院（東京）、七尾病院、芳珠記念病院、
やわたメディカルセンター

金城大学短期大学部
＜主な職業＞
　一般企業：事務職、サービス職、販売職など
　医療関係：医療事務、医療秘書、受付、
　　　　　　医師事務作業補助
　保育関係：保育士、保育教諭、幼稚園教諭
　制作関係：デザイン、イラスト制作、
　　　　　　アニメ制作、映像制作、工芸作家、
　　　　　　マンガ家、ゲーム制作、
　　　　　　ファッションスタイリストなど
＜主な就職先（過去 3 年間）＞
◇一般企業

ANA クラウンプラザホテル、EIZO、EIZO エンジニア
リング、JA 共済連石川、アルカンシエル金沢、石川日
産自動車販売、金沢信用金庫、カナカン、金城学園、こ
とぶき、小松製作所（コマツ粟津工場）、小松マテーレ（旧
小松精練）、資生堂ジャパン、澁谷工業、スギヨ、セコ
ム北陸、大徳自動車学校、高砂熱学工業、中村留精密工業、
日本通運金沢支店、疋田産業、ホンダ四輪販売北陸、他

◇医療関係
各地の病院、クリニック、調剤薬局

◇保育関係
各地の保育園、こども園、幼稚園
公務員 30 人（金沢市、野々市市、能美市、かほく市、
津幡町、他）
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平成30年度卒業生の進路状況

【国公立大学】
筑波、富山、石川県立大、公立小松（2）、都留文科、長崎県立大

【私立大学】
金城（24）、金沢工業（17）、金沢星稜（12）、北陸（39）、金沢学院（21）、北陸学院（4）、金沢医科、
福井工業（5）、明治、中央、東洋（2）、駒澤、日本（2）、創価、帝京（5）、東京農業、東京経済、東京電機、
亜細亜、大東文化、神奈川（2）、愛知淑徳（2）、中京（2）、京都産業（2）、京都外国語（2）、関西学院（2）、
近畿、神戸女子　　他 28 校（38）

【短期大学】
金城（56）、金沢星稜女子（21）、北陸学院（10）、大妻女子、京都光華

【専門学校】
金沢医療センター附属金沢看護（4）、石川県立看護専門（7）、金沢看護（6）、七尾看護（2）、金沢リハビリ（5）、
歯科医療（9）、北信越柔整、金沢医療事務、七尾産業技術、大原医療福祉・製菓 & スポーツ、金沢科学技術、
石川県理美容、国際ペット、石川県調理師、金沢美専、国際ホテル & ブライダル、大原情報デザインアート、
代々木アニメーション　　他県外専門学校

【就　　職】
自衛隊漕候補生、自衛官候補生、金沢村田製作所、トランテックス、大日製作所、アイティエムコーポレー
ション、山本皮膚科クリニック、高松機械工業、ジャーマンベーカリー、イスルギつくーる、金沢港運、鳴
和電気商会、羽二重豆腐、村上製菓所、中田屋、安達写真印刷、SHINDEX、マツヤ、名鉄丸越百貨店、浦
田甘陽堂、アルビス、メープルハウス、ジーユー、森八、モリワン、白山グランドホテル、大友楼、サンレー、
百楽荘、敬愛病院、ヘアーディレクションナンブ

進路状況
県　内 県　外 合　計

人数 割合 人数 割合 人数 割合

4 年制大学
国公立 2 0.4% 3 0.6% 5 1.1%

私　立 112 23.6% 65 13.7% 177 37.3%

短期大学 85 17.9% 2 0.4% 87 18.3%

専門学校 104 21.9% 25 5.3% 129 27.2%

就　　職 50 10.5% 5 1.1% 55 11.6%

未　　定 22 4.6% 22 4.6%

合　　計 375 78.9% 100 21.1% 475 100.0%

主な合格実績　（　）内の数字は進学者数　※ 過年度生も含む
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遊学館高校の進路指導
　遊学館高校の進路希望は、別に示した進路状況からもわかるように就職、専門学校、短期大学そして 4 年制大

学と多岐にわたっています。進路指導部は、学年会と協力しながら各生徒の進路目標の実現のために必要な支援に

取り組んでいます。具体的な活動として、金城大学との体験講座や就職講座、看護希望者説明会、保護者対象進路

説明会などの学校行事の企画、運営を行っています。その他に、本校独自の活動として放課後に図書室を夜 8 時

まで開放して自学自習ができる「スペシャル講座」を行っています。進路指導部は、一人でも多くの生徒が進路目

標を実現できるように、これからもしっかりサポートしていきたいと思います。

【卒業生からの近況報告】

石川県立大学　生物資源環境学部　2 年　佃　　百瑛

　私は現在、石川県立大学生物資源環境学部食品科学科の 2 年生に在籍しています。この大学は、他の大学に比

べて生徒数が少なく、先生とも仲が良いアットホームな大学です。

　それでは、私の大学生活について紹介したいと思います。

　1 年生の頃は有機化学実験や無機化学実験、2 年生の前期では生物学実験があり、授業では実習が多くなってい

ます。1 年生の頃は、環境科学科、生産科学科、食品科学科の 3 つの学科が一緒に受ける授業が多かったのですが、

2 年生から食品化学、食生活論、食品材料学、食品物理化学など食品について、さらに本格的に学んでいくことに

なります。そのため、食品科学科だけで受ける専門的な授業が多くなりました。授業は少人数なので、わからない

ことはすぐに質問することもできて、とても勉強しやすい環境になっています。私は教職課程も選択しているため、

選択していない人に比べて、履修しなければいけない授業が多いので少し大変です。苦手だった人前で話す機会も

増えましたが、教師になりたいという将来の夢に向かって勉強する日々は、とても刺激的でやりがいがあります。

食品のことや教職など、自分に興味のあることについて勉強することはとても楽しく、色々な知識を身につけるこ

とができて、充実した日々を過ごしています。

大学は高校とは違い、全てが自己責任のため、他の人が何かをしてくれるのを待つのではなく、自分で動くことが

できるようにならなければいけません。そのため、私は 1 年間の大学生活を通して、以前よりも責任感が強くな

り自己管理ができるようになってきたと思います。しかし、まだ全てのことを自分でできるわけではなく、周りの

人の支えに助けられていますので、これからもっと成長して、自分のことだけではなく、周りの人のことを支える

ことができるようになっていきたいと思っています。

　私には今、教師になりたいという目標がありますが、みなさんの中には、まだ将来の夢が見つかっていないとい

う人もいると思います。その人達は、目標ができた時のために今を精一杯頑張ることが大切だと思います。また、

目標がある人もその目標に向かって精一杯頑張ってください。私も、周りの人たちへの感謝を忘れずに、一生懸命

努力したいと思います。
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　私たち前期生徒会は、1 年生 2 人、2 年生 1 人、3 年生 3 人の学年の枠を超えた 6 人で活動しています。今年

度から生徒会四役が 4 人から 6 人に変わり、任期も 5 月から 11 月の半年間になりました。そして今までは 2 年

生のみ、もしくは 3 年生のみで活動していましたがそこに 1 年生も加わり、全校生徒にとって生徒会がより身近

な存在になりました。

　私たちの主な活動内容は、総体・総文・百万石パレードの激励会、オープンスクール・学園祭の企画、運営など

があります。5 月 29 日に行われた激励会では、前期生徒会として今年度初めての活動となりました。司会進行

から運営まで全てを自分たちで作り上げ、激励会の最後には、全校生徒に向けたメッセージ「Show your power 

now ！」を披露しました。

　そして今は、7 月・8 月に行われるオープンスクール、9 月に行われる学園祭の準備をしています。これからの

行事でも生徒会が主体となって、遊学館高校をさらに盛り上げていけるよう頑張ります。

生　徒　会　活　動
顧問　辻元　友視　　五嶋　祐佳

購買・食堂スタッフ一同

　「きなこパン下さい。」と、休み時間パンの販売時間になると活

気に満ち溢れた光景になります。生徒たちは自分のお目当てのパ

ンを買いにやってきます。

　人気のパンは「きなこパン」。他に「あげもち」「唐揚げパン」

があります。すぐに売り切れになることもよくあります。

　購買では学用品のほかに「おにぎり」も販売しています。皆さ

んぜひ買いにきてくださいね。

　一方食堂では、「カレーライス」や「うどん」のほかに、曜日

毎に二種類のラー

メンがあります。お味は醤油味のほか、季節によって味噌味やとん

こつ味等違う味を楽しむことができます。暑い夏には「冷やしうど

ん」「冷やしタンタン」が人気で食べるのに列ができます。

　何を食べようか迷った時は、スタッフに聞いてください。

　これからも、皆さんのお腹を満たせる場、心を満たせる場として

来ていただけるように頑張ります。

　ご来店をお待ちしております。

購 買 ＆ 食 堂 だ よ り
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新任教員紹介
佐野　梨花■国語
　今年度から、2 年生と 3 年生の現代文と古典を担
当しております、佐野梨花と申します。今年の 3 月
に大学を卒業し、遊学館高等学校で勤務させていただ
いております。
　私が国語の教員になろうと決心したのは、高校 2

年の時です。きっかけは『源氏物語』との出会いです。授業の中で学ん
だ『源氏物語』が面白くて、続きが気になり、近くの図書館まで読みに
行きました。その延長線上で、大学でも『源氏物語』を研究していました。
そして現在、3 年生と『源氏物語』を勉強しています。『源氏物語』に
ふれるのがはじめての 3 年生の反応のひとつひとつが本当に面白くて、
フレッシュで、改めてみんなと勉強できることに幸せを感じています。
　SNS で顔の見えない相手と話すことが増えた現代社会で、よりいっ
そう言葉が持つ力が強くなっているのを感じます。自分と相手をつなぐ
言葉を、一緒に磨いていきましょう。
　どうぞよろしくお願いいたします。

小山　　桜■理科
　今年度から 1 年生の化学基礎、2 年生の生物基礎、
3 年生の生物を担当しております小山と申します。今
年の 3 月に大学を卒業し、このたびご縁をいただき
まして遊学館高等学校に勤務させていただいておりま
す。本校の生徒たちはみんな元気で活発であり、その

元気をもらいながら生徒たちのパワーに負けじと授業をしており、有意
義な時間を過ごさせていただいております。
　出身は愛知県で、大学進学の際に石川県に参りました。大学では主に
生物を学びました。生き物の緻密な構造を学ぶごとに、自分の体の中で
こんなに素晴らしいことが起きているのか、と感動し、この感動を分か
ち合いたいという気持ちが強くなりました。
　授業では教えるだけでなく、私自身も生徒から学びを得ながらよりよ
い授業ができるように努力していきます。また、周りの先生方からも学
べることをしっかりと吸収して成長しながら過ごすことを目指していま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

吉澤　宗馬■国語
　今年度から、1 年生の国語総合（現代文）、2 年生
の現代文 B と古典 B、3 年生の国語表現を担当して
おります吉澤宗馬と申します。今年の 3 月に大学を
卒業し、この度、ご縁をいただきまして遊学館高等学
校で勤務させていただいております。

　出身は長野県で、北陸新幹線の開通と同時に石川県に来ました。石川
県には海があり、海なし県出身の私は高い頻度で海に行っています！
　私は、小中学校時代、病気が原因で学校に通うことができませんでし
た。ですが、高校で出会った恩師の影響を受け、教師を志すようになり
ました。私も恩師のように生徒一人一人と向き合い、寄り添っていける
教師を目指しております。
　教師としては、まだまだ未熟なところがございますが、生徒と共に成
長していけるよう精進していきます。どうぞよろしくお願いいたします。

山本美紀夫■国語
　ご縁をいただいて、4 月から 7 年ぶりに教壇に立っ
ています。近年は民間の団体職員として、また、職業
訓練施設の指導員として勤務してきましたが、それ以
前は長く高等学校に勤めていましたので、今は、高校
生を教えることの「おもしろさ」と「大変さ」を再び

楽しんでいます。
　教育現場以外での経験を踏まえると、教室では、教科指導は当然のこ
ととして、学ぶ姿勢、受け答え・挨拶などの礼儀作法、相手や周囲への
配慮など、社会生活・職業生活を円滑に進める上でのマナーを伝えるこ
との大切さを痛感しています。
　国語科の教員として 1 年生の古典分野を担当していますが、少しで
も多く「教養」を身につけてもらうべく指導し、また、授業を通じて高
校生としての「品位」の向上に協力したいと思っていますので、よろし
くお願いいたします。

河原　真紀■英語
　今年度 1，2 年生の英語を担当しております、河原
真紀と申します。大学ではドイツ文学を、大学院では
言語学を専攻し、日本語と英語を比較研究していまし
た。中学生の時にビートルズの音楽に出会い、そこか
ら英語に興味を持ち始めました。そして高校生になっ

た時にある先生と出会い、英語のおもしろさを教えていただきました。
そして私はその先生の、英語を教えておられる姿にあこがれて教員にな
りました。その後結婚や出産を含む数年間のブランクを経て、今年度遊
学館にお世話になることとなりました。
　英語がわかる楽しさを感じるだけではなく、英語の授業を通して、勉
強する習慣や物事を考える姿勢を身につけてほしいと考えています。そ
のために私も頑張りますので、生徒の皆さんにも授業に前向きに取り組
んでもらえればと思います。どうぞよろしくお願いします。

和田康一郎■国語表現
　3 年生の国語表現担当を仰せつかりました「わだ・
こういちろう」です。（大学中心で）本校では週二回
勤務ですが、受験・小論文対策に並行して、大学の風
が感じられる、文学や心理学など知的興味を刺激する
内容もある授業を目指します。よろしくお願いします。

〜人格診断心理テスト　二つの四字熟語〜
課題：四字熟語を順に二つ思い浮かべて下さい。　→　思い浮かべまし
た。チェック。
☆一つめの四字熟語は、あなたの人生観を表します。
　私の回答：奇想天外

当たっています。変わり者ですね。出世・金儲けに興味がないタイプ
につき、欲深な向きとの交友関係がないのが取り柄です。

☆二つめの四字熟語は、あなたの恋愛観を表します。
　私の回答：千客万来
　こと恋愛に関しては、これはダメな言葉ではないでしょうか !?

島田　佑果■体育
　今年度より、全学年の体育と 1 年生の保健を担当
しております、島田佑果と申します。
　幼い頃からサッカーをしており、大学卒業後もサッ
カーにたずさわる仕事をしてきました。私はサッカー
を続けてきたことで、多くの方々と繋がりを持つこと

ができました。この繋がりから、ご縁があり遊学館高校に勤務させてい
ただくこととなりました。高校サッカーは人生の中でもっとも大きく私
を成長させてくれたと感じています。サッカーを通して、サッカーが上
手くなるだけではなく、今後社会に出たときに誰かの役に立てるような
大人になれるよう、そして多くの生徒が生涯スポーツを楽しんで行なえ
るように手助けできたらいいなと思っています。
　まだまだ未熟者ではありますが、体育教員としても、サッカー部の顧
問としても遊学館高校に新しい風を吹き込めるようにこれから精進して
まいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

水本　勝也■英語
　昨年度 9 月から遊学館高校に勤務させていただい
ております水本勝也と申します。今年度は 1 年生の
英語表現と 3 年生のコミュニケーション英語、英語
演習を担当しています。出身は岡山県ですが、ご縁が
あり金沢に越してきて約 3 年が経ちました。以前か

ら吹奏楽部のコーチとして学校に出入りする事も多く、その頃から遊学
館の生徒は元気で挨拶のよくできる子たちという印象でした。教壇に立
つようになった今も、授業を通して個性豊かな生徒たちと楽しい時間を
過ごすことができ、毎日とても充実しています。授業ではできるだけ分
かりやすく、少しでも楽しく生徒が英語を学べるようにと工夫する日々
です。私自身もまだまだ未熟な点は多くありますが、遊学館での生活の
中で生徒と一緒に成長していけるよう努めてまいりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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東 京 修 学 旅 行
　3 月 4 日から 7 日にかけて、生徒 380 名と引率 12 名、
計 392 名で 3 泊 4 日の東京修学旅行を行いました。
　1 日目、出発は 2 隊に分かれて行われました。先発は 7
時台、後発は 8 時台に金沢駅を出発し新幹線で東京駅へ向
かいます。東京はあいにくの雨。気温も低く、特に先発隊の
皇居外苑は風も出て濡れた生徒も多くいました。夜は船でサ
ンセットクルーズディナーを楽しみました。
　2 日目、東京都内自主研修です。事前に計画した予定に沿って、東京都内（丸ノ内線より
内側を基本）を散策しました。流行の食べ物や施設で、思い出に残る 1 日となりました。また、

この日の夕食後には、お笑い芸人「リップグリップ」のサプライズライブが開催され、
会場は大いに盛り上がりました。
　3 日目、この日は待ちに待った「東京ディズニーリゾート」です。ディズニーラン
ドとディズニーシーのどちらかをグループで選択して、1 日楽しむというプランに

なっています。この日のために、事前研修では計画をたて、ア
トラクションなどを調べてきました。生徒はホテルに帰る時間
もキチンと守り、全員が無事に楽しい 1 日を満喫しました。
　4 日目、東京修学旅行も最終日となりました。最終日も雨となりましたが、上野動物園で
自由散策をし、再び 2 隊に別れて東京を後にしました。
　体調を崩した生徒もなく、全員無事に帰ってこれたのが何よりのお土産ではないかと思い
ます。生徒は仲間との一生の思い出を作ることができたのではないでしょうか。

九 州 修 学 旅 行
　九州修学旅行は、3 月 4 日（月）〜 3 月 8 日（金）
の 5 日間で行われました。参加人数は生徒 131 名、引
率 6 名、看護師・添乗員 3 名の 140 名です。
　1 日目は、8：00 頃に金沢駅を出発し、新大阪で新
幹線に乗り換え、博多駅に到着したのは 13：30 頃です。
その後バスで長崎原爆資料館を見学しました。原爆資料

館に展示してあるものは、当時の悲惨な様子が想像できるほどでした。特に「焼き場に立つ少年」という写真が頭
から離れません。宿泊は長崎市内にある稲佐山観光ホルです。夜景がとてもきれいで、よかったです。
　2 日目は、長崎市内の自主研修です。事前学習で立てた計画を元に、長崎市内を観光しました。出発地点は平和
公園、集合地点はグラバー園です。その後バスに乗り、ハウステンボスに向かい、園内を見学しました。夜のイル
ミネーションは感動的で、色々なアトラクションを楽しむことができました。そしてハウステンボス内のホテルに
宿泊しました。
　3 日目は福岡に向かいます。バスで太宰府天満宮を見学した後、いったんホテルに入り、荷物を預け、福岡市内
の自主研修を行いました。お土産物をたくさん買いながら、おいしいものをたくさん食べて、幸せな時間を過ごし
ました。博多ラーメンを 6 杯食べた友達もいました。そして福岡市に宿泊しました。
　4 日目、いよいよ旅行も終盤ですが、九州を離れ、関西へ向かいます。博多駅から新幹線で新神戸駅へ向かい、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで半日を過ごしました。お揃いの被り物を身に付け、写
真をたくさん撮って、楽しかったです。アトラクションの列に
何十分も並ぶのは大変でしたが、それも良い思い出です。宿泊
は USJ 公式ホテルに泊まりました。
　5 日目、午前中は大阪市内（ミナミ地区）を自主研修し、大
阪といえば “たこ焼き” ということで、色んな種類のたこ焼き
を食べて大満足でした。そして、バスで金沢へ帰りました。



12

遊学館だより

　今年度よりバトントワリング部の顧問に就任いたしました、髙橋裕也と申します。
　歴史と伝統のあるこのバトントワリング部の顧問として携われることに感謝をしつつ、チームが更なる飛躍ができるように頑張っていきたいと
思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
　私たちバトントワリング部は、1977 年（昭和 52 年）創設、今年で 42 年目を迎えまして、現在の部員数は 3 年生 12 名、2 年生 11 名、
1 年生 11 名の総勢 34 名です。
　高校のバトントワリング競技には、年間 2 回、夏 8 月と冬 12 月に全国大会があります。
　昨年の夏の全国大会「ジャパンカップ全国高校選抜大会」では、準優勝の全国 2 位でした。また、昨年の冬の全国大会「バトントワリング全国大会」
では、3 年ぶり 5 回目の全国優勝、グランプリ（文部科学大臣賞）を受賞いたしました。
　さらに、3 年生の中野稚奈梨・梨子村朱莉ペアにおいては、日本代表選手としてアメリカのフロリダ州キシミーにて開催された「第 34 回世界
バトントワリング選手権大会」で、フリースタイル・ジュニアペア部門にて、金メダルをもらうことができました。
　今年はフランスのリモージュで行われる「2019WBTF インターナショナルカップ」にシニア部門最年少日本代表選手で出場いたします。
　そして、幼稚園・小中学校・社会福祉施設などの行事、各種式典や開会式での演技披露、各地でのパレードなど、年間 40 回ちかく校外で出演
をさせていただいております。
　私たちは “顔は笑顔、心はひとつ、めざすは 1 番！” をモットーとして初心者から日本代表選手と様々なレベルの生徒がチーム一丸となり、日
本一のコーチの指導のもと日本一のチームを目指しております。
　ぜひ皆様応援のほどよろしくお願いいたします。

クラブ活動報告
■バトントワリング部 顧問　髙橋　裕也

百万石パレード「3 年生たちの集合写真」 百万石パレード「行進演技写真」

　遊学館高校卓球部の指導理念は「良夫賢父」です。これは女子校（金城）だったころの建学の精神である「良妻賢母」にかけたものです。選手たちは、
いずれ結婚して夫となり、子どもが生まれたら父親になります。そのときに、良き夫、賢き父になってほしい。「卓球を通して、将来、社会で通
用する男に育ってほしい」というのが私の指導テーマです。「良夫賢父」のテーマのもと、部員 21 名は「日本一」を目指し、365 日の練習に努
力しています。その結果、石川県総体では 22 年連続優勝し、インターハイへの出場権を獲得しました。昨年のインターハイでは、3 位という悔
しい結果となりました。インターハイでは遊学館らしいプレーで、悲願の優勝を目指します。そのためには、多くの方々の協力やご支援が必要と
なります。保護者や学校、チームメイトなど、たくさんの方々に感謝の気持ちを持ち、お世話になった方々へ、優勝という恩返しが出来るよう努
力していきます。

■男子卓球部 顧問　植木　　大

　女子卓球部は、現在 7 名の部員で活動しております。今年度は、石川県総合体育大会（インターハ
イ予選）で 22 年連続優勝を達成することができました。このような結果を残すことができたのは、日

頃から応援して下さる皆様のおかげです。目標である「日
本一」を目指して部員と共に精進したいと考えております。
　また、部活動だけでなく、学業面や学校生活等において
も他の生徒の模範となれるような人物を目指し、日々指導
しております。
　これまでの先輩方が作りあげてきた良き「伝統」をさらに発展させ、さらなる飛躍をしたいと考え
ております。応援よろしくお願いいたします。

■女子卓球部 顧問　安達　健佑
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　女子バレーボール部は、金城高校時代から続く歴史と伝統のあるチームです。現在部員は 3 年生 8 名、
2 年生 9 名、1 年生 4 名の計 21 名です。皆、遊学館で春高バレー出場を目指し来た志のある部員達

です。これまで、部員のがんばりはもちろん多くの卒業生の
方々のご指導やご支援、保護者の皆様の応援もあり、多くの
成績を残してきました。先日行われた高校総体ではベスト 8
で終わりましたが、次の大会では目標達成を目指し部員達は
日々練習を重ねています。皆で大きな声を出し、皆で盛り上
げ逆境を跳ね返す、「遊学バレー」を忘れていません。厳し
い状況では「人間力」が試されます。心の成長もできるよう選手とともに頑張っていきたいと思ってお
ります。応援よろしくお願いします。

　去年の暑い夏から、再び 1 年が経ちました。チーム一丸となって迎えた高校
総体は、金沢辰巳丘高校との 1 回戦を勝利し、2 回戦、星稜高校に敗退しました。
1 回戦は立ち上がりから調子が良かったのに対し、2 回戦は緊張からなのか立ち
上がりが悪く、思うようにプレーできていませんでした。しかし、第 2 ピリオ
ドから、いつもの調子を取り戻し良いプレーも出はじめました。そこから追いつ
くことはできませんでしたが、最後まで諦めずにプレーやベンチから声をかけ続
ける 3 年生の姿を後輩達は忘れずに、また 1 年後を迎えてほしいものです。
　応援してくださった皆々様方、本当にありがとうございました。
　現在、新チームは 2 年生 11 名、1 年生 21 名、の計 32 名。1 年後の高校
総体を良き大会にするべく、日々練習に励んでいます。新チームの選手自身の可
能性を最大限引き出し、チームが 1 勝でも多く勝てるよう、これからもより一
層選手とともに頑張っていきます。今後ともご支援・ご声援よろしくお願いしま
す。

■男子バスケットボール部 顧問　吉田　昌史

　平成 31 年 4 月に 5 名の新入生を迎え、2 年生 7 名・3 年生 7 名合計 19 名で、女子
バスケットボール部は 2019 年度をスタートしました。
　昨年新チーム結成後から選手権・新人・七尾・張江杯など各大会で、ベスト 16 シード
を果たし、部員と一緒に努力してきました。結果を残すことはできませんでしたが、生徒
たちは精一杯最後まで諦めず粘り強くプレーしました。3 年生を中心に共に闘うことがで
き、毎年のように充実した時間を過ごすことができました。また、部活動にご理解とご支
援いただいた保護者の皆様に感謝したいと常日頃から思っております。
　現在は、1・2 年生の新チームで活動しておりますが、次の大会に向け、生徒たちとと
もに頑張っていこうと思います。

■女子バスケットボール部 顧問　中田　浩文・窪　　　泉

■女子バレーボール部 顧問　辻元　友視・佐野　梨花

　男子バレーボール部は現在、選手 28 名、マネージャー 4 名の計 32 名で活動しています。今年度は新入
生がたくさん入部してくれ、昨年度にも増して活気が生まれました。男子バレーボール部では、初心者の割合
が経験者の割合に比べて多く、高校生からはじめる生徒も珍しくありません。本年度3年生で、高校生から初め、

キャプテンでエースを務めた生徒もいます。いろいろな個性を持った部員たちと日々
向上を目指し、練習を続けています。人数も増え、大変な面も増えましたが、部員た
ちをしっかり成長させられるよう努力を重ねていきたいと思います。
　夏の高校総体では予選で金沢市立工業高校とあたり、接戦の末に敗れてしまいまし
た。敗者復活戦では星稜高校にあたり、全力を出し切りましたが流れをつかめず敗れてしまいました。本年度は残念なが
ら本戦リーグまで行くことができませんでした。
　部員達は試合中、試合後共に思うことはたくさんあったでしょうし、自分たちで考え一生懸命取り組んだことはすごく
良い経験になったと思います。本年度の思いも引き継ぎ、チーム一丸となってまた 1 つ成長できるよう選手たちと共に
頑張っていきたいと思います。

■男子バレーボール部 顧問　津田　拓揮・本　　茂通
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　テニス部は今年度 12 名の 1 年生が入部し，合計 38 名で 2019 年度を迎えることになりました。1 年生は
基礎練習中心に精を出し，2・3 年生は各大会で少しでも良い成績が残せるように日々練習に励んでいます。
　今年度の高校総体において，団体戦は男子 1 回戦，女子 2 回戦敗退という結果になりお互いに悔しい思いを
しました。現在 1・2 年生の新チームとなった今，もう一度原点に戻って練習に励んでいます。団体で上位に入
るチームは，応援も試合に出ている選手も皆大きな声を出し，とても元気で活気に満ち溢れている。それに対し

て我々テニス部は団体上位に入るメンバーと試合をする場合，戦う
前から既に雰囲気に呑まれてしまっているのが現状にありました。
この経験を 2 人の監督は反省点として選手とともに切磋琢磨しあ
わねばならないと改めて感じさせられました。
　決して上手なメンバーはいませんが、勝てなかった相手に「次は
勝つ」という思いを持って、まずは大きな声を出すようにしていき
ます。男女まだまだ未熟な面が多々ありますが、次の新人大会は高
校総体より良い成績を残せるように日々精進していきます。

　バドミントン部は、男女ともに経験者から初心者までチームワーク良く、日々の練習に励んでいます。かつての金
城高等学校時代は全国大会出場の常連で、全国チャンピオンを輩出（昭和 33 年）したこともある歴史と伝統を誇っ
ています。今年度は 4 月の金沢地区大会、6 月の石川県高校総体ともに目標に届く結果とはなりませんでした。結
果を受け入れ、反省し、新チームとなった今では新たな目標に向かって練習を重ねています。
　日々の練習の中で、OB、OG をはじめ、外部からたくさんの方々に練習相手になってもらっています。大人の方
と関わることで、技術面ももちろんですが、目上の人に対する礼儀や、感謝の気持ちも育むことができています。こ
の経験を通して人間的にも大きく成長してほしいと願っています。さらに、合宿、遠征などでチームを結束させ、よ
りよい人間関係を築けるように、心身共に強い人間になれるように、そしてなにより、勝負を勝ち取れるように、顧

問一同全力で選手をバックアップしていきたいと思っています。
　今年 6 月からの新チームは、男子 26 名、女子 14 名合計 40 名で
活動を始めました。
　まずは一人ひとりがバドミントンと向き合い、個々の技術レベル、チームの活動レベルを向上させ
ていけたらと思っています。
　新チームの目標は「全身全霊〜なにごとにも全力で、力を出し切ること〜」を合言葉に日々の練習
に顧問・選手一同取り組んでいきます。バドミントンが大好きな気持ち、そして礼儀と感謝と誇りを
胸に、日々精進していきますので、応援の程よろしくお願いします。

■バドミントン部 顧問　刑部　純至・大江　将史

■テニス部 顧問　三浦　勝則・田中　真裕

　男女共学にともなって創部し、今年の部員数は 72 名です。
　去年のインターハイベスト 4、全国高校サッカー選手権石川県大会も同じくベスト 4 でした。4 月
から始まった石川県トップリーグでは県内の強豪校と対等に勝負できる実力を身につけてきました。
　今年のインターハイ予選の準決勝においては去年と同
様桜丘高校との対戦となり延長の末惜しくも敗戦し、悔
しい思いをしました。
　この悔しさをばねに、冬の高校サッカー選手権石川県
大会では、必ず石川県を制し全国の舞台で遊学らしい熱

い戦いが出来るようにこれからの厳しい夏を乗り越えレベルアップしていきたいと思います。
　まだまだ至らないところだらけですが、日々感謝の気持ちを忘れることなく、これからも精進し
ていきます。ご声援よろしくお願い致します。

■サッカー部 顧問　岸　　玲衣

　応援団は全校生徒が心ひとつに応援できるよう各大会で応援サポートをしています。昨年夏の硬式野球部石川県大会では、吹奏楽部に応援曲の
ボードを掲げたり、応援する選手に冷たいおしぼりを配りました。サッカー部の選手権石川県大会準決勝では、スティックバルーンを配り、応援
を盛り上げました。12 月に行われた全国高校駅伝では、西京極競技場に横断幕をかけ、都大路で大声援を送りました。
　応援団は、自分達が試合で戦うわけではありません。日々練習に励み、全国大会出場を目指し努力している部活動を、応援によってサポートす
る部活動です。今年もたくさんの大会会場で、愛校心を持って生徒が応援できるように、応援サポートを頑張ります！

■応援団 顧問　谷内田京子
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【挑戦】
　石川県内の他校には、プロ野球選手になるであろう、それも今年のドラフトでは 1
位候補と言われる選手が存在する。そのチームは昨年の春季県大会から無敗。県内ど
ころか北信越地区大会でも無敗である。石川県から夏の甲子園に出場できるチームは
1 校。間違いなく優勝候補筆頭はこの高校だろう。しかし、野球はやってみないとわ
からない。野球は強いものが勝つのではなく、勝ったチームが強いのだ。
　今年のチームは、秋季北信越大会に出場し、選抜甲子園への出場を賭け緊迫した試
合を経験した。春季県大会では好投手から圧倒的な攻撃力で大量得点を奪った。ここに、投手を中心とした我慢強い守備力を発揮することができ
れば、優勝候補筆頭とも互角に戦える。その力はついてきている。
　いかに自分を信じ、仲間を信じ、自分たちの力を発揮できるか。3 年生は甲子園に出場することなく、最後の夏を迎える。彼らの意地を信じて
いる。遊学館は 4 年ぶりの夏の甲子園へ挑戦する。

■硬式野球部 顧問　中川　光雄

「創部 20 年目に思うこと」
　いつも女子駅伝競走部を応援していただき、ありがとうございます。皆様のおかげで、昨年度
も全国高等学校駅伝競走大会に出場させていただくことができました。13 回目の挑戦でした。
　我が部は今年創部 20 年目をむかえます。これまで物心両面にわたり多くの方々から様々なご
支援をいただき、たすきをつないで来ることができました。この場をかりまして心よりお礼申し
上げます。本当にありがとうございます。
　さて、一口に 20 年と言いましても本当に色々なことがありました。何度も大きな壁にぶつか
り、投げ出しそうになったこともあります。その度に部員達の笑顔やご支援くださる方々からの
励ましのお言葉で乗り越えてくることが出来ました。
　特に 4 年前は部員も 6 名と減り、逆にライバルチームは日本でトップレベルの選手が複数名
所属するという最大のピンチであったと思います。しかし部員たちは弱音を吐くことなく常に前向きに私の指導に着いて来てくれました。その甲
斐もあってその年も目標である全国駅伝に出場を果たしています。
　さて今年も有望な新入部員を 6 名迎え、部員は 20 年間で最大の 15 名となりました。しかし、全国駅伝では最高で 27 位と感謝の気持ちを
表現するには不十分な成績しか残せていません。まだまだ意識も甘く力も不足している今年のチームですが、節目の 20 年目を向える今年、応援
してくださる方々が喜んでいただけるような成績を残そうと部員達とミーティングを行いました。そのためにも、今まで以上に全員で心と力を合
わせて頑張りたいと思います。
　今年も、強化の暑い夏が始まります。これからも女子駅伝競走部への応援をよろしくお願いいたします。

■女子駅伝競走部 顧問　尾谷　　力

令和最初の県高校総体女子 3000m、
1 位 2 位 3 位独占。

　英語部は現在 3 年生 2 名，2 年生 4 名の計 6 人で，毎週水曜日と金曜日の 2 回活動をしています。
　主な活動は，水曜日には単語テストや英検の過去問を使い，検定試験や定期考査，入試にも対応できる英
語力の獲得を目指しています。
　金曜日には，ネイティブ・スピーカーのマーク先生と一緒に，英会話の練習や，英語のゲームなど，楽し
い活動を行っています。
　みんな和気あいあいと楽しく積極的に英語の勉強をしています。少しでも英語に楽しく触れ，さらに興味

が持てるように取り組んで行きたいと思います。

■英語部 顧問　渡辺　祐徳・マーク・ヒギンズ

　男子駅伝競走部は、2007 年 4 月に創部され今年 13 年目を迎えようとしています。現在、
部員は 22 名で全国高校総体、全国高校駅伝での上位進出を目標に厳しい練習に励んでいます。
　昨年 11 月 4 日に行われた石川県高校駅伝競走大会では、大会新記録で 10 年連続 11 回目
の優勝をすることができました。全国高校駅伝では 1 区 30 位とスタートから出遅れましたが
その後徐々に順位を上げ、最終的に 17 位となり石川県高校新記録を更新する事ができました。
　また今年度、石川県高校総体では 5000m で 1,3,5 位になるなど順調に力をつけてきていま
す。この走りを秋の駅伝につなげていければと思っております。
　昨年の結果に満足せず、応援して下さる保護者の方々、学園の諸先生方のためにも全国高校駅
伝に出場し、みなさんに元気の与えられる走りができるよう生徒達と力を合わせ、目標に向かって頑張っていきたいと思っております。これから
もご支援のほどよろしくお願いいたします。

■男子駅伝競走部 顧問　森賀　康裕
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　合唱部では「心を奏でる　心で奏でる」をモットーにして、日々練習に取り組んでいます。今年度は美しいアンサンブルにしていくという目標
とソロ（独唱）で歌う力を高めるためにソロコンテストにも参加するという 2 つの目標に向かって力を合わせていきます。また、金城大学短期
大学の幼児教育コースの学生の皆さんと、年に数回合同合唱する機会もあり、その貴重な機会も大切にして高めていきたいと考えています。

■合唱部 顧問　加藤　道子

　吹奏楽部はここ数年、県内だけではなく県外での演奏の機会も有難い事に増えてきた。遠征先の県外の生徒や先生方からは、「野球強豪の遊学
館ですね。」「卓球部の活躍すごいですね。」と遊学館という学校を知ってくれている人が多く感じる。しかし、遊学館は運動部だけではなく、文
化活動においても吹奏楽部の前身であるリードバンド部から今年で第 88 回を迎える定期演奏会の回数からも長い歴史と伝統を感じることができ
る。昨年は韓国・釜山での、初の海外公演を成功させ、遊学館の伝統サウンドを海外の方に届けることができた。今年も新たな遊学館のファンが
増えるよう、工夫したステージを繰り広げたい。

■吹奏楽部 顧問　大嶋　直樹・水本　勝也

　現在文芸部は、2 年生 2 名・1 年生 2 名で水・金を中心に活動しています。部員数は少ないながら 1 年生に男子生徒が入部し、また新たな気
持ちで取り組んでいます。
　6 月に開催される高文連主催の創作研修会参加、「白梅通信」の発行中心に今年度は取り組んでいく予定です。また様々な活動を充実させるた
めに、金沢市内文学散策も計画をしています。この一年の活動を 2 年生は昨年以上のものとして、1 年生は今後につながる基礎として、より多
くの経験を積んで実り多いものとなるようにして行きたいと思います。

■文芸部 顧問　中村ゆかり

　美術部は週に 3 回ほど活動しています。設備に恵まれたアトリエで、個々の個性や世界
観を尊重した制作に励んでいます。イラストや写実的な絵など、なんでも好きな題材や技法
で描いています。主な目標は、年に 2 回開催される総合文化祭美術展の展示と、秋に開催
される絵画コンクールの出品です。
　また、定期的に人物クロッキー会やスキルアップ講座、21 世紀美術館での美術鑑賞など
も行い、各自の技術と感性を磨いています。そして、美術系への進学や就職を考えている学
生は、より専門的な美術の知識や受験用の技術を、個々の進度に合わせて習得しています。
　・・・さあ、遊学館から世界の舞台へ、積極的にアートを発信していきましょう！

■美術部 顧問　中川　　都・光谷　和子

　クッキング部では、「生活に生かせる力」をモットーにして取り組んでいます。実際にバランスのとれた日々の食生活
に生かせる献立に挑戦しています。短時間で、手際よく、美味しい食事にするために腕を磨いていきたいです。また、料
理をする準備、素材選び、段取り、盛り付け、後片付けなど食生活にかかわる全ての過程を大切にした実践力を身に付け
ていきたいと考えています。

■クッキング部 顧問　加藤　道子

　茶道部は裏千家の大島宗広先生を講師としてお招きし稽古を行っています。稽古ではお点前だけでなく相手への心配りや、茶道の歴史、日本の
文化、日常の礼儀作法など多くのことを学んでいます。また、美しいお菓子を通し日本の四季を感じられることも茶道の楽しみのひとつです。
　そして、5 月に参加した高文連の茶会では、他校の茶道部員との交流も図ることができました。各高校によって流派が異なっているので、裏千
家以外の作法やその流派の歴史を学ぶ機会を持つことができました。今後は、お稽古で学んだことを活かすために様々な茶会に積極的に参加して
いきたいと思います。

■茶道部 顧問　道上ちひろ

　剣道部は日頃の稽古を有意義に行うことに重きをおいて活動しています。今年度の総体では新入部員も男子団体メンバーとして出場し、なんと
か 1 回戦で勝利をおさめることができました。
　剣道部は本校において唯一の武道の部活です。剣道の技術だけではなく、身だしなみや礼儀作法などでも成長できる部活動を目指しております。
剣道部の手ぬぐいには「雲外蒼天」の文字が入っております。これは、「困難を乗り越え、努力すれば快い青空が望める」という意味です。部活
動だけではなく、学業面も疎かにならないように、文武両道を目指しております。剣道を通して人間として成長すべく、感謝の気持ちを持ちなが
ら日々の稽古に励んでおります。

■剣道部 顧問　初道　次郎
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　現在、1 年生の部員が 4 名で活動しています。理科部では、個人個人の目的や興味に応じて、主体的に取り組めるようアドバイス等を交えながら、
活動しております。ここ数年間、部員がいない状況だったので、対外的な活動もゼロからのスタートとなりますが、3 年後にこの歩みをまとめる
ことができ、部員とともに達成感が得られるようにサポートしていきたいと思います。また、新入部員も募集中であり、この遊学館で興味や関心
を疑問や課題に結びつけ、それを解決するためのアプローチ法を考え、実行に移し、更なる疑問の解決に向けて進んでいくというプロセスを重視
しながら、彼らがこれから解決しなくてはならない『解のない問い』
に向かっていくための生きる力を育めるよう、個々に対応しながら
もさまざま分野への積極的な参加を促していきたいと考えておりま
す。そして、その個が互いに刺激しあいながら、協働することで新
たな分野が切り開かれることを信じて部員とともに成長していきた
いと思います。今後ともご支援宜しくお願い致します。

■理科部 顧問　杉本　康大

　インターアクト部は、金沢ロータリークラブの支援を受け、昭和 61 年に発足した、社会奉仕と国際理解を 2 つの
柱として活動するクラブです。現在 11 名で毎週火曜日に活動しています。主な活動は、ペットボトルを洗浄してキャッ
プを集め、協力企業に寄付することでワクチンを寄付することができる「エコキャップ運動」や、学校周辺や犀川河川
敷などでゴミを拾う「クリーンキャンペーン」です。また、学校内で行われる行事の準備や後片付けなども行っていま
す。夏休みや冬休みなど長期休暇中は、福祉施設の訪問などのボランティアも行っています。
　年間を通しての活動は以下の通りです。
　5 月 31 日、県総合文化祭開会式に、県のインターアクト部代表として部長・副部長が参加し、行事の報告を行いました。

　6 月 1 日、高文連主催行事として犀川から片町、いしかわ四高記念公園まで「クリーンキャ
ンペーン」を行いました。毎年百万石まつりの前日に、清掃活動を行っています。
　6 月 9 日、「インターアクト協議会」が行われ、石川県・富山県のインターアクト部の代
表が集まり、交流を深めました。研修会ではロシア語の学習体験も行いました。
　6 月 13 日、金沢ロータリークラブの例会に部長・副部長・海外研修参加者が参加し、活
動報告と海外研修報告を行いました。
　8 月 8 日〜 10 日に開催された「全国高等学校総合文化祭（長野総文）」のボランティア部門に石川県代表として部長・
副部長が参加し、全国の高校生と意見を交換し、交流を深めました。この活動で特別賞をいただきました。
　8 月 23 日、富山県立魚津工業高校主催により、富山県新川文化ホールで行われた「インターアクト年次大会」に部
員全員が参加しました。

　8 月 26 日に行われ「24 時間テレビチャリティー募金」では、金沢駅西口と東口に分かれ、募金活動を行いました。
たくさんの方に募金をしていただきました。ありがとうございました。
　9 月 7 日〜 8 日に行われた学園祭では、「ポリオ募金」を行い、金沢ロータリークラブを通じて国際ロータリークラ
ブに募金をしました。ポリオはもう少しで世界から撲滅できる病気です。
　9 月 30 日、「春日ケアセンター祭」に参加し、金沢ローターアクトクラブと合同で焼きそばの屋台を運営し、多く
の方に喜んでいただきました。
　10 月 28 日には「金沢マラソン沿道ボランティア」（東山地区、18km 地点）をしました、当日は寒く雨も降って
いましたが、ランナーや沿道で応援する方々の安全を見守りました。
　11 月 19 日、5 年に一度開催される「泉鏡花フェスティバル」のボランティアに参加し、来られた方の整理や展示
品の管理を行いました。
　11 月から 1 月にかけて、小・中学生の水に関する作文コンテスト「ざぶん賞」の応募作品をパソコンに入力するボランティアに参加しました。
全国の小中学生の作文を 500 作品入力しました。10 年以上続いている活動です。
　3 月には海外研修が行われ、今何度は「台湾研修旅行」（4 泊 5 日）に 2 名が参加しました。観光地の見学や現地の大学生との交流を通して、
異文化に触れる貴重な体験をしました。金沢出身の八田與一技師の足跡もたどることができました。この研修旅行のために、12 月〜 3 月まで月
に 1 回、事前研修を行ない、4 月には報告会を行いました。研修旅行には石川・富山の 15 名が参加し、他校生との交流も活発に行いました。
　今後も活動をさらに活発にし、社会貢献と国際交流に務めていきたいと思います。

■インターアクト部 顧問　川尻　慶之・小坂　英洋

ロータリークラブ例会

年次大会
全国総文（長野）

全国総文（長野）

台湾研修旅行

台湾研修旅行

2019 年度　春の実験・実習セミナーに参加したときの様子【金沢工業大学にて】

　パソコン部は毎週水曜日に第一コンピュータ室で活動しています。活動はパソコン検定を主に、各自が目標を持って行っています。
　活動内容は、パソコン検定はワープロや表計算、プレゼンテーションなどの検定試験に向けた練習を行い、パソコン検定以外にもゲームプログ
ラミングなどをする部員もいます。今年はプログラミングに興味のある生徒が多く、上級生が下級生にプログラムを教えるという活動もしています。
　顧問の小坂先生は、プログラムの知識が豊富で、わからないことはすぐに教えてくれるので、とても頼りになります。
　また、2 学期から 3 学期にかけて「ざぶん賞」という小・中学生の作文コンテストの応募作品をワープロ入力するボランティアにも参加しており、
毎年主催者からボランティア認定証を受けています。今後も一人ひとりの技術の向上と、目標の達成に向けて頑張っていきます。

■パソコン部 顧問　小坂　英洋
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　囲碁将棋同好会は 2 年生 4 名、3 年生 1 名の計 5 名で活動しています。活動日は火・水・金です。生徒主体で活動を行っています。将棋の駒
の動かし方から覚えた生徒が、練習を重ね、大会で勝つことが出来るまでに成長しました。生徒同士が互いに切磋琢磨した結果です。

　囲碁、将棋は礼儀を重んじる競技であることも魅力の一つです。同好会の活動を通して、あいさつ、相手への思いやり
が少しずつ身に付いているように見えます。競技の技術が向上することも大切ですが、それ以上に人間性を向上できる点
に意義を感じています。
　今後は、全国大会出場を目指して練習に励んでいきます。また、県大会で団体戦に出場できれば、全国大会がぐっと近
づきます。新たな部員を大募集しています！ぜひ入会してください！

　郷土史研究同好会は、現在 3 年生 5 名、2 年性 1 名で活動しています。
　6 月 1 日には、春季合同研修会に参加し、羽咋のまちなみを見学してきました。まず、
はじめに「気多大社」に行き、代表者のもとお祓いをしていただき、鵜祭のことについ
て学びました。そして「妙成寺」では、重要文化財に指定されている五重塔を近くで見
ることができて、とても迫力があって圧倒されました。

　「能登原子力センター」では、原子力について説明していただき、さまざまな展示品があって、遊びながら学ぶことができて楽しかったです。「コ
スモアイル羽咋」では、本物の宇宙船の模型や宇宙人の模型が展示されていて、普段の生活の中で味わうことのできない体験をしました。
　また、11 月には合同発表会を控えています。昨年は、本校の創設者について調べましたが、今年は金沢の観光名所について調べていこうと考
えています。

　昨年度より発足しましたストリートダンス同好会は、現
在 3 年生 12 名、2 年生 13 名、1 年生 27 名の総勢 52
名で活動しています。昨年度は様々なまつりのイベントや
ツエーゲンホームゲームイベントの出演、また体験入学や
学園祭で踊ったり、ダンスの自主公演やダンス合宿など
様々な活動しました。今年度は昨年度よりも多くのイベン

トに出演したり、ダンスの大会に出場したりと精力的に活動していきたいと考えています。
また、遊学講座では金城大学短期大学部の廣瀬元先生にご指導いただくなど、幅広いダンスジャンルを練習しています。
　部員の中には、高校からダンスを始めた生徒も多数おり、その成長が著しく、わくわくしながらダンスを踊っている姿に心動かされます。また、
生徒主体の活動なので、生徒同士話し合い、コミュニケーションをとりながらの楽しい部活動です。

■囲碁将棋同好会 顧問　深代　真一

■郷土史研究同好会 顧問　五嶋　祐佳

■ストリートダンス同好会 顧問　磯部　早紀

イベント出演
遊学講座閉講式自主公演

平成30年度　金城学園財務概要
事業活動収支計算書 （単位：千円）

科　　目 金　　額

教育活動
収支

教育活動収入計 3,973,012
教育活動支出計 3,788,164
教育活動収支差額 184,848

教育活動
外収支

教育活動外収入計 5,287
教育活動外支出計 20,111
教育活動外収支差額 − 14,823

経常収支差額 170,024

特別収支
特別収入計 30,303
特別支出計 7,869
特別収支差額 22,435

基本金組入前当年度収支差額 192,459
基本金組入額合計 − 321,276
当年度収支差額 − 128,817

貸借対照表 （単位：千円）
資産の部

科　　目 金　　額
固定資産 10,206,191
　　有形固定資産 9,547,664
　　特定資産 590,583
　　その他の固定資産 67,944
流動資産 2,674,105
資産の部（合計） 12,880,296

負債の部
科　　目 金　　額

固定負債 1,691,453
流動負債 726,447
負債の部（合計） 2,417,900

純資産の部
科　　目 金　　額

基本金 14,411,737
繰越収支差額 − 3,949,341
純資産の部（合計） 10,462,396
負債及び純資産の部（合計） 12,880,296

＊詳しくは、金城学園ホームページ（http://www.kinjo.ac.jp/）を
　ご覧ください。
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