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感動の総高祭フィナーレ

優勝旗はアテナ、アポロンブロックの手に。テーマは「闘総心」

　８月後半からの準備期間が大雨のため休校とな
るなど今年は多くの困難を乗り越えての開催となり
ました。各学年縦割のブロックに分かれて練習を
重ね、文化祭の展示や体育館ステージ、また体育
祭での競技とシンボルアート、応援合戦での大道
具や衣装制作、パフォーマンスで総合優勝を目指
しました。体育祭当日は突き抜けるような秋空のも
と、全校生の笑顔と感涙の中、閉幕しました。3
年生は下級生をまとめながらがんばって有終の美を
飾り、保護者、卒業生、地域の方々にも勇姿を見
届けていただきました。総高生にとっての総高祭と
いう行事の大きさをあらためて感じる３日間でした。
3年生はこれからの受験に向け、1、2年生たちはしっ
かりと意志を引き継ぎ、総高を盛り上げていくこと
でしょう。

「どんな時も『楽しむ』ことを忘れず」
　仲間が楽しめるような雰囲気づくりを心がけた。当日までは悪天候のため準備
や練習時間は十分でなかったが最中はそんな不安は消えて「楽しむ」ことができた。
普段から仲間同士が励まし合える総高生だからこそ、他学年と連絡をとる際、ク
ラスでも声をかけあい組織がしっかりとしていて困難があっても乗り越えられた
と感じた。卒業してもこの総高祭での経験は生かせると思う。試練を目の前にし
ても「楽しむ」ことを忘れずベストが尽くせる、そんな社会人になれるよう成長
していきたいと思う。アポロン・ブロック長　坂本　光平　3 年（総社西中出身）

「仲間への感謝の気持ち」
　優勝は狙っていたが何よりもブロックのみんなが楽しめるよう心がけた。1～ 3
年皆が積極的に活動してくれた。受験準備と並行して総高祭準備をしなければなら
ず、大変だったが、周りのみんなにたくさん助けられ本当にこのクラスでよかった
と思った。結果発表の時は信じられず、よばれた瞬間はこのブロックで本当によかっ
たと、仲間への感謝の気持ちが湧いてきた。これからもこの日のことを糧にがんばっ
ていくことができると思う。　　　　　　　　アテナ・ブロック長　久保田　有志

　　　　　　　3 年（倉敷東中出身）

「『自信』と『期待』に満ち、楽しんだ最高のステージ」
　総高祭への強い思い、責任感を持って取り
組んだ。
　クラス全員での取り組みとなるようみんな
で動けるよう意識した。苦労したのはそれぞ
れの役作りで、しっくり役になるまで時間が
かかったことだった。総高祭の最中には劇は
みんなが「自信」と「期待」に満ちて最高に
楽しむことができ、不安は一切感じなかった。
終わったときは達成感と同時にもうみんなと
このステージにこの立てないという寂しさが
入り混じった複雑な気持ちだった。今回の得
難い経験を多くのことに生かし、これからも
高校生活をますますがんばっていきたい。

ステージ発表　大森　静也　２年
（総社東中出身）

「『おかしの家』で
　　　見てくれた人に感動を」
　これまでの家政科での授業の取り組みを生かし、
見た人に感動が伝わるようにと取り組んだ「おかし
の家」。組みたてる途中で割れる等予想外のことがお
きた。３年 A 組はドレス製作と並行して準備を行っ
たので大変だったが、展示を見に来てくれた方々の
「すごい」「可愛い」という声を聞きがんばってよかっ
たと思った。この展示で多くのことを学んだ。食の
分野で進学した後もこの経験を生かし頑張っていき
たい。　　展示発表　黒崎　浩佳　3年（足守中出身）

総高祭を終えて
　「生徒会長として、全校生徒が円滑に準備や練習ができるよう心がけました。総務という立場であらゆるセクションの人に連絡をい
くつもしないといけないのは大変苦労しました。総高祭当日は総高生の一人ひとりの力や思いがとても強く感じられ感動しました。
終わった瞬間はやり遂げることができてよかったという安堵の気持ちとともに少し寂しい気持ちになりました。
　あと少しの任期を大切にして自分のやるべきことは何かと考え、やり遂げることを目標に、また後輩たちに引き継げるよう生徒会
総務をつくり上げていきたいです。」 生徒会長　河合　勇輝　２年（総社中出身）

「笑顔あふれる最高のショー」
　たくさんの人の記憶に焼き付く、笑顔あふ
れる最高のショーになるよう、責任者同士で
話し合い、クラスメイトの意見を取り入れな
がらアイデアを練った。開幕までは皆を引っ
張っていけるかという不安とプレッシャーが
重なった。が、本番ではハプニングもありな
がらも最高のステージとなったと思う。たく
さんの歓声がとても嬉しく忘れることができ
ない。こんな感動を味わったのはこれまでで
一番かもしれない。これから服飾系の学校へ
進学し、もっとモノ創りに楽しさとやりがい
を持っていきたい。この経験を最大限生かせ
るようにがんばっていきたい。
ファッションショー　西川　夏希（高梁中出身）

3年　瀬戸　雛代（中山中出身）

「みんなでつくりあげたシンボルアート」
　みんなと協力して、アイデアを出し合い楽しく仕上げるよう心がけた。教室の
床半分もの大きい絵を描くということが初めてだったので大変だったが、2 年生
だけでなく１年生も手伝ってくれ特に苦労したことはなかった。着物の細かい柄
を丁寧に描き、文字の後ろにセロファンを貼り透かしを入れ工夫した。当日応援
スタンドに掲げたときは嬉しかった。さらにシンボルアートの優勝に加えて、優
勝ブロックの名前が呼ばれた瞬間は、本当に嬉しかった。

アテナ・シンボルアート　神子　紗愛　２年（庄中出身）

９月 6・7日、9日　文化祭、体育祭を開催しました。

H24 生徒会総務



真剣！授業の様子折鶴運動

保育実習（総社幼稚園）

被服実習

祝！合唱部 中国大会出場

遠征や試合のある日も
ありますが、土日の
学習時間は4時間
キープできるよう
がんばっています。

文化委員長、 成績発表！

れとろーどに参加しました！

副部長としてお手前を披露！

感謝そして結果！

自宅〜倉敷駅〜
総社駅、電車と
自転車を使って
通学しています。
1時間で到着！

授業中も集中！ ★JR 倉敷駅
★JR 中庄駅
★JR 高梁駅
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総社高校へのアクセス

 起床　
 ６：３０ 登校

 ７：３０ 朝練

 ８：３０ 始業

 １２：００ 昼休み

 １６：００ 部活

 １８：３０ 下校

 ２０：００ 家庭学習

 ２３：３０ 就寝

 ８：００ 登校

 ９：００ 部活動

 １２：３０ 下校

 １６：００ 家庭学習

 １８：００ 夕食

 ２０：００ 家庭学習

 ２２：００ 就寝

平日

休日

　私は総社高校に入学して本当によかったと思っています。部活動や行事

がとても充実していて、中でも私の所属する男子ハンドボール部は毎日質

の高い練習を重ね毎年全国大会に出場しています。全国レベルを維持する

中での学校生活は自分自身を成長させてくれています。授業では熱心な先

生がたくさんいてわかりやすく、生徒の質問に丁寧に答えてくれます。実

際に私たちの学年は入学当初より成績が上がっており、学習面でも充実し

ています。このように総社高校は文武両道が可能な高校であり、高みを目

指し向上させてくれる学校だと思います。

小畠　夕輝　2 年（倉敷天城中出身）

　私は将来、栄養関係の仕事に就きたいという夢があります。授

業では普通科目の他に専門科目があり 2 年生では食物、被服検定 2

級取得を目指しますが、今は被服の授業でジャケット製作をして

います。実習科目では作品が仕上がることで成果が目に見え達成

感があります。部活動は茶道部とバドミントン部に所属しながら

春、秋の折鶴運動、吉備路巡りなど地域活動を行う「家庭クラブ」

活動にも参加しました。検定前に部活動の試合が重なったり大変な

時も友人と励まし合い、困った時

は先生にアドバイスをもらった

りしながらがんばることができ

大変充実しています。これから

も夢に向かって進んでいきたい

と思っています。

舟見　香紅　２年　　

（総社西中出身）　　

在校生に密着

生徒ホールや、
中庭でも
昼食をとれます。

平日3時間の
学習時間を
キープ！

インターハイや
国体のブロック
予選など多くの
大会に出場
しました。

ある１日
Time Schedule

全国大会出場 …… ハンドボール部
中国大会出場 …… 陸上部、弓道部
　　　　　　　　　合唱部、水泳同好会
県大会３位 ……… 女子サッカー部

部活動NEWS！

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
5 月 ○生徒総会
 ○球技大会
 ○土曜講座開始

6 月 ○修学旅行
 ○芸術鑑賞会

7 月
○社会人講演会　○蒜山実習
○終業式　○オープンスクール
○夏期補習

8 月
○始業式
○夏期補習

9 月
○総高祭
○交通安全
　折鶴運動

10 月
○球技大会

11 月
○生徒会役員選挙

12 月
○終業式
○冬期補習 1 月

○始業式
○センター試験
○ウォーキング大会

４月
○始業式○入学式
○宿泊研修○球技大会

総高生の

年間スケ
ジュール

2 月

3 月
○卒業式
○終業式
○春期補習

INFORMATION 平成 26 年度入試日程についてお知らせします。
　特別入学者選抜２月 13、14 日（家政科のみ実施）　 　　一般入学者選抜３月 12、13 日（家政科、普通科）

休み時間のひととき

昼休み

▶主な通学手段は？

▶どこから通学
    していますか？

自転車78％

電車20％
徒歩2％

総社市内
66％

倉敷市
26％

岡山市
6％

高梁市、その他2％

県総体連覇

軟式野球「部」に昇格！

今も昔もれとろーどが

通学路
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かかったことだった。総高祭の最中には劇は
みんなが「自信」と「期待」に満ちて最高に
楽しむことができ、不安は一切感じなかった。
終わったときは達成感と同時にもうみんなと
このステージにこの立てないという寂しさが
入り混じった複雑な気持ちだった。今回の得
難い経験を多くのことに生かし、これからも
高校生活をますますがんばっていきたい。

ステージ発表　大森　静也　２年
（総社東中出身）

「『おかしの家』で
　　　見てくれた人に感動を」
　これまでの家政科での授業の取り組みを生かし、
見た人に感動が伝わるようにと取り組んだ「おかし
の家」。組みたてる途中で割れる等予想外のことがお
きた。３年 A 組はドレス製作と並行して準備を行っ
たので大変だったが、展示を見に来てくれた方々の
「すごい」「可愛い」という声を聞きがんばってよかっ
たと思った。この展示で多くのことを学んだ。食の
分野で進学した後もこの経験を生かし頑張っていき
たい。　　展示発表　黒崎　浩佳　3年（足守中出身）

総高祭を終えて
　「生徒会長として、全校生徒が円滑に準備や練習ができるよう心がけました。総務という立場であらゆるセクションの人に連絡をい
くつもしないといけないのは大変苦労しました。総高祭当日は総高生の一人ひとりの力や思いがとても強く感じられ感動しました。
終わった瞬間はやり遂げることができてよかったという安堵の気持ちとともに少し寂しい気持ちになりました。
　あと少しの任期を大切にして自分のやるべきことは何かと考え、やり遂げることを目標に、また後輩たちに引き継げるよう生徒会
総務をつくり上げていきたいです。」 生徒会長　河合　勇輝　２年（総社中出身）

「笑顔あふれる最高のショー」
　たくさんの人の記憶に焼き付く、笑顔あふ
れる最高のショーになるよう、責任者同士で
話し合い、クラスメイトの意見を取り入れな
がらアイデアを練った。開幕までは皆を引っ
張っていけるかという不安とプレッシャーが
重なった。が、本番ではハプニングもありな
がらも最高のステージとなったと思う。たく
さんの歓声がとても嬉しく忘れることができ
ない。こんな感動を味わったのはこれまでで
一番かもしれない。これから服飾系の学校へ
進学し、もっとモノ創りに楽しさとやりがい
を持っていきたい。この経験を最大限生かせ
るようにがんばっていきたい。
ファッションショー　西川　夏希（高梁中出身）

3年　瀬戸　雛代（中山中出身）

「みんなでつくりあげたシンボルアート」
　みんなと協力して、アイデアを出し合い楽しく仕上げるよう心がけた。教室の
床半分もの大きい絵を描くということが初めてだったので大変だったが、2 年生
だけでなく１年生も手伝ってくれ特に苦労したことはなかった。着物の細かい柄
を丁寧に描き、文字の後ろにセロファンを貼り透かしを入れ工夫した。当日応援
スタンドに掲げたときは嬉しかった。さらにシンボルアートの優勝に加えて、優
勝ブロックの名前が呼ばれた瞬間は、本当に嬉しかった。

アテナ・シンボルアート　神子　紗愛　２年（庄中出身）

９月 6・7日、9日　文化祭、体育祭を開催しました。

H24 生徒会総務


