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11月26日（土）入試個別相談会、第 2 回人間文化コース説明会、音楽科オープンスクールⅢ
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KAISEIKA HIGH SCHOOL NEWS

やる気を育てる高校野球 始球式
女子硬式野球部
7 月 9日（土）、山日ＹＢＳ球場で行われた第 104 回全国高校野球
選手権山梨大会の始球式を、女子硬式野球部の土屋笑夢さん（１年）が
務めました。92キロのボールを投げ込んだ土屋さんは、「ストライク
を投げたかったが、周囲からの熱い視線に緊張してしまった。男子
の姿を励みに私たちもがんばっていきたい」と笑顔で話し
ていました。 １年 土屋 笑夢さん

（甲府東中学校出身）

2022 年度 山梨県高等学校写真連盟
春季審査会、写真部３名が入賞

１年 門西 心菜さん
（竜王中学校出身）
銀賞受賞　タイトル「蒼い世界」

被写体の顔をあえて見せず、写真を
見た人によってさまざまな想像が
できるようにしたのがポイント
です！

１年 髙濱 奈央さん
（玉穂中学校出身）
佳作受賞
タイトル「新発見」

逆光を利用して、でき
るだけ犬に視線が行く
ように工夫しました。
次は人物写真にもチャ
レンジしたいです。

１年 宮川 晃さん
（石和中学校出身）
佳作受賞
タイトル「水簾の風こそ吹け」

被写体になった
気持ちで撮影す
ることを大切に
しています。こ
れからも、心や
目を引き付ける
写真を撮りたい
です！

インターハイ出場部門
躍動の青い力    四国全国高校総体 2022
～ 燃え上がれ　我らの闘志　四国の大地へ

女子バドミントン部
学校対抗、ダブルス（赤澤涼華・遠藤桐、
門倉菜月・三橋葵香）、シングルス（赤澤
涼華）
7月 24 日～ 28 日　徳島県徳島市、鳴門
市、吉野川市

男子フェンシング部
学校対抗、個人フルーレ（甲斐孝広、
田中克樹）、個人エぺ（甲斐孝広、宇佐
美翔也）、個人サーブル（史驁、輿水
勇輝）
8月4日～8日
香川県高松市

女子フェンシング部
個人フルーレ（大石琉奈、
野田光月）、個人サーブル
（野田光月）
8月4日～8日
香川県高松市

女子ソフトテニス部
個人3ペア（渡邊この葉・雨宮
夢奈、生原萌詩・三枝美結、
瀧口波香・津吉あゆみ）
7月28日～31日
愛媛県今治市

女子体操部
個人（竹澤薫子）
8月 7日～９日
愛媛県松山市

8 年ぶりに出場

「第62回山梨県吹奏楽コンクール
（高等学校部門 B の部）」で銅賞！
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10月          8日（土）中学生と保護者対象入試説明会、第 1 回人間文化コース説明会、音楽科オープンスクールⅡ



中村 智貴さん 
（上条中学校出身）

季節の花々をメインにした個性あふれる
作品を、魅力が伝わるよう工夫して撮影、
写真で展示しました。

華道部  ( 写真中央 )
笠井 瑠菜さん （竜王北中学校出身）

(写真中央 )

短尺動画

仲間と協力しながら制作に取
り組んだ日々。本当に過ぎる
のが早く、一瞬のように感じ
られました。

調理・被服部  
( 写真中央 )

米山 愛紗さん 
（甲府北東中学校出身）

いつもは個人練習も多いメンバーですが、
ステージを成功させるため協力し合うこ
とができました。

軽音楽部
南波 侑那さん （甲府西中学校出身）

いつもとは違う形の学園祭。人と
つながる大切さ、仲間がいるあり
がたさをひときわ感じました。

美術・イラスト部   ( 写真左 )
窪田 有希さん 
（春日居中学校出身）

このメンバーで音楽ができることに感謝し、一つひと
つの音を大切に、「今年だけの音」を目指しました。

吹奏楽部
佐野 光さん （山梨南中学校出身）

みんなで何度も練習し、細かい動きを確認したダン
ス。本番では最高のパフォーマンスができたと思い
ます！

ダンス部 ( 写真中央 )
マトス ナミエさん （市川中学校出身）

2022年
6月27日（月）・28日（火）

保健委員による検温

より鮮やかに、どれだけ「魅せる」
作品に仕上げられるかを追い求め、
描いては改善点を指摘し合いながら
仕上げました。力を合わせた結果の
受賞、胸がいっぱいです。

昨年は決勝トーナメントで敗退。悔しくて
１年間練習しました。地道な努力が実った優
勝の瞬間はとてもうれしかったです。来年も
ライバルに負けず優勝します！

３年２組
赤澤 涼華さん 
（千葉・根形中学校出身）最優秀

GRANDPRIX

ステンドグラスと言えば
こういう感じかなとイ
メージしてデザインしまし
た。それぞれが時間を見
つけてみんなで作業をし
たことで、クラスの仲が
深まったと感じています。

２年２組
山本 莉乃さん
（敷島中学校出身）

合唱
コンクール

優勝
CHAMPION

佐野 光さん （山梨南中学校出身）
何よりインパクト重視！細部にまでこだわって、やりたい
ことをやり切りました。出品作はどれも面白く、ハイレベ
ルな中で最優秀をいただけたことが夢のようです。

優勝
CHAMPION

「最後の夏」に向けて練習に励む運動部も多
いクラスで、一回の練習に集中して取り組み
ました。みんなで楽しもうという気持ちが結
果につながり、とてもうれしいです。

３年２組
町田 樹星さん
（松里中学校出身）

自分の音をしっかり奏でるのと同時に、仲間
の音にも耳を傾け、音を合わせることを大切
にしました。

箏曲部 ( 写真左 )
大木 美来さん （若草中学校出身）

担任への愛情、クラスの特色を表現
した、飾らないデザインが気に入っ
ています。もう３年生。これからこ
の Tシャツを見るたびに、高校時代
を思い出すのだと思います。

３年１組
塩谷 莉音さん 
（甲府北中学校出身）

最優秀
GRANDPRIX

最優秀
GRANDPRIX

クイズ
大会

甲斐清和や山梨についての問題が多かった
ので、１位になれて驚きましたがとてもう
れしいです。みんなでクイズを解くドキドキ
感が楽しかったです！

米山 愛紗さん
（甲府北東中学校出身）

優勝
CHAMPION

役者と裏方とが共に舞台を作り上げるの
が演劇の魅力。だから何より「協力」を
大切にしてきました。

演劇部 ( 写真右 )
澤野 莉音さん （韮崎西中学校出身）

Ｔシャツ
 コンテスト

最優秀
GRANDPRIX

３年２組「鯨術」

黒板アート

ウィンドウアート

心掛けたのは「合唱
を通して、共に喜び
を分かち合うこと」。
中継先の大ホールに
も、きっと届いたと
思います！

合唱部
塩谷 莉音さん 
（甲府北中学校出身）

eスポーツ
大会

展示だけではなく撮影にもチャレンジ。友人
にだから見せる自然な笑顔を、たくさん撮る
ことができました！

写真部   ( 写真左から２番目 )
相川 このみさん 
（甲府南西中学校出身）

合唱コンクールの曲目を書きました。当日
はカメラでアップにもなり、大ホールでも
見てもらえて良かったです。

書道部 小林 叶依さん 
（双葉中学校出身）

じゃんけん大会

まさか自分が優勝するな
んて思いもしなかったの
でびっくりでした。学年
やクラスを越えて、普段
接点がない人とも楽しく
交流できたので良かった
です。

瀧口 波香さん
（石和中学校出身）

優勝
CHAMPION

一人ひとりの個性を発揮できたことが最大の「勝
因」だと思います。みんなのがんばりがあった
からこその「Star of SEIKA」。その初代に輝けたこ
とが本当にうれしいです！

２年２組  久保田 暁斗さん （城南中学校出身）

最優秀
GRANDPRIX

Star of SEIKA
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