夏秋号

バドミントン部
関東大会・インターハイ報告
６月
関東大会（群馬アリーナ）
男子：１回戦○２－１前橋東（群馬）
２回戦●０－２関東一（東京）
女子：１回戦●１－２宇都宮文星（栃木）
観戦記 男子は苦しみながらも地元前橋東
を打っちゃり初戦突破！関東一高は強かった、残念。女子は健闘むなしく、あと一歩及ばず宇都宮文
星に惜敗。でも、力を出し切ったようです。とにかく男女で関東大会連続出場は見事！！パチパチパチ
後輩の皆さん、上には上がいる。この大会で目にした上位校の技術・精神力をこれからの目標にして、
ぜひ先輩を追い越してください。遠いところ沢山の応援ありがとうございました。（校長）
合 宿 夏休みは合宿で気力・体力・団結力をつくりました！
バレーボール部（女子） 校内（7/18～7/20），茨城（8/3～8/5）
サッカー部 茨城（7/30～8/1，8/4～8/6）
陸上部 菅平（7/30～8/3）
バドミントン部 校内（8/24～8/28）
ＦＷＣ 北八ヶ岳（7/28～7/30）
☆生徒の皆さん、顧問の先生方、コーチ・ＯＢの皆さん、お疲れ様、ありがとうございました。
野球部 初戦突破！

県へ一歩及ばず（新人戦報告）
夏の神奈川大会久しぶり初戦突破！
４校対抗戦（上位２校が県へ）
大楠 ００００００００ ０
○５－１ 麻生
菅
００００２１０４× ７
●１－１１桐光学園
２回戦は 東海大学相模に健闘むな
●４－５ 川崎総合科学
しく敗れました。
※追いつき延長へ,あと一歩 (校長)
■秋の大会はあと一歩で県大会出場を逃しましたが、その悔しさを
ばねに練習に励んでいます。体力をアップして、春こそ県大会に出場します！
来たれやる気のある諸君！経験は問わず！
ＦＷＣ（フィールドワーク部） 夏合宿報告 八ヶ岳
７月２８～３０日、北八ヶ岳に行ってきました。険しくないとはいえ、標高
２，５００メートル近い山であり、トレーニングを春から積み重ねてきました。
白駒池・麦草峠などの人気スポットをベースキャンプにして、アルプスなどの
展望を楽しみにしましたが、天候にめぐまれませんでした。
雨のためにたっぷりできた時間を使い今までになく美味しい食事を楽しみま
した。もしかするとFWCには弁当男子予備軍が多いかもし
卓球部 ★新人戦県大会の結果報告で～す！
れません。充実した？テント生活の3日間でした。
日ごろ学校内では野菜や花苗を育てています。秋の飛翔祭 ○男子シングルス
川原(1-8)2回戦進出、竹内(1-4)初戦敗退
では花苗をお分けしました
○男子ダブルス
川原・竹内組４回戦進出！（ベスト３２）
柔道部 川崎市秋季総合体育大会の無段者の部の
○男子学校対抗
団体戦で準優勝しました
２回戦進出です
１回戦○
２回戦●０－３桐光

バレーボール（女子） 新人戦県大会に出場！２回戦ベスト３２！
11月 3日地区予選会
１回戦○２－０洗足学園
２回戦○２－１百合丘
準決勝●０－２川崎商業
11月15日県大会 １回戦○２－
０金沢、２回戦●０－２厚木

観戦記 エンジンのかかりが遅いので
見ているほうはヒヤヒヤ。が、百合丘
の２セット目はリードして追いつかれ
24-24から27-24でうっちゃった。この
粘りはお見事！３セット目はらしさ？
が出ての勝利！県大会へ。監督胃が痛
い！とにかく声を出そう!!(校長)

テニス部 [９月までの活動報告] 頑張ってるよ～
今年４月より、本校テニス部OB 日体大４年の現役プレーヤー中嶋
君を部活動インストラクターに迎え、毎日練習に励んでいます。７
月以降の公式戦の結果は、次の通りです。
○神奈川県テニス新人戦シングルス（７月）菅高から１・2年男子
14名、女子3名が参加。
男子は2年生、熊谷卓・原・森が4回戦まで進出。湯沢・神山、1年生、塚田が3回戦まで進出。
○神奈川県テニス新人戦ダブルス（7月）菅高から男子１４チーム、女子１チームが参加。
男子、２年生飯沼・原ペア、１年生久保田・山崎ペアが３回戦まで進出。
○川崎市民テニス選手権大会シングルス（１１月）菅高から男子２８名、女子３名が参加。
（エントリー数、男子２２０名。女子１６９名）
女子２年生、鮫島がBest８、男子２年生、熊谷健・原がBest１６、熊谷卓・１年生、山崎がBest３２。
テニスは中・高６年間継続している私立高が強いなか、今回は粘り強くがんばりました。

ソフトテニス部
県大会に出場で～す！
○第二大会（個人・学年別） 1年の部：上原･新川ペアが準優勝
○新人戦個人 飯島･新川ペアと上原･羽田ペアが県大会出場！
○新人戦団体 ２回戦進出 １回戦○３－１横須賀総合，２回戦●０－３大磯
※今年から専門のコーチを迎え、日々の練習に励んでいます。部員も１２名に増え、県大会でも上位を狙えるチ
ームを目指して、全員一丸となって頑張っています。
サッカー部 練習に試合にがんばってます！
公式戦
U―１８ Ｋ３リーグ Ａブロック
全国高等学校サッカー選手権大会神奈川県予選
6月13日○３－０相模大野
9月 5日○３－０麻生
２回戦 7月22日○５－０藤沢翔稜
6月 20日○３－０生田
10月11日○３－０元石川
３回戦 7月24日○２－１舞岡
6月28日○２－１新羽
11月 8日●０－２桜ヶ丘
ブロック決勝 7月26日●１－５湘南
7月12日●２－３神奈川朝鮮
川崎地区高等学校サッカー大会
新人戦
１回戦 ○不戦勝 向の丘工業
9月19日●０－２大師
２回戦 ○３－０川崎工業
10月3日●０－１住吉
３回戦 ●２－２麻生（ＰＫ）
11月3日△２－２高津
※12月の台湾への修学旅行では、現地の三重高級中学校との親善試合
で交際交流を深めます。
★いつも応援ありがとうございます❣ 新人戦の中央大会を逃したことをしっかりと受け止め、日々精進し、次
戦に必勝を期します。
バスケットボール 県大会出場！
○７月市制記念大会 男子２回戦進出、女子３回戦進出
○８月地区高体連第１大会 男女ともインフルエンザで棄権☹
○９月～10月新人大会地区予選 男子３回戦進出、女子１回戦敗退
○県新人大会ｸﾞﾙｰﾌﾟ予選 男子ﾌﾞﾛｯｸ優勝！１月県大会へ、女子1回戦敗退

吹奏楽部 吹奏楽部は現在、1年生10人で活動しています。
8月1日に星ヶ丘納涼祭、11月1日にばら苑、11月28日には
東菅小学校で行われる社会福祉のつどいなど、地域に密着
した活動を中心に活動しています。
また、今年度はミューザ川崎市民吹奏楽祭に合同バンドで
はありますが、はじめて出演するなど、大人数での演奏にも積極的に参加しています。
来年は、4月にスイスのブラスバンドとの交流演奏も予定、活動の幅も徐々に広がっています。
部員は随時募集中です！
華道部 7月に1年生が2人入部し、各学年2名ずつで活動しています。『SOL星が
丘』老人ホームでの活動は、インフルエンザの為中止になったり、学校でいけた
花を持っていくなど工夫しながら、月一度のボランティアとして定着しています。
10月には麻生区民祭に2.3年生が参加しました。一般に混じってかなり本格的な
出来栄えと、好評でした。文化祭も共同制作および個人制作を展示しましたが、
例年に増していろいろなご意見・ご感想をいただきました。12月は、クリスマス
&お正月花に挑戦し、学校やSOLの方々に季節感や憩いを感じていただきたいと思っています。
茶道部 茶道部は、4月に1年生4名を迎え、部
員13名でスタートしました。
顧問の橋詰宗繁先生に、毎週
温かく厳しい指導をしていた
だいたおかげで、お手前もす
っかり上手になりました。
文化祭では「秋のお祭」をテ
ーマにお茶会を催し、100人
近いお客様にくつろいでいただきました。
あなたも、おいしい和菓子とお抹茶で、ほっと
するひとときを過ごしませんか。和の心に触れ
たいあなた、入部はいつでも受付中！

書道愛好会
12月11日(金)～15日(火)関内駅
近くの教育文化センター３階横
浜市民ギャラリーにて開催され
る県高校総合文化祭書道展に出
品します。神奈川県内の公立私
立多くの高校が参加する大きな
展覧会です。ぜひ観に来てくだ
さ～い！！学芸書道全国展で湊
優寿(2-6) さんが硯心会奨励
賞、高文連書道展で今野彩也香
(1-4)さんが入賞しました。
不安でいっぱいだった．温かく
迎えられた．体験して終わりで
インターンシップ報告
なく、どう感じ･学んだかが大
～75名が職場体験！～
事．濃密な５日間だった
インターンシップは職場体験を通し

発表風景

て勤労観や職業観を培うことを目指し
ています。今年度はお幅増の７５名
（昨年１８名）が３４事業所でインタ
ーンシップを体験しました。そのうち
42名が単位修得を申請しています。
10月2日体験の成果の発表会が住吉高
校であり、本校から3年生の宍戸・小
林・高須さん(３年)と松田・吉崎君
(２年)が体験を発表しました。
お受入れいただいた事業所様ありがと
うございます、感謝。また、取り纏め
をされた先生方、ｷｬﾘｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの皆
様本当にありがとうございました。

看護の仕事がどんなも
のか、人の命の大きさ
緊張と楽しみ．昼
が分かった．命につい 食を忘れて仕事を
てすごく学べた．
しちゃいました．
オーシャンビュー
がGood！接客の大
楽しみと不安．「丁
変さを実感．これ
寧に思いっきりも大
を思い出だけに終
事」に感動！ケーキ
わらせたくない！
作りは趣味にしてお
け！？商品ができる
までの大変さ．売れ
たときの喜び！！

地域との連携および貢献活動 菅高校では4万人からなる菅町会はじめ、地域の中学校、福祉施設などとの、地
域の連携および貢献活動を進めています。今年は一段と活発になりました。お祭りのやぐらの運搬、お祭りへの
参加、中学生を招いての練習試合、福祉施設や里山整備へのボランティアなどを行っています。これからさらに
進めて、地域と一体となった学校づくりを進めます。

地域のお祭りで演奏

地域の中学生を招いて

地域の中学生を招いてバスケ

老人施設でいけ花

事前学習の壁
修学旅行事前学習（沖縄・台湾）
新聞づくり。
留学生との交
流による台湾
理解。いよい
よ10日出発！
11月7日(土)公開授業

何やってんのかな

授業公開と第２回学校説明会が行われました。

あら！？変な机の並びだ
こと（コの字型）

あらまぁ、中学生も当て
られちゃって！

まぁｸﾞﾙｰﾌﾟでの話し合
い。楽しそうだこと。

菅高校取組みアラカルト
食育 夏休みの8月26日「元気な学
校づくり」の一環として『親子ふれ
あい食育教室』を、テレビでもおな
じみの赤堀博美先生を講師にお招き
し、エバラ食品のご協力で実施。生
徒と保護者３３名が参加。先ず、赤
堀先生の講義、次に調理実習、食事
後、本校村田教諭による振り返り。
｢肉を食べたら、倍の野菜が必要」
にビックリ！日頃の食生活を見直す
きっかけになったようです。
特色となる部活動
～メンタルトレーニング～
東海大学の高妻先生を講師
に、前半は講義、後半は実技
で、運動部の生徒70名あまり
が参加して実施。ぜひ練習で
大会で生かして欲しい。

野菜は肉の倍
よ！ひえ～

俺うまくね＾-＾
向いてっかも✌

おいしそう！実際おいしか
った！皆やればできる✌

高妻先生の講義

実技講習風景

お詫び 話題が沢
山あったのに載せら
れず申し訳ありませ
ん．次回こそは．元
気の源は『早寝・早
起き・朝ごはん』風
邪に注意して頑張り
ましょう！ 校長

