たかはし高校通信
創立 140 周年記念式典

たか高のマスコットキャラクター
松爺 ( まつじい )

令和２年度
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11 月６日（金）、本校体育館で創立１４０周年を記念する式典が
行われました。新型コロナウイルス感染症予防の観点から、規模を
縮小しての開催となりました。来賓として 3 名にご臨席いただきま
した。式典では、蟻正校長の式辞に続いて、本校のこれまでの教育
活動に対しご功績のあった方々への表彰が行われ、中山元校長から
ごあいさつをいただきました。また、同窓会を代表して樋口同窓会
会長、ＰＴＡを代表して石田ＰＴＡ会長から祝辞をいただき、本校か
らは、生徒代表として小野生徒会会長があいさつをしました。
記念式典にあわせて、11 月 4 日（水）から 6 日（金）にかけて
高梁高校の所蔵品展を本校図書館で開催しました。山田方谷（藩校
有終館学頭）や三島中洲（二松学舎大学創立者）、板倉勝靜（備中松
山藩主）の書など備中松山藩にゆかりのある所蔵品を展示しました。
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江戸時代に描かれた山田方谷 像

所蔵品展の様子

（左）新型コロナウイルス感染症対策のため校歌斉唱を家政科による手話歌で行いました。

松籟祭

令和 2 年度松籟祭テーマ
「The sky has no limit~40 秒で支度しな ~」

9 月４（金）
・５日（土）に松籟祭「文化の部」、
9 月 8 日（火）に「体育の部」が開催されました。
今年度のテーマは「The sky has no limit ～
40 秒で支度しな～」でした。
４日は校内発表日として、家政科によるファッ
ションショーや手話歌、1 年次生の演劇による
ステージ発表、温知寮生による寮歌斉唱などを
行いました。
５日は、3 年次生が心を一つにした合唱を披
露、模擬店や 2 年次生の展示では行列ができる
ほどの盛況でした。また、体育館では、吹奏楽部・
コーラス部・演劇部がそれぞれ日ごろの成果を
発表しました。
８日の体育の部は、午前中のみの開催となり
ましたが、快晴の下、競技に演技に全力で取り
組みました。中でもチーム・パフォーマンスでは、
赤青緑の３ブロックが音楽にあわせて息の合っ
たパフォーマンスを見せました。最後の演技で
は、3 年生全員が輪になり笑顔でフォークダン
スを楽しみ、高校生活最後の松籟祭を終えるこ
とができました。
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総合的な探究の時間
【方谷学】 （1 ・ 2 年次生）

高梁高校では「総合的な探究の時間」を「方谷学」と名付けています。「方谷学」は幕末に備中松山藩の財
政を立て直した偉人、山田方谷にちなみ命名されました。段階的に学びのプロセスが構成されており、1 年
次生後期「考」、2 年次生前期「創」の単元では、「高梁を知る」「高梁を創る」という地域学習・単元学習に
取り組んでいます。
生徒は興味・関心のある分野ごとにグループをつくり、各グループで高梁の町について調べることを通して、
町の抱える問題を考えます。そして、フィールドワークを実施して高校生の視点で解決策を探究し、高梁の
町を魅力的にする方法を提案します。10 月８日（木）には 2 年次生が校内で発表会を実施し約半年間にわたっ
て取り組んできた探究活動の成果を発表しました。今年度は新型コロナ感染症対策に伴い、発表する教室と
発表を見る教室を画像配信して結び、1・2 年次生がプロジェクターを通して発表会に参加することができま
した。

家政科展

日時 ： ２０２１年１月２２日 （金） ２３日 （土）
場所 ： ポルカ天満屋ハピータウン

家政科展実行委員長

杭田桃奈 （３年次１組 加賀中学校出身）
今年度の家政科展のテーマは「桜梅桃李（おうばいとうり）
～私たちにしか咲かせられないものを～」です。厳しい季節を
乗り越え、それぞれが独自の美しい花を咲かせることからこの
テーマにしました。コロナ禍の中だからこそ私たちのできるこ
と、私たちにしかできないことを探しながら家政科生徒全員で
3 年 杭田 桃奈
3 年 西川 優理
協力し準備を進めています。当日はお世話になったたくさんの
実行委員長
副実行委員長
方々に、感謝の気持ちと満開の笑顔の花をお届けしたいと思っ
加賀中学校出身
高梁中学校出身
ています。是非見に来てください。
体験コーナー
お土産
今年度の家政科展のお土産は「タッ
体験コーナーでは「くるくるシャボン玉」と「ウッドク
セルチャーム」です。現在、色とりど リップ」を作ります。「くるくるシャボン玉」はくるくる
りの T シャツヤーンを使って、家政
回すと色や形が変わるおもちゃです。また、
「ウッドクリッ
科１年次生全員で心を込めて作製して プ」はウッドクリップにマスキングテープや花、リボンを
います。タッセルの中に入っている一 つけたり、マジックで絵を描いたりしてアレンジします。
粒のビーズは、「希望の光」を表して
是非自分好みのものを作ってみてください。
います。家政科展にご来場いただいた
皆様のカバンや鍵などにつけて、使っ
ていただけると嬉しいです。

2 年 三村 華代
副実行委員長
高梁中学校出身
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令和３年１月２２日(金)・２３日(土)
１２時～２０時

１０時～１５時

ポルカ天満屋ハピータウン
令和３年１月２２日(金)・２３日(土)
１階セントラルコート
１２時～２０時

１０時～１５時

新型コロナ感染予防対策のため 展示・体験のみとなります

詳しい日程は高梁高校ホームページご覧ください
ポルカ天満屋ハピータウン
１階セントラルコート
デザイン

家政科２年次生

岡 里奈

新型コロナ感染予防対策のため 展示・体験のみとなります
詳しい日程は高梁高校ホームページご覧ください

生徒インタビュー

デザイン

家政科２年次生

岡 里奈

普通科 川上 康雄（1 年次 2 組 高梁中学校出身）
家政科 乘越 美咲 （1 年次１組 高梁東中学校出身）
●高梁高校を志望した理由は？
2 人担任制で生徒の先生の距離が近いと
私は福祉に興味があり、福祉について専門的
知ったからです。担任の先生が 2 人なので、
に学びたいと思っています。自分の興味や進路
何か相談したいことがあれば、様々な視点か
に合わせた授業やコースが選択できたり、将来
らアドバイスしていただけます。自分は困っ
のために様々な資格の取得に挑戦できたりする
たことがあると自分で抱え込んでしまうの
高梁高校家政科に魅力を感じ志望しました。
で、その欠点を克服するために入学を決意し
●検定について教えてください
ました。
入学してから今までに食物、被服、保育、の 4 級検定を受験
しました。どれも、最初はなかなか上手くいかず、大変だった ●部活動について教えてください
僕は男子ソフトボール部に所属しています。部の雰囲気は
けれど、何度も何度も練習していくうちに上達し、合格するこ
とても良く、先輩たちが優しく接してくださいます。ソフト
とができました。
の技術だけでなく、人間性や社会性を磨くことができるのと
検定を通して身につけた技術は、日常生活の中で役に立つこ
いうのが大きなポイントです。
とがたくさんあり、誰かのために力になれる、誰かを喜ばすこ
とができる、そんなすばらしい力になっていると思います。こ ●高梁高校で一番楽しかったことは何ですか？
れからも、各種検定 1 級取得を目指して頑張っていきたいと思
9 月上旬に行われた松籟祭です。初めての松籟祭は新型コ
います。
ロナウイルス感染症の影響により、規模が縮小してしまいま
したが、先生方や生徒たちの熱意のおかげで大成功を収めま
●高梁高校で一番楽しかったことは何ですか？
した。そして、友達との絆を一層深められたと思います。
松籟祭です。文化の部ではクラス全員で協力し、私たちらし
い劇のステージにすることができました。体育の部では、快晴
●将来の夢は何ですか？
の下、ブロックごとに全力で競い合い、楽しむことができました。
まだはっきりとは決めていないですが、数学の先生といった
●将来の夢は何ですか？
教える立場の仕事に就きたいと思っています。その夢の実現の
私の将来の夢は福祉関係の仕事に就くことです。そのために、 ために高梁高校で一生懸命勉強し、大学で様々な知識を身にけ
今は、課題や検定に向けての勉強など目の前のことに全力で取
たいと思っています。
り組み高校生活
3 年間でたくさんの知識と技術を身につけたい
◆ お知らせ
◆
と思います。

◇

お知らせ

◇

スプリングコンサート

３月 28 日（日）開場 13：00

開演 13：30

吹奏楽部、コーラス部、ダンス部が日ごろの練習の成果を発表す予定です。

岡山県立高梁高等学校〒716-0004 高梁市内山下 38TEL:0866-22-3047
＊掲載してある予定は、延期・中止もしくは内容変更の可能性が
あります。最新の情報はＨＰを確認してください。

FAX:0866-22-3049
学校ＨＰ
ＱＲコード

