
 
 

 

■ 合格おめでとうございます 
-各種の資格取得者・検定合格者- 

 
 資格試験のシーズンを迎えています。見事合格を果た

した生徒の発表をします。 
 
【全商情報処理検定１級（プログラミング）】 

P3-2 清水 悠斗 
 
【危険物取扱者】 
●乙種第１類 
 E3-1 佐藤 洵希 M2-1 田中 一宏 M3-2 柏崎 淳  
 M3-2 北條 裕也 
●乙種第２類 
 M2-1 金井 淳  M2-1 馬場 光希 M2-1 伏見 勇輝 
 M3-2 柏崎 淳 
●乙種第３類 
 M2-2 山口 優思 
●乙種第４類 

M2-1 岡久 祐太 M2-1 桂川 祥太  M2-1 中里 祐介 
M2-2 足立 優希 M2-2 片嶋 彬人 M3-1 岩田 昂良 
M3-2 神山 泰輝 

●乙種第５類 
M2-1 佐藤 正基 M3-2 中島 一茂  M3-2 鱒渕 宏洋 

●乙種第６類 
M2-1 佐藤 正基 M2-1 伏見 勇輝  M3-2 中島 一茂 
M3-2 鱒渕 宏洋 

●丙種 
Ｔ1-1 秋山 俊樹 T1-1 河﨑 亮佑   T1-1 小林 賢裕 
Ｔ1-1 佐藤 義典  T1-1 早乙女貴英  T1-1 田代 凌摩 
Ｔ1-1 田島 達朗  T1-1 館野 雄太   T1-1 丹野 大貴  
Ｔ1-1 千葉 桃加  T1-1 津吹  凌   T1-1 中川 雄貴 
Ｔ1-1 鉢村 史恭  T1-1 北條 和史   T1-1 栁  龍兵 
Ｔ1-1 柳田 裕貴  T1-1 横松 秀康   T1-1 桜井 良太 
Ｔ1-1 平山 尚幸  E2-1 落合 勇介   J2-1 手塚 亮太 
Ｊ2-1 吉田 忠司  M1-1 石川 史弥 M1-1 岩上 美隆 
M1-1 大垣  光  M1-1 大橋 宗一郎   M1-1 恩田  穣 
M1-1 金澤 勇人  M1-1 構口 龍弥  M1-1 金野 侑眞 
M1-1 篠江 秀斗  M1-1 下村  樹  M1-1 鈴木 佳春 
M1-1 田口 誠人  M1-1 田崎 祥也  M1-1 辻  雄貴 
M1-1 中島寿希也 M1-1 中野 翔夜  M1-1 野中 一希 
M1-1 橋本 徳人  M1-1 藤田 隼人  M1-1 増田 新也 
M1-1 松澤 和也  M1-1 松本  凌  M1-1 宮内 啓考 
M1-1 横尾 拓也  M1-1 渡邉 将利  M1-2 阿久津 曜 
M1-2 阿相  樹  M1-2 阿部 拓真  M1-2 荒井 一輝 
M1-2 飯田 隆太  M1-2 猪瀨 陽也  M1-2 江俣 悠亮 
M1-2 大橋  賢  M1-2 加藤 正輝  M1-2 金子 貴裕 
M1-2 北嶋 大士  M1-2 黒﨑  佑  M1-2 桑野  駿 
M1-2 小林 和矢  M1-2 小松 諒人  M1-2 篠崎 良稀 
M1-2 関口 政英  M1-2 髙橋  徹  M1-2 原  和馬 
M1-2 松本  諒  M1-2 吉田  強  M2-2 黒﨑 拓也 
 

【第 2種電気工事士】 
E2-1 中村 嘉希  E2-1 福田  聖  E3-1 宇賀神 知也 
E3-1 大澤 莉央羅 E3-1 大島  司  M3-1 須藤   顕 
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■カラフルに挑戦しました 
-126 周年記念学院祭- 

 
 9 月 30 日（金）・10 月 1 日（土）の二日間、「Colorful
～自分色の青春を描こう～」をテーマに行われた文化祭
は、3 月 11 日に発生した東日本大震災に対する温かい思
いが反映され、「絆」の大切さを実感することができた文
化祭となりました。 
 購買部門では、電気を一切使用せず節電を実施しまし
た。また、参加する全ての団体が義援金を募りました。
催事部門では、クラスで震災に対する応援メッセージを
1 枚の白い布に寄せ書きし、全クラスの布をつなぎ合わ
せ 1 枚の大きな国旗に似せた旗を作り、特設ステージに
掲げました。中心には「絆」の大きな文字。旗の下で共
に喜び、困難を乗り越えて頑張ろうという熱い思いが表
現されていました。 
また、今年は「喫茶店の復活」「ステージイベントの充

実」「飲食エリアや校内休憩所の設置」など、多数の新企

■各部門入賞おめでとうございます! 
-学院際 部門別表彰一覧- 

 

【テーマ部門 】 優秀賞 美術デザイン科 2－1 
金田  優 

【ポスター部門】 優秀賞 美術デザイン科 2－1 
福田このみ 

【学院祭キャラクター部門】 優秀賞 美術デザイン科 3－1 
鈴木 麻央 

         優 秀 賞 美術デザイン科 3－2 
高田 里沙 

【購 買 部 門】 優秀賞 ライフデザイン科 1－3 
         優 秀 賞 ライフデザイン科 3－3 
【クラスＴシャツコンテスト】 優 秀 賞 ライフデザイン科 1－2 
         優 良 賞 美術デザイン 科 3－2 
【学級旗コンクール】 優 秀 賞 美術デザイン 科 1－1 
         優 良 賞 ライフデザイン科 2－3 
         佳  作 ライフデザイン科 1－1 
           〃   普通科総合選択コース 2－3  

■体育祭 
 
１０月５日（水）３６６０名により盛大に体育祭が開

かれました。「午後から雨」の予報を受けて、プログラム

を大幅に組み替えクラス対抗リレー予選と決勝のみの実

施となりました。 
今回から、文化祭で用いた「クラスＴシャツ」を着て

走るランナーも多く見られ、彩り豊かなレースとなった。

決勝戦は、雨にもかかわらず、男女ともトラックと観客

席が一体となり大変盛り上がった一日となりました。 
体育科教諭  前田 光弘   

 

■栃木県芸術祭美術展 
-Ｄ科生徒・卒業生が奮闘- 

 
第 65 回記念県芸術祭美術展(洋画・彫塑・工芸)が 13

日まで、県立美術館で開催されました。３年生彫刻専攻

の応募は毎年恒例となり、今年はＤ３年１組鈴木麻央さ

ん、寺田万里奈さん、増山透さん、八木澤由香梨さん 4

名の作品が見事入選を果たしました。3 ヶ月かけて制作

■平成 23 年度 朝食コンクール 
   -宇都宮市保健福祉部保健所健康増進課主催- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 9 月 11 日（日）に実施された、忙しい朝に

おすすめ！家族と食べるワンプレート朝ごはんメニュー

（調理時間が２０分以内でできるメニュー。ただし、炊

飯時間は除く）においてライフデザイン科 1 年 1 組沼尾 

美聡さんが「ナイスアイデア賞」に入賞しました。表彰

は平成２３年１０月２日（日）第６回うつのみや食育フ

ェアメインステージで行われました。 

 全体的な味付けがバラエティーに富み、調理行程は実

にシンプルですが、バランスのとれたメニューとなって

います。授業においても基本に忠実に前向きに取り組ん

でおり、本人にとって今回の受賞は意義のある喜ばしい

ことです。 

ライフデザイン科教諭 山本 貴子 

■校外学習 
-新橋・お台場方面- 

 

 私たちは６月２９日（水）に東京の新橋・お台場方面

に行ってきました。今回の校外学習はＨＲで、私たちが

意見を出し合い、目的地を決めました。行きたい場所は

たくさんありましたが、今回は日本の二大テレビ局に興

味を持ったので新橋・お台場方面に決めました。 
 初に私たちは新橋の日本テレビに行きました。そこ

では丁度、「AKB48」が収録をしているところでした。生

で「AKB48」のメンバーを見ることができとてもうれし

かったです。 
 その後、「ゆりかもめ」に乗り、お台場に行きました。

「ゆりかもめ」はコンピュータ制御された運転手のいな

い、無人交通システムとして動いています。「ゆりかもめ」

画を実施することがで
きました。その中でも大
盛況だったのは、卒業生
である「ザ・たっち」を
お迎えしてのお笑いラ
イブステージでした。母
校でのステージという
ことで、先輩の活躍にと
ても盛り上がり、グラウ
ンドは観客で埋め尽く
されていました。 
 文化祭を通して、私た
ち一人ひとりが、自分色
の青春の 1ページを刻め
たなら幸いです。皆様の
ご協力ありがとうござ
いました。 
 
生徒会長 磯 雄太郎 

ので、今後ももっと練習

を重ねて優勝したいと思

います。 

 

電気システム科２－１ 

工藤 裕輝 

し、作品の素材には大理石・強化プラ

スチック・発泡材・セメントなどを用

いて独自の世界観を表しています。更

に 3 名の卒業生の応募があり、平成 12

年度卒業の生井由美さんが 高位の芸

術祭賞を受賞しました。まさに作新の

風が美術館にも吹き起こりました。 

 

 美術デザイン科教諭 渡辺将一郎 

からの景色は、たくさんのビ

ルや海、フジテレビを一望す

ることができ感動しました。

このようなクラス単位の校外

学習は本当に楽しいと思いま

した。 
商業システム科２－１ 

 鈴木 花奈 ・増形 仁見 

 

 

■第 66 回 国体入賞おめでとう！ 
 -第 66 回 国民体育大会 ボクシング競技会- 

 

10 月 4 日から山口県で行われた国民体育大会に初め

て出場しました。 初は緊張や不安などがあり心配でし

た。でも試合になったら、「倒すぞ」という気持ちに切

り換わり闘いました。その結果３位という結果で終われ

たので良かったです。けれど目標は優勝することでした 


