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文化祭
９月９日（金）、１０日（土）の２日間、諏訪山祭が
開催されました。
開幕セレモニーでは、開会宣言・吹奏楽と教員との
コラ ボを皮切りに 、各参加団体の宣 伝を兼ねたステ
ージ 発表が行われ 、全校一体の中で 、諏訪山祭はス
タートしました。

一般公開の２日目、文化部を始め各クラスの発表内容はそ
れぞれ趣向を凝らし、今年のテーマである「とにかく明るい
諏訪山祭～ we are perfect students ～」の本領を発揮した
活動成果となりました。 またこの日は中学校の体育祭と重な
っていましたが、１２００人を超える来校者が訪れました。
近隣だけでなく広範囲の人たちから、本校に対する注目が集
まりつつあることを実感した文化祭でした。
諏訪山大賞：３－４（Ａｍａｚｉｎｇ焼きそば）
ステージ賞：書道部
装飾賞：３－３（Ｄｉｐｐｉｎ’Ｄｏｔｓ）
企画賞：図書委員・文芸部・囲碁将棋同好会
吹奏楽と教員とのコラボレーション

吹奏楽部のステージ演奏
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★書道部
第５１回高野山競書大会学生部
金剛峯寺賞
管長賞
毎日賞
第４５回サンデー毎日学生書道コンクール
サンデー毎日賞２名
第１３回安芸市全国書展高校生大会
文部科学大臣賞
書道美術館賞
優秀賞
★吹奏楽部
８月２日第 57 回埼玉県吹奏楽コンクール地区大会
Ｂの部で金賞受賞（所沢市民センター）
８月７日 同 県大会で銀賞受賞
（さいたま市文化センター）
★演劇部：埼玉県演劇祭 南部地区秋季発表会 優勝
県大会出場（11/19、20）
★サイエンス部
高校生によるサイエンス DAY 8/21
川口市立科学館
来館者に「でんきの力をみてみよう」
のテーマで科学実験ショーを行った。
実験ショーを楽しんでいただきました

★ウエイトリフティング部
①関東大会（6/4･5）２名入賞 男子56kg 級7位 62kg 級6位
②全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会
平成 28 年 7 月 17 日(日)～ 7 月 18 日(月)
九州国際大学 KIU ドーム（福岡県北九州市）１名出場 53kg 級 13 位
③全国高校総体ウエイトリフティング競技大会平成 28 年 8 月 6 日
岡山県笠岡総合体育館 １名入賞３名出場
（56kg 級トータル３位・スナッチ１位、62kg 級 17 位、85kg 級 18 位）
④第 60 回関東ウエイトリフティング競技選手権大会
平成 28 年 8 月 20 日
山梨県日川高校 入賞１名 56kg 級２位
⑤埼玉県表敬訪問：
（全国高校総体優勝校並びに優勝者の知事・県議会議長表敬訪問） 高校総体:56kg 級スナッチ競技
9 月 12 日 埼玉県知事公館
ウエイトリフティング競技
56kg 級スナッチ１位での表彰
⑥第 71 回国民体育大会「いわて国体」
ウエイトリフティング競技
平成 28 年 10 月１日~10 月 5 日
少年男子 56kg 級 出場決定

ＰＴＡ作品展示とうちわで書（書道部協力 ）

卒業生を囲む会 ９／１５
９月１５日（木）に「卒業生を囲む会」を
実施しました。
今年の春に卒業した先輩に、高校時代の過
ごし方や、勉強の進め方、進路の取組につい
て話を聞きました。（１・２・３年で実施）
川高の先輩から実体験にもとづく話はどの
生徒にも役に立つものでした。
文化祭も終わり、これから深まる秋ととも
に川高生活もますます充実させることができ
るでしょう。
先輩方、忙しい中ありがとうございました。

高校総体
メダル獲得

埼玉新聞
9 月 27 日版
埼玉県表敬訪問授賞式(9 月 12 日)
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★サッカー部
第９５回全国高校サッカー選手権大会第一次予選
１回戦川口３－０浦和実業
２回戦川口２－０大宮
代表決定戦川口４－０栄東
10/15から始まる２次予選出場
★ラグビー部
第 96 回全国高校ラグビー埼玉大会
川口 66 ー 0 合同Ｂ：秀明英光･岩槻北陵･叡明
川口
7 ー 54 川越東
★男子バスケットボール部
夏季南部支部選手権大会（8 月）
2 回戦 川口 90 ― 65 上尾
3 回戦 川口 55 ― 93 大宮北

日本大学理工学部物理学科による出前授業・・・プラズマ物理・・・

★女子バドミントン部
新人大会南部地区予選
Ｄベスト１６、Ｓベスト１６
★男子バドミントン部
会長杯 Ｓベスト８
★卓球部
南部支部大会
男子 シングル ベスト６４
女子 シングル ベスト３２
★山岳部
夏合宿
八ヶ岳縦走
８月山行甲斐駒ヶ岳(日本三大急登黒戸尾根破)

★女子バスケットボール部
夏季南部支部大会 ベスト１６
１年生大会 準優勝
★柔道部
秋季南部地区大会
男子団体 ベスト８
県大会出場
男子個人 73Kg 級 ベスト８
県大会出場
★剣道部
南部支部新人戦 男子団体 ３回戦
女子団体 ２回戦
★野球部
第98回全国高校野球選手権埼玉大会
川口 ４ー９ 早大本庄
夏季南部地区新人戦
川口 ９ー２ 浦和商業
川口 ３ー１ 川口工業
秋季南部地区予選
川口 １１ー０ ３校連合:いずみ･大宮商･岩槻北陵
川口 １０ー９ 大宮西
県大会に出場決定
秋季県高校野球大会
川口 ０ー１ 立教新座
★男子テニス部
三市大会 １ペア優勝
シード戦 Ｓ優勝 Ｄ準優勝
新人戦県大会出場シングルス１名ダブルス１組
★女子テニス部
新人大会 シングルス２名 県大会出場
★女子バレー
１年生大会 南部支部大会 ５位
★陸上部
新人陸上競技選手権大会 ８種目県大会出場
・男子：５０００競歩、４×１００ｍリレー、
４００ m ハードル４×１００ｍリレー、
走高跳
・女子：４×１００ｍリレー、４×１００ｍリレ
ー、 走高跳
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2016年9月15日、日本大学理工学部物理学科の浅井朋彦先生による出前授業を、『プラズマ物理』というテ
ーマで実施しました。授業を受講した生徒は、3年生
の物理選択者（理系）です。
プラズマとは何か、自然界のプラズマ現象、核融合
反応等の内容で、講義を行いました。講義だけでなく、
原子のスペクトル、放電現象、低温プラズマ流の体験
等の実験も行いまし
た。特に、低温プラズ
マ流の体験には、多く
の生徒が驚いていまし
た。
難しい部分もありま
したが、生徒は熱心に
講義に集中していまし
た。

卒業生のコメント

獨協大学
高村 侯臣

経済学部経営学科１年
川口市立青木中学校出身

野球部

川口高校での３年間を振り返ってのことですが、まず、私が川口高校を選んだ理由は、野球
部のことが第一であり、唯一でした。高校の志願先変更最終日に当時の偏差値でいえば、７か
８下げてまで、野球のために入学を決めました。その野球部での生活ですが、中学時代にお互
い知り合うほど実力のある人間が集まり、入学して数ヶ月経てば、だいたいの現実を見始めて、
レギュラーは厳しいなと思ったことを覚えています。
そんな自分は、２年生になり先輩達が引退し、自分の代になってからも、外野手として６番
手、７番手の選手でした。毎日弛まずに努力を続けていたかと言われれば嘘になりますが、悔
しくて悔しくて、周りの人には言えませんでしたが、日付を越えるまでバットを振り続けたこ
ともありました。結果的に自分は練習試合でのワンチャンスをモノにして、最後の大会、レギ
ュラーとして戦うことができました。ありきたりな言葉になりますが、「結果よりも最後まで
野球と向き合えた」ということが、今の自分の根底にある基盤になっています。
勉強面では、随分レベルを下げた分、比較的楽に上位を取ることができました。正直、今通
っている大学は、第一志望ではありませんが、１つだけ言えるのは、勉強よりも野球に取り組むことができたこの３年
間には何１つ後悔はありません。

東京大学大学院生による最新科学講座と進路相談会
１０月２６日（水）に、東京大学大学院生理学研究科天文学専攻博士課程１年日下部晴香さんによる「現
代天文学の最前線」についての講演会を開催します。
ハワイにある「すばる天文台」や宇宙空間に浮かぶ「ハッブル望遠鏡」のデータを用いた銀河の形成と進
化について学びます。また講演終了後には、本校生との個別の進路相談会も予定されています。
本校では、このような取組みをとおして、生徒の科学・技術に対する興味関心を高め、学習意欲と進路意
識の一層の向上を推進しています。

学習環境の整備、質問コーナーの設置
９月２９日（木）に職員室前の廊下に質問コーナーを設置しました。大学
受験に向けて学習する本校生の質問や疑問に、教員集団が迅速に対応し、効
率的な学習ができる環境を整え、第一志望の大学への合格を強力に支援する
ことを目的としています。

第1回学校説明会(部活動体験)８／４
８月４日（水）に部活動体験（第１回学校説明会）には１６部活動に３０３名の参加をいただきました。
各会場（校庭・体育館・中庭等）では中学生達が熱心に練習に取り組み、元気なかけ声を響かせていました。
部活動は高校生活の充実に欠かせないポイントの１つです。今回の体験を入学後のイメージをふくらませる
のに役立ててほしいと思います。
昨年の２３５名から７０名ほど増え、川口高校に対する皆様の関心の高さを感じるとともに、地域の期待
に応えるよう、本校教育の一層の充実に努めたいとの思いを強くしました。
中学生からは「こんな先輩たちと一緒に学校生活を送れたら楽しいと感じました。」「アップから活気があ
ふれていて熱気が伝わってきました。」「視聴覚室で、学校紹介ＤＶＤを見て、こんな文化祭したい！と思い
ました。」（参加者感想から抜粋）等の感想を多数いただきました。猛暑の中での説明会(部活動体験入部)と
なりましたが、川口高校の雰囲気を感じ取っていただけたことと思います。

