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逃げない

理事長

植 村  武 雄

第71回生の諸君、ご卒業おめでとう。
保護者の皆様、おめでとうございます。
理事会を代表して、心からのお祝いを申し上げます。
卒業生の諸君には、これからの人生それぞれに、本学園でともに学び、語り合い、行動する中で身に付けられ

た「進取/チャレンジ精神」と「錬磨/強固な意志と実践力」、そして「礼節/人間関係の礎」を忘れず、さらに磨き上
げてほしいと願って止みません。いよいよ、本格的に人生への旅立ちです。これまでの「教わる」から「調べて学
ぶ」へ、そして他者に「教える」立場へと人間としての成長の階段を一歩一歩踏みしめながら登っていってほしい
と思います。また、皆さんを取り巻く環境は大きく拡大します。これからの皆さんは、他人を観る眼を磨き、知人を増
やし、未知のフィールドで、自ら考え、自ら行動し、自身のかけがえのない人生を切り開いていかれるわけです。閉じ
こもらずオープンに社会と接し、より一層強固な自分づくりに励んでください。
卒業生の諸君は、それぞれの進路で与えられた責任を果たすため、まずは自身の研鑚に集中していただきた

いと思います。その上で、従来以上に政治、経済、社会の動向に関心を深め、コミュニティ活動にも貴重な時間を
精一杯割いてください。いずれにせよ、高校生活から巣立っていく諸君には、弱気になるな、信じるところをブレずにやり抜け、そんな激励を申し
上げたいと思います。そこで、諸君のご卒業に際して、「逃げない」という言葉をお贈りします。
皆さんは今まで、教わる、指導を受けるといった、いわば受身中心で過ごしてこられたと思います。しかしこれからは、自ら学び考え、行動する

という主体性が求められます。教わっていないからわかりませんという言い訳は、これからは通用しません。単に逃げていると思われるだけです。
わからなければ、自らよく調べ考えること、そして、積極的に他者の意見に耳を傾けることです。諸先輩や家族、そして何よりも本学園で友情を育
んだ友人達の考えを聴いて判断することです。私が「逃げない」というのは、このような意味で申し上げているのです。また、大きな困難、嵐に直
面したとき、岩陰に身をひそめて耐え忍ぶことも「逃げない」ということです。現実から目を逸らさない勇気も「逃げない」ということです。
私は、皆さんには、この「逃げない」という言葉をキーワードとして、強い人間になってほしい。人間力を身につけてほしい。自分のためだけでな

く、世のため人のため、かけがえのない、存在感のある自立した社会人になってください。

素敵な奇跡を

校長

増 尾  禮 二

Message

Message

「もう、限界です。」という言葉を聞いて、皆さんはどう感じますか？なかなか厳しく、絶望を感じる重い言葉です
ね。この言葉だけで色 な々場面が想像されます。しかし我々は、いとも簡単に、多くの場面でこの言葉を使っていま
す。辞書を引くと、「限界」とは、1「その状態を持ち堪えることのできるギリギリのところ」、2「それ以上進めなくなると
ころ」、3「二つのものの間を境界で区切ること」などと説明されています。日常会話の中で使う時は、1か2の意味合
いが多いのではないでしょうか。
それでは、その「限界」はどのように訪れるのでしょうか。また、なぜ「限界」に到達したと確信できるのでしょうか。

その境界線は誰が引いているのでしょうか。すべては、自分自身が決定しているのです。限界を作り出しているの
は、すべて己なのです。ということは、その限界は変化させることが可能であるということなのです。
ここ数年、健康志向の人が増え、ランニングしたり、トレーニングジムに通ったりして体を鍛えようとする人が多く

なってきました。本校の多くの運動部でも、専門コーチの指導を受けたり、早朝や放課後にトレーニングに励んだり
しています。トレーニングを行うとすぐに筋肉が発達すると考えがちですが、純粋な筋肉量1㎏を獲得するには大変
な努力が必要です。大きな成果を望むなら、それなりの負荷をかけ続ける必要があるということです。このように真

剣にトレーニングをしたことのある人は、必ずと言っていいほど「限界」を感じたことがあるはずです。
人間の心には、苦痛を回避しようとする反射的な動作や思考があります。自分自身が「もう無理だ」「限界だ」と思うところを「心理的限界」と言いま

す。実はこの「限界」には、まだ少し余裕があります。それは「頑張れ！」といった声援などで、もうひと頑張りできてしまうところです。しかし、この余裕を
どんどん取り除いていくと、いつか自身の筋力で骨や関節、靭帯までも破壊してしまうことになります。この「限界」のことを「生理的限界」と言います。
どちらの限界も、自分自身が努力すれば深めていくことができます。特に「心理的限界」を超えていくことが重要になってきます。限界を感じた
時こそ、その限界を突破するチャンスが訪れた時なのです。トレーニングでは、一人で行うより複数名で励まし合うことで、突破できる可能性は広
がります。それでも、最終的には他人ではなく、自分自身の意志の強さが大切です。
「素敵な奇跡は、それを信じる人のみに起こる。」と言われます。これからの人生で、限界だと感じる「壁」にぶつかった時、ぜひ「壁」を超えようと
挑戦してみてください。その勇気と行動が、「素敵な奇跡を起こす力」となっていくのです。
今後の君たちの飛躍を大いに期待しています。ご卒業おめでとうございます。
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神港学園71回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。また、保護者の皆様にも心よりお祝い申し上げます。
皆さん、三年間の高校生活は楽しかったですか？楽しかったと思えるバロメーターとして、笑った回数があると

思います。私から見える神港学園での皆さんの生活は、他校の生徒よりもたくさん笑えたのではないかと思いま
す。そして、その笑った時の表情“笑顔”がこれから先の人生でとてつもなく大きな武器になります。人間の表情
はとても豊かで、笑顔にもたくさんの種類があります。照れ笑いや苦笑い、卑屈な笑顔や嘘を隠す笑顔、そして
武器となる笑顔、面白くて笑った時の笑顔、自信と希望に満ちた元気な笑顔です。とにかく、その笑顔は、人を優
しくし、温かい気分にさせます。そして、その笑顔を見せると、周囲の人は自分の話を聞いてくれ、信頼関係もそこ
から築けます。その信頼関係は、人生の中で最大と言っても良いくらいの武器になります。例えば、自動販売機で
120円出せば缶コーヒーが買えるけど、スターバックスのように高いコーヒー（もちろん味も違いますが）もたくさん
の人が並んで買います。私は、店員さんの笑顔にお金を払っているつもりです。そういった人もたくさんいると思
います。店員さんの笑顔で、とても元気になれるからです。今から始まる大人としての長い人生の中で、この笑顔
の価値を忘れてしまい、当たり前になることも少なくないと思いますが、時には鏡の前で自分の笑顔を見直してみ

てください。皆さんは神港学園で、笑顔の練習は勉強よりもたくさんできているはずです。その武器を大切にして、大人の世界で花を咲かせて
ください。悩んだり、大きな壁にぶち当たれば、まず笑顔！
最後になりましたが、校長先生をはじめ子供たちの成長に携わっていただいた教職員の皆様、育友会活動にご理解ご協力いただきました

皆様に心よりお礼申し上げます。

楽しかったこと、辛かったこと、苦しかったこと、多くの思い出を作った高校三年間が終わろうとしています。今
思えば、何と多くの道草、無駄なことをしてしまったのかと、思う人もいるかもしれませんが、高校生活の中で経
験したことは、すべて必要なことであったのです。いろいろな出来事を乗り越えて今の自分があるのです。学校
で受けた指導や躾は、当時は辛いことであったかもしれませんが、それは、将来、社会に出た時に必ず生きてき
ます。皆さんは、これから新しい道に向かって進んでいきます。社会では、一人の社会人、大人として扱われま
す。困難に出会っても逃げないで向き合い、対峙してください。真剣に立ち向かうことが繰り返される度に心が
練られ、広く深い人になっていきます。そして、困難に出会う度に決断していかなければならないことが起こりま
す。この決断は決して易しいことではありません。決断を先送りにしたり、自分の代わりに他の人が決めてくれる
のを待ったり、流れに任せたり、その場の雰囲気になびいたりしてしまうこともあるかもしれません。しなければな
らないことを知っていて、それを実行に移す勇気がなかったり、あまりにも難しいと思って諦めてしまうこともある
かもしれません。そのための行動の第一歩を踏み出すことができないこともあるかもしれません。しかし、その時
には、思い切って一歩踏み出してください。踏み出すことによって新しい道が開けます。これから未来へ歩き出

していく中で、失敗、挫折を繰り返してしまうこともあります。がっくりと落ち込む時もあると思います。しかし、倒れたままでいないで、すぐに立ち
上がってください。大切なことは、立ち上がり、歩き続けることです。歩くためには目標が必要です。自分は何になりたいのか、将来何をしたい
のか、目標を決めて準備をしていってください。
「チャンスは日頃準備を怠らない人間に訪れる」と、ルイ・パスツールの言葉にあります。小さなことでいい、日々 、目標に沿って努力を積み重
ねてください。努力をしている人は美しいものです。皆さんは、人生を造る職人です。自分で考え、工夫して完成に向かって歩み続けてくださ
い。職人は、完成までの途中の仕事が面白いのです。ああでもない、こうでもないと試行錯誤を繰り返しながら、ものを造っていきます。仕事を
楽しんでいます。時には苦しむこともありますが、苦しみと何か進歩した時の喜びとの繰り返しの中で人は成熟していきます。
これからの人生、どんな苦しいことに出会っても、いつも前へ前へと歩いていってください。

Message

笑顔

人生に向かって

育友会　会長

戸 倉  和 彦

金星会（同窓会）　会長

米 津  康 男
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卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。君たちの、りりしい横顔を拝見していて、とても頼もしく思いました。
君たち一人ひとりの目の輝きに、未来への限りない可能性を強く感じたからです。
三年前、初 し々い君たちを迎えた入学式。その直後に行ったファーストキャンプ。厳しい訓練の中で、神港学園を

理解し、その一員としての自覚と誇りを培い、規律ある共同生活を通じて、集団に貢献する力を養うことができたと思
います。仲間とともに、大自然の中でチームワークや友情を育み、中学生から高校生への自覚が芽生えてきたのでは
ないでしょうか。その後、資格・検定への挑戦や様 な々行事、クラブ活動などを通して、君たちは成長していきました。
私たちには多くの至らない点がありましたが、君たちの成長を見ることで教員としての生きがいを与えてもらいました。
君たちには、この三年間で楽しかったこと、嬉しかったことなど様 な々思い出が心の中にあると思います。一日も学

校を休まなかった人、ロサンゼルスや北海道の修学旅行での思い出、得意な勉強やスポーツや遊びで頑張った人、
そのどれもが君たちの大事な宝物だと思います。
社会に進んでいく途中では、楽しいことばかりではないと思います。時には立ち止まったり、寄り道や、回り道をする

ことがあるかもしれません。それも長い人生の中では、一つの選択だと思います。そんな時でも、なぜ自分はここにいる
のかと言う、自分に対する問いかけだけは、忘れないでほしいと思います。
また、人に勝つことよりも、自分に負けない人間を目指してください。そして、自分のためにだけでなく、人のために、汗と涙を流せる人になってほしい

と思います。そうすればきっと、本当の優しさと、人を愛することのすばらしさを確信できると思います。
君たちがここまで成長することができたのは、自身の努力の賜物であることは言うまでもありませんが、決して自分一人の力だけで大きくなったの

ではありません。温かく見守り、育んでくださった人がいたからです。どうか、人に感謝する気持ちを持てる人になってください。家族をはじめ、周囲の
方 の々温かい愛情のおかげであることをいつまでも忘れないでください。
最後に、日本及び米国で活躍しているプロ野球選手のイチロー選手が、「壁というのは、できる人にしかやってこない。超えられる可能性がある人

にしかやってこない。だから、壁がある時はチャンスだと思っている。」と言っていました。今後も、いろいろな困難が待ち受けているでしょう。しかし、決
して泣き言を言わず、何事にも挑戦し最後までやり抜くことを心がけてください。挫けそうになったら、この神港学園での思い出を心の引き出しから取
り出してください。必ず、勇気と自信が湧いてくると思います。
今日で君たちはここを卒業しますが、今日は明日からの出発点でもあります。君たちの明るい、素晴らしい未来に、心からエールを送りたいと思いま

す。保護者の皆様には、三年にわたり本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

巣立ち

3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。月日が流れるのはとても早く、ついこの間入学したばかりなの
にと思われる方も多いと思います。三年前の春、皆さんは期待や不安などで胸をいっぱいにしてご入学され、こ
れからの日々 を過ごす新しい教室や友達、先生を前にして、きっといろいろな目標を定められたことでしょう。その
目標は達成できたでしょうか？目標はそれぞれ異なっても、その目標に向かって努力、挑戦する先輩方は、全員
輝いていました。「あの先輩のようになりたい!!」「先輩方かっこいい!!」と、1年生や2年生は、みんな必ず一度は
思ったことがあると思います。そんな思いを抱いた私たちは、かっこいい先輩方を目標として、これからも頑張っ
ていきたいと思います。また、先輩方には、様々な場面でたくさん助けていただきました。この場を借りて、私は在
校生を代表して伝えたい言葉があります。それは、感謝の気持ちです。今まで本当にありがとうございました。
皆さんは、これからより大きな舞台で目標に向かって輝き続けていかれると思います。進んでいく先で辛いこと

もたくさんあると思います。そんな時は、神港学園で過ごした三年間で学んだ事を活かして立ち向かっていって
ください。
皆さんの未来が明るく輝かしいものであるよう、私たちは願っています。
ご卒業おめでとうございます。

ありがとう

生徒会　会長

武 内  透 空

Message
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第3学年　主任

棚 瀬  智 之
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育友会の主な活動

平成

育友会総会（5月19日）
　 平成29年度事業報告、決算報告
　 平成30年度事業計画案、予算案提出
　 新役員選出、学級委員承認

文化祭に向けての教養委員会（6月2日）
　 おふくろ庵メニュー（焼肉丼）試食会、ポスター等作成作業

文化祭前日準備（6月22日）
　 調理器具準備・模擬店設営他

文化祭（6月23日）
　 おふくろ庵（焼肉丼・明石焼）、物品販売（ミニフラッグ、
　 マフラータオル）

神港学園報第80号 31年2月14日

文化祭反省会（7月7日）
　 警報発令のため中止

体育大会参加（9月28日）
　 生徒へのドリンク配布他

親睦旅行（10月27日）
　 兵庫／篠山方面（陶の里　陶芸体験・篠山市内散策）

生徒指導合同懇談会（12月8日）
　 本校の生徒指導について
　 学年別意見交換

学級委員懇親会（12月8日）
　 学級委員との情報交換
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進路指導部より進路決定に向けて

平成30年度の卒業予定者は297名です。そのうち約8割の生徒がすでに進路を決めています。
進学では、指定校推薦やAO入試など学科試験を課さない入試を利用する生徒の数が半数おり

ます。自分の学力を把握して、早い段階から自分の特長を自覚して第一志望校をしっかりと決めて、
進路決定に臨もうとする姿勢の表れだと分析しています。中でも普段から授業を大切にして実力を
つけ推薦入試に挑戦して、みごと第一志望校に合格した生徒が出ました。しかし、文部科学省の指
導で大学の定員の厳格化が言われています。従来のように合格者を多く出さない傾向がますます
強くなっています。それを受けて、生徒たちの動き出しが早くなっています。
「行ける大学より行きたい大学へ」という進路指導の目標を掲げています。1年生から2年生にかけ
て実施する模試の結果から、自分の学力が目標とどれだけ開きがあるのか、確認しながら二年間で
その差を縮めることが進路実現には求められます。自分の学力に目標を合わせるのではなく、目標に
自分の学力を近づける努力をしましょう。「現役は最後の最後まで学力が伸びる」と言います。セン
ター試験や一般入試にチャレンジしようとする生徒諸君をしっかりサポートします。
就職状況については、求人数も増加し売り手市場となってきました。しかし、増加している求人の

中には業種・職種の偏りやミスマッチ等の状況がみられ、即内定につながらないケースもあり、難関
企業については高倍率となり、厳しい戦いを強いられた生徒もおりました。そんな状況の中、仕事を
する上で必要となる「筆記試験での学習能力」はもちろんのこと、人間力を求める「面接試験での対
応力」「適性検査での仕事力」など、企業が求める人材かどうかを見極めた上で内定が決まるという
特徴は昨年度と同じでした。本校でも早い時期から指導を開始し、学校推薦での就職希望者につ
いては就職問題集での家庭学習や個別指導はもちろんのこと、面接指導においてもVTRを使用し
ての客観的学習法など夏休み返上で行った結果、第一次受験者の内定率が94％となりました。二
次募集以降も生徒たちは粘り強く挑戦し、11月には学校推薦の生徒たちについて全員の内定をい
ただくことができました。また、公務員、縁故就職でまだ未決定の生徒たちもあきらめず就職活動を継
続しています。来年度についても進路指導部としては、ここ数年の経験や社会状況をふまえ、就職
に対して取り組む姿勢のあり方や各企業や職種毎の受験対策など、内定獲得に向けてきめ細やか
な指導を心がけていきたいと考えています。

平成30年度の進路状況（合格者実数）

131名 8名 29名 54名

４年制大学 短期大学 専門学校 就職
平成31年１月11日現在

神港学園報第80号 31年2月14日
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第2学年／大学・企業など訪問

12月13日（木）に第2学年は、9台の大型バスに分乗して、13カ所の大阪や兵庫の大学・専門学校・企業を訪問し、見学させていただきました。
以下の大学・企業の他に、神戸電子専門学校・トヨタ神戸自動車大学校・大原簿記専門学校・関西健康科学専門学校・神戸国際調理製菓専門学校・
神戸動植物環境専門学校・神戸ベルェベル美容専門学校を訪問しました。憧れの大学等を訪問して、改めて進路への決意を固めました。

関西学院大学
関西学院大学では、昨年に引き続き、入試広報部公認
の学生団体KGCLUBの学生が、大学生活についての説
明や学校内の案内をしてくれました。年齢の近い大学生に
授業で学ぶ内容や学校内での過ごし方を教えてもらい、
生徒たちは憧れの大学生
活がより現実的な目標と
なった様子でした。今後、
進路を決める良いきっかけ
となったのではないかと思
います。

2学年32名が参加しました。キャンパスガイド2名の方からは、
高校と大学でどのように学び方が変わるのか、90分の講義を1週
間で12コマ登録するコツなど、より主体性の求められる学生生
活について話をしていただきました。在籍7800名の中規模大学
の特性を生かして、SPI対策
講座を含め、細やかな就職指
導は、全国700校を超える大
学の中で第2位の評価を得て
います。経済学と経営学の学
びの違いについてもわかりや
すく解説していただきました。

摂南大学

大阪学院大学 明石機械工業株式会社

神戸学院大学

大阪経済大学

神港学園報第80号 31年2月14日

摂南大学の寝屋川キャンパスへ訪問しました。こちらの
キャンパスは、法学部・外国語学部・経済学部・経営学部・
理工学部を擁する総合大学となっており、約8千人の学生
が学んでいます。学外より実務家を講師に迎えた講義や、
専門分野と関連する現場
での学外授業やインターン
シップを実施するなど、より
実践的な教育が行われて
います。

大阪学院大学では、広報部の方に学校の紹介をしてい
ただきました。立地もよし、部活動も強く、学校の施設は広く、
きれいで緑も多いなど、魅力の詰まった学校に本校生徒は
興味津々な様子でした。その後、実際に学内を案内してい
ただきました。文系7学部あ
る総合大学なので様 な々施
設がありました。特に、外国
人の先生が常駐されてい
て、いつでも会話が楽しめる
IChatLoungeはおもしろそ
うでした。

工場内には、普段見ることのできないような器具や部品
がたくさんありました。社員の一人ひとりがプライドと責任
を持ち、小さなルールでも全員が徹底して守っている姿が
印象的でした。就職を希望する上で、大切なことを教えて
いただき、学校とは違う厳
しさに触れることができたよ
うに思います。

神戸学院大学ポートアイランドキャンパスに、2学年54名
と多くの生徒がお世話になりました。本校からバスで15分と
近く、移転されて日も浅いということで、美しい施設や景色
に魅力を感じていました。10学部を擁する神戸市内最大
の総合大学で、大きな図書
館や様々な施設にキョロ
キョロしっぱなしでした。国
家試験・検定試験等の合
格率の向上、神戸市との包
括連携協定など魅力を再
認識して帰ってきました。
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表彰を受ける者

各賞を受賞する者および代表者

卒業証書授与総代
卒業記念品目録贈呈者
日本私立中学高等学校連合会賞受賞者
兵庫県私立中学高等学校連合会賞受賞者
皆勤賞受賞代表者
精勤賞受賞代表者
クラブ功労賞受賞代表者
金星会賞受賞者

育友会賞受賞者

　答辞

8組
5組
8組
6組
3組
2組
1組
4組
8組
4組
6組
7組

山本　瑛太
宮村　ゆうな
野﨑　捺月
松井　奎太
横田　智也
富野　　豊
顕徳　大晴
樋口　徹心
北口　奈美
大垣　亜嵐
久保田　玲雄
岩木　朔多

クラブ功労賞および功績

1組

2組

3組

4組

5組

6組

7組

8組

小野 利玖翔、亀谷 侑汰、黒田 優莉、小西 貴大、辰己 虎寛、
野津 友吾、長谷川 優人、山本 大樹 
久留主 亮介、髙尾 玲至、高塚 政人、德留 雄輝、富野 豊、
永井 瑠樹、新原 健介、長谷川 優太、畑 賢太郎、林 駿聖、
山口 学、山路 雅也
桑原 智貴、佐々木 秀明、通山 将隆、中崎 賢太、馬場 海生、
林 竜乃介、日置 聖也、諸岡 葵、山本 翔琉、横川 諒、若松 快
大谷 龍二、武本 享大、多和 宗一郎、鉄羽 康司、徳田 育巳、
原田 椋平、前田 協、松原 青空、水田 拳士、溝端 昌圭
井上 裕輝、尾﨑 嵐、小田 楓雅、坂本 あみ、三宮 寛堂、
瀬戸 太陽、藤本 一輝、宮村 ゆうな、山内 一輝
加藤 京佑、北田 浩暉、久保田 玲雄、小松 侑希、白越 翔馬、
菅井 晴翔、杉本 静弥、中村 広志、服部 芳樹、林 京吾、
廣瀬 惠史郎、福島 海斗、松木 穣、松原 璃生、森岡 涼太郎、
山﨑 拓弥
東 颯太、足立 駿、荒川 樹、井髙 優輝、北 清汰、河野 秀人、
阪本 創一、椹木 龍馬、高橋 啓太、永広 将輝、山崎 颯、
吉永 彩人
大屋 誠海、折戸 祥人、菰池 光星、玉川 大地、中家 夢空、
中村 颯斗、畑本 悠次、前田 竣也、山裾 碧也、山本 瑛太、
好井 祐貴

精勤賞を受賞する者（89名）

皆勤賞を受賞する者（41名）

1組
2組
3組
4組

5組

6組

7組

8組

池田 開、海端 紅波、佐藤 夕雅、塩塚 陽人、中村 友保
西海 幹太
横田 智也
澤木 駿、下井 淳、田中 空、田中 玲偉、増田 浩志、
松本 隼輔、松本 竜哉、安江 拓海
飯田 和希、川端 基、木田 隆斗、田中 翔瑛、豊田 翔生、
松井 陽太、村橋 秀和
大西 真貴、櫂作 太郎、小谷 航平、周防 直紀、菅 秀士、
松井 奎太、村田 耕介、山本 朋希
淺川 由基、入江 風汰、岩木 朔多、大西 晴基、岡本 直貴、
春山 若葉、松尾 勇哉、山ノ井 晴紀
沖原 雅也、北口 奈美、大家 拓巳

神港学園報第80号 31年2月14日

硬式野球部（14名）

平成29年度　近畿地区高等学校野球大会
出場
　1組　池田　開・戎　佑斗・海端  紅波

亀谷　侑汰・小嶋　温仁・齊部　滉人
佐々木　翔悟・塩塚　陽人・竹本　雄貴
戸倉　伊武希・前田　武斗

　3組　通山　将隆・増田　星・山本　翔琉

平成30年度　春季近畿地区高等学校軟式野球大会
ベスト４
　3組　馬場　海生
　4組　下井  淳・鉄羽　康司・西馬　琉・水田  拳士
　5組　飯田　和希
　7組　足立　駿・岡本　直貴・春山　若葉
　8組　大屋　誠海

軟式野球部（10名）

空手道部（10名）

第37回全国高等学校空手道選抜大会
　男子個人組手　重量級　ベスト16
　1組　尾花　和哉
第37回近畿高等学校空手道大会
　男子団体組手　出場
　1組　辰巳　虎寛・佐藤　夕雅
　2組　山路　雅也
　4組　徳田　育巳・西原　健人
　5組　松井　陽太
　7組　小西　翔太
第36回全国高等学校空手道選抜大会
　男子団体形　ベスト16
　6組　松木　穣
　7組　河野　秀人

バレーボール部（8名）

平成29年度近畿高等学校バレーボール優勝大会
出場
　3組　近藤　匠
　5組　小林　優斗
　6組　大西　真貴・菅井　晴翔
　8組　梯　　智彦・畑本　悠次・南　　凱

山本　瑛太
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（2組）

（1組）

（1組）

（1組）

（7組）

1位

2位

3位

4位

5位

濱崎　裕斗

櫻井　清剛

瀬戸　政貴

毛利　昂太

尾立　　涼

第1学年

（8組）

（6組）

（7組）

（1組）

（7組）

1位

2位

3位

4位

5位

戸津川　輝

白玖　侑也

江田　健人

梅田　秀斗

大﨑聖太郎

第2学年 女子の部

（1年6組）

（1年2組）

（1年1組）

（1年2組）

（1年2組）

1位

2位

3位

4位

5位

白井かすみ

桺田　愛実

伊井空光香

前田　柚愛

橋本　美咲

剣道部（1名）

第55・56回近畿高等学校剣道大会　出場
　1組　黒田　優莉

美術部（1名）

アートフェスティバル2018　文部科学大臣賞
　8組　北口　奈美

射撃部（1名）　

平成30年度　近畿高等学校春季ライフル射撃競技
選手権大会　男子ビームライフル　第6位
平成30年度　第56回全国高等学校ライフル射撃競技
選手権大会　男子ビームライフル　団体12位
　5組　川端　基

書道部（2名）

第60回　大東文化大学全国書道展
金賞
　8組　橋本　虹太
銀賞
　8組　前田　竣也

神港学園報第80号 31年2月14日

柔道部（8名）

第39回全国高等学校柔道選手権大会
60Kg級　第3位
　1組　顕徳　大晴
平成30年度全国高等学校総合体育大会
柔道競技　73Kg級　出場
　1組　高橋　寛多
第59回近畿高等学校柔道新人大会
男子団体　出場
　1組　小西　貴大・大原　涼馬・加納　怜治

柴原　海斗・山下　勝生
第58回近畿高等学校柔道新人大会
女子団体　出場
　8組　岩山　妃紗 

陸上競技部（1名）

第6回　全国高等学校陸上競技選手権大会
「スプリント・トライアスロン」「二段跳」　出場
第71回　全国高等学校陸上競技選手権大会
近畿地区予選会　出場
第86回　近畿陸上競技選手権大会　出場
　1組　井上　竜誓

水泳部（1名）

平成29年度　第1回近畿高等学校新人水泳競技大会
出場
　7組　岩木　朔多
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　 硬式野球部
平成30年度春季兵庫県高等学校野球大会　出場
第100回全国高等学校野球選手権兵庫県大会　ベスト１６
平成30年度秋季兵庫県高等学校野球大会　出場

　 軟式野球部
平成30年度春季兵庫県高等学校軟式野球大会　準優勝
平成30年度春季近畿地区高等学校軟式野球大会　ベスト４
第63回全国高等学校軟式野球選手権兵庫大会　ベスト４
平成30年度秋季兵庫県高等学校軟式野球大会　ベスト8

　 柔道部
平成30年度兵庫県ジュニア柔道体重別選手権大会
　男子60kg級　優 勝　顕徳　大晴

第2位　船越　皓太
第62回兵庫県高等学校総合体育大会柔道競技
　男子団体戦　第3位
　男子60kg級　優 勝　顕徳　大晴
　　　73kg級　優 勝　高橋　寛多
　　　90kg級　第3位　柴原　海斗
100kg超級　第3位　小西　貴大

　女子48kg級　第3位　岩山　妃紗
第73回兵庫県民体育大会柔道競技
　男子60kg級　優 勝　顕徳　大晴
　　　90kg級　第3位　山下　勝生
平成30年度近畿ジュニア柔道体重別選手権大会
　男子60kg級　第2位　顕徳　大晴
平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技
　男子60kg級　出 場　顕徳　大晴
　　　73kg級　出 場　高橋　寛多
平成30年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
　男子60kg級　出 場　顕徳　大晴
第73回国民体育大会　柔道競技
　少年男子　第3位　顕徳　大晴（先鋒で出場）

第67回兵庫県高等学校新人柔道大会
　男子団体戦　第5位／女子団体戦　第9位
　男子60kg級　ベスト８　中務　慎巴
　女子78kg級　第3位　岡本　優空
　　78kg超級　第2位　高田　ジェニファ

　 バレーボール部
第21回兵庫県ビーチバレー高等学校選手権大会
　第3位　小林　優斗・菅井　晴翔
　第5位　牧　　仁太・岩村　圭人
第1回　全日本ビーチバレーボールＵ－23男女選抜優勝大会
　第7位　小林　優斗・菅井　晴翔
　第13位　小嶋　泰史・溝端　拓真
兵庫県私学大会
　第3位　岩村　圭人（優秀選手）
第37回近畿私立高等学校バレーボール選手権大会出場

　 サッカー部
平成30年度神戸市高校サッカー新人大会　3回戦
高円宮杯Ｕ18サッカーリーグ2018兵庫県神戸市リーグ2部Ｃ　第4位
平成30年度兵庫県高等学校サッカー選手権大会　決勝ラウンド　出 場

　 剣道部
平成30年度姫路市民大会
　女子団体試合の部　準優勝
平成30年度神戸市内高校剣道大会並びに県総体神戸地区予選
　女子団体試合の部　第3位
　女子個人試合の部　第3位　越智朋香
平成30年度兵庫県高等学校総合体育大会剣道競技
　女子団体試合の部　第3位
　優秀選手賞　黒田　優莉
　女子個人試合の部　第5位　越智　朋香
平成30年度第56回近畿高等学校剣道大会
　女子団体試合の部　出場
平成30年度兵庫県民大会
　女子団体試合の部　第5位
平成30年度第65回兵庫県高等学校新人剣道大会
　男子団体試合の部　第5位
　優秀選手賞　大西　慶岳
　女子団体試合の部　第5位
　優秀選手賞　有村　恋
　女子個人試合の部　第5位　植田　桃佳

　 空手部
平成30年度兵庫県高等学校総合体育大会空手道競技
　男子団体形　優 勝／男子団体組手　第3位
　男子個人形　準優勝　東畑　憲典（インターハイ出場）
　男子個人組手　第３位　尾花　和哉
平成30年度兵庫県民体育大会空手道競技（福井国体兵庫県予選）
　少年男子形　優 勝　近藤　啓太

第3位　東畑　憲典
　少年男子組手　第5位　尾花　和哉
第52回近畿空手道選手権大会（福井国体近畿ブロック予選）
　少年男子形　第3位　近藤　啓太
平成30年度第45回全国高校空手道選手権大会（岐阜インターハイ）
　男子個人形　ベスト１６　東畑　憲典
平成30年度神戸市高等学校秋季空手道大会
　男子団体形　優 勝／男子団体組手　第3位
　男子個人形　優 勝　東畑　憲典

準優勝　近藤　啓太
平成30年度兵庫県高等学校空手道新人大会
　男子団体形　優 勝 （全国選抜出場）／男子団体組手　第3位
　男子個人形　優 勝　東畑　憲典（全国選抜出場）

準優勝　近藤　啓太（全国選抜出場）
　男子個人組手中量級　第3位　東畑　憲典

　 ゴルフ部
第62回兵庫県高等学校総合体育大会
　女子個人　第2位　高木　美空
平成30年度関西高等学校ゴルフ選手権大会
　女子個人　出 場　高木　美空・橋本　穂乃佳
平成30年度兵庫県アマチュアゴルフ選手権決勝競技
　女子個人　出 場　高木　美空・橋本　穂乃佳
平成30年度関西ジュニアゴルフ選手権競技
　男子個人／女子個人　出 場
平成30年度関西ジュニアゴルフ選手権競技決勝大会
　女子個人　出 場　橋本　穂乃佳
2018年度第24回日本ジュニアゴルフ選手権競技
　女子15歳～17歳の部　出 場　橋本　穂乃佳
平成30年度第39回関西高等学校ゴルフ選手権決勝大会　出 場

活躍する各クラブ
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　 男子バスケットボール部　
第62回兵庫県高等学校総合体育大会　3回戦
第39回兵庫県私立高等学校男子バスケットボール大会　Aブロック　出 場
神戸市中央区大会　第2位

　 女子バスケットボール部
第60回神戸市民体育大会　ベスト16
第62回兵庫県高等学校総合体育大会　3回戦
兵庫県私学大会2部　優 勝　
神戸市中央区大会　優 勝
U-18神戸Ｄリーグ　優 勝
神戸総合体育大会　準優勝
神戸秋季大会下位トーナメント　優 勝

　 テニス部
平成30年度兵庫県高等学校総合体育大会テニス団体戦　2回戦進出
平成30年度兵庫県高等学校総合体育大会テニス個人戦
平成30年度神戸支部夏季5部リーグ戦　第3位
平成30年度兵庫県高等学校新人大会テニス個人戦シングルス
　予選トーナメント　準優勝　上田　哲史　
平成30年度神戸支部秋季5部リーグ戦　第2位

　 ハンドボール部
平成30年度神戸市高等学校春季ハンドボール大会　2部リーグ　第4位
平成30年度兵庫県高等学校総合体育大会ハンドボール競技会　2回戦
平成30年度兵庫県民大会ハンドボール競技高等学校の部　予選リーグ　第2位
平成30年度神戸市高等学校秋季ハンドボール大会　3部リーグ　第4位

　 陸上競技部
第71回兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会神戸地区予選会
　男子走幅跳　第3位　井上　竜誓
第71回 兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大会
　男子走幅跳　第5位　井上　竜誓
第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会
　男子走幅跳　出 場　井上　竜誓
第86回兵庫陸上競技選手権大会
　男子走幅跳　第4位　井上　竜誓
第70回兵庫県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会　男子
　1年生　200m　  第7位　神戸　翔伍

400m　  第2位　神戸　翔伍
5000m　  第4位　濱崎　裕斗
3000mSC 第5位　毛利　昂太

　2年生　800m　  第4位　梅田　秀斗
800m　  第7位　江田　健人
1500m　  第4位　江田　健人

第6回全国高等学校陸上競技選手権大会　男子
　スプリントトライアスロン　出 場　井上　竜誓

男子二段跳 　第10位　井上　竜誓
第86回近畿陸上競技選手権大会

男子走幅跳 　出 場　井上　竜誓
第70回 神戸地区高等学校陸上競技対校選手権大会　男子決勝

200m　  第6位　井上　竜誓
800m　  第5位　梅田　秀斗
1500ｍ　  第7位　江田　健人
1500ｍ　  第7位　城戸口　俊希

第67回神戸市総合体育大会　陸上競技の部
　男子走幅跳決勝　  第2位　井上　竜誓
男子第73回･女子第35回兵庫県高等学校駅伝競走大会
　神戸地区予選会　第4位
（城戸口／江田／濱崎／戸津川／梅田／白玖／柳生）
第62回兵庫県高等学校総合体育大会
男子第73回兵庫県高等学校駅伝競走大会　第8位
（濱崎／江田／城戸口／戸津川／柳生／白玖／梅田）

 　射撃部
平成30年度兵庫県高等学校総合体育大会ライフル射撃競技男子
　ビームライフル　団体　第1位
　ビームライフル　個人　第1位　中川　裕一郎

第2位　本邑　拓登
第3位　川端　基

平成30年度近畿高等学校春季ライフル射撃選手権大会男子個人
　ビームライフル　第3位　中川　裕一郎／第4位　川端　基

第6位　本邑　拓登
　ビームピストル　第9位　中澤　達也
第56回全国高等学校ライフル射撃選手権大会出場　団体第12位
　男子個人　第16位　中川　裕一郎／第32位　本邑　拓登／第77位　川端　基
第73回国民体育大会近畿ブロック大会男子
　ビームライフル　優 勝　本邑　拓登
　ビームピストル　第3位　中澤　達也
平成30年度近畿高等学校秋季ライフル射撃選手権兵庫予選大会
　ビームライフル　第1位　本邑　拓登／第3位　小林　悠凪

第5位　中川　裕一郎／第10位　髙畠　空
　ビームピストル　第1位　中澤　達也
平成30年度近畿高等学校秋季ライフル射撃競技選手権大会
　ビームライフル男子　第2位　本邑　拓登／第4位　髙畠　空
　ビームライフル女子　優 勝　小林　悠凪

　 卓球部
第67回神戸市総体中央区予選会　個人　準優勝
第73回国民体育大会卓球競技兵庫県代表選手選考会
神戸地区予選ブロック　優勝
第73回国民体育大会卓球競技兵庫県代表選手選考会　出場
　若松　快

　 図書部
「神戸市立中央図書館」見学
野坂昭如の著書『火垂るの墓』ゆかりの地のフィールドワーク
研究冊子『僕たちの足どり「火垂るの墓」を歩く』作成、文化祭にて配布
『ヘロヘロ（漫画同人誌）vol.36・ モアイ（創作雑誌）vol.30合併号 』作成文化祭にて配布
第40回 読書会を開催
「兵庫県立図書館」見学
「第5回全国高等学校ビブリオバトル」兵庫県大会参加 
第41回読書会を開催　作品：『アイネクライネナハトムジーク』伊坂幸太郎〔著〕

　 放送部
第65回ＮＨＫ杯全国放送コンテスト兵庫県大会
　第二地区　佳作　堀内　翔嵐

　 サイエンス部
私学フェスティバルカルチャー大会で実験演示（毎日新聞掲載）
青少年のための科学の祭典で実験演示（奨励賞）

　 美術部
アートフェスティバル2018
　文部科学大臣賞　北口奈美
第42回兵庫県高等学校総合文化祭・美術工芸部門展
　優秀賞　北口　奈美

　 書道部
第60回大東文化大学全国書道展
　金賞　橋本　虹太／銀賞　前田　竣也
第65回日本学書展
　入選　橋本　虹太／前田　竣也
第42回兵庫県高等学校総合文化祭書道展
　特選　橋本　虹太／入選　前田　竣也
兵庫県私学総連合会第51回私学の書展
　入選　橋本　虹太／前田　竣也

神港学園報第80号 31年2月14日
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日本の消費税を8％に、将来的には10％にまで引き上げるという
ニュースが以前取り上げられていた。その時、まだ税の知識がな
かった私は、「無駄なお金をなくせば、引き上げる必要はないのでは
ないか。」そう思った。
そこで、諸外国の消費税をはじめとする税について調べてみた。

アジア名国の消費税は5％から、多くても中国の17％だったのに対し、
ヨーロッパでは大半が20％前後。25％に達している国もある。また、日
本が約25％の租税負担率も、スウェーデンでは約50％と2倍である。
なぜヨーロッパの国々は租税負担率が高いのか。そして、そのお
金は何のために使われているのか。
その理由のひとつに、社会保障が充実しているということが考えら
れる。例えば、スウェーデンの福祉政策として、共働きの親のために
子どもを預けられる家庭デイホームなどの充実や、17歳までの子ども
に国から補助金が給付されるといった少子化対策がされている。ま
た、少子化対策の他にも、無料で高齢者が介護を受けられる、高齢
化対策も行われているのだ。
一年前に亡くなった祖父は認知症の症状が出ていて、外出の機

会も減り、あまり話をしなくなってしまった。それが週に二日デイサービ
スに通うようになると、笑顔でデイサービスのことを話してくれるように
なった。祖母も、祖父の介護で一日が終わってしまうような日々 を送っ
ていたが、時間にも心にも余裕ができたようだった。しかし、その裏に
金銭面で問題を抱えていたのだったら、それは、本当の幸福ではな
いと私は思う。税は、この社会の礎を築いてくれたお年寄りのため
に、そして、未来の日本を創っていく小さな命のために使われるべき
である。
「引き上げる必要はない。」そう思うのは、私たちが納めた税金が、
何に使われているのかがはっきりとわからないからではないだろう
か。たとえ税を大幅に引き上げたとしても、それによって生活がより豊
かになっていると感じられれば、きっと納得してくれるはずだ。国民一
人ひとりが納めた税金。それは、この国をもっと輝く国にしたい、といっ
た人々の希望が込められたものだと思う。だからこそ、国民に見える
ように、生活に還元されるように大切に使ってほしい。

和久 朝哉1年1組

日本の消費税と
諸外国の消費税

「税金」という言葉を聞くと、どうしても「納められている」という思いを抱いて
しまいませんか。高校生の私でも、消費税が5％から8％に、さらに10％に上がる
と聞くと、百均で物を買うときに110円もとられてしまうのか・・・と少し嫌な気持ち
になりました。
しかし、税金について学習した時にいろいろな話を聞いて、みんなが納めて

くれた所得税や住民税などのさまざまな税金が、小、中学校の生活の場となり
教育の材料となっています。また、公共の交通がスムーズだったり、国内の治
安が保てているのも税金のおかげなんだということが改めてわかりました。
税金についていろいろ知ると、税金を納めるのは国民としての義務だと思

えました。
今、政治の世界では、衆議院で消費税増税に関する法案が可決された。

しかし、これに反対する国会議員や国民もたくさんいます。反対する国民の中
には、生活が苦しく税金を納められない人もいるだろうけど、それ以上に税金
の使い道に疑問をもつ人が多いのではないでしょうか。自分たちの生活がより
良くなるのであれば、みんな文句はないはずです。
しかし、大変な思いをしてまで稼いだお金の中から納めた税金が無駄なこ

とに使われると思うと、税金を納めるのが嫌なのもよくわかります。この前テレビ
を見ていると、「消費税増税」について街の人の意見を聞く番組がありました。
この時意見を述べた人の中に、「自分たちの子供の世代の借金を少しでも減
らすためなら、消費税増税は賛成する。」という人がいました。私はこの意見を
聞いて「本当にありがたい。」と思いました。それと同時に、私たちは税金を無
駄遣いしてないか・・・と、日頃の自分たちの生活をふり返ってみました。
みんなが大変な思いで納めてくれている税金、その何割かは私たち学生

たちの教育に使われています。私たちは日々 の生活で、学校の備品などを大
切に使っているでしょうか、消耗品を無駄に使っていないでしょうかとたくさん
反省し、考えさせられたことがありました。また、私たちの学校にはエアコンがつ
けられるなど、昔の人よりも断然ぜいたくをしていると思うと、しっかりと勉強に
集中できます。
このように、大切な税金を私たちのために使ってくれていると思うと、今は、こ

の恵まれた環境に感謝して、しっかり勉強し、立派な大人にならなくてはなりませ
ん。そして、何年か後に私たちが社会人になり納税者となった時は、それまでの
恩返しと、自分たちの将来のためにもきちんと税金を納めたいと思いました。

児嶋 那月1年6組

税に感謝

平成30年度「税に関する高校生の作文」入選者！！


