
第100号 平成30年４月15 日

湖西高校は、湖西市や周辺市町村の熱い期待のもと昭和
54年（1979年）4月に創立され、今年平成30年
（2018年） 4月に創立40周年を迎えました。簡単では
ありますが、湖西高校の歴史を振り返りたいと思います。

湖西高校創立40周年記念式典
平成30年11月17日（土） 開催予定

●今年度の注目選手●

●3年 三浦凪砂さん（青陵中）
種目：セーリング

昨年度は2年連続国体入賞。
また、これまでに複数の世界大会に
出場した。

●3年 水野喬日君（五並中）
部活動：野球部（投手）

Max144km/hのプロ注目本格派右腕。
湖西高校初のドラフト指名なるか!?

部活動の歴史 運動部
部活名 年度 大会名 氏名 成績 種目

陸上部 S 57 全国高校総体 影山 富子 第5位 女子円盤投

漕艇部 S 58 全国高校総体 清水 利浩 第3位 男子ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ

柔道部 S 59 全日本女子体重別選手権 館岡 瑞穂 2回戦進出 女子66kg級

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部 S 60 国民体育大会 高木・後藤

漕艇部 S 62 全国高校総体 湖西高校 第3位 女子ﾅｯｸﾙﾌｫｱ

漕艇部 昭和末から平成初頭にかけて多数全国大会入賞

柔道部 昭和末から平成初頭にかけて複数全国大会出場

水泳部 平成初頭に全国大会多数出場

柔道部 H 2 全日本女子体重別選手権 牧野 眞弓 ベスト8 女子56kg級

女子バレー部 H 2 全国高校総体 湖西高校 出場

水泳部 H 8 国民体育大会 徳増 寛志 第8位
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ

漕艇部 H 11 全国高校総体 袴田・吉田 準々決勝第3位 女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

卓球部 H 14 全国高校総体 湖西高校 学校対抗男子 出場

陸上部 H 23 全国高校総体 夏目 征哉 出場 男子三段跳

柔道部 H 28 全国高校柔道選手権 髙木 一石 第3位 男子無差別級

柔道部 H 29 ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ日露ｼﾞｭﾆｱ交流大会 髙木 一石 第3位 男子100kg超級

セーリング H 29 国民体育大会 三浦 凪砂 第6位 少年女子ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級

セーリング H 29 ﾚｰｻﾞｰﾕｰｽ4.7級世界選手権 三浦 凪砂 第40位 ﾚｰｻﾞｰ4.7級

ここには掲載しきれませんでしたが、これ以外にも数多くの部活動・生徒が全国・東海大会に出場しています。

↑H14年 卓球部 全国高校総体出場
生徒会誌『湖風』 第24号より

↑S57 陸上部（円盤投）
全国高校総体 第5位
創立20周年記念誌より

S58 漕艇部 全国高校総体 第5位
創立10周年記念誌より →

↑S63年 書道部 全国高校総合文化祭出品
創立20周年記念誌より H25年 ﾊﾟｿｺﾝ部 全国大会 ↑

湖西高校レポート第57号より

部活動の歴史 文化部
部活名 年度 大会名 氏名 成績 種目

書道部 S 63 全国高等学校総合文化祭 神田 裕江他4名 出品

吟詠剣舞 H 10 全国高等学校総合文化祭 坂本・高野 出場

KSAG
（現ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ部）

H 12 全国高等学校総合文化祭 茨 里絵 総合開会 手話通訳

パソコン部 H 25 全国パソコン技能競技大会 杉浦 光 佳良賞

パソコン部 H 26 全国パソコン技能競技大会 佐久間 成美 佳良賞

書道部 H 27 全国高等学校総合文化祭 藤田 萌里 出品

津軽三味線 H 28 全日本津軽三味線競技会 木下 友梨奈 優勝 一般女性の部



●平成30年度入学式●

春の暖かい陽気が続く４月6日（金）。山田忠湖西

市学校教育課長をはじめ多くの御来賓の皆様に御出

席いただき、入学式が行われました。

真新しい濃紺の制服を身にまとった新入生200名

（男子108名 女子９2名）を代表して、11HRの岡

田小那実さんが「校訓である「克己」の精神のもと、

規律ある学校生活を送り、自ら考え正しく判断でき

る者となって、知・徳・体の調和のとれた人格の形

成をはかります。」と宣言しました。

3月29日（木）本校体育館で離任式が行われました。

お世話になった先生方を全校生徒と駆けつけてくれた多く

の卒業生で見送りました。

春は別れの季節でもあり、出会いの季節でもあり

ます。４月5日（木）邑田教頭先生をはじめ、新た

に１1名の先生方を湖西高校にお迎えしました。

4月・5月の行事予定
４月１８日（水） ２、３年部活動登録

２０日（金） 尿検査①

２３日（月） ３年内科検診

２４日（火） １年耳鼻科検診

２５日（水） １年部活動登録

胸部X線

２６日（木） 漢字テスト①

心電図・貧血

５月 １日（火） 代休

２日（水） 遠足

１２日（土） PTA総会

３年保護者会

１４日（月） 前期生徒総会

１４～１８日 面接週間（４０分授業）

２１～２３日 ２、３年中間テスト

２２～２３日 1年中間テスト

２５日（金） 眼科検診

２８日（月） ２年内科検診

２９日（火） 眼科検診

３１日（木） 湖風祭準備

６月 １日（金） 湖風祭（芸術鑑賞）

２日（土） 湖風祭（一般公開）

静岡県立湖西高等学校
〒４３１－０４３１

静岡県湖西市鷲津１５１０－２
電 話 ０５３（５７５）０５１１
ＦＡＸ ０５３（５７５）０９７５

湖西高等学校ホームページもご覧ください。
http://www.edu.pref.shizuoka.jp/kosai-h/home.nsf

※バックナンバーは湖西高校ＨＰで閲覧できます。

●平成29年度離任式●

●平成30年度新任式●

教頭 邑田
ム ラ タ

　聡一
ソウイチ

国語 浜松西高校から

教諭 青野
ア オ ノ

　智也
ト モ ヤ

数学 新規採用

教諭 石川
イシカワ

　裕
ユウ

祐
スケ

理科 新規採用

教諭 杉尾
ス ギ オ

　初音
ハ ツ ネ

理科 育児休暇より復職

教諭 田
タ

京
キョウ

　伸一
シンイチ

外国語 新居高校から

教諭 福留
フクトメ

　愛
マナ

美
ミ

音楽 遠江総合高校から

教諭 横山
ヨコヤマ

　貴
タカ

春
ハル

保健体育 浜北特別支援学校から

教諭（再任用） 鈴木
ス ズ キ

　満也
ミ ツ ヤ

保健体育 浜松湖東高校から

教諭（再任用） 中村
ナカムラ

　尚
ナオ

介
スケ

外国語 浜松城北工業高校から

講師 恩田
オ ン ダ

　皓
ヒロ

充
ミツ

外国語 静岡北高校から

主査 亀谷
カメタニ

　由紀子
ユ キ コ

事務 浜松湖東高校から

教頭 井口　裕史 国語 新居高校へ

教諭 池田　敦 数学
退職（再任用で静岡中央高校
西部 ｷｬﾝﾊﾟｽへ）

教諭 岩崎　圭祐 外国語 横須賀高校へ

教諭 竹内　栄治 理科 鳴門教育大学大学院へ派遣

教諭 土屋　尚子 保健体育 総合教育センターへ

教諭 牧野　雅子 外国語 退職

教諭

(再任用)

講師 北村　亮磨 理科 清水桜ヶ丘高校へ

講師 村柗　達彦 音楽 池新田高校へ

主査 本間　ひとみ 事務 浜松湖南高校へ

主任技能員

(再任用)

非常勤嘱託員 宮原　健一 事務 退職

堤　弘子 事務 退職

松下　昌弘 外国語 浜松湖東高校へ


