
ありがとう　砂川 24

学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事

4 5 6
・入学式
・１学期始業式
・対面式
・新入生歓迎会
・スポーツ大会

・校外学習
・中間考査

・授業公開
・保護者懇談会
・同窓会総会
・コーラス大会

●校外学習

●コーラス大会
３期生

５期生

23 期生

●スポーツ大会

●対面式

●入学式

April May June

●コーラス大会



Sunagawa High School

25学校行事

7 8 9
・期末考査
・１学期終業式

・進路指導 ・２学期始業式
・２年修学旅行（北海道）

July August September

絶対忘れない。大事な思い出。
いろんなことが、あったね。



ありがとう　砂川 26

学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事学校行事

10 11 12
・中間考査
・体育祭
・１年集団体操

・創立記念日
・文化祭
・授業公開
・保護者懇談会
・中学生体験入学

・２学期終業式

⬆ 60 年 10 月　生徒会役員後期選挙

October November December
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27学校行事

1 2 3
・３学期始業式
・２年修学旅行（北海道）
・３年学年末考査

・１・２年学年末考査
・卒業式

３学期終業式
合格発表

⬆かつての行事「耐寒登山」（２月）

January February March

●合格発表

Ｙ
Ｏ
Ｕ

Ｍ
Ｅ



ありがとう　砂川 28

お昼休み

学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活 ～思い出の風景～
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29学校生活

登下校
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学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活 ～思い出の風景～

授業中の
一コマ
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31学校生活

図書室

保健室
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学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活学校生活 ～思い出の風景～

進路
指導室

技師室

校長室

放送室

購買部

事務室
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33学校生活

食 堂

制 服



ありがとう　砂川 34

部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み

陸上競技部・硬式テニス部(男/女)・ソフトテニス部(男/女)

バスケットボール部 ( 男 / 女 )・バレーボール部 ( 男 / 女 )

サッカー部・卓球部・剣道部・水泳部・山岳部

ハンドボール部・合気道部・バドミントン部・ダンス部

軟式野球部・ソフトボール部

1983～ 2011に活動したクラブ

バスケットボール部

サッカー部

バドミントン部ソフトテニス部
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35部活動の歩み

吹奏楽部・筝曲部・演劇部・数学研究部・生物部

ＥＳＳ部・漫画アニメ研究部・パソコン研究部

華道部・茶道部・美術部・書道部・写真部・放送部

ハンドメイド部・地理歴史研究部・フォークソング部

合唱部

写真部 化学部 生物部

地歴部

ＥＳＳ部

吹奏楽部

箏曲部

放送部



ありがとう　砂川 36

部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み

陸上競技部

卓球部

合気道部

ソフトボール部

水泳部

剣道部

硬式テニス部
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37部活動の歩み

書道部 美術部

茶道部

華道部 演劇部



ありがとう　砂川 38

部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み部活動の歩み

ダンス部

ハンドボール部

バレーボール部

野球部

山岳部

毎日新聞
７月 23 日（金）
朝刊より
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39部活動の歩み

漫画アニメ研究部 数学研究部→パソコン研究部へ

フォークソング部（㊧過去　㊨現在）

ハンドメイド部 合唱部



ありがとう　砂川 40

　平成 4年度まで体育祭は、1年生全体で組立体操等を
行う「砂川体操」を行っていました。平成 7年度まで 1
日半実施していた文化祭が翌年度から 1日になりまし
た。また、平成 11 年度からスポーツ大会も 2日実施か
ら 1日実施に変更されました。
　スポーツ大会は、男子はサッカー、女子はドッヂボー
ルとソフトバレーボールで定着し、体育祭は、大縄跳び・
綱引き・リレー・玉入れなどが定着しました。いずれの
種目も、生徒はいきいきと参加してくれているようです。
文化祭は、クラス参加・部参加・有志参加があり、クラ
ス参加のほとんどが販売部門です。平成 12 年度からは
全クラス垂れ幕の制作を行うようになりました。

（創立 20 周年記念誌より抜粋・加筆）

　新設校の宿命として、開校当初においては生徒会関係
の行事の企画や運営は、どうしても教師主導とならざる
を得ない。さらに、各行事の時期や形式・内容等は、学
校教育全体との絡みによって決定されることとなる。
　体育祭の種目は、年を重ねる毎に生徒の希望や意見が
反映されていった。対抗形式については、3学年揃った
年に、学年別クラス対抗から縦割り 12 ブロック対抗に
変更されたが、学級数減の平成 2年度には、元の学年別
クラス対抗に戻った。応援については、応援合戦までは
取り組めなかったが、応援旗の制作が義務づけられた。
　文化祭は、かなりの紆余曲折があった。2年目に音楽・
演劇・映像・展示・販売の内容で、全クラスと文化部の
発表という形でスタートした。しかし、体育祭と文化祭
をくっつけた学校祭、コーラス大会限定での文化祭、自
主参加形式の文化祭から 1･2 年のみ参加の文化祭など
様々な変遷をとげ、今の形に至っている。
　また、クラスのまとまりを図る行事としてコーラス大
会が独立開催されるようになったが、これも、平成元年
度からは、現在も続いているスポーツ大会に変わった。
　執行部の活動としては、これら行事の企画・運営のほ
かに、全校生徒への学校生活全般に関する要求アンケー
トを実施してきた。特に自動販売機の種類を増やす要望
を学校側に提示したときは、空き缶問題が取り上げられ、
要望実現のために、ゴミの分別収集が不可欠であること
を執行部自らが認識し、これを全校生徒に呼びかける活
動まで行った。また、ＰＴＡと合同で卒業式前に通学路
の清掃も実施した。

（創立 10 周年記念誌より抜粋・加筆）

生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動生徒会活動

◆10年までのあゆみ ◆20年までのあゆみ
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41生徒会活動

４月　部活動発表会

　　　生徒会役員選挙

　　　スポーツ大会

７月　「総合的な学習の時間」を活用して

　　　～千羽鶴を広島平和記念公園に贈ろう～

10 月　砂高祭（体育祭）

11 月　砂高祭（文化祭　～ Last Memories ～）

12 月　閉校記念行事

　　　～砂高祭番外編　レッツビンゴ！～

２月　PTA 共催通学路一斉清掃

【継続的に活動していること】

○アルミ缶のリサイクルで学校に花壇を

○空き缶のプルタブを集めて新校に車イスを

○クラブ活動後援費を個人登録費や交通費に

コーラス大会

クラス応援旗

通学路清掃

クラス垂れ幕

◆最終年度の主な生徒会行事


