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部活動体験・第1回学校説明会
８月５日（水）に部活動体験を、８月６日（木）に第１
回学校説明会（参加中学生・保護者１，００３名）を実施
しました。今年も昨年・一昨年同様１，０００名を越える
参加者数でした。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。
また、１５部活動で実施した体験入部には、２３５名の
中学生が参加しました。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。
説明会の実施には多数の生徒が協力・参加しています。
駐輪案内・会場準備は運動部員、受付・校内施設見学（希
望者対象）は生徒会生徒が担当しています。体験入部の誘導も各部の部員が行いました。
川高生の明るい笑顔と丁寧な案内は参加してくださった多くの方々に好評で、中学生からも「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。」「一生懸命働いている姿がかっこいいと
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。

頑張る部活動 （４月～９月）
★書道部
全国高校総合文化祭出展
高円宮杯 全国優良団体賞
第１００回記念書教展 優良団体賞
★吹奏楽部
５月６日（水）、第 3 回演奏会（蕨市民会館）
６月２０日（土）南部支部吹奏楽研究発表会
（鴻巣市文化センター）
８月４日 第 56 回埼玉県吹奏楽コンクール地区大会 A の部で銀賞受賞（さいたま市文化センター）
１１月７日 日本管楽合奏コンテスト全国大会出場 高校Ｂ部門（文京シビックホール 大ホール）
★演劇部：埼玉県演劇祭 南部地区秋季発表会
★放送部：「埼玉県 高校放送コンテスト兼NHK杯埼玉県大会中央地区予選」出場
★サイエンス部：高校生によるサイエンス DAY8/23 川口市立科学館で「空気をあたためて」を発表
★ウエイトリフティング部
①関東大会（6/6･7）男子 62kg 級6位 69kg 級2位入賞 女子53Kg級優勝
第 17 回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 27 年 7 月 20 日(日)～ 7 月 21 日(月)
新居浜南高等学校体育館（愛媛県新居浜市）
５名出場（53kg 級[3]、58kg 級[1]、63kg 級[1]）
2015 君が創る近畿総体（兵庫県）平成 27 年 8 月 1 日(土)～ 8 月 4 日(火)
明石中央体育館（兵庫県明石市） ３名出場（56kg 級、62kg 級、69kg 級）
第 59 回関東ウエイトリフティング競技選手権大会平成 27 年 8 月 22 ～ 23 日
さいたま市記念総合体育館 入賞２名 69kg 級：１位
63kg 級：５位
第 70 回国民体育大会「わかやま国体」
ウエイトリフティング競技平成 27 年 9 月 26 日～ 10 月 1 日
和歌山県方男波公園健康館 少年男子 69kg 級：８位入賞
★サッカー部：インターハイ県大会出場
平成27年度全国高校サッカー選手権大会第一次予選
２回戦川口２－１寄居城北 代表決定戦川口１－０越谷南
決勝トーナメント進出
２０１５専門学校・高校サッカーフェスティバル ベスト８
２０１５Ｕ18 ＳＳ２リーグ 第１位（9/30 現在、第 10 節終了時点）

★ラグビー部：春季南部地区大会 ４位
全国高校ラグビー埼玉大会一回戦
川口 10 ー 32 浦和工業
★男子バスケットボール部
関東大会南部支部大会 ベスト２８
インターハイ南部支部大会ベスト８（県大会出場)
夏季南部支部選手権大会（8 月）
2 回戦 川口 97 ― 45 開智
3 回戦 川口 67 ― 62 市立浦和（ベスト８進出）
4 回戦 川口 44 ― 76 県立浦和
順位決定戦 川口 38 ― 84 蕨
★女子バスケットボール部
関東大会南部支部大会 ベスト１４
インターハイ南部支部大会 ベスト２８
★柔道部
南部地区大会
男子団体 ベスト８
男子個人 １００Kg超級（優勝、３位）
７３Kｇ級、８１Kｇ級 (ベスト８)
全国大会県予選：男子個人
７３Kｇ級(３位)１００Kg超級(ベスト８)
８１Kｇ級、１００Kg超級(ベスト１６)
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 100Kg 超級 ２位
県大会出場
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★剣道部
学校総合体育大会県大会 ２回戦進出
★女子バドミントン部
関東大会県大会（団体）ベスト１６
(南部地区予選 ベスト４)
IH杯県大会２回戦進出
(南部地区予選：Ｗベスト８、
Ｓベスト１６（２人）
新人大会（団体）南部地区ベスト８
（個人）ダブルス１０位：県大会出場
シングル１３位：県大会出場
★男子テニス部 関東大会県大会出場（団体）
新人戦県大会出場シングルス３名ダブルス１組
★女子テニス部
関東大会県大会 ベスト３２（団体）
新人大会 個人戦、シングルスダブルス共に
県大会出場
★女子バレー
１年生大会 南部支部大会 ５位
★野球部
春季県高校野球大会出場
夏の甲子園大会埼玉大会ベスト３２
秋季県高校野球大会出場
★陸上部
学徒総合体育大会
９種目県大会出場
新人陸上競技選手権大会 ７種目県大会出場

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・・・・・
2015年9月15、24日、日本大学理
工学部物理学科の浅井先生による
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。
大学の先生の授業を受けるという
ことで、生徒 たちは多少緊張してい
ましたが熱心に講義・実験に取り組
んでいました。
また、難しい内容でしたが、多くの
生徒が興味関心を示していました 。

文化祭
９月４日（金）、５日（土）
の２日間、諏訪山祭が開催さ
れました。
オープニングでは、吹奏楽
と教員とのコラボを皮切りに、
各団体の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
「ＹＤＫ～やればできる川高生～」の本領を発揮した活動成果となりました。またこの日は多くの来校
者が訪れ、その数１７００人余りと去年を上回り、中でも中学生の姿が目立ち、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：吹奏楽部 ステージ賞：書道部
装飾賞：３－７（やきとり屋）企画賞：３－８（女装クレープ屋）

