
お問い合わせ・ご相談は・・・   岡山県立総社南高等学校までお気軽にどうぞ 

〒719－1132 総社市三輪 626－1   TEL (0866)93－6811   FAX (0866)93－6855 
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会 期 ：３月１６日（水）～２０日（日） 

場 所 ：総社市総合文化センター 

作品数 ：２０４点 

入場者数：６５６人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現役国公立大合格者５７名！！ 
 

   

 

 

 

 

国立大学 (現+浪） 公立大学 (現+浪） 私立大学
大学名 28年度 大学名 28年度 大学名 28年度 大学名 28年度

筑波大 秋田公立美大 1 東京造形大 関西外大 1
埼玉大 1 長岡造形大 2 東京薬大 近畿大 3
お茶の水女子大 都留文科大 1 東京経済大 摂南大 1
東京学芸大 1 金沢美術工芸大 1 東京造形大 桃山学院大 1
横浜国立大 愛知県立芸大 1 東京理科大 1 関西学院大

新潟大 京都市立芸大 1 創価大 3 甲南大 2
富山大 1 兵庫県立大 専修大 甲南女子大 1
山梨大 奈良県立大 1 多摩美大 1 神戸学院大 1
信州大 鳥取環境大 3 中央大 関西福祉大 1
名古屋大 岡山県立大 13 日本大 姫路獨協大

鳥取大 新見公立大 日本女子体育大 天理大

島根大 3 尾道市立大 2 東海大 2 奈良大

岡山大 9 福山市立大 1 武蔵野美大 2 岡山商大 1
広島大 県立広島大 フェリス女子大 1 岡山理大 20
山口大 2 広島市立大 中京大 川崎医療福祉大 20
徳島大 1 下関市立大 成安造形大 2 山陽学園大 2
鳴門教育大 山口県立大 京都外大 中国学園大 8
香川大 7 高知工科大 2 京都産業大 3 吉備国際大 9
愛媛大 1 高知県立大 京都精華大 2 倉敷芸術科学大 12
高知大 3 北九州市立大 京都造形芸大 1 くらしき作陽大 14
大分大 長崎県立大 同志社大 1 就実大 26
宮崎大 熊本県立大 同志社女子大 清心女大 19
佐賀大 1 沖縄県立芸大 1 佛教大 1 環太平洋大 3
宮崎大 1 公立大合計 30 立命館大 3 広島経済大 3
琉球大 1 龍谷大 8 広島工大

国立大合計 32 大阪経済大 3 広島修道大 4
大阪芸大 2 松山大 3
大阪工大 その他 19
関西大 5 私立大合計 215

 総社南高校・美術工芸系の作品展「Because 展」も、回を重ねて第９回の開催となりまし

た。１２月に岡山県天神山文化プラザ（岡山市）でも作品展を開催していますが、学校の地

元である総社地域の皆様に美術工芸系生徒の作品を見て頂きたいと、毎年３月に開催し

ています。昨年度とほぼ同数の２０４点の作品を壁いっぱいに並べました。２月に開催された

岡山県高等学校美術展で多くの賞を頂き、その凱旋展示とすることもできました。油絵や彫

刻、ポスターなど、授業課題や自由制作で作り上げた作品は、まだまだ未熟な部分も見ら

れますが、美術への熱い想いを込めて制作する美術工芸系生徒の姿を浮かび上がらせて

くれるものと思います。 

会期中の来場者は６００名を越え、高校生らしい元気よさやその可能性に、多くの励ましの

声を頂きました。また、卒業式を終え新天地に向けての準備などで忙しい中、搬入搬出や

受付などを担当してくれた２８期生の皆さんにはとても感謝しています。今年度もこの「Because

展」をはじめさまざまな機会を見つけて、美術工芸系生徒たちの、見ると元気の出る高校生

らしい作品を鑑賞して頂けるよう、ますます精進していきたいと思います。 

 

みなみニュース 

第１号（平成 2８年 4-5月） 

岡山県立総社南高等学校 

今年も、目標に向かって頑張ってくれました。毎日の学習を疎

かにせず、目標を見定めてみんなが努力していました。 

 

みんなが部活動や特別活動に、積極的に取り組ん

でいて、充実した毎日を送っています。 

私たち一人一人が 

活き活きと輝いています。 

http://www.sojam.okayama-c.ed.jp/


◎美術工芸系 中学生対象講座 

 今年も開催！ ６月１１日（土）９:００～１２:３０   

◎オープンスクール 

 ・今年度のオープンスクールは、7月 26日（火）に行います。（申し込みは HP から） 

 ・青春を謳歌し、未来を切り拓いている先輩たちが集う「総社南高校」を体感してください。 
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第２８期生の生徒から在校生に向けて熱いメッセージの紹介です。受験勉強はとても大変ですが、大学を

目指す日本全国の受験生がみんな通る道です。総社南高等学校では一人ひとりの努力を支えるべく、生徒・

教職員が一丸となって頑張っています。推薦入試で合格した人、３月まで国立大学を目指して頑張った人、

いろいろな人の一生懸命さが、お互いを支えることになって、目標の大学に合格していきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３１期生が入学して 1週間がたち慌ただしさの中、４月１４

日（木）４月１５日（金）に、玉野スポーツセンター宿泊研修

を実施しました。研修では、①時間を守る ②あいさつをする 

③勉強の仕方を身につける、を重点目標にしました。また、様々

な行事の中、ＬＨＲではクラス目標の話し合い発表準備が行わ

れました。 

 白熱のオリエンテーリングでは、各グループで協力して取

り組み、得点を競いました。 

 今回の１泊２日の宿泊研修は、天候にも恵まれ、大きな事

故もなく実りのある研修であったと思います。多くの先生方

から３１期生に期待を込めて多くのことが伝えられました。

１つ１つのことを確実に出来るよう、これからの学校生活を

頑張ってもらいたいと思います。 

中学生の皆さん、私たち総社南高等学校で、先輩と一緒に頑張りませんか。  

                                                 

           総社南を選んでよかった！ 

高校生活満足度 91.4％ 

 

高校生活の中で良かったと感じること 
                   ベスト５ 

                    第１位 学校行事 

                    第２位 先輩・友人との関係 

                    第３位 部活動 

                    第４位 進路指導 

                    第５位 校風 

松村 悠里さん（岡山大学 教育学部 小学校教育）（国際系）真備中学校出身 

 充実した高校生活を送るためにも、私は日々の授業を最も重要視してほしいと思います。私は

帰ってからは勉強の時間を確保するのが難しいと思っていたので、授業に集中するようにしまし

た。授業を大切にすることで、基礎力を身につけることができたと思います。盛り上がる南翔祭

も力を出し切り達成感を持って受験勉強に打ち込みました。 

 私は、センター試験を課す AO 入試を受験しました。配点はセンター９００点、AO８００点

だったので、勉強はもちろん、AO の準備もおろそかにはできませんでした。センター試験が終

わってからは、2 次対策の講座を受けながら講座の合間に面接練習をしてもらいました。校長先

生、教頭先生をはじめ、6 人の先生方や友達に何度も見てもらいました。面接練習は緊張感をも

つこと、どんな予想外の質問にもはきはき答えられるようにするのが大切だと思います。 

 受験も含め、高校生活は本当にあっという間です。1日 1日を大切に頑張ってください。 

小池 敬太郎くん（岡山大学 工学部 機械システム）（理数系）総社西中学校出身 

私が本格的な受験勉強に取り組み始めたのは部活動を引退してからでしたが、三者面談で進

路を決めてすぐオープンキャンパスに行ったり、資料を集めたりしました。スタートが出遅れ

たため時間がないことは分かっていたので、いかに効率よくできるかを考えながら勉強するよ

うにしました。南翔祭後は、授業の間の休憩時間や昼休みを友達と話すのを我慢しながら推薦

入試対策に充てました。このように自分を追い込めたのは自分の能力よりも高い大学を目指し、

そこへ合格したいという強い意志が生まれたからだと思います。皆さんも強い意志をもって学

習に励んでください。 

 この１年間を通して感じたことは時間の少なさです。受験の準備は早いうちから少しずつで

も進めていくことが大切です。部活動をしているとどうしても後回しにしてしまうのですが、

早めに動いていくことに損はないです。進路資料室を覗いてみるなり、先生に相談してみるな

り、小さなことから始めてください。そうすると私のように切羽詰まらずに余裕をもって準備

できると思いますし、自分から行動していくとジャミの先生は必ず親身になって聞いてくれま

す。 

  

 


