
 

 

 

 

 

入学おめでとうございます 
 

校 長 村上 英治  

 

高等学校３８９名、中等部１５２名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。 

ようこそ静岡翔洋へ。中・高とも定員を超える入学者を今年度も迎えることとなりました。

多くの方々に「変わる！静岡翔洋」を選んで頂き身の引き締まる思いです。 

私の敬愛する宮澤賢治の詩に「生徒諸君に寄せる」という詩があります。ここでは詩の中で特に私が好きな一節を

皆さんに贈りたいと思います。 

諸君はこの時代に強ひられ率ひられて 

奴隷のやうに忍従することを欲するか 

むしろ諸君よ 更にあらたな正しい時代をつくれ 

宙宇は絶えずわれらに依って変化する  

潮風や風、 

あらゆる自然の力を用ひ尽すことから一足進んで 

諸君は新たな自然を形成するのに努めねばならぬ 

 

諸君この颯爽たる 

諸君の未来圏から吹いて来る 

透明な清潔な風を感じないのか 

新しい正しい時代を作るのは皆さんです。「透明な清潔な風」を感じながら翔洋生活をスタートさせてください。 

「一生懸命やらなければつまらない」「苦しくなければ感動はえられない」「厳しさがなければ成長しない」どうか

この三つの言葉も胸に刻み日々を歩んでほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOYO NOWADAYS 
東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 広報誌 

【発行】東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部  校長：村上英治 

若き日に汝の思想を培え  若き日に汝の体躯を養え  若き日に汝の智能を磨け  若き日に汝の希望を星につなげ 

2018.4 

中等部 1年学年主任 豊田 理和 

中等部 152 名の新入生のみなさん、入学おめでとうございます。 

ここではたくさんの出会いがあります。新しい友人、先輩、先生方

との出会いだけではなく、新しいことの出会いもあります。そして、

新しい自分とも出会えるチャンスでもあります。このチャンスを生

かし、この三年間を実りある時間にしてほしいと願っています。 

 新入生の皆さんに、3 つのお願いがあります。ぜひ、覚えておい

てください。 

・周囲への感謝の気持ちを忘れないこと。 

・あいさつをしっかりとすること。 

・大切にされる人になること。 

です。みなさんとの三年間を楽しみにしています！ 

 

高校 1年学年主任 小曽根 龍介 

「原点回帰」 

389 名の新入生の皆さん、入学おめでとうご

ざいます。皆さんは静岡翔洋での 3 年間でど

ういう自分になりたいと考えていますか？

389 名それぞれの胸の中にある想いをぜひ忘

れないで過ごしてください。 

さあ、1000 日間の熱いドラマの幕開けで

す！楽しいことも辛いこともきっとあなたた

ち自身の成長につながると信じています。私た

ちと一緒に成長していきましょう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学園オリンピック９部門募集開始 

みなさんの隠れた才能を発見し、さらにそれを

伸ばす東海大学の一貫教育プログラムです。４

月から募集を開始します。（音楽部門を除く） 
 
５月１１日【金】 
９月１２日【水】に公開授業開催 
保護者の皆さん「変わる！静岡翔洋」を、是非

見に来てください。 

 

 

 

  

 

 

公開授業の様子           

研究部 

２０１７年度成績優秀賞 ～1 年間の成績が常に上位だった生徒に贈られます～ 

新高校２年生： 

【英数】   萩原令奈 （静岡南中）         菅沼姫那  （静大付属静岡中）    宇多葉月 （清水第二中） 

             久保田晴也（籠上中）         中橋奈々  （あま市立美和中）   萩野未麗 （静岡翔洋中） 

【文理】      川村恭嬉 （大井川中）            松本隼哉  （静岡翔洋中）        川原ゆりか（静岡翔洋中） 

             杉山大樹 （清水第四中）       尾崎陽菜  （藤枝市立西益津中）  森藤夏未 （末広中） 

新高校３年生：  

【英数】<文系>大井美里  （町田市立忠生中）     岩本拓磨  （籠上中）         松村未紗 （焼津市立焼津中） 

   <理系>秋田 勢 （城山中）         麻生悠美子（安東中)            巽 文花 （静岡翔洋中） 

【文理】      木村知葉 （札幌市立南ヶ丘中）    山田綺楽 （富士市立鷹岡中）    宮城島晃大（清水第五中） 

望月 鳳 （静岡翔洋中）        加藤美雨 （八王子市立陵南中）  松浦 凜 （東豊田中） 

卒 業 生：  

【英数】   渡邉 優 （富士宮市立富士根南中）谷本龍哉 （高松中）       關屋舞花 （富士市立吉原第二中） 

      天野生直 （清水第二中）      廣野 翼 （清水第五中）     西條あみ （焼津市立焼津中） 

【文理】   杉山奈那 （静岡翔洋中）          佐野明日香（城山中）          小柳津亜紀（大里中） 

石上舞衣 （長田西中）           松本裕香 （清水第五中）       酒井珠吏 （蒲原中） 

２０１７年度翔洋会進歩賞 ～1 年間の成績で伸びが大きかった生徒に贈られます～ 

新高校２年生： 

【英数】      石井 秀 （静岡翔洋中）       池田駿輔 （末広中）       佐久間叶歩（静岡翔洋中） 

【文理】      加藤太登 （静岡翔洋中）         吉田栄造 （大田区立安方中）   宮崎 耀 （相模原市立上溝南中） 

             平山将太 （横須賀市立久里浜中）  小長谷 亮（豊田中）       山口琴暖 （秩父市立秩父第二中） 

新高校３年生： 

【英数】   澤田隼豊 （清水第二中）       稲葉春佳 （東豊田中）      飛田梓実 （清水庵原中） 

【文理】      袴田綾花 （清水第二中）          栗下航大 （大川中）       佐藤和哉 （西奈中） 

      本田勝行 （富士市立富士中）   望月 亮 （服織中）       大原伊織 （清水第四中） 

卒 業 生： 

【英数】   木川長都 （三島市立山田中）  武野稜真 （倉敷市立西中）     杉山玲緒奈（城山中） 

【文理】   坂田優太 （静岡翔洋中）    時田ちひろ（大里中）        小川春行 （清水袖師中） 

       榛村星河 （藤枝市立藤枝中）  金子智哉 （清水第六中）      塚本真優佳（島田市立第二中） 

２０１７年度中等部成績優秀賞 

新中２年：  望月 魁成（東豊田小）     室岡 真光（三島市立向山小）    奥居 大輝（東源台小）  

新中３年：  牧  優馬（沼津市立原小）   池田みずき（伊豆の国市立韮山南小）鈴木ゆうあ（焼津市立和田小）  

卒業生：  杉山 翔惟（清水船越小）    萩野航太朗（清水三保第一小）    曾根田成毅（静岡翔洋小） 

２０１７年度翔洋会進歩賞  

新中２年：Ａ組 山内 佑斗（藤枝市立広幡小） Ｂ組 鈴木 音生（焼津市立西小）  

Ｃ組 伊藤 祐文（焼津市立西小）  Ｄ組 奥平菜々風（青島東小）   Ｅ組 柴 菜摘 （清水三保第一小） 

新中３年：Ａ組 藤浪 心 （長田南小）    Ｂ組 市川優の花（井宮北小）   

Ｃ組 梶山 稜輔（静岡翔洋小）   Ｄ組 山崎 彩加（常葉橘小）   Ｅ組 古牧 佳純（静岡翔洋小） 

卒業生：Ａ組 土屋 勇斗（長田南小）    Ｂ組 杉山 優希（東源台小） 

Ｃ組 西角 美咲（服織小）     Ｄ組 三谷 朱音（沼津市立第三小） 

 

 

 
２０１７年度卒業生の進路動向     ※3/17 現在 

＜高等学校＞                  

東海大学への進学者数 205 名 

文学部(9)／文化社会学部(10)／政治経済学部(10)／法学部(9)／

教養学部(8)／体育学部(10)／健康学部(3)／情報理工学部(2)／工

学部(31)／観光学部(5)／情報通信学部(4)／海洋学部(38)／医学

部(2)／経営学部(4)／基盤工学部(1)／農学部(3)／国際文化学部

(11)／生物学部(1)／短期大学部(36)／医療短期大学(2)／ハワイ

東海インターナショナルカレッジ(6)           ※( )は人数  

東海大学以外の大学･短大への進学者数 81 名 

専門学校への進学者数 44 名 、就職 15 名、その他 16 名 

 ＜中等部＞   

静岡翔洋高校   文理進学ｺｰｽ 62 名 

        英数進学ｺｰｽ 10 名 

公立高校     34 名    その他   1 名   進路指導部 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田担当 

 

 

卒業証書授与式（高等学校） 

第１９回卒業証書授与式が３月２日（金）に挙行され、３６１名が巣立っていきました。 
 本校アリーナにおいて、たくさんのご来賓、保護者の皆様がご臨席され、授与式は粛々とおこなわれま 

した。 

答辞を述べた佐藤空翔さん（上田市立第三中学校）の言葉を聞き、 

３年間の万感が胸に迫ったのか、卒業生も在校生も多くの生徒が涙す 

る、感動的で、立派な授与式でした。 

学校長賞（皆勤賞）は、４９名でした。 

                                   

 

 

 

 

－３－ 

卒業証書授与式（中等部） 

第６９回卒業証書授与式が３月１７日（土）に挙行され、卒業生１０７名が巣立ちました。 

 
答辞を読む三谷さん（沼津市立第三小学校出身） 

 

 

 

 

       

 

総長賞     １組：滝 藍花  （静岡翔洋中等部） 

生徒会功労賞  ２組：長澤 京香 （富士市立岳陽中学校） 

日本私立中学高等学校連合会会長賞 

１組：谷本 龍哉 （静岡市立高松中学校） 

静岡県私学協会会長賞 

１組：渡邉 優 （富士宮市立富士根南中学校）２組：西條 あみ（焼津市立焼津中学校） 

３組：林 梨々花（静岡市立清水第五中学校） ４組：中山 千苗（静岡市立観山中学校） 

５組：杉山 奈那（静岡翔洋中等部）     ６組：佐野明日香（静岡市立城山中学校） 

７組：小柳津亜紀（静岡市立大里中学校）   ８組：榛村 星河（藤枝市立藤枝中学校） 

９組：森 千明 （川崎市立白鳥中学校）  １０組：松本 裕香（静岡市立清水第五中学校） 

 

総長賞          Ｂ組：曾根田成毅（静岡翔洋小学校） 

生徒会功労賞       Ａ組：田村 優斗（静岡市立南部小学校） 

日本私立中学高等学校連合会長賞 

             Ｃ組：杉山 翔惟（静岡市立清水船越小学校） 

静岡県私学協会会長賞 

Ａ組：萩野航太朗（清水三保第一小学校）  Ｂ組：塩津 菜月（静岡翔洋小学校） 

Ｃ組：近藤 瑞希（賤機南小学校）     Ｄ組：望月健師朗（由比小学校） 

 本校建学記念ホールにて、卒業証書授与式が挙行されました。

一人ひとりの生徒に、校長先生から言葉をかけていただき、証

書をもらいました。答辞の三谷朱音さん（沼津市立第三小学校）

は三年間の想いや感謝の気持ちを伝えてくれました。最後に歌

った「そのままの君で」は、ホール全体に響き渡る大合唱とな

り、新たな船出を祝う立派な授与式となりました。 

 



　<ク>クラスタイム　<委>委員会

日 曜 学　　校 高　　校 中等部 給食

1 日

2 月

3 火

4 水 新入生オリエンテーション

5 木
在校生オリエンテーション （午前）

新入生オリエンテーション （午後）

6 金

7 土 入学式

8 日

9 月 1学期始業式 ①LHR②始業式③高校生集会④～各学年・基礎学対策
①中等部集会②始業式④新入生歓迎会⑤⑥LHR

教科書配布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理
〇

10 火 学園基礎学力定着度試験 ➊確認テスト（2時間） ➋➌実力試験(5時間） 〇

11 水 ➊➋➌②交通安全教室   (放）新入生体操着渡し
➊合宿オリエンテーション（～12日）

➋➌①～④LHR⑤⑥授業
〇

２．３年

12 木 ➊➋➌②インターネット講習/➊⑤⑥部活動紹介/➋➌⑤⑥LHR
〇

２．３年

13 金 ➊身分証明書写真撮影AM
➊写真撮影AM

➊➋➌⑤⑥交通安全教室（雨天決行）
〇

14 土 ➊土曜講座オリエンテーション　➋➌土曜講座開始①
土曜授業

➊②キャンパス案内

15 日

16 月 ➌アクセル放課後講習開始
➊①②知能検査➊③④ＬＨＲ

➊➋➌⑤⑥部活動紹介　　　　　　　　　　　　　　社・書
〇

17 火 職員会議 朝（漢） 〇

18 水 一斉委員会 〇

19 木 部活動登録１次〆切/HTIC説明会(16：00-17：30＠小会議室) 〇

20 金 ➊湘南キャンパス見学会/3年アクセル全統マーク模試①《必修》 朝（英） 〇

21 土
（午前）研修旅行・進路説明会

（午後）PTA総会・クラス懇談会
土曜講座(休校) 土曜授業なし

22 日

23 月
➋アクセル放課後講習開始/新入生強化部研修会(～25)

部活動登録〆切 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理
〇

24 火 遠足（延期でも弁当）

25 水 部活登録 〇

26 木 生徒一斉健康診断 生徒一斉健康診断　　　生徒教員連絡協議会 生徒健康診断 〇

27 金 遠足予備日 △

28 土 ➊土曜講座オリエンテーションⅡ➋➌土曜講座② 土曜授業

29 日 昭和の日

30 月 振替休日

２０１８年度 ４月行事予定表 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部
東海大学付属静岡翔洋高等学校

（H)建学記念ホール　(A)アリーナ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も「変わる！静岡翔洋」新シーズンにご期待ください！ 

おかげさまを持ちまして、2018年度は中等部募集定員 120名、高校募集定員 360名のところ中等部 152名、

高校 389名もの新入生を迎えることとなり学校が大変に活気づいてきています。今年も、皆さまに選ばれる

魅力ある学校づくりに取り組んでいきたいと思っています。保護者の皆さまにおかれましては、「静岡翔洋」

の魅力をぜひ口コミでお知り合いに広げていただきたいと思います。我々教職員一同は皆様の期待以上のも

のを提供すべく邁進していくつもりです。 

さて今年度も次の 3つの柱を生徒募集の中心とします。 

 

❶勉強をする学校（大学進学のための高校です） 

❷充実した施設（人工芝グラウンド、トレーニング場、ICTに向けた校内 Wifi完備） 

❸無料スクールバス（全 7路線 安心・安全に登下校） 

 

ぜひ「静岡翔洋」を見に来てください！ 

                  生徒募集対策室長・高校教頭 高塚 純 


