
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2017.11 
 

柔道部女子 ２年 澤崎莉子（静岡翔洋中等部） 

 静岡県の国体メンバーに選んでくださったことに本当に感謝しています。

この期待に応えたかったのですが、私の力不足でチームに貢献できませんで

した。とても悔いの残ってしまう国体でしたが、これを機に自分の課題がわ

かったので、また１から目標に向かって全力で取り組もうと思います。 

柔道部女子 ３年 杵淵萌（新潟市立白根第一中学校） 

 今回、静岡県代表として国体に出場して普段の試合とは違った雰囲気での試合となりました。普段は敵であるチームの選手

と団体戦を戦うこともできて、とても楽しく試合をすることができました。優勝には手が届きませんでしたが、全国の舞台で

試合をすることができ、とてもよい経験となりました。 

 
柔道部男子 ２年 山本蒼良（京都市立藤森中学校） 

 初戦は５－０で鳥取県に勝ち、２回戦は０－２で千葉県に負けてしまいました。初

めて静岡代表の国体メンバーに選ばれて緊張しましたが、全力で戦うことができ、自

分の柔道に自信がつきました。次は選手権があるので、今回の反省点を生かして練習

を頑張ります。 

 

2017 えひめ国体 

ボーリング ２年 熊王僚美（静岡翔洋中等部） 

 国体の総合開会式にも出席し、貴重な体験をしました。個人戦では入賞できま

せんでしたが、２人チーム戦で６位に入賞しました。初めての国体で緊張し、思

い通りの投球ができずに悔しかったです。来年に向けて練習をして、個人戦と２

人チーム戦で入賞したいです。 

 

陸上競技 ２年 高木悠圭（静岡翔洋中等部） 

 昨年に引き続き男子４×１００ｍリレーに出場させていただきました。足の怪我も

ある中、たくさんのサポートと応援がとても力になりました。結果は昨年と同じ３位

でしたが、タイムがとても上がり、静岡県新記録も塗り替えることができました。オ

リンピック選手とも一緒に走ることができて良い経験になりました。来年のインター

ハイに生かしていきたいです。これからも頑張ります。応援ありがとうございました。 

 
女子サッカー ３年 深澤涼花（静岡翔洋中等部） 

  私は、今回初めて静岡県代表として国体に参加しました。選抜チームということもあり、

初めは緊張や不安ばかりでしたが、練習を何度かかさねていくうちに、チームメイトとも自然

にうちとけることができました。愛媛での本戦では、千葉県代表に準決勝で敗れてしましまし

たが、全国大会の舞台でプレーが出来たことは、貴重な経験となりました。大学でも、より高

いレベルで活躍できるように、この経験をもとに頑張っていきたいと思います。 



中等部 体育祭 

10月 18日（水）、前日までの冷たい雨もあがり、さわやかな秋晴れのも

と保健体育委員長の鈴木那菜（沼津市立浮島小出身）さんの開会宣言で中

等部体育祭が始まりました。各クラスのクラス旗が集う中、副委員長の廣

兼龍之介（清水高部東小出身）さんが力強く選手宣誓を行いました。 

競技が始まると、選手と応援が一体となっておおいに盛り上がりました。

総合優勝は、見事、3年Ｄ組が勝ち取りました。 

保護者の皆様にも早朝より多くのご声援ご協力を頂きました。ありがと

うございました。 

 

Seaside Lab.201７スタート 

東海大学清水教養教育センター主催 清水キャンパス高大連携プログラム 

 2017年度 Seaside Lab（シーサイド・ラボ）がスタートしました。この企画は海

洋学部の先生により，普段大学で学生達に教えている授業内容や，先生方が取り組ん

でいる研究について，中高生にもわかりやすく解説する授業で，本学清水キャンパス

ならではの中・高・大が連携するプログラムです。10月 19日には、高校生対象の松

野俊一先生による物理学分野の講義・実験「光スペクトル－光を純粋な色に分ける」

が、10月 25日には、中等部生対象のWendy先生による「Let’s play with English!」が行われました。 

＜受講生の感想＞ 

 今回の大学での授業は，初めての先生による初めての大学での授業ということで，不安と緊張もありましたが，

とても面白い先生で，話の内容も興味深かったので楽しく 1時間半の授業を受けることができました。パソコン

や色々な機材を使っての実験は，これから工学部に進学をするのでその第一歩としてとても参考になりました。

これからのシーサイド・ラボの授業にも，ぜひ参加してみたいと思いました。（高校 3年 9組 曽根大貴） 

 

中等部エッグドロップ体験会実施 

１０月１４日（土）翔洋エッグドロップ大会に向けて体験会を行いました。 

１グループ３名で、セロファンテープ、のり、工作用紙のみで「３Ｆの高さから卵（陶器）を落としても割れ

ない装置」を作りました。作成時間はわずか４０分、生徒は工夫をこらした装置を作成しました。今回は半数の

チームが成功しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弓道部は、団体戦、個人戦ともに県大会

に出場することを目標に、日々の稽古に

励んでいます。弓道は的に矢を的中させ

ることも大切なことですが、古来から

「心の美と身体の美を磨く武道」と言わ

れております。日頃から礼儀・作法を重

んじつつ、上位入賞を目指して頑張って  

います。 

空手道新人大会で東海選抜大会出場を目標

に練習してきましたが、残念ながらあと少

しというところで敗退してしまいました。

来年の県総体では今回の悔しさをバネに結

果を残せるように練習を積みたいと思いま

す。また部活動前に行っている清掃活動な

ども大切にしていきたいと思います。 

卓球部は県大会出場を目標に練習して

います。決して恵まれた練習環境ではな

いですが、その中でもできる練習に取り

組んでいます。最近はダブルスで一組が

市大会ベスト１６に入りました。公式戦

で見つけた課題を克服し、目標に向けて

さらに努力していきたいです。 

男子バレーボール部は技術面はもちろんの

こと、生活面でも挨拶、礼儀、マナーを守る、

目配り、気配りのできる社会で通用する人間

になれるよう日々の厳しい練習を頑張って

います。目標は県大会連続出場です。新チー

ムになってまだ日は浅いですが、県大会出場

に向けて、選手同士で切磋琢磨しあいながら  

チーム力を上げていきたいと思います。 

 

秋季大会で敗戦してから、選手間で多くの

ミーティングを行いました。「なぜ負けたの

か、何が足りなかったかのか、勝った試合

は何が良かったのか。」など、春と夏の大会

に活かすために必死に考え、行動していま

す。一人一人が高い向上心を持って練習や

試合に取り組みたいと思います。夏は静岡

県の頂点を獲り、全国制覇を成し遂げます。 

男子バスケットボール部は、中部選手権、

新人戦で地区ベスト４、県大会上位入賞

を果たせるように日々の練習やトレーニ

ングに真剣に取り組んでいます。強いデ

ィフェンスからスピードあるゲームを展

開し、メンバー全員で戦うバスケで良い

結果を出せるように頑張っていきます。 

私は主将として「責任、自覚、誇り」

を胸に引っ張っていきたいと思いま

す。「自分に打ち克ち、相手に打ち勝つ」

をモットーに新人戦制覇を目標に練習

に励んでいきます。良いスタートをき

って、来年のインターハイ、選手権に

つなげていきたいと思います。 

伊藤彰吾（清水四中） 森 菜摘（静岡翔洋中） 

増田海大（静岡豊田中） 長島昂大（籠上中） 

田根聡太（高槻第十中） 久保田透生（西奈中） 

望月麻央（静岡翔洋中） 



　<ク>クラスタイム　<委>委員会

日 曜 学　　校 高　　校 中等部 給食

1 水 学校法人東海大学建学75周年記念式典 ×

2 木 〇

3 金 文化の日 建学祭準備日（登校日ではないがSB配車予定） ×

4 土 第19回建学祭（校内）

5 日 第19回建学祭（校外） 第2回英検二次

6 月 振替休日 ×

7 火 木曜日課 [東海講座]➊数➋英 朝（漢）   ➌校外模試 〇

8 水
保護者のための
「プチ・スクール・ツアー」(中高)

全学年④⑤⑥体育祭予行（授業なし） ➌職場体験（～10日） 〇

9 木
➌①～⑤学園高大連携総合試験➊①②③到達度テスト④⑤通常授業

➋①②小論ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(H)・模試③④⑤到達度テスト ➋④⑤進路説明会・社会科見学旅行説明会 〇

10 金
保護者のための
「プチ・スクール・ツアー」(中高)

[東海講座]➋数　　➋④総合学習(知財教育) ➊➋朝（英） 〇

11 土
土曜講座⑭＜公開＞
➌アクセル_第3回ベネッセ・駿台マーク模試

土曜授業/第７回　学校説明会13：00～

12 日 第８回学校説明会　10：00～

13 月
【制服】冬服完全実施
（年度末まで）

[東海講座]➊英理➋理 朝礼（遠藤） 〇

14 火 体育祭/[東海講座]なし 朝（漢） 〇

15 水
2学期期末試験2週間前（試験範囲、時間割発表）
プレテスト実施（国語・化学）

➌⑬⑭補習（数・数） 〇

16 木 体育祭予備日 福祉ふれあい講座（➊女⑤⑥） 〇

17 金 [東海講座]➋数/放課後）数学検定 朝（英） 〇

18 土
吹奏楽部定期演奏会
　＠マリナート(PM)

土曜講座⑮＜公開＞
土曜授業
教育メンタルトレーニング（➌②）

19 日 第２回　入試説明会

20 月
[東海講座]➊英理➋理
アクセル➋前倒し期末試験①

生徒集会 〇

21 火 職員会議
[東海講座]➊数➋英
アクセル➋前倒し期末試験②

朝（漢） 〇

22 水 アクセル➋前倒し期末試験③ ➌⑮⑯補習（理・社） 〇

23 木 勤労感謝の日 〇

24 金 ナイトツアー（中高） [東海講座]なし 朝（英） 〇

25 土
土曜講座（自学）
付属推薦合格発表

土曜授業/第９回　学校説明会13：00～

26 日

27 月 [東海講座]なし 朝礼（赤池） 〇

28 火
[東海講座]なし
アクセル➋ハワイ語学研修～12/7

朝学なし 〇

29 水 2学期期末① 2学期期末試験① ×

30 木 2学期期末② 2学期期末試験② ×

①建学記念式典・建学祭開会式②③弁論大会④LHR⑤机イス移動・清掃　14：40放課　15：00SB

休校

▲生徒自宅研修 ▽大学関連他　△教職員関係　（H)翔洋ホール　(A)アリーナ

２０１７年度 １１月行事予定表(案)
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

 

 

 

 

保護者のためのプチ・スクール・ツアー 【平日・昼間限定】のカジュアルな学校説明会です。                                       

第３期：１１/８（水）・１０日（金）   １１：３０～１３：３０ （ＪＲ清水駅からスクールバスにて送迎あり・自家用車も可能です。）  

<内容>  ①学校説明 ②授業見学 ③静岡翔洋学食にて昼食 ④施設紹介 ⑤個別進学相談＊内容は二日とも同じです。 

中等部・高校ナイトツアー１１月２４日（金） 中等部・高 校  １８：３０～２０：００ 

高校第２回入試説明会 【本校の受験を考えている人 必見！】このチャンスを逃してはならない 

１１/１９（日） １０：００～１３：１０（スクールバス全７路線で送迎あり・自家用車も可能です。） 

<内容>  ①入試の傾向と対策   ②学校紹介   ③体験！サタデーセミナー  ④部活動紹介 

（ビデオ＆パフォーマンス） ⑤進学相談コーナー ⑥施設見学・部活動見学・制服試着コーナー 

中等部第７回・第８回・第９回学校説明会 

【第７回】１１/１１（土）１３：００～１５：００  【第８回】１１/１２（日） １０：００～１２：００   

【第９回】１１/25 （土）１３：００～１５：００ 

<内容>  ①学校紹介  ②昨年度入試問題解説  ③部活動紹介  ④施設見学・部活動見学 

～申込・詳細は本校ホームページにて 

変わる！静岡翔洋≪説明会のご案内≫ 

 


