
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2017.10 

9月 20日(水)、21日(木)に中等部 2年生が、 

東海大学が所有する「望星丸」に乗り、洋上教室

を行いました。駿河湾の上で、水圧実験で発泡ス

チロールのカップ麺容器や野菜を沈めたり、海中

のプランクトンの観察をしたりしました。天候に

も波にも恵まれ有意義な体験となりました。 

8 月 19 日(土)、20 日(日)に日

本武道館で第 53回和道会全国

空手道競技大会が開催されま

した。少年少女個人組手の部

で、2年の森菜摘（静岡翔洋中

等部出身）が準優勝を果たしま

した。 

9月 18日(月)静岡市北部体育館で、葵杯中学生剣

道大会が開催されました。静岡県内から男女合わ

せて 100チーム以上が参加する中、男子が優勝、

女子が準優勝しました。 

この結果、12月に兵庫県 

姫路市で行われる若鷲旗 

剣道大会に出場します。 

組み手だけでなく形でも活躍する森菜摘 
新人戦や来年の活躍も期待できる男女剣道部 

幼小中高合同避難訓練 
９月８日（金）に翔洋幼・翔洋小・中等部・高校の合

同避難訓練が行われました。今回は大地震の発生を想

定し、翔洋高校本館への避難経路を確認しました。幼

稚園児や小学生は高校生の手を借りて、中等部生と高

校生は「タタメット」を着用して、速やかに避難しま

した。 

超短焦点プロジェクター（ワイード）の設置 

全館の設置の前に、3階の演習室にプロジェクター（ワイード）が先行

して設置されました。また、本館に Wi-Fi が完備されました。夏休み

を利用し教職員全員で『ICT教育を 

理解し魅力的な教育をとりあげよう』 

というテーマでワイードを利用した 

研修が行われました。 

先生方はさっそく授業に取り入れ、 

新しい時代の授業が始まりました。 

温水便座の設置 

本館の１階から8階の全てのトイ

レが温水洗浄便座(ウォシュレッ

ト)になりました。男子は白色、

女子は桃色です。大切に使ってい

きたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 13日（水）に第２回公開授業が行われました。 

授業見学に 281組の保護者の参加を頂きました。参加保護者の内訳は、中等部、高等部とも 1年生の保護者の

皆さんが多くありました。 

 

 

 

 

また当日行いましたアンケートについては、参加者の約 65％から回答をお寄せ頂きました。そのうち生徒の

挨拶や服装や身なしだみについてたずねた結果は下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

挨拶、服装についてとも「とても良い」が 40％を超え、「どちらかというと良い」と合わせると挨拶について

は、84％、服装については 96％と、おおむね良い評価を頂きました。今後とも、継続的に取り組んでいきたい

と思います。 

自由記述の欄にも、「いつも生徒さん達があいさつしてくれるのですごく気持ちがいいです」や「どの生徒も

挨拶がとてもよくできていて、とても気持ち良かったです」などの嬉しい声を頂きました。 

一方で、「教室の場所がわからなかった」など、校内の案内表示の不手際や、生徒の授業への取り組みの姿勢、

授業そのものに対する厳しい指摘もありました。ご意見を真摯にうけとめ、今後の課題として改善に努めたいと

思います。ご協力ありがとうございました。 

9月 24日(日)、『付属高校 2年生対象オープンキャンパス』が東海大学湘南キャンパス（神奈川県平塚市）

にて開催されました。東海大学の付属高校 10校から 3,000名を超える高校 2年生が参加する大きなイベ

ントでした。関心を持っている学科の担当教員や所属学生による説明を聞くために、各会場へと参加者

がキャンパス内を移動する様子は、様々な制服姿が行き交い、圧巻でした。 

説明を担当する所属学生の中には、本校の卒業生（2013年度卒 政治経済学部経営学科 4年 鈴木大輝 君）

もおりましたが、落ち着いてにこやかにプレゼンする姿からはこの 4年間での成長が感じられました。 

また、参加者からは「実際のキャンパスで雰囲気を感じたり、先生方や先輩から話を聞いたり質問した

りできる機会は、今後の進路研究を進めていく上で貴重な経験になる」「キャンパスの周辺環境も親子で

見られて、参考になった」といった声が聞かれました。 

10月下旬に三者面談を控えている高校 2年生ですが、進学のイメージが今回のイベントで具体化したこ

とにより、さらに学習意欲が高まることが期待されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕たち陸上競技部は来年の三重イン

ターハイで勝つために一人一人が自

分の目標に向けて努力しています。

先日の静岡県新人戦では多くの選手

が東海新人戦に進むことができまし

た。ここで満足せず、自己ベスト、

一つでも良い順位が取れるように頑

張っていきます。 

柔道部は、春の選手権と夏のインタ

ーハイで県制覇し、全国で勝負する

ことを目標としています。目標を達

成するために、ウエイトトレーニン

グなどの体つくりを徹底していま

す。選手権の県予選までの残り期間

で全員が県優勝、レベルアップでき

るように努力していきたいです。 

新チームになりました。しかし、私たち

には自覚と覚悟が足りないのが現状で

す。一人一人が目標を持ち、日本一を目

指し毎日の練習に取り組んでいきたいと

思います。学校生活や挨拶、清掃活動を

積極的に行い、人間性を養い、社会に貢

献できる人になりたいと思います。全国

制覇を目標に頑張ります。 

剣道部はインターハイ出場を目標に日々の

稽古に取り組んでいます。二年生は私一人し

かいません。私が部活をまとめることができ

るのか心配になるときもありますが、しっか

りしていかなければこの大きな目標を達成

することもできません。なので、部をまとめ

るという気持ちを常に持ち、厳しい稽古でも

誰よりも頑張っていきたいと思います。 

私たちフェンシング部は全国大会で上位入

賞を目標としています。また新人戦では男女

ともに団体戦で優勝するため、遠藤實先生の

指導の元、日々練習をしています。今年は一

年生も多く入部し、さらに活発な部活動とな

りました。部長としてチームをまとめ、日本

で一番のフェンシング部となれるように努

めていきたいと思います。 

私たちフットサル部は、全国制覇を

目標に毎日練習に取り組んでいま

す。県リーグなどの試合１戦１戦を

大事にし、勝ちにこだわっています。

またチームでのルールや約束ごとを

設定し、学校生活からしっかりとす

るように心がけています。結果が出

せるように頑張ります。 

ソフトテニス部の目標は個人、団体で県大会

に出場し上位を狙うことです。そのために、

私たちは日々努力をしています。挨拶や練習

中の声、試合で使える戦術などを中心にみん

なで頑張っています。また今年からテニスコ

ートが新しくなり、ナイター設備もあるた

め、他の高校よりもより長く練習ができま

す。一人一人の力を高めていきます。 

齋藤翼（入間市立藤沢中） 村松孝紀（静岡翔洋中） 

澤崎莉子（静岡翔洋中） 小原大翔（静岡南中） 

吉川颯太（清水第三中） 

女子バレーボール部は、県大会出場に向けて

日々練習を頑張っています。そのために、特

に力を入れているのが「挨拶」と「声」です。

この当たり前のことを当たり前にすること

によってチームが辛いときに強くなってく

れるきっかけになると思います。どのチーム

よりも声と元気と粘り強さでチーム一丸と

なって頑張っていきます。 

林 龍（静岡翔洋中） 

吉永拓海（清水第五中） 海野歩花（東豊田中） 



　<ク>クラスタイム　<委>委員会

日 曜 学　　校 高　　校 中等部 給食

1 日
第2回付属推薦入学推薦候補
者説明会

2 月
第37回ヨーロッパ研修旅行申込
（～10/13）

[東海講座]なし 〇

3 火 ①10月全校集会 [東海講座]なし 朝学なし/①全校集会 〇

4 水 【塾対象】　学校説明会 2学期中間試験① 〇

5 木 2学期中間試験② 2学期中間試験① ×

6 金 第2回英検一次 2学期中間試験③ 2学期中間試験② ×

7 土
土曜講座⑪＜公開＞
➌アクセル_河合塾第３回全統記述模試

土曜授業

8 日 第13回　静岡県中部地区私学展

9 月 体育の日

10 火
保護者のための「プチ・ス
クール・ツアー」

[東海講座]➊数➋英/☆赤点者指導10～24日
➊①②体育祭学年リハーサル
朝（漢）

〇

11 水 ➊⑥進路行事
➋⑤⑥体育祭学年リハーサル
➌⑦⑧補習（社・英）

〇

12 木 ⑥〈委〉体育祭準備 〇

13 金
保護者のための「プチ・ス
クール・ツアー」

[東海講座]➋数
➌⑤⑥体育祭リハーサル
朝（英）

〇

14 土
【制服】調整・合服期間
（9/19～11/11）

土曜講座⑫＜公開＞
➌アクセル_第２回ベネッセ・駿台記述模試

土曜授業　第５回学校説明会13：00～

15 日 構内環境整備／PTA役員会 第６回学校説明会10：00～

16 月 [東海講座]➊英理➋理
生徒集会　　①～③授業
昼休みから⑤⑥体育祭リハーサル

〇

17 火 職員会議 [東海講座]➊数➋英 朝（漢） 〇

18 水 体育祭（グラウンド） 〇

19 木
①体育祭感想文
②合唱練習（①②とも体育祭延期の場合は授業）

〇

20 金 [東海講座]➋数 朝学なし/第２回漢検 〇

21 土 第１回　入試説明会　※土曜講座休講 土曜授業なし

22 日 志太地区進学相談会

23 月 [東海講座]➊英理➋理 中等部会議    実力試験（1.2年） 〇

24 火
➊➋3者面談～26日①②③まで授業
※ただし③は進路行事/[東海講座]なし

体育祭予備日 〇

25 水
➊➋3者面談～26日①②③まで授業
※ただし③は進路行事

➌⑪⑫補習（英・社） 〇

26 木 ➊➋3者面談～26日①②③まで授業 〇

27 金 ナイトツアー [東海講座]➋数
➊➋アクセル_進研総合学力テスト(3教科)《必修》

〇

28 土
土曜講座⑬＜公開＞
➌アクセル_河合塾第３回全統マーク模試

土曜授業

29 日 第１回　私立中・高進学相談会

30 月 [東海講座]➊英理➋理 朝礼（遠藤） 〇

31 火 木曜日課 [東海講座]➊数➋英 合唱コンクール 〇

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)翔洋ホール　(A)アリーナ

２０１７年度 １０月行事予定表

 

 

≪中等部・高校≫ 
毎回 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 ❶学校説明 ❷授業見学 ❸学食にて昼食 ❹施設紹介 ❺個別進学相談 
≪高校≫ 
日中ご都合が悪い方のためのナイト・スクールツアー 
第 1期 9月 30日（金） 

第 2期 10月 26日（水） 

第 3期 11月 24日（木） 内容はどの回も同じです。 

毎回 18:30～19:45 （送迎はありません。各自学校までおいで下さい） 

内容 ❶学校説明 ❷部活動紹介 ❸施設紹介 ❹個別進学相談 

≪中等部≫ 
第 5回学校説明会（ナイトツアー） 9月 30日(金)18:00～19:30 

 

 

第 ～申込・詳細は本校ホームページにて 

変わる！静岡翔洋≪秋の説明会のご案内≫ 

 

≪中等部・高校≫ 

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 2期 10月 10日(火)13日(金） 

第 3期 11月 8日(水)10日(金) 内容はどの回も同じです。 

毎回 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❶学校説明 ❷授業見学 ❸学食にて昼食 

❹施設紹介 ❺個別進学相談 

≪中等部≫ 

第 5 回学校説明会（入試解説）10月 14日(土)13:00～15:00 

第 6 回学校説明会（入試解説）10月 15日(日)10:00～12:00 

 

≪高校≫ 

公開土曜講座 

10月 7日(土) 14日(土) 28日(土)  9:15～11:00 

 

第１回入試説明会 

10月 21日(土) 本校：建学記念ホール 

 受付 9:30～ 説明会 10:00～12:30 

日中ご都合が悪い方のためのナイト・スクールツアー 

第 2期 10月 27日（金） 

第 3期 11月 24日（金） 内容はどの回も同じです。 

毎回 18:30～20:00 （送迎はありません。各自学校までお

いで下さい） 

内容❶学校説明❷部活動紹介❸施設紹介❹個別進学相談 


