
 

 

 

 

 

入学おめでとうございます 
校 長 村上 英治 

高等学校４３２名、中等部１５０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・高とも定員をはるかに超える入学者を今年度も迎えることと

なりました。4 月 7 日の入学式において５８２名の入場する姿を目の当たりにして、感

動で胸がいっぱいになりました。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。 

静岡翔洋の 3 つの柱は次のようなものです 

１． 大学進学のための学校（学校完全週 6日制実施） 

２． 全国大会・東海大会を目指す部活動（充実した施設・環境、優れた指導者） 

３． 挨拶、礼儀、身だしなみ、美しい環境づくり 

そして、スクールバスの全７路線無料化、土曜授業の工夫、英数・文理 2コース制、人工芝グラウンドの 

完成、多目的コート（フットサル場）の新設などソフト、ハード面において改革を続けてきました。今年度は

1 号館の Wifi化を実現し、ICT教育の充実を果たしていきます。より良い学校にするために静岡翔洋は立ち止

まることをいたしません。 

 翔洋生活がいよいよスタートします。「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を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 

2017.4 

中等部１年学年主任 佐野 伸子 

 150 名の新入生の皆さん、入学おめでとうござい

ます。東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部によう

こそ！皆さんを迎えられたことを教職員一同心よ

りうれしく思います。中等部では、今まで以上にた

くさんの出会いがあります。友人や先輩、先生との

出会いはきっと自分を成長させてくれるはずです。

また、認め合い仲間と協力しながらさまざまなこと

にチャレンジし、やりきる強さを身につけて欲しい

いと願います。 

高校 1年学年主任 水沼 豊 

新入生の皆さん、合格おめでとうございます。

いよいよ翔洋での青春１０００日が始まります。

充実した学校生活を送るために心がけていただき

たいことがあります。それは≪責任≫です。中学

校と違い高校は義務教育ではありません。自らの

意志で入学し、自らの力で卒業しなければなりま

せん。それを果たす４つの目標を示します。 

①「学校を休まない【授業が命】」②「ルールを守る」

③「仲間の存在を認め助け合う」④「勉強以外に自分

に誇れるものを持つ」です。今までの自分を変える

チャンスです。謙虚に学び、仲間と互いに切磋琢

磨するなかで、常に前向きな学校生活を送ること

を期待しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入生の皆さん 入学おめでとうございます！ 

生徒指導部は、「挨拶・礼儀・身だしなみ・美しい環境作り」の基本方針のもと、 

2017 年度は、「みだしなみ」を重点項目として指導していきます。具体的に、 

男子の正装（ネクタイ）、女子のスカート（膝がかくれる）の徹底指導を図ります。 

また「自転車事故ゼロ」を目指し、交通ルールの順守、自転車マナーの向上を 

目指して交通安全指導に取り組んでいきます。 

 

 

－２－ 

 

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７日から募集を開始しま

す。（音楽部門を除く） 
 
５月１１日【木】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 

２０１６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】大井美里 (町田市立忠生中)   麻生悠美子(安東中) 

【文理】木村知葉 (札幌市立南ヶ丘中)  長島昂大 (籠上中)        山田綺楽(富士鷹岡中) 

宮城島晃大(清水第五中)     鈴木夢奈 (東豊田中)        福地悠斗(籠上中) 

新高校３年生： 【英数】渡邉 優 (富士根南中)      天野生直 (清水第二中) 

【文理】佐野明日香(城山中)           松本裕香 (清水第五中)       荒井春輝(長田西中)  

石上舞衣 (長田西中)         前田克真 (豊川一宮中)      岡田 萌(静岡翔洋中) 

卒 業 生： 【特進】岡本享子 (静大付属静岡中)    井倉あかり(須津中) 

【総進】成田里菜 (静岡南中)          安倍康輔 (静岡翔洋中)       樋口浩平(静岡翔洋中) 

松村佑香 (焼津中)           三浦理沙 (静岡翔洋中)      松世聖矢(清水第三中) 

２０１６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】森 菜摘 (静岡翔洋中) 

【文理】天野るい子(静岡翔洋中)         望月 亮 (服織中)           櫻田翔太(東豊田中) 

新高校３年生：【英数】大倉弘睦 (静大附属中)          西條あみ (焼津中) 

【文理】片山 彩 (静岡東中)            羽毛田莉奈(坂城町立坂城中)  平山 遼(静岡豊田中) 

卒 業 生：【特進】嘉田元春 (吉原第二中) 

【総進】尾入且基(城内中) 片瀬 仁(清水第四中) 藤木 悠(さいたま市立田島中) 

２０１６年度中等部成績優秀賞 

新中２年：牧  優馬（沼津原小）    冨士野もも（静岡翔洋小）  池田みずき（伊豆の国韮山南小）  

新中３年：杉山 翔惟（清水船越小）   萩野航太朗（清水三保第一小） 曽根田成毅（静岡翔洋小）  

卒業生：成田 魁生（清水船越小）   高月宏一朗（清水浜田小）   勝又 航大（沼津門池小） 

２０１６年度翔洋会進歩賞  

新中２年：Ａ組 鈴木ゆうあ（焼津和田小）   Ｂ組 高林りずむ（東源台小）  

Ｃ組 市川優の花（井宮北小）    Ｄ組 中  拓登（静岡中田小）  Ｅ組 柴  琴葉（清水三保第一小） 

新中３年：Ａ組 塩津 菜月（静岡翔洋小）  Ｂ組 鈴木 那菜（沼津浮島小）   

Ｃ組 後藤 渚 （清水袖師小）   Ｄ組 三谷 朱音（沼津第三小） 

卒業生：Ａ組 山本 光也（清水有度第二小） Ｂ組 長橋美貴子（静岡翔洋小） 

Ｃ組 松村鴻之介（静岡城北小）   Ｄ組 石井 秀 （富士根南小） 

 

 

 
２０１６年度卒業生の進路動向 

＜高等学校＞ 

東海大学進学者数 １６１名（61.7％） 
 

文学部(19)／政治経済学部(12)／法学部(13)／経営学部(1)

教養学部(4)／国際文化学部(6)／理学部(1)／情報理工学部
(1)／情報通信学部(4)／工学部(20)／海洋学部(36)／体育学
部(11)／医学部(4)／健康科学部(4)／短期大学部(22)         

（人数） 

他大学進学者数  58 名（22.2％） 

専門学校進学者数 20 名（7.7％） 

就職 18 名（6.9％），その他 4 名（1.5％） 

＜中等部＞  

静岡翔洋高校   93 名（78％） 

 公立高校     23 名（19％） 

 県外公立 1 名  県外私立 2 名  

留学   1 名         進路指導部 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田担当 

 

 

卒業証書授与式（高等学校） 

第１８回卒業証書授与式が３月３日（金）挙行され、２６１名が巣立っていきました。 

  

 本校アリーナにおいて、卒業式が挙行されました。 

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。 

答辞を述べた福島葉月さん（富士市立大淵中学校）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、４０名でした。 

                                   

 

 

 

 

－３－ 

卒業証書授与式（中等部） 

第６８回卒業証書授与式が３月１７日（金）に挙行され、卒業生１２０名が巣立っていきました。 

 

答辞を読む池ヶ谷くん（焼津港小出身） 

 

 

 

 

       

 

総長賞     １組：冨士野 祥太（静岡翔洋中等部） 

生徒会功労賞  ２組：関 亜貴升 （静岡市立清水第四中学校） 

日本私立中学高等学校連合会会長賞 

２組：成田 里菜 （静岡市立静岡南中学校） 

静岡県私学協会会長賞 

 

１組：戸塚 美方（静岡翔洋中等部）    ２組：松世 聖矢 （静岡市立清水第三中学校） 

３組：相川 琴美（静岡翔洋中等部）    ４組：大渕 友香莉（沼津市立大岡中学校） 

５組：原木 駿介（静岡翔洋中等部）    ６組：西郷 慶亮 （静岡市立末広中学校） 

７組：松田 嵐太（加古川市立平岡中学校） ８組：石田 瑠理 （静岡翔洋中等部） 

 

総長賞          Ｄ組：萩野 未麗（横浜市立原小学校） 

生徒会功労賞       Ｄ組：岩下 草太（静岡市立清水船越小学校） 

日本私立中学高等学校連合会長賞 

             Ｄ組：成田 魁生（静岡市立清水船越小学校） 

静岡県私学協会会長賞 

Ａ組：望月 香菜（静岡翔洋小学校）    Ｂ組：小川健太朗（静岡翔洋小学校） 

Ｃ組：山脇 梨奈（静岡市立由比小学校）  Ｄ組：榎本 裕生（静岡翔洋小学校） 

 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。答辞の池ヶ谷蒼くん（焼津港小）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。 

 



日 曜 学　　校 高　　校 中等部

1 土

2 日

3 月 4.5階職員室清掃･移動(午前)

4 火 新入生オリエンテーション9：00 オリエンテーション準備

5 水
在校生オリエンテーション8:30

新入生オリエンテーション13:00

6 木 学ｵﾘ作品応募開始[国･数･理･英･知･デ]

7 金
高校・中等部入学式10：30

学ｵﾘ[音楽]応募ﾘｽﾄ締切

8 土 1学期始業式・LHR ②中等部集会(H)/③新入生歓迎会(A)

9 日

10 月 学オリ[音楽]作品提出締切 放）新入生体操着渡し ➊終日ＬＨＲ等

11 火 学園基礎学力定着度試験
➋➌実力試験（5時間）

➊合宿オリエンテーション（～12）

12 水 PTA役員会 ⑥インターネット講習会(LINEについて) (11～)➊合宿オリエンテーション

13 木
➊身分証明書写真撮影①～

➊⑤⑥部活動紹介(H)

➊身分証明書写真撮影⑤⑥

③④部活動紹介（A）

14 金
⑤⑥交通教室（雨天決行）

➋➌朝(英)

15 土
土曜講座オリエンテーション①

➋➌アクセル土曜講習開始

土曜授業/➊①②国数確認テスト

③キャンパス案内

16 日

17 月 朝礼／①委

18 火
⑥交通安全教室

一斉委員会
朝(漢)

19 水 ➌アクセル_河合塾第１回全統マーク模試（6教科）

20 木
生徒一斉健康診断(高校終日,中等部

午前のみ)
生徒教員連絡協議会

21 金 部活動登録〆切 朝(英)

22 土
PTA総会・クラス懇談会・研修旅行など

説明会（午後）
清水キャンパス新入生を迎える会（9：00～10：30） ➌第1回進路説明会（午後）

23 日

24 月 新入生強化部研修会（～26日） 生徒集会

25 火 HTIC学校説明会15：50～17：20 朝(漢)

26 水 ➊湘南キャンパス見学会 遠足(延期でも弁当)

27 木 ⑤⑥生徒総会に向けてⅠ

28 金
➊➋➌担任面談

（授業①②③放課または全学年到達度テスト）
遠足予備日(授業なら給食あり)

29 土 授業日
土曜講座を行う

土曜講座オリエンテーション②
夏服調整期間～5/20迄

30 日

31 ※

２０１７年度 ４月行事予定表
▲生徒自宅研修 ▽大学関連他　△教職員関係　（H)建学記念ホール　(A)アリーナ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 

 

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、2017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 150

名、高校 432名もの新入生を迎えることとなり大変うれしく思います。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、ICTに向けた校内 Wifi設置予定） 

❸無料スクールバス（7番目の路線 藤枝便デビュー） 

 

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 


