
 

 

 

 

 

 

高校柔道部全国大会へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しずおか市町駅伝で活躍            第４０回黒潮旗柔道大会 第 3位入賞 

 

 

 

 

 

 

 

         はんが甲子園                    ボウリング全国大会４位 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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12月3（土）、第17回しずおか市町対抗駅伝に本校陸上競技部

（長距離部門）の部員が出場し、活躍しました。出場者と記録

は以下の通りです。 

 

〈走者〉 

・静岡市静岡Ａ５区（6.478km） 

渡辺拓海（静岡市立大里中出身）19分50秒(区間10位) 

 

・焼津市 10区（4.31km） 

深沢航平（静岡翔洋中等部出身）13分19秒(区間12位) 

第39回全国高等学校柔道選手権大会静岡県予選が県武道館で、1月14日（個人）、21日（団体）

に行われました。個人戦では、女子が三階級で優勝、団体戦では、男子が三年ぶりに優勝しました。 

（個人）-48kg級 渋谷 舞（青森県鶴田中出身） 

    -63kg級 杵渕 萌（長野県白根一中出身） 

    無差別級 澤崎莉子（静岡翔洋中等部出身） 

（団体）村松孝紀（静岡翔洋中等部出身） 

    北田晃大（静岡翔洋中等部出身） 

    南條伯海（東京都東大和市立第一中出身） 

    磯部昂佑（静岡翔洋中等部出身） 

    米山竜生（静岡翔洋中等部出身） 

    矢萩奨真（静岡翔洋中等部出身） 

    北村太一（藤枝中出身） 

 

12月 11日（日）に本校アリーナに 800枚もの畳を敷き、全国

各地から 90チームを招いて、第 40回黒潮旗武道大会柔道大会

が行われました。 

 主催は東海大学が行っておりますが、本校の生徒や教員が運

営の補助やお手伝いを行い、大盛況で終えることが出来ました。 

 大会に参加した本校の中高柔道部は、高校男子、高校女子、

中等部女子がそれぞれ 3位に入賞しました。 

 全国強豪校が参加しての 3位という 

ことで価値ある結果となり、今後につ 

ながる経験となりました。  

 

高校美術部が「第１７回全国高等学校版画選手権（はんが甲子

園）」の一次審査を通過し、３月１７日～２１日に佐渡市で行な

われる本戦への出場が決定しました。また、３年の久保田かおり

（静岡翔洋中等部出身）が個人賞を受賞しました。 

本戦に出場するメンバーは、部長の古松萌加、副部長の鈴木維

円、門倉由奈の３名です。本校美術部２年前に念願の２度目の優

勝（文部科学大臣賞受賞）を果たし、昨年は準優勝（中小企業庁

長官賞）を受賞しました。今回は昨年を超える作品で「高校はん

が日本一」V3 を目指して頑張りたいと思います。応援よろしく

お願いします。 

 
写真左から 

古松萌加（静岡市立城山中出身） 

門倉由奈（富士市立富士中出身）   

鈴木維円（静岡翔洋中等部出身） 

第23回全国高等学校対抗ボウリング選手権大会が12月23

日～25 日にかけて神奈川県川崎市の川崎グランドボウルを会

場に行われました。 

本校から、1年生の熊王僚美（静岡翔洋中等部出身）、 

田澤舞（静岡市立東中学校出身）が出場しました。予選を 

2位で通過し、上位8チームによる決勝に臨みましたが、惜し

くも準決勝で敗れ4位となりました。 

尚、ボウリングは本校に部活動はありませんので、外部で

の活動となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

参加したＯＢ・ＯＧ 

 長澤佑介（東海大学文学部文明学科１年）          斉藤 咲（東海大学文学部広報メディア学科２年） 

 渡邉 梢（東海大学観光学部観光学科２年）         小長井映里（東海大学政治経済学部政治学科２年） 

 鍋田あんず（東海大学教養学部芸術学科音楽学課程２年）   溝口直希（東海大学理学部物理学科２年） 

 鷲巣世奈（東海大学工学部生命化学科２年）               宮原 遼（東海大学体育学部体育学科４年） 

 富岡諒真（東海大学体育学部マネージメント学科２年）    塚田美帆（東海大学健康科学部看護学科２年） 

 勝又 奨（東海大学海洋学部環境社会学科１年）       久保田笑理（東海大学短期大学部児童教育学科２年） 

 堀 梨沙子（あけぼの保育園勤務）             行徳智仁（青山学院大学） 

 

 

 

 

 

2016年11月29日（火）～12月8日（木）10日間のプログラムで高校２年生のアクセルコース、２クラス７２人が、

ハワイ語学研修へ出かけました。アクセルコースとして初めての語学研修になります。地元の高校生と英語で交流した

り、英語でプレゼンテーションを行ったり、日本では体験することのできない時間を過ごし、とても貴重な経験をする

ことができました。海外での経験を活かし、これからの高校生活も実りあるものにしてもらいたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハワイ語学研修（アクセル） 

 

1/18(水)午後の時間を利用して高校２年生対象の進路行事『かけはしプロジェクト』が、今年も行われまし

た。これは、本校を卒業した OBや OGが現在の立ち位置（大学生や社会人）から、学習や生活の状況、将来の

目標、高校時代に頑張って役立ったことなど進路決定に向かう在校生のために語る会です。進路を決定する最

終段階を目前に控えた高校２年生は、様々な分野に進んだ卒業生の話を聞くことで、具体的なイメージを浮か

べることが出来たようです。 

 

(英語を使ってのプレゼンテーション) 

 
(ダイアモンドヘッドにて) 

 

(地元の高校生と交流) 

（生徒に語りかける久保田笑理さん） （今回参加してくれたOB・OG） 

 

（高2学年主任と宮原遼さん） 



文化部の魅力、教えます！ 
 

 

文化部の代表者に聞いてみました。 

Ｑ１：活動目標を教えてください。        Ｑ２：部活動の魅力を教えてください。 

自然科学部    桒原 侑吾さん（静岡翔洋中等部出身）に聞きました！  
Ａ1：研究目標を設定し、実践する。また、屋外活動もふやしていきたい。  
Ａ2：海が近いので自然の研究等が行える。化学や物理の研究も行える。 
  
茶華道部  石上 舞衣さん（静岡市立長田西中出身）に聞きました！  
Ａ1：日々の稽古を大切にし、建学祭で稽古の成果を発表することです。  
Ａ2：日本の伝統文化を学ぶことができ、茶道・華道ともに免許状を取得することができます。  
    
情報処理研究部 米川 翔太さん （焼津市立大富中出身）に聞きました！  
Ａ1：情報技術者試験などの情報技術の資格取得を目指します。  
    「～世界に届けよう一分間のメッセージ～」（ユニセフ主催）のテーマで一分間の映像制作をします。  
Ａ2：現代社会においてＩＴ技術は、欠かせないものですが、高校生のうちからＩＴ技術ついて学ぶことができます。  
    映像制作をすることにより、世界の子供たちの現状を知ることができます。  
 
書道部 大矢 日菜さん（静岡市立高松中出身）に聞きました！ 
Ａ1：公募展での入賞を目指します。また、集中して物事に取り組む姿勢も大切にしています。 
Ａ2：部員が仲良く協力して活動しています。書道パフォーマンスでは、普段の作品と違った迫力

があると思います。 
 
演劇部  石切山 裕哉さん（静岡市立由比中出身）に聞きました！  
Ａ1：2017年度は、多くの新入部員を迎え、よりクオリティの高いステージを作りたいです。  
Ａ2：劇団に所属しなくても、演じることの大変さや楽しさを知ることができます。  
 
広報部 佐々木 智晃さん（清水第四中出身）に聞きました！ 
Ａ1：来年度も全国大会出場することと、団体部門で「最優秀学校賞」を取ることです。 
Ａ2：何気ない日常や、劇的な場面を、その人の感性で切り取り、感動的（新鮮）な作品にし、   

伝えることができることです。 
 
 
 
ESS（英語）部 三浦 智也さん （静岡翔洋中等部出身）に聞きました！  
Ａ1：部員全員がそれぞれの目標となる英検の受験級を合格することです。私も準2級取得を目指して勉強に励んでいます。  
Ａ2：ニューヨーク出身のアランジ先生と楽しみながら英語に触れ、身に付けることが出来る点です。  
 
 
 
放送部  小松 龍生さん（清水第五中出身）に聞きました！ 
Ａ1：:一つ目は、学校行事での司会・音響・照明を担当します。二つ目は、朗読やアナ
ウンスの技術向上です。  
Ａ2：中高一緒の活動なので、部員全員が楽しく話し合い、日々実力向上を目指して頑
張っています。  
 
 
 
 
吹奏楽部  築地 美雛さん（吉田町立吉田中出身）に聞きました！           
Ａ1：夏に行われる吹奏楽コンクールで東海大会に出場することです。  
Ａ2：演奏会を行う中で、聴いて下さる方々に笑顔や感動を届けることが出来ます。 
 
 
 
美術部  古松 萌加さん（静岡市立城山中出身）に聞きました！ 
Ａ1：建学祭や東海大学静岡地区美術展等、様々なコンクールへ挑戦します。特に「はんが甲子園」は今年も優勝をめざします。  

Ａ2：施設や機材がそろい、様々な作品に挑戦し個性を発揮できます。また、部員それぞれの作品から良い刺激をもらえます。 



 

 

 

中等部の 2017 年度入学試験が終了しました。今年度は、「変わる！静岡翔洋」の３年目ということもあり、「全路線無料スクールバス運行」「学

校完全週６日制実施」など『３つの実践』を大きく掲げ、募集活動を展開してきました。特に今年度は、学校で開催する説明会の回数を大幅に増や

し、平日の昼間（プチスクールツアー）、平日の夜（ナイトツアー）といった小学生の保護者が、参加しやすい説明会も展開してきました。この結果、

ここ数年の中で最も多い説明会参加者数となりました。この参加者の中には、在校生や卒業生の弟妹関係の児童が多かったこと、また、在学してい

る保護者の方からの紹介で参加したご家庭が多かったことも全体の参加数が増えた要因となりました。静岡県中部地区の私立中学校の生徒募集状況

は大変厳しく、ほとんどの学校が定員割れという状況のなか、本校は1６１名という定員を大きく上回る志願者がありました。1/７（土）第Ⅰ期・

1/2１（土）第Ⅱ期合わせて、1５２名の合格者を出すことができました。 

生徒募集活動は、大変難しい活動だと思います。学校の魅力をいかに伝えていくかを今後も模索していきたいと思います。 

中等部教頭 望月幹郎   

詳細は本校ホームページにて 

２０１６年度 ２月行事予定表 

 
▲生徒自宅研修 ▽大学関連他 （H)建学記念ホール (A)アリーナ  <ク>クラスタイム <委>委員会 

日 曜 学  校 高  校 中等部 

1 水     ➊スキー教室（1/31～2/2） 

2 木     
教育メンタルトレーニング➋(3) 

➊スキー教室（1/31～2/2） 

3 金 全校集会 ➌登校日(集会・ＬＨＲ・設営・献血講演・お昼で放課) ➋➌朝(英） 

4 土 中部高写連「写真講習会」午後会議室 土曜講座(28)➊➋校内模試➋進研ﾏ 土曜授業（➌補習（国・数）） 

5 日       

6 月 １５：００～構内立ち入り禁止 
授業①～④、 

午後⑤教室設営・清掃15：00完全下校 

朝礼／授業①～④、①学年末試験計画 

午後⑤高校入試教室設営・清掃15:00完全下校 

7 火 終日構内立ち入り禁止 
私立高校入学試験 

▲生徒自宅研修 
▲生徒自宅研修（高校入試のため） 

8 水 構内立ち入り禁止（16時以降部活動可） ▲生徒自宅研修 ▲生徒自宅研修（高校入試のため） 

9 木     ⑤<委> 

10 金     朝(英） 

11 土 建国記念の日 土曜講座なし(祝日)   

12 日       

13 月 付属推薦予備調査依頼（～3/1）   朝礼 

14 火   入学追試験 朝(漢）➌漢字最終 

15 水   ➌登校日(献血実施・校外清掃活動・お昼で放課)   

16 木   合格発表   

17 金     
朝(英）➌英語最終 

公立願書受付17.20.21の 3日間 

18 土 ＳＰＰ・ＳＳＨ成果発表会 土曜講座➊➋(29)(自学または数学検定) 土曜授業 

19 日     第3回英検二次 

20 月     生徒集会 ①委員会・球技大会種目別集会 

21 火   ①高2進路説明会（H）➌登校日(お昼で放課) 朝学なし 

22 水   高12学年末試験① 学年末試験① 

23 木   高12学年末試験② 学年末試験② 

24 金   
高12学年末試験③ 

授業評価アンケート 授業出席〆日 

学年末試験③ 

授業評価アンケート 

25 土 第17回SHIP2016帰国 土曜講座なし(成績処理日） 土曜授業なし(成績処理日） 

26 日       

27 月 
試験返却①②③（午後カット） 

学園オリンピックニュース(№53)発行 

試験返却①②③（午後カット） 

➌登校日(①②卒業記念講演・集会など)（H） 

朝礼 

試験返却①②③（午後カット） ※④昼食 

28 火   試験返却①②三送会③④（午後カット） ➌登校日 朝学なし試験返却①②③（午後カット） ※④昼食 

中等部 2017年度入学試験を終えて  

 


