
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2016.9 

 

剣道部 個人ベスト 16 

渡邉 拓朗（３年 静岡翔洋中 出身） 

柔道部 女子団体ベスト１６ 

    女子個人 杵渕 萌 ５位入賞！ 

【女子団体戦メンバー】  

澤崎莉子（２年 静岡翔洋中出身） 

杵渕 萌（２年 白根一中出身） 

安竹真利奈（３年 静岡翔洋中出身） 

外山紗奈（３年 静岡翔洋中出身） 

【女子個人戦出場者】 

渋谷 舞(１年 鶴田中出身)・杵渕・安竹・外山 

【男子個人戦出場者】 

川瀬 翔（３年 静岡翔洋中出身） 
渋谷恭英（３年 鶴田中出身） 
佐藤威基（３年 静岡翔洋中出身） 
米山竜生（２年 静岡翔洋中出身） 

 

フェンシング部 個人ベスト 32 

石川 結理（２年 沼津五中 出身） 

「今年は１つ成績が上がりベスト３

２に入ることができました。確実に順

位が上がってきていることがうれしい

です。来年は個人・団体でもインター

ハイに出場し、良い結果を残したいと

思います。」 

 

 

岡山市ジップアリーナで行われた

インターハイにおいて、３年渡邉拓

朗（翔洋中出身）がベスト１６まで

進出することができました。１回戦

から強豪との試合が続きましたが、

今までの稽古の成果を存分に発揮

し、昨年以上の結果を残すことがで 

きました。 

高校・中等部チアリーダー部 審査員特別賞

受賞 
全国高等学校ダンスドリル選手権大会２０１６に

参加した高校チアリーダー部は、ソングリーダー部

門で、第６回全国中学校ダンスドリル選手権大会に参

加した中等部チアリーダー部は、ソングリーダー部門

スモール編成で、審査員特別賞を受賞しました。 

陸上競技部 全国大会出場メンバー 

４００ｍ 北原涼太（３年 焼津豊田中出身） 

1600mR 北原涼太 

櫻井宵斗  （３年 静岡市立観山中出身） 

大石真太郎（3年 牧之原市立榛原中出身） 

三浦隆聖 （2年 富士市立岩松中出身） 

走り幅跳び 武田一将（３年 富岡中出身） 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                【女子バスケットボール部が二年連続優勝！】 

                 ８月６日～８月８日に東海大学湘南キャンパスで、学園オリンピック・ス

ポーツ部門が開催されました。全国の付属高校が一堂に会し、各競技で日

頃の練習の成果を競い合いました。女子バスケットボール部門で、本校が

優勝、二連覇を達成しました。 

                 〈主将２年１組 糟屋 栞里（静岡翔洋中 出身）コメント〉 

                 今年の学オリは、大会二連覇を達成するという目標を掲げ、挑みました。 

                 結果として、その目標を達成することはできましたが、チームとしては 

                 冬の選抜大会にむけて、課題の残る内容となってしまいました。県でベス

ト４に入ることを目指し、日々の練習に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

 中等部剣道部 東海大会 

 団体優勝  

 個人 3位 渡邊武徳（3年 大渕第一小出身） 

 ベスト 8 関隆之介（3年） 

 学園オリンピック・スポーツ部門 

                      

剣道部  

個人戦 関隆之介 

（３年 三島東小出身） 

野球部 全国ベスト８！ 

柔道部 3回戦進出 

個人戦 山本斗夢（３年京都富野小出身） 

 

陸上部 

走り幅跳び 決勝進出！ 

川原ゆりか 

（３年 静岡市立千代田小出身） 

２００Ｍ 

笠井勇飛（3年清水高部小出身） 

8月19日からHARD OFF 

EC スタジアム新潟で開催

された全国大会で、ベスト 8

になりました。 

1回戦 5-0 柏丘（北海道） 

2回戦 3-0 桂 （京都府） 

3回戦 0-1 宇ノ気（石川） 

中等部放送部  

第 33 回 NHK 杯中学放

送コンテスト全国大会 

朗読部門 曽根田成毅 

（2年 静岡翔洋小出身） 

アナウンス部門 門馬綺星 

（1年 静岡翔洋小出身） 

空手道部 団体 形 

塩山朝日(3年静岡富士見小) 

杉山優希(2年東源台小) 

吉川叡史(2年静岡南部小) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

今年も、東海大学山中湖セミナーハウスを利用して、特進コース・アクセルコースの希望者を対象とした

学習合宿が行われました。7 月 29 日(金)～8 月 2 日(火)までの 4 泊 5 日、1 日 10 時間以上学習をする

という、まさに勉強漬けのプログラムです。涼しい環境の中、受験勉強に専念した 5 日間でした。卒業し

た先輩も応援に駆けつけてくれたり、夜は遅くまで自習を続けたり、とことん勉強に励みした。 

自分が納得するまで質問する人ほど大きく伸びます！頑張れ、受験生！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9月 10日(土)10:00～15:00 翔洋高校・中等部を会場に、第 5回ドリ

ームサイエンスが開催されます! 静岡を元気にしよう！という想いから始ま

った「元気が出るドリームサイエンス in Shimizu2016」は、田辺静岡市長

を大会会長に今年で 5回目となりました。静岡の行政と一緒に、学校と企業

と連携しながら年々大きくなっているサイエンスイベントです。遊びに来れ

ば、科学実験やものづくり、ゲームのブースが 70以上も楽しめます（無料）。 

翔洋生は高校 1，2年生が各ブースのお手伝いとして活躍しています。ご

家族・お友達と一緒にぜひご来校下さい！ 

 

☆小さい子から大人まで楽しめる科学実験！ 

☆70ブース以上の出展！ 

☆静岡の企業のものづくりの技術にびっくり！ 

☆静岡の高校、専門学校、大学のブースもあります！ 
 

優秀賞：英語：３－２樋口浩平（静岡翔洋中） 

優秀賞：知財：３－２杉本圭史（静岡市立南中） 

優秀賞：造形：３－２久保田かおり（静岡翔洋中） 

優秀賞：理科：１－１麻生悠美子（静岡市立安東中） 

佳  作：国語：３－２三浦理沙（静岡翔洋中） 

 

学園オリンピック文化部門開催 

7月 31日～８月５日に群馬県吾妻郡の東海大学嬬恋高原 

研修センターで、開催されました。付属高校、中等部の生 

徒 160名以上が参加し、大学の先生方から学校ではでき 

ないことを体験する行事です。 静岡翔洋からは今年は 
14名の生徒が参加 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪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 1期 9月 14日（水）15日（木） 

第 2期 10月 13日（木）14日（金） 

第 3期 11月 9日（水）10日（木） 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 
≪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 
 

 

≪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 1期 9月 14日(水)15日(木） 

第 2期 10月 13日(木)14日(金） 

第 3期 11月 9日(水)10日（木）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 

≪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 6回学校説明会（入試解説）10月 29日(土)13:00～15:30 

変わる！静岡翔洋≪秋の説明会のご案内≫ 

 

東海大学への進学は、付属校推薦というシステムで決まります。毎年４月に行われる付属高校の統一試験(学園基礎学力定着度試験)

での結果や日々の学校生活が評価されて決まります。今年は、超難関である医学部に４名の翔洋生が進学を決めました。４名のうち３

名は部活動に所属しながら文武両道の高校生活を過ごしています。医学部に決まった４名から「喜びの声」が届きました。 

今年は 
医学部４名！ 

岡本 享子（静岡大学教育学部付属静岡中学校） 
私は、医学部合格に向け、日々の積み重ねを大切

に勉強してきました。毎日出される課題は多く、嫌
いになることもありましたが、それらを乗り越えた
ことが、この結果につながっている 
と感じています。また、少しずつで 
すが、教養を身につけるために、本 
を読み始めました。本を読むことで 
語彙力がつき、面接や小論文に役立 
てることができました。 

冨士野 祥太（静岡翔洋高等学校中等部） 
 医師という職業は、様々な能力が求められます。
中でも東海大学医学部の教育理念にもある、使命感
と豊かな人間性は必要不可欠です。 
ですから、勉強だけでなく、協調性 
やコミュニケーション能力、忍耐力 
などの人間性を養い、常に向上心を 
もって取り組むことが大切です。医 
学部を目指す人は、辛く険しい道の 
りですが、「医師になりたい」という 
強い意志があれば乗り越えられます。 
（男子バスケットボール部） 

石原 紳之介（焼津市立焼津中学校） 
私は、一年生の時、東海大学進学にあたって、

基礎学力試験の勉強に重点を置き、努力を重ねま
した。すると、医学部という選択 
肢も視野に入り、強く希望するよ 
うになりました。私が進学で大切 
だと考えるのは、行動力です。授 
業の勉強に留まらず、家庭学習の 
習慣化が必ず力を付けてくれます。 
行動を起こしてください。 
（男子サッカー部） 

望月 建瑠（静岡翔洋高等学校中等部） 
 私は、入学当初から東海大学の医学部を目指して、
日々勉強に取り組んできました。また、吹奏楽部に
所属し、協調性や、社会性を養い、なによりもそこ
で、人に笑顔になってもらう喜びを知 
りました。この勉強と部活の両立に必 
要不可欠なことは、バランス良く時間 
の取捨選択をすることと、目標を常に 
見失わないことです。将来の自分のイ 
メージを持つことは、今の生活を確実 
に充実させます。（吹奏楽部） 


