
 
高校チアリーダー部、世界大会の切符！！ 
 高校のチアリーダー部が「USA School＆College Nationals2016」 

の「高校編成 Jazz部門」で 4位、「高校編成 Song/Pom_Large部門」 

で 2位となり、来年 2月にアメリカフロリダ州で行われる「WSCC 

世界ダンス高校選手権」への出場権を手にしました。 

 

部長の西村菜摘（静岡翔洋中等部）は、「初めての世界大会ですが、 

満足のいく演技ができるように頑張ります。応援ありがとうござい 

ました。」と意気込みを語ってくれました。 

 

中等部チアリーダー部が全国でグランプリ！！ 
中等部チアリーダー部は、「USA School＆College Nationals2016」 

の「中学校編成 Song/Pom_Small部門」で今年も優勝し、中学生の 

全てのチームの中でグランプリを獲得しました。 

副部長の長橋美貴子（付属小）は、「新メンバーで初めての全国大会 

で緊張もありました。本番では、『周りを感じて踊ること』を意識してや 

りました。部門優勝、グランプリとすばらしい賞をいただき、本当に嬉し 

かったです。」と喜びを表してくれました。 

 

美術部が「はんが甲子園」で準優勝！！ 
高校美術部が、新潟県佐渡市で行われた「第 16 回全国高等学校版画選手 

権（はんが甲子園）」にて準優勝し、中小企業庁長官賞を受賞しました。 

昨年は 14 年ぶりに念願の優勝を果たし、今年は連覇を目指して臨んだ大

会でしたが、優勝は逃したものの準優勝を果たしました。 

テーマ「佐渡・海と山の間に」を受けて、日本で唯一佐渡だけに残る「た

らい舟」で漁をする漁師と佐渡の自然を題材にした「佐渡の匠」を制作

しました。 

今回の大会の作品は建学祭で展示しますので是非ご覧ください。 

 

                 写真左から：２年鈴木維円（静岡翔洋中等部）、 

３年久保田かおり（静岡翔洋中等部）、古松萌加（城山中） 

 

 

 

 

 

静岡翔洋生４８３名が入学 

4 月 7 日（木）、東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部の新入

生を迎えました。あいにくの雨になってしまいましたが、桜の花が

まだ鮮やかに残る日となり、中等部生 145 名、高校生 338 名とい

う多くの生徒が入学しました。中等部 井田鷹介（東海大学付属小）

と高校 秋田勢（城山中）の２名が力強く入学宣誓を読み上げ、決

意を新たにしました。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2016.5 

入学宣誓を読み上げる代表生徒 



女子柔道部渋谷さん個人の部で、全国優勝！！ 

4月 10日(日)大阪で行われた全日本カデ柔道体重別選手権大会で高校 1年渋

谷舞（青森県鶴田中学校出身）がみごと優勝しました。15歳から 17歳未満の

全国から選抜された選手で優勝を争うもので、大変レベルの高い大会です。古

内千夏先生指導の下、渋谷さんの目指すのは東京オリンピックです。この大会

結果により日本代表選手としてドイツ遠征に参加することになりました。 

【渋谷 舞コメント】 

私は４月１０日(日)に行われた全日本カデ柔道体重別選手権大会に出場し

ました。全日本という舞台はとても良い経験になりました。私が優勝できたの

は先生や両親、一緒に練習してくれた人たちのおかげです。これからも感謝の

気持ちを忘れず夢に向かって頑張ります。 

女子コーチ古内先生と渋谷 

 

柔道部渋谷くん、女子柔道部杵渕さん全国大会（個人の部）で健闘！ 

【杵渕 萌（新潟県白根第一中学校出身）コメント】 

日本一を目標に戦ってきましたが、結果は５位でした。自分の足りない部分や弱い部分に気づくことも出来

ました。これからも日本一を目標に頑張っていきたいと思います。 

【渋谷 恭英（青森県鶴田中学校出身）コメント】 

私は、全国大会に出場したものの初戦敗退という苦い結果に終わってしまいました。全国での戦いを通して、

体力強化や対戦相手の分析、自己の試合の振り返りをもっと徹底することが必要だと感じました。また、生活

面でも自分を厳しく律し、再び夏の全国大会に向けて挑戦していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路指導部情報 

◆中学校＜３年生＞ 

・保護者面談（進路に関して） 

・進路説明会（内部・外部進学） 

◆高校全体 

・4/23(土) 進路説明会 1 年～３年 

＜３年生＞ 

・4/27(水)～5/2(月) 三者面談最終進路決定 

・5/12(木) 最終エントリー用紙提出締め切り 

・5/14(土) 河合塾全統記述模試(特進) 

・5/17(火) 小論文試験 

＜２年生＞ 

・5/22(日) 河合塾記述模試(アクセル希望者) 

＜看護系行事＞ 

・高校生が参加できる「ふれあい看護体験」 

・看護学校等進路相談会 

・高校生「一日ナース体験」 

 

※詳細は、学年フロアにポスターを随時掲載します。 

※進路情報につきましては、4 月下旬に配布いたします。

「2016 年度 進路の手引き」をご参照下さい。                  

 
平成 28 年 4 月 8 日(金)静岡新聞朝刊 掲載許可承諾済 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入園児・児童・生徒を迎える会  

                  4 月 16 日（土）本校アリーナで、清水キャンパス内にある幼稚園・小

学校・中等部・高等学校の新入園児・児童・生徒を迎える会が開催され

ました。本年度も昨年度と同様に新入生の増加に伴い、アリーナで開催

することとなりました。前日から、生徒会執行部の生徒を中心に会場の

セッティングや飾り付けが行われ、華やかな雰囲気の中、付属幼稚園の

園児、付属小学校の児童を迎えることができました。 

 

新一年生（中等部）を迎えて！！多彩な行事開催 

生徒会入会式＆新入生歓迎会 

4 月 8 日(金)に、生徒会入会式を行いました。生徒会長の岩下草太（清水船越小）より生徒会についての説

明をしてもらいました。最後は１年生代表の川涯駿之介（中島小）と固い握手をしました。また、新入生歓迎

会では、全校を縦割りにしたクラスごとで長縄跳びを行い、先輩達とふれあいました。 

 

部活動紹介＆キャンパス案内 

4 月 11日(月)には、20の部活動が新入生に向けて部活動紹介を行 

いました。吹奏楽部の演奏や運動部のパフォーマンスに生徒達の目は 

くぎづけでした。午前中には「キャンパス案内」が行われ、3年生と 

一緒に校舎めぐりをし、施設の紹介を受けました。 

 

合宿オリエンテーション 

4 月 12 日(火)～13 日(水)にかけて三保研修館で合宿オリエンテーションを行いました。教育メンタルトレ

ーニングを行い、目標の大切さを学び、各クラスの目標と個人目標を決めました。2 日目には、東海大学海洋

科学博物館で海の生き物をスケッチしました。 

新入園児・児童・生徒による決意表明 

 

剣道部の打ち込み 

ラグビー部女子 全国高校女子選抜大会出場結果 

 4 月 5 日(火)埼玉県熊谷ラグビー場で開催された第５回全国高校選抜女子セブンズラグビー大会に、高校単独

チームとして出場して来ました。第２回大会にも出場していますが、この時は５名のラグビー部員に５名の女子

サッカー部員の助っ人をお願いしての出場でした。結果はプレート(予選リーグ２位校)トーナメント準優勝でし

た。多くのチームが小中学校からのラグビー経験者で編成する中で、高校入学後にラグビーを始めた者がほとん

どの本校女子部員の活躍は見事なものでした。 

準決勝：本校１５－１０東北選抜   決勝：本校１５－２２北信越選抜 

 

ラグビー部女子主将：中村七海（焼津中出身) 

 私たちラグビー部女子は、初めて純粋なラグビー部員だけで参加した 

全国選抜大会で、プレート準優勝(全国６位相当)という悔しい結果でし 

たが、とても良い経験になったとも思います。しかし全国レベルでの 

自分たちの力不足など、課題もたくさん見つかりました。この悔しさを 

忘れずにこれからの練習を、自分たちらしいラグビーができるよう頑張 

りますので、これからも応援をよろしくお願いします。 



日 曜 学　校 高　校 中等部

1 日
2 月 高3三者面談(高3のみ3時間で放課) 朝礼
3 火 憲法記念日
4 水 みどりの日
5 木 こどもの日
6 金 建学の地 美化清掃　尿検２次 ①全校集会②生徒総会③開会式 ①全校集会②LHR③開会式④昼食
7 土 土曜講座(4)➊➋ 土曜授業
8 日 アリーナ8：00-17：00ﾊﾞｽｹｯﾄｲﾝﾀｰﾊｲ

9 月
朝礼①②生徒総会③福祉教養講座
④昼食　午前授業午後面談

10 火 公開授業Ⅰ（終日） 朝学なし

11 水 内科検診2回目高2の予定　昼休みと⑤⑥
③福祉教養講座？④昼食
午前授業午後面談

12 木 ※高3小論模試返却予定日
教育メンタルトレーニング（➋①）
➊⑥知能検査

13 金 尿検３次　　学オリ[音楽㉔]部門 朝(英）

14 土
土曜講座(5)➊➋
校内模試➌河合塾記述式

土曜授業
第1回漢検申込締切

15 日
16 月 健康診断（放課後）4/21の欠席者 生徒集会
17 火 職員会議 付属推薦「小論文」 朝(漢）
18 水
19 木 ⑤<委>
20 金 朝(英）
21 土 土曜講座➊➋(6)(自学) 土曜授業
22 日 公開会場模試➋河合塾記述式
23 月 朝礼
24 火 1学期中間試験①
25 水 1学期中間試験② 1学期中間試験
26 木 1学期中間試験③ 1学期中間試験
27 金 ドリームサイエンス第2回実行委員会 火災避難訓練 朝(英）
28 土 土曜講座(7)➊➋ 土曜授業
29 日
30 月 教育実習生（3週間なら18日(土)まで） 朝礼
31 火 朝(漢）

　　　　　　　　　　　　　　　５　月　の　予　定　表記について①は1校時、➊は1年のこと

 

 

回は 2015年度の入試結果をもとに、静岡県内の私立学校の現状について少しお話をしてみたいと思います。題

して「県内私学、今年集まった学校はどこ？」です。 

 静岡県下には、27 の私立中学校、43 の私立高校があります。ご存知のように東西に長い静岡県では東部や

西部の学校は、「名前を聞いたことがあるけれどよく知らない」というのが現状ではないでしょうか。 

ではここで中部の私立学校に目を向けてみましょう。中部には 20 の私立高校があります。（中には男子校や女子高もあり

ます）併願で本校にするかそこにするか迷った人もひょっとしたらいるかもしれません。そこで質問です。私立高校受験を考える

ときに何を基準に選びますか？進学実績？部活実績？制服？学費？通学方法？親の出身校？様々な要素がありますね。

そんな中、今回は純粋に入試結果をもとに、「生徒が集まった学校が結果的に人気校だった」と考えてみます。 

 今年度入試において中学校（中等部）と高校のある私立学校で、中

高両方とも募集定員を満たした学校は静岡県内にたった 3校しかありませ

ん。東部では星○、西部では○松日体、そして中部では静岡翔洋です。

では本校の人気の秘密は何でしょう？❶大学の付属高校であること❷無

料スクールバスがあること❸魅力的なサタデー・セミナーがあること❹文武両

道、部活動も勉強も頑張れることなどなど。 

今年度はどの教科もさらに面白くて役に立つサタデー・セミナーの授業を

考えています。ぜひ楽しみにしてください。 

生徒募集対策室長 教頭 高塚純 

今 

緑溢れる広大な東海大湘南キャンパス 


