
 

 

 

 

 

入学おめでとうございます 
校 長 村上 英治 

高等学校３３８名、中等部１４５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。本校は２０１４年度より「変わる！静岡翔洋」を掲げて学校改革を進

めてまいりました。 

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 

この方針に基づき、コースの見直しやカリキュラムの改訂、土曜授業の工夫、行事の活性化、スクールバス

の全路線無料化などを行ってきました。今後ともより良い学校にするために改革を続けていくつもりです。 

私の教育の信念は「目標と競争のない教育はない」「教育とは具体的なものである」の２点です。生徒個々に

明確で具体的な目標を持たせそれに向かって努力させる、切磋琢磨して競わせていく、そうやって学校も人も

伸びていくのだと思っています。教師が生徒としっかり向き合い、具体的に取り組み実践していく中で、生徒

の夢や希望が実現できる学校にしたいと思っています。 

希望こそが生きる原動力です。 

 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 

2016.4 

中等部１年学年主任 岡村 昭伸 

 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。

2016 年度は 145 人という多くの仲間を迎えること

ができて、私たちも期待で胸がいっぱいです。1 年

の先生方もフレッシュな顔ぶれとなり、皆さんとと

もに「変わる翔洋」3 年目の完成年度を迎えようと

意気込んでいます。 

みなさんは様々な夢を抱いていると思います。翔

洋での中学校生活はがんばるほど楽しいです。そし

て忙しいです。だから当然大変です。「できないか

らやらない」のではなく「できないからこそやる価

値がある」というチャレンジ精神を持ち続けて、み

んなでがんばっていきましょう。 

高校 1学年主任 牧野 奈央 

３３８名の新入生の皆さん、合格おめでとうご

ざいます。いよいよ翔洋での 3 年間の生活が始ま

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≪自律・責

任・自主性≫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。したがって①学校

を休まない【授業が命】②ルールを守る③仲間の

存在を認め合う④勉強以外に自分に誇れるものを

持つことです。今までの自分の枠にとらわれず、

謙虚に学び、仲間と互いに切磋琢磨するなかでひ

と回り大きな志を立て、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、登下校のマナーアップの定着」を本年度の目

標として取り組みます。また、本校は 2015 年度「自転車マナーアップモデル校」に指定 

されました。警察の方々と協力しながら、安全で事故のない登下校を目指します。「交通ル 

ールを守る事と自転車マナーの向上を意識し、静岡翔洋生としての誇りを持って登下校し 

ましょう！！                               生徒指導部 

 

 

－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１０日【火】午前中に公開授業開催 
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 

２０１５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】渡邉 優(富士根南中)  滝 藍花(翔洋中等部) 

【文理】前田克真(豊川一宮中)   石上舞衣(長田西中)   松本裕香(清水五中) 

岡田 萌(翔洋中等部) 中島崇人(瀬戸水無瀬中) 荒井春輝(長田西中) 

新高校３年生： 【特進】文系：井倉あかり(須津中)  理系：冨士野祥太(翔洋中等部) 

【総進】成田里菜(静岡南中)   松村佑香(焼津中) 西郷慶亮(末広中)  

相澤研吾(豊橋豊城中) 戸崎菜美(焼津小川中) 樋口浩平(翔洋中等部)  

卒 業 生： 【特進】伏見美瑳(清水興津中)  三浦颯太(清水五中) 

【総進】文系：吉野哲平(高松中) 長澤佑亮(沼津門池中) 西ヶ谷康輔(清水一中) 

理系：猪瀬勝矢(伊東対馬中) 保富健二郎(沼津第四中) 長野和輝(高松中) 

２０１５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】天野生直(清水二中)【文理】森 千明(川崎白鳥中)  金子智哉(清水六中)  鶴巻翔矢(大阪白鷺中) 

新高校３年生：【特進】石川貴紀(清水一中)【総進】酒井彩佳(翔洋中等部)  大渕友香莉(沼津大岡中) 中島琴音(焼津大富中) 

卒 業 生：【特進】池谷朋哲(藤枝岡部中)【総進】鈴木汐里(翔洋中等部) 山田龍希(翔洋中等部) 長島真斗(翔洋中等部) 

２０１５年度中等部成績優秀賞 

新中２年：杉山 翔惟（清水船越小）   萩野航太朗（清水三保第一小） 望月健師朗（清水由比小）  

新中３年：成田 魁生（清水船越小）   高月宏一朗（清水浜田小）   小川健太朗（東海大学付属小）  

卒業生：岩崎 匡史（清水町立清水小） 窪田 友哉（静岡サレジオ小） 高木 匡 （沼津香貫小） 

２０１５年度翔洋会努力賞  

新中２年：Ａ組 三谷 朱音（沼津第三小）     Ｂ組 杉山 優希（東源台小）  

Ｃ組 曽根田成毅（東海大学付属小）   Ｄ組 後藤 渚 （清水袖師小） 

新中３年：Ａ組 三浦 麻衣（東海大学付属小）   Ｂ組 金原 亮河（焼津南小）   

Ｃ組 萩野 美麗（横浜市立原小）    Ｄ組 岩下 草太（清水船越小） 

卒業生：Ａ組 初野 壱昴（三鷹市立第七小）   Ｂ組 望月 類那（岩松北小） 

Ｃ組 坂本 洸輔（大里西小）     Ｄ組 田中 瑞希（清水高部東小） 

 

 

 
２０１５年度卒業生の進路動向 

＜高等学校＞ 

東海大学進学者数  

全体 140 名（総進 65.2％，特進 31.5％） 
 

文学部(28)／政治経済学部(9)／法学部(8)／教養学部(5)／
国際文化学部(4)／理学部(2)／情報理工学部(3)／情報通信
学部(8)／工学部(16)／海洋学部(27)／農学部(1)／体育学部
(7)／医学部(2)／健康科学部(4)／短期大学部(12)         

（人数） 

他大学進学者数 全体 44 名（19.7％） 

専門学校進学者数 22 名（9.9％） 

就職 13 名（5.8％），その他 4 名（1.8％） 

＜中等部＞  

静岡翔洋高校 66 名（62.3％） 

 公立     30 名（28.3％） 

 他私学    10 名（ 9.4％） 進路指導部     

                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田担当 

 

 

卒業証書授与式（高等学校） 

第１７回卒業証書授与式が３月３日（火）挙行され、２２３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 

述べた山本果林さん（静岡市立清水小島）の言葉を聞き、３年間の万感が胸 

に迫ったのか、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、２５名でした。 

                                   

答辞を読む坂下さん 

 

 

－３－ 

卒業証書授与式（中等部） 

第６７回卒業証書授与式が３月１７日（木）に挙行され、卒業生１０６名が巣立っていきました。 

 
答辞を読む望月（清水由比小）さん 

 

 

 

 

       

 

総長賞     ２組：吉野 哲平 （静岡市立高松中学校） 

生徒会功労賞  ５組：大滝 隆之 （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 

１組：松永 祥杜（東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部） 

静岡県私学協会会長賞 

 

１組：伏見 美瑳（静岡市立清水興津中学校）２組：角屋 英一（静岡市立清水第五中学校） 

３組：山口 拓真（静岡市立清水袖師中学校）４組：成澤 智喜（静岡市立長田西中学校） 

５組：石川 友紀（静岡市立蒲原中学校）  ６組：保富健二郎（沼津市立第四中学校） 

７組：西山 菜月（東京都練馬区立関中学校）   

 

総長賞          Ａ組：遠藤 龍希（静岡市立清水興津小学校） 

日本私立中学高等学校連合会長賞 

             Ｃ組：岩崎 匡史（清水町立清水小学校） 

静岡県私学協会会長賞 

Ａ組：小倉 啓人（静岡市立清水高部小学校） Ｂ組：巽  文花（静岡市立清水江尻小学校） 

Ｃ組：東島 諒 （静岡市立清水由比小学校） Ｄ組：高木 匡 （沼津市立香貫小学校） 

 本校翔洋ホールにて、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。答辞の望月麻央（清水由比小）さん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。 

 



　<ク>クラスタイム　<委>委員会

日 曜 高　　校 中等部

1 金

2 土 新入生オリエンテーション9：00

3 日

4 月
在校生8：30

新入生オリエンテーション13:30(H)

5 火

6 水

7 木

8 金 1学期始業式
給食開始

②中等部集会(H)　③新入生歓迎会（A)　⑤1年写真撮影

9 土
土曜講座①②（オリエンテーション）

①は高1、②は高2を指す

10 日

11 月
①②1年確認テスト③キャンパス案内

⑤⑥部活動紹介（A）

12 火 学園基礎学力定着度試験
1年合宿オリエンテーション（～13）/(1)教育ﾒﾝﾄﾚ（研修館）

2・3年実力試験（5時間）

13 水
高1写真撮影

高3⑤⑥小論ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・模試
(12～）1年合宿オリエンテーション

14 木
④インターネット講習

➊①⑤⑥部活動紹介(翔洋H）

15 金 ④交通教室(雨天決行） ⑤⑥交通教室(雨天決行）

16 土
➊新入生歓迎会➋休講

➊は高1、➋は高2を指す
土

17 日

18 月 朝礼

19 火 一斉委員会

20 水 高1湘南キャンパス見学会(付属浦安・望洋合同)保護者希望者 遠足(延期でも弁当）

21 木 生徒教員連絡協議会 ⑤1年知能検査

22 金 部活動登録〆切 遠足予備日

23 土 PTA総会・クラス懇談会  土曜講座（休講）
PTA総会・クラス懇談会  土曜授業無し

24 日

25 月 生徒集会

26 火
新入生強化部研修会(26-28)

HTIC説明会（希望生徒・保護者）15：50～
⑤眼科検診（全学年対象）

27 水 高3面接スタート ⑤眼科検診（全学年対象）

28 木

29 金 昭和の日

30 土 土曜講座➊➋ 土

31 ※

▲生徒自宅研修 （H)建学記念ホール　(A)アリーナ

４月行事予定表

高校・中等部入学式13：30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「変わる！静岡翔洋」第３シーズンにご期待ください！ 

 

 おかげさまを持ちまして、2016 年度は中等部募集定員 120 名、高校募集定員 320 名のところ、中等部 145

名、高校 338 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。 

 さて新年度は次の 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施設を充実（スポーツを盛んにするための新施設を作ります） 

❸無料スクールバス（新路線を作ります） 

どうぞ新しい年度も「静岡翔洋」をよろしくお願いいたします。 

 

 生徒募集対策室長・高校教頭 高塚 純 

 


