
 

 

 

 

 

 

はんが甲子園                    高校チア部 USA全国大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中等部サッカー県Ｕ１４優勝            中等部女子サッカー県 Jr.ユースリーグ優勝 

 

 

 

 

 

 

中等部柔道女子黒潮旗準優勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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高校美術部が「第１６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。 

出場は今回が１０回目となります。本戦に出場するメン

バーは、部長の久保田かおり（２年２組）、副部長の古松萌

加（１年１組）、鈴木維円（１年８組）の３名です。本校美

術部は昨年１４年ぶりに念願の２度目の優勝（文部科学大

臣賞受賞）を果たしましたが、今回は昨年を超える作品で

「高校版画日本一」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 

鈴木維円（静岡翔洋中等部出身） 

久保田かおり（静岡翔洋中等部出身）   

古松萌加（城山中出身） 

私たちチアリーダー部は３／２５、２６に行わ

れる USA NATIONALS 全国大会に出場します。

Songleader 部門、Jazz 部門共に部門優勝を目指

し、Songleader 部門では世界大会を目標に日々頑

張っています。昨年は目標を達成できず悔いの残

る結果となりました。今年は悔しい思いをしない

よう、人々を魅了する演技をし、目標を達成でき

るように精一杯頑張りますので、応援よろしくお

願いします。 

チアリーダー部主将 

西村菜摘（静岡翔洋中等部出身） 

12 月 19 日（土）、第 31 回静岡県 U-14 新人サッカー大

会決勝で静岡学園中を 1-1（PK4-2）で下し優勝しまし

た。 

1 月 11 日(月)と 24 日(日)に｢第 11 回静岡県女子ジュニ

アユースリーグ」が行われました。24 日には藤枝順心 SC

ブルーと翔洋中等部の優勝をかけた最終試合となり、本校

が田中瑞希と遠藤千広の得点で競り勝ち、１部昇格後、１

年目にして優勝しました。翔洋中等部女子サッカー部とし

て創部４年目で県タイトルの初制覇です。 

 2 月 13 日（土）には大人のチームも参加する「静岡県

女子サッカーリーグチャレンジ戦」に参加し、来年度の県

リーグ 2 部参入を目指します。 

東海大学主催の黒潮旗武道大会（柔道の部）が 12 月

19 日（土）に本校にて行われました。全国から選抜さ

れた、高校男子 48 校、高校女子 32 校、中学男子 13 校、

中学女子 12 校と、700 名以上の選手たちが集まりまし

た。その中で本校中等部は準優勝しました。 

先鋒：2 年川口 優（和歌山市立楠見小出身） 

中堅：1 年四條瑠那（富士宮市立大宮小出身） 

大将：2 年渡邊紫月（函南町立西小出身） 

高校柔道部 全国大会出場！！ 

3 月 19 日（土）に行われる全国高等学校柔道選手権大会に出場が決まりました。 

男子個人戦 73kg 級 渋谷 恭英（鶴田町立鶴田中出身） 

女子個人戦 63kg 級 杵淵  萌（新潟市立白根第一中出身） 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年１月４日（月）～２月２５日（木）５２日間のプログラムでＳＨＩＰ（ハワイ中期留学）が実施さ

れています。今回のＳＨＩＰには各付属高校から３４名が参加、本校からは佐藤 樹（青島中出身）・瀧 恭子

（竜爪中出身）・星野 優（静岡翔洋中等部出身）・吉野哲平（高松中出身）の４名が参加しています。 

研修内容は小グループでの英語学習と同時に、盛りだくさんのフィールドトリップ（ダイヤモン

ドヘッドハイキング・ハワイ大学バスケットボール試合観戦・真珠湾アリゾナメモリアル見学・プ

ナホウ学園訪問・ハレイワとポリネシア文化センター・ハナウマ湾スイミング・ハワイプランテー

ションビレッジ・プナホウ学園学園祭・ホエールウォッチング）さらに、フラとハワイアンミュー

ジックの授業と充実した日々を過ごしています。                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成田での事前研修の様子  

ＳＨＩＰ（ハワイ中期留学） 

 

Field Trip1  Diamond Head 

１/１９(火)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。

代表スピーチを行った神ノ門仁（東海大学４年）さんは、単位システムや将来の夢を見出す場としての大

学生活について、また、社会人２年目の中野はつかさんは資格取得の重要性や社会人と学生の違いについ

て、後輩たちに熱く語りかけてくれました。その後に各教室で行われた分科会でも、講師の卒業生がそれ

ぞれの所属（卒業）学科に関連する話をより近い距離で親身に話してくれました。  

 

 

 

くれました。 



文化部の魅力、教えます！ 
 

吹奏楽部 齋藤南奈さん（静岡翔洋中等部出身）に聞きました！ 

Ｑ：活動目標を教えてください。 

Ａ：夏に行われる吹奏楽コンクールで良い結果を残すことです。 

県大会で金賞を取って、代表校となり東海大会に進みたいです。 

また、たくさんの演奏会を通して笑顔を届けていきたいです。 

Ｑ：吹奏楽部の魅力を教えてください。 

Ａ：中・高６学年で活動を行っているところが最大の魅力です。 

そのため、一つの視点から考えるのではなく、たくさんの視点から考えることができ、より良い活動を行うことが出来ています。 

 

書道部 鈴木佳奈さん（静岡南中出身）に聞きました！ 

Ｑ：活動目標を教えてください。 

Ａ：パフォーマンスや作品制作をもっと積極的に行い、 

部としての活動に力を入れていきたいです。 

Ｑ：書道部の魅力を教えてください。 

Ａ：個人だけでなく、部員全員でするパフォーマンスは迫力があり見ている方も書いている方も楽しめます。 

 

美術部 久保田かおりさん（静岡翔洋中等部出身）に聞きました！ 

Ｑ：活動目標を教えてください。 

Ａ：部員全員で協力して、建学祭と合同美術展を成功させることです。 

個人製作・共同製作ともに真面目に取り組んでいきます。 

Ｑ：美術部の魅力を教えてください。 

Ａ：豊富な機材があるので、絵画・イラストだけではなく立体作品や版画にも挑戦できます。 

作品制作を通して、新しい自分の可能性を見つけることが出来ます。 

 

放送部 鎌田迅さん（清水第二中出身）に聞きました！ 

Ｑ：活動目標を教えてください。 

Ａ：コンテストに出る全員が県大会出場を目指すことです。 

Ｑ：放送部の魅力を教えてください。 

Ａ：皆それぞれ個性豊かで元気があり部活が忙しい時にも、力を合わせて楽しく活動できるところです。 

 

英語部（ＥＳＳ） 杉本圭史さん（静岡南中出身）に聞きました！ 

Ｑ：活動目標を教えてください。 

Ａ：部員全員がそれぞれの目標となる英検の受検級を合格することです。 

私も２級取得を目指して勉強に励んでいます。 

Ｑ：英語部（ＥＳＳ）の魅力を教えてください。 

Ａ：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。 

私もこの２年間で必要最低限の英会話が出来るようになりました。 

  

自然科学部 宮村香輝さん（大里中出身）に聞きました！ 

Ｑ：活動目標を教えてください。 

Ａ：昨年よりも、実験・研究の回数を増やし、それに加え屋外活動なども積極的に行っていきたい。 

Ｑ：自然科学部の魅力を教えてください。 

Ａ：海が近いので、地域の自然と屋外活動を通してふれあうことができ、 

豊富な実験機材を用いて化学や物理にも親しむことが出来るところです。 

 

茶華道部 三浦理沙さん（静岡翔洋中等部出身）に聞きました！ 

Ｑ：活動目標を教えてください。 

A:日々の稽古に精進し、建学祭を盛り上げることです。 

また、外部の行事にも積極的に参加をしていきたいです。 

Ｑ：茶華道部の魅力を教えてください。 

Ａ：日本の伝統文化に触れ、楽しみながら日々稽古を積んでいます。また、茶道・華道ともに免状を取得することもできます。 



　<ク>クラスタイム　<委>委員会

日 曜 学　　校 高　　校 中等部

1 月
朝礼なし

1年スキー教室～３日

2 火 ①高校生集会 朝学（漢 2・３年）

3 水 午後　入試設営準備　SB15：00（完全下校・ロックアウト） 午後　入試設営準備　SB15：00（完全下校・ロックアウト）

4 木
▲私立高校入試

入学試験 終日ロックアウト 入学試験 終日ロックアウト

5 金 ▲
　

本館のみ終日ロックアウト・本館以外は14：00までロックアウト 入学試験 終日ロックアウト

6 土 土曜講座 土３４

7 日

8 月
朝礼

9 火 木曜日課 朝学（漢）

10 水 登校一斉指導
3年登校日（卒業記念献血）

高校入試追試験
⑤⑥2年(3)教育ﾒﾝﾄﾚ(H)？　☆3年補習(国英）

11 木 建国記念の日 高12河合塾模試

12 金 朝学（英）

13 土 SPP・SSH成果発表会
土曜講座（自学）

午前中_数学検定(第3回)
土３５

14 日

15 月 合格発表
生徒集会

部活動停止～20

16 火 特進2-1学年末試験はりだし 高2分野別説明会(翔洋H)
公立高校願書受付～18

17 水 学年末試験 学年末試験（　　　　）実技教科

18 木 学年末試験 学年末試験（　　　　）実技教科

19 金
学年末試験

学年末試験（　　　　）実技教科？③④身分証明書写真撮影

20 土 ▲

21 日 第3回英検二次 第3回英検2次

22 月
試験返却①（3時間） 試験返却①（３時間） 朝礼（校長：各賞発表）　?３年職場体験発表会①（前半）　■練習(３年)

①（後半）　試験返却 午前中授業④昼食

23 火
試験返却②（3時間）

試験返却②（３時間）
試験返却　午前中授業④昼食

24 水
通常時間割（基礎学対策）～3/16

国公立大学前期試験
3年 習熟度別授業（6時間） 公立高校志願変更～25

25 木 第16回SHIP2015帰国
3年　登校日（卒業記念講演） 習熟度別授業（6時間） ⑤清水警察署サポートセンター講話（H)

26 金
学園オリンピックニュース(№52)発行

学校関係者評価委員会16：00～ 習熟度別授業（6時間）

27 土 土曜講座 土３７

28 日

29 月
3年登校日　3送会③④

朝礼（校長：各賞発表）?

２月行事予定表
▲生徒自宅研修 　（H)翔洋ホール　(A)アリーナ

(3)国

(3)数

(3)数

(3)国

(3)国

(3)数

(3)数

(3)国

 

 

 

中等部の 2016 年度入学試験が終了しました。今年度は、「変わる！静岡翔洋」のスタートの年度ということもあり、「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『５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 153 名という定員を大きく上回る志願者がありました。1/9（土）第Ⅰ期・1/23（土）第Ⅱ期合わせ

て、145 名の合格者（入学者）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 

中等部 2016年度入学試験を終えて  

 


