
 

 

 

 

 

１７回建学祭「（テーマ）光」開催〔１１月７日（土）・８日（日）〕 

 

 

 

 

オシャレになった階段の窓         みんなで仲良く❤ らくがきせんべい   大迫力！！書道パフォーマンス 

 

 

 

 

 

 

とっても怖い！？ お化け屋敷        ハワイで学んだフラダンス♪      聴いてよし！見てよし！！吹奏楽部 

建学祭を終えて 

建学祭実行委員長 高３ 長澤未来（清水第五中） 

 今年の建学祭は昨年よりも模擬店が多く、とても楽しくにぎやかな建学祭になりました。私は主に翔洋

レストランに力を入れました。当日はたくさんの方々が来てとても大変でしたが、お客さんが残さず食べ

てくださり嬉しかったです。反省点もいっぱいありましたが、楽しい建学祭になったので良かったです。   

来年は今年よりも楽しい建学祭になってほしいです。 

展示部門 最優秀賞：茶華道部 優秀賞：写真部・１－２ 奨励賞：３－２・中等部バスケットボール部 

 

 

 

 

今年度から、全クラス課題曲と自由曲 2曲を歌うことになりました。入退場や聞く態度も採点に加味さ

れることとなり、整然とした厳粛な合唱祭となりました。  

【最優秀賞】   ２－Ｂ  

【学年優秀賞】  ３－Ｃ １－Ｂ  

【学年努力賞】  ３－Ａ ２－Ｄ １－Ｄ 

  【最優秀指揮者賞】２－Ｂ 勝又航大  

【優秀指揮者賞】 ３－Ａ 望月伸篤  

【最優秀伴奏者賞】２－Ｂ 金原亮河 

【優秀伴奏者賞】 ３－Ｄ 天野るい子 

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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中等部合唱祭 ２０１５（１１月２日（月） 



部活動の活躍 

 

 

 

 

高校サッカー部 ２nd チーム県Ｃリーグ昇格！ 

私達は東海大翔洋セカンドチームとして、今年度中部地域リーグ A リーグを戦いました。他校のトップチームも

含まれたこのリーグ戦で１位となり、先日、県リーグ（C リーグ）への参入戦へと駒を進めました。参入戦では

富士市立セカンド（東部１位）に３－１、聖隷クリストファーセカンド（西部１位）に５－１でそれぞれ勝利し、

県 C リーグへ昇格することができました。これもリーグ戦・参入戦を通して多くの方々の支えと応援があったか

らこそだと思います。本当にありがとうございました。これからも翔洋サッカー部への応援をよろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校男子ラグビー部 決勝戦進出！ 

１１月１５日（日）に行われた全国高等学校ラグビー大会静岡県予選では、決勝戦で静岡聖光学院に敗れ、花園

（全国大会）出場は叶いませんでした。しかし、中等部・高等学校の全校応援の中でプレーできる喜びを味わう

ことができ、彼らは本当に幸せな経験をできたと思っています。応援は素晴らしく、彼らは多くの元気や勇気を

もらいながらプレーすることができていました。部員一同感謝でいっぱいです。本当にありがとうございました。

来年こそは必ず花園に行けるよう日々精進していきますので、今後とも静岡翔洋高校ラグビー部の応援を宜しく

お願い致します。（ラグビー部監督 真崎智央） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高校１年生サタデーセミナー（１１月３０日） 

 

 

 

 

 

社会「福祉・防災」点字学習用カードゲーム制作          国語 百人一首 

 

 

 

 

 

理科 看護学科森屋宏美先生によるヒトの遺伝子の講義        数学 正十二面体を作る 

 

 

 

 

 

英語 英語でクリスマスカード作り                 情報 エクセルでプログラム制作 

 

「松前重義記念基金 建学記念作文・小論文」3名が受賞   

【望月君コメント】 

私は今回、初めて 3000 字の小論文に挑戦しました。そこで感じた

ことは、自分の考えを読み手に理解してもらうように論述する難しさ

です。今回の文章はまだまだ未熟でわかりにくい部分も多くあったこ

とと思います。しかし、課されたテーマについて自分なりに考えこの

小論文を書き上げることができたこと、それからこのような結果を頂

くことができたことは私にとっていい経験になりました。 

（左から、高２望月建瑠・中３星野愛・川村愛実） 

 

第１７回弁論大会 自分の言葉で堂々と語る 

 

最優秀賞 ３年１組 藤浪真帆（清水第一中） 

優秀賞  １年７組 乾 桃花（清水第七中） 

奨励賞  １年１組 小塚涼雅（長田西中） 

奨励賞  １年１組 瀧 藍花（翔洋中等部） 

奨励賞  ２年１組 戸塚美方（翔洋中等部） 

奨励賞  ２年２組 三浦理沙（翔洋中等部） 

 

教科書だけでは学べな

い、創意工夫された 

授業を展開してます。 



　<ク>クラスタイム　<委>委員会

日 曜 学　　校 高　　校 中等部

1 火 ①全校集会
　①全校集会

特進ハワイ語学研修～12/10

　①全校集会（平常の①②の入れ替えを基本）

2年結団式⑤⑥(H)

2 水
静岡地区美術展（～6清水ﾏﾘﾅｰﾄ）

学調②

社会科見学旅行

☆数数　　⑤⑥1年美術展見学

3 木
社会科見学旅行　　⑤⑥３年美術展見学
1年(3)教育ﾒﾝﾄﾚ(H)

4 金
社会科見学旅行
朝学(英)　1・3年

5 土
【中】【高】個別入試相談会
吹奏楽　定期演奏会

第1回　個別入試相談会
土曜講座(自学)

土２９　① 2年事後指導(H)　　数学検定　　　個別入試相談会10:00～
12:00（本校）　　２年美術展見学

6 日
【中】【高】個別入試相談会
東海大学バンドフェスティバル

第2回　個別入試相談会 個別入試相談会10:00～12:00(本校）

7 月 １年A組調理実習（給食無し）

8 火 朝学（漢）

9 水 2学期期末 １年D組調理実習（給食無し）

10 木 登校一斉指導 2学期期末
⑤２年教養講座（H）　数検申込締切　第1期入試出願～12/26・1/６、
7(木)　　１年B組調理実習（給食無し）

11 金
2学期期末
特進ハワイ代休

朝学(英)
１年C組調理実習（給食無し）

12 土 【高】第3回個別入試相談会
ﾌｧｲﾅﾙｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ（10：00～11：30）第3回　個別入試相談会
※土曜講座休講（成績処理日のため）

土３０

13 日 【高】第4回個別入試相談会 第4回　個別入試相談会

14 月 【高】第5回個別入試相談会（16：00～19：00）
試験返却 生徒集会

15 火 【高】第6回個別入試相談会（16：00～19：00）
生徒　11月15日振替休日

成績処理

生徒　11月15日振替休日

成績処理

16 水 【高】第7回個別入試相談会（16：00～19：00）
午前授業（午後カット）成績処理
成績入力〆切

午前3時間授業（午後カット）成績処理

17 木 【高】第8回個別入試相談会（16：00～19：00）
通常授業
放）学年部会

⑤１・2年総合、３年喫煙防止教室（H)　⑥委員会

18 金 【高】第9回個別入試相談会（16：00～19：00）
通常授業
④生徒会立会演説・投票

朝学(英)

19 土
【高】第10回個別入試相談会
黒潮旗

第10回　個別入試相談会
土３１

20 日
黒潮旗

【高】第11回個別入試相談会
第11回　個別入試相談会

21 月 通常授業

22 火
演劇教室（高1，2午前観劇・午後授業）
(高3・中午前授業・午後観劇)

通常授業
朝学習(漢字）

23 水
天皇誕生日
オレンジウェ－ブの発表会（翔H）

24 木 2学期終業式（通知表渡し）
2学期終業式
※公式戦以外の部活の公欠を認めない

2学期終業式

25 金 冬期校内講習（特進・ｱｸｾﾙ）※総進・ﾍﾞｰｼｯｸについては検討中

26 土

27 日 冬期校内講習（高3のみ） 1期入試受付休止（～1/5）

28 月 冬期校内講習（高3のみ）

29 火

6 水 １期入試出願（～１／７）

7 木
3学期始業式 ①3学期始業式・高校生集会②LHR③から通常授業

センター試験対策Kﾊﾟｯｸ
①3学期始業式②LHR③④書初め大会（A）⑤～授業

8 金 センター試験対策Kﾊﾟｯｸ 1年課題試験・3年実力試験　⑥入試準備

9 土
中等部入試(1期）

ロックアウト
土曜講座無し 本校入試および県立中入試

▲生徒自宅研修 ▽大学関連他　△教職員関係　（H)翔洋ホール　(A)アリーナ

２０１５年度 １２・１月行事予定表

年末年始休暇(12/29～1/5)

(3)国

(3)数

(3)国

 
 

 

高校：ファイナル・オープンキャンパス【本校をまだ見ていない・もう一度見たい皆さんへ】 

１２/１２（土） １０：００～１１：３０ （ＪＲ静岡駅・清水駅からスクールバスが出ます。お車でのお越しも可能です。） 

〈内容〉  ①学校紹介 ②学費・スクールバスの説明 ③学校行事・部活動紹介  

④教育相談コーナー・施設見学・部活動見学 

高校：個別入試相談会 全１１回  会場：本校 お車でお越しください。 申込：当日直前まで受け付けます。 

１２/５（土）・６（日）・１３（日）・１９（土）・２０（日）  １０：００～１５：００     １２/１２（土）１１：３０～１５：００ 

１２/１４（月）～１８（金）  １６：００～１９：００ 

中等部：個別入試相談会 本校１階会議室 事前申込みがなくても受け付けます。 

 第Ⅰ期 12/5（土）・12/6（日）10:00～12:00 随時対応します。 

 第Ⅱ期 1/16（土）・1/17（日）10:00～12:00 随時対応します。 

     1/18（月）・1/19（火）18:00～19:00 随時対応します。 

          ～申込・詳細は本校ホームページにて 

変わる！静岡翔洋≪本年度最後の説明会のご案内≫ 

 


