
サッカー部 河上主将コメント 

  

全国高校サッカー選手権静岡県 

大会が１０月１１日（日）から 

始まります。僕たちは、全員が 

同じ意図をもって組織的に戦う 

全員攻撃、全員守備でいかなる状況でも全力で

挑みます。東海一高時代から受け継がれる伝統

のタイガージャージを誇りに思い、もう一度東

海の名を全国に広めたいです。 

そのためには、みなさんの応援が大きな力に変

わるので、熱い応援をよろしくお願いします。 

国体での活躍に期待 

中 矢 裕 貴 （ サ ッ カ ー 静 岡 代 表 ）

 

北原涼太（陸上競技） 

最新のニュース 

中等部剣道が３連覇 

葵杯中学生剣道大会（９月２１日） 

県内から参加６５チームの頂点に立つ 

高校陸上競技部 

新人戦男子総合優勝・フィールド優勝 

１０種目１３人が東海大会へ出場します 

東海大会は１０月２４・２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

2015.10 

 

今年度も、2年生対象の「洋上教室」を駿河湾で９

月 2５日【金】に行いました。 

  9：00に巴川岸壁から望星丸に乗船し、港内見学

⇒避難訓練⇒船内見学⇒実習（水圧実験、採水、透明

度観測、プランクトン採集）など、普段はなかなか経

験することのできないことばかりでした。また、船か

らの景色にも大変感動でした。 

ラグビー部仁藤主将コメント 

 

私達ラグビー部は県大会を 

制し、全国大会（花園）で 

シード校を倒すという目標 

を掲げ、日々練習に励んで 

きました。今年のラグビー 

Ｗ杯で日本代表が世界３位の南アフリカを

倒しました。私達も日本代表のように、目

標を達成することは不可能ではありませ

ん。練習や合宿で得てきたものを最大限に

発揮し、最後の最後まで諦めずに戦います。

応援宜しくお願いします。 

翔洋は１１月１日（日）２回戦から登場 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中等部男子サッカー部 

２年Ｄ組 池ヶ谷蒼（焼津市立港小出身） 

【目標】県大会優勝！ 

まだまだ未完成のチームですが先輩方が果

たせなかった日本一を目指します。 中等部野球部 

２年Ｄ組 蒔田大地（沼津市立原小出身） 

【目標】春の大会で全国出場！ 

まだまだ足りないとこだらけですが、目標に

向かって「全笑野球」で頑張ります！ 

 
中等部柔道部 

２年Ｃ組 鷺坂拍吾（冨士市立第二小出身） 

【目標】県大会優勝 

優勝するために、日々努力して頑張っていき

ます。 

中等部女子バスケットボール部 

２年Ａ組 杉村泉（静岡市立清水辻小出身） 

【目標】県大会優勝 

「夢颯爽と」をスローガンに一人ひとりがキ

ャプテンシーを持ち全員が同じ気持ちで戦

います。 

高校陸上競技部 

２年６組 八木大輝（静岡市立末広中出身） 

【目標】新人戦東海大会進出！ 

チームの士気を高め、個々の力が存分に発揮

できるような部活にしていきます！ 

 

高校男子バスケットボール部 

２年３組 西川潤（焼津市立大村中出身） 

【目標】中部地区ベスト８、県大会出場！ 

新チームでは、県で戦えるチームを目指し

て、一戦一戦全力で戦い、勝利できるように

頑張ります！ 

高校女子バスケットボール部 

２年５組 西村紗那（静岡翔洋中出身） 

【目標】皆で勝ち続ける 

チーム全員が共通理解をもちながら戦い、県

で良い成績が残せる様に頑張ります。 

高校女子バレー部 

２年２組 酒井彩佳（静岡翔洋中出身） 

【目標】県大会出場 

新体制となった今、さらに精神力と技術を磨

き、チームをまとめ県大会出場を目指しま

す。 

来月も続きを紹介します。 

         お楽しみに！ 



高校 1 年 9 月 16 日(水)現代文明論の研究授業が行われました。 

東海大学には「自分の人生をいかに生きるべきか」を深める現代文明論 

があります。調べ学習（先人に学ぶ）の成果を、クラスで発表しました。 

 

高校 2 年 文系理系を決める進路選択の時期です。 

11 月に予定されている三者面談では、文理選択を決める大切な話をします。進路選択の重要な分岐点になります。

進みたい学部のことも調べながら、決められるといいですね。 

 

高校 3 年 卒業後へ向けて校長面談＆e－ラーニングスタート 

東海大学へ進学が決定した 3 年生は、村上校長と面談をし、将来の夢を語り合います。また大学からはコンピュ

ータを使った課題が出されています。放課後のＰＣ教室開放(16：00～18：00)を有効に使いましょう。 

 

ドリームサイエンス２０１５が開催されました。 

今年で 4回目となったドリサイ、６５もの様々な企業・団体の方々がブースに参加し、多くの来場者を楽しませ

てくれました。ブースのお手伝いでは多くの高校生が参加しましたが、企業の皆様よりとても良く動いてくれた

とお褒めの言葉を頂きました。皆さんが社会人になったときには、子供たちに夢を与えることができる大人にな

れるよう、日々の授業を頑張ってください。 

 
 

ロシア ガスプロム校との国際文化交流（9 月 16 日～24 日） 

ガスプロム教育センターの施設はテレビスタジオ・各教室電子黒板もあり

素晴らしかったです。伝統的なダンスを披露して頂き、私達を歓迎してくれ

ました。また、モスクワ市内を見学しましたが、モスクワ大学では動物の剥

製が沢山展示あり、驚きの連続でした。クレムリン内のダイヤモンド博物館

は圧巻でした。地下鉄では男性が女性に席を譲るのがあたりまえでした。一

緒に行った付属校の生徒とも楽しく交流でき、貴重な体験になりました。 

【参加生徒】 

３年１組 平馬明日香（静岡翔洋中出身）・岡本 千央（静大付属静岡中出身） 

3 年 2 組 吉野 哲平（静岡市立高松中出身）引率 小嶋隆雅先生 

 

○東海大学関連の説明会（中学１年～高校２年対象） 

・航空操縦進路説明会 10/10(土)13:00～15:20 高輪ｷｬﾝﾊﾟｽ      

・看護系進路説明会  10/11(日)13:00～16:00 高輪ｷｬﾝﾊﾟｽ 

・医学部進路説明会   11/ 8(日)13:00～15:00 高輪ｷｬﾝﾊﾟｽ  

・HTIC（ﾊﾜｲ東海ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｶﾚｯｼﾞ）10/16(金)15：50～17：30 静岡翔洋１F 会議室 

 

※これらの学科は，社会情勢などにより学科 

内容が変化します。進学希望者は年間１回 

はこの説明会に出席して下さい。 



　<ク>クラスタイム　<委>委員会

日 曜 学　　校(10月） 高　　校 中等部

1 木
月曜日課

⑥委員会

2 金
第35回ヨーロッパ研修旅行（申込～
10/16）  塾対象学校説明会

朝学（英）
後期教育実習ガイダンス

3 土
職員室入室制限(9/28～10/3)

土曜講座(自学) 土２０

4 日
職員室入室禁止期間(～7日終日)

校内環境整備活動10：00～12：00

5 月 2学期中間
朝礼　後期教育実習（～24日）

6 火 2学期中間 2学期中間【①保健体育（2年）自習（１・３年）②理科③国語】

7 水 職員室入室禁止期間(7日終日まで) 2学期中間
2学期中間【①数学②英語③社会】

8 木 2学期中間（特進のみ）終了後、通常授業
【2年　中間試験（音楽）

④昼食　昼～体育祭リハーサル（雨天　アリーナ）

9 金 第2回英検1次 朝学なし　第2回英検1次

10 土 66.6km完全踏破（職員出勤） 土曜講座（66参加者は公欠） 高3河合塾記述模試 土２１ （66参加者は公欠）

11 日 66.6km完全踏破（職員出勤）

12 月
体育の日

志太地区進学相談会(藤枝市文化センター)

13 火
①全校集会

①全校集会 ①全校集会

14 水
体育祭
(雨天順延＋☆国理）　全員弁当持参（延期の場合も）

15 木
翔洋プチ・スクールツアー③ 11：30～13：
30第35回ヨーロッパ研修旅行申込締切

⑤⑥合唱練習

16 金
翔洋プチ・スクールツアー④
11：30～13：30

生徒素点確認(生徒は答案用紙を持ってくること)
朝学習無し

第2回漢字検定

17 土
土曜講座

高3ﾍﾞﾈｯｾ駿台記述模試

土２２

数学検定

18 日
私学展(ｸﾞﾗﾝｼｯﾌ ﾟ )私立中高進学相談会（キ

ラメッセ沼津）黒潮旗児童軟式野球大会(ｸﾞﾗ

ﾝﾄﾞ利用)

19 月 2学期中間試験_赤点者指導期間(19日～30日)
生徒集会、冬服合い服～11/21

中等部会議・推薦判定会議

20 火
公開授業②(午前）

午前授業(ﾍﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰ候補4名4時間授業

あり)

2学期中間試験_ランキング発表
朝学（漢）

21 水
体育祭予備日(体育祭の場合弁当持参）　　☆国理

22 木
⑤総合⑥道徳

23 金 朝学(漢字）

24 土
【中】第5回学校説明会  黒潮旗児童軟式野

球大会(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ利用)
土曜講座

土２３
【中】第5回学校説明会

25 日
【高】第1回入試説明会    予備日）黒潮
旗児童軟式野球大会(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ利用)

第1回　入試説明会

26 月 朝礼

27 火
合唱週間(朝学習なし）
AUE小学生・保護者訪問(午後）

28 水 ☆英社

29 木 高1アクセル_進研模試(終了後、通常授業) ⑤⑥合唱練習

30 金 　合唱祭リハーサル（終日H）

31 土
 予備日）黒潮旗児童軟式野球大会(ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

利用)

土曜講座

高2進研高3河合塾模試
土２４

▲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

(3)数

(3)国

(3)国

(3)数

(3)国

 

第１７回建学祭「テーマ 光」 

１１月７日（土）校内開催 

１１月８日（日）一般公開１０：００～ 

 

 

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： 終了いたしました。  第２期： １０/１５（木）・１６日（金）  第３期：１１/１１（水）・１２日（木）       

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>  ①学校説明 ②授業見学 ③静岡翔洋学食にて昼食 ④施設紹介 ⑤個別進学相談＊内容はどれも同じです。 

高校第１回入試説明会 【本校の受験を考えている人 必見！】このチャンスを逃してはならない 

１０/２５（日） １０：００～１３：１０（ＪＲ静岡駅・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>  ①入試の傾向と対策   ②学校紹介   ③体験！サタデーセミナー   

④部活動紹介（ビデオ＆パフォーマンス） ⑤教育相談コーナー ⑥施設見学・部活動見学 

中等部第５回学校説明会 

１０/２４（土） １０：００～１２：００   

<内容>  ①学校紹介  ②昨年度入試問題解説  ③部活動紹介  ④施設見学・部活動見学 

～申込・詳細は本校ホームページにて 

変わる！静岡翔洋≪説明会のご案内≫ 

 


