
高校新２年・３年合同 「変わる！静岡翔洋」 キックオフ集会」が開催されました！ 
3月 13日(金)に翔洋ホールで、新高校 2年・3年生が集まり、「変わる！静岡翔洋」 キックオフ集会が開

催されました。2015年度から「変わる！静岡翔洋」の上級生になる生徒たちは、わくわくしながらいろいろ

な話を聞きました。 

 

「ＩＣＴ これからのプレゼンはこう変わる！」 

大科学実験！翔洋ホールで 500 人の生徒がスマホを使

ってアンケートに答えました！自分の意見が瞬時にス

クリーンに反映されると、驚きの声が上がりました。 
 

「受験サプリで学園試験対策を始めよう！」 

2015 年度から全校で一斉に利用が始まる受験サプリ！

これはインターネットによる授業の動画配信です。1カ

月後の東海大学の学園基礎学力定着度試験に向けて、勉

強を開始していきます。 
 
「授業が変わる！来年度の総合学習・学校設定の講座紹介」 

来年の授業はどんな授業？国語・数学・理科・社会・英

語・家庭科・情報の先生たちが、授業の紹介をしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学おめでとうございます 

校 長 村上 英治 

 

翔洋高等学校３７１名、中等部１２１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２０１５年４月１日より東海大学付属静岡翔洋高等学校、東

海大学付属静岡翔洋高等学校中等部へと校名を変更いたしました。これは、ただ校名を変

更するのではなく昨年４月からの本校のメッセージ「変わる！翔洋 ２つの約束、３つの宣言」を受けての

ものです。つまり、校名も学校の教育内容も大きく形を変え、新たに生まれ変わるということを意味してい

ます。静岡は東海大学発祥の地です。本校の素晴らしい伝統を継承しながら、新しい歴史の一歩を踏み出す

所存です。 

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あると思うからです。 

 より地域に根ざし、より地域に愛され、より地域から発信する学校へと変貌を遂げたい、そんな決意と願

いがこの「静岡翔洋」という校名に込められているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2015.4 

雑誌 AERA(ｱｴﾗ)に「変わる！静岡翔洋」
が取り上げられました！ 

教務主任 松下哲郎 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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－ 

 

２０１４年度卒業生の進路動向 

＜高等学校＞ 

東海大学進学者数  

全体 158 名（総進 72.0％，特進 9.1％） 
 

文学部(32)／観光学部(6)／政治経済学部(16)／経営学部(1)

法学部(6)／教養学部(6)／国際文化学部(5)／理学部(2)／情
報理工学部／情報通信学部(1)／工学部(22)／海洋学部(21)

農学部(3)／体育学部(14)／医学部(1)／健康科学部(2)／短
期大学部(17)／医療技術短期大学(2)      （人数） 

他大学進学者数 全体 41 名（17.2％） 

専門学校進学者数 25 名（10.5％） 

就職 12 名（5.0％），その他 2 名（0.8％） 

＜中等部＞  

静岡翔洋高校 ７５名（６５％） 

 公立     ２１名（１８％） 

 その他    ２０名（１７％） 進路指導部     

                  

 

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１日から音楽部門、４月

９日からその他の部門の募集を開始します。 
 
４月２７日【月】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。 

 

 

 

  

 

 

 

 

昨年度の公開授業             研究部 

２０１４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： 【特進】冨士野祥太(翔洋中等部)  岡本享子(静大附属中) 

【総進】成田里菜(南中)   西郷慶亮(末広中)   松村佑香(焼津中) 

相澤研吾(豊城中) 増田健吾(翔洋中等部) 杉本圭史(南中) 

新高校３年生： 【特進】岡本千央(静大附属中) 伏見美瑳(興津中) 

【総進】猪瀬勝矢(対島中)     長野和輝(高松中) 大西巧真(幸田中)  

保富健二郎(沼津四中) 山本果林(小島中) 吉野哲平(高松中)  

卒 業 生： 【特進】行德智仁(清水五中)  清水明憲(清水四中) 

【総進】水口教平(清水五中) 久保田祐基・鷲巣世奈(翔洋中等部) 冨岡諒真(青島中) 

森岡紘宜(森考中)  齊藤 咲(末広中) 

２０１４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：【特進】井倉あかり(須津中)【総進】相川琴美(翔洋中等部)  浜子莉菜(翔洋中等部)  八木大輝(末広中) 

新高校３年生：【特進】平馬明日香(翔洋中等部)【総進】菊地良輔(大里中)  川口勇一郎(清水四中) 岡本菜々子(東益津中) 

卒 業 生：【特進】天野愛理(飯田中) 【総進】大谷沙矢香(翔洋中等部) 山本涼介(東豊田中) 小長井映里(翔洋中等部) 

２０１４年度中等部成績優秀賞 

新中２年：成田魁生（清水船越小）   小川健太朗（東海大学付属小） 高月宏一朗（清水浜田小） 

新中３年：窪田友哉（静岡サレジオ小） 白石 翼 （富士根南小）   岩崎 匡志（清水町立清水小） 

卒業生：大村琴美（岩松北小）    瀧 藍花 （清水袖師小）   高木菜々美（長田北小） 

２０１４年度翔洋会努力賞  

新中２年：1組 鈴木貫太（清水小）       2組 岩下草太  （清水船越小）  

3組 川口 優（和歌山市立楠見小）  4組 長橋美貴子（東海大学付属小） 

新中３年：1組 髙木  匡（香貫小）        2組 小倉啓人  （清水高部小）   

3組 巽 文花（清水江尻小）     4組 杉本弥月  （長田北小） 

卒業生：1組 川村海斗（清水三保第一小）   2組 杉本翔紀  （高洲小） 

3組 望月航平（清水袖師小）     4組 山田應堂  （清水船越小）             教務部 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田担当 

 

 

卒業証書授与式（高等学校） 

第１６回卒業証書授与式が３月３日（火）挙行され、２３８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 

述べた坂下くるみさん（翔洋中等部）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、３４名でした。中でも、鈴木海輝さん（翔洋 

中等部）は、１５年間、小島涼菜さん（長泉町立北中）・横山和美さん 

（伊東市立門野中）は、１２年間の皆勤です。 

                                   

答辞を読む坂下さん（翔洋中） 

 

 

－３－ 

卒業証書授与式（中等部） 

第６６回卒業証書授与式が３月１７日（火）に挙行され、卒業生１１６名が巣立っていきまた。 

 

答辞を読む糟屋さん（入江小） 

 

 

 

 

       

 

総長賞     ２組：冨岡 諒真 （藤枝市立青島中学校） 

生徒会功労賞  ３組：溝口 直希 （掛川市立城東中学校） 

日本私立中学高等学校連合会会長賞 

１組：川口 有里花（静岡市立清水第五中学校） 

静岡県私学協会会長賞 

 

１組：行德 智仁（静岡市立清水第五中学校）２組：久保田笑理（東海大学付属翔洋中等部）  

３組：水口 教平（静岡市立清水第五中学校）４組：薩埵 晃希（静岡市立清水袖師中学校） 

５組：櫻井 祐介（藤枝市立大洲中学校）  ６組：八木 直希（静岡市立清水第八中学校） 

７組：小林 主季（富士市立岳陽中学校）  ８組：畑  裕喜（広島市立翠町中学校） 

 

 

総長賞          ３組：滝  藍花（静岡市立清水袖師小学校） 

生徒会功労賞       ４組：佐野  求（静岡市立東源台小学校） 

日本私立中学高等学校連合会長賞 

             ４組：大村 琴美（富士市立岩松北小学校） 

静岡県私学協会会長賞 

１組：深津 七佳（静岡市立城北小学校）   ２組：杉村 果南（静岡市立清水三保第二小学校） 

３組：長橋光太郎（東海大学付属小学校）   ４組：関野 光咲（富士市立元吉原小学校） 

 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。答辞の糟屋栞里（入江小）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「マイバラード」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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎学力試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－４－ 

 

「変わる！静岡翔洋」にご期待下さい！ 

おかげさまをもちまして、2015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 121

名、高校 371名もの入学生を迎えることとなり大変嬉しく思います。これは中高共に魅力ある学校で、本校

が皆様から選ばれたということにほかなりません。在校生諸君は大いに青春を謳歌する 3年ないし 6年とし

ていただきたいと思います。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ご期待以上のものを提供すべく邁進して

いくつもりです。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。 

 さて、来る 2016年度の募集は「変わる！静岡翔洋 5つの実践」と銘打ちまして募集活動を開始します。 

その 5つの実践とは、①全路線無料スクールバス運行（登録カード発行料として 1,000円は頂きます。）  

②学校完全週 6 日制（いよいよ土曜講座を開始します。） ③大学進学のための学校（本校は現役で大学進

学率約 85％を誇る進学校です。） ④全国大会・東海大会を目指す部活動（2014年度はサッカー、柔道、チ

アリーダーなどが全国大会出場を果たしています） ⑤挨拶・礼儀・身だしなみ・美しい環境づくり（保護

者の皆さま、卒業生、地域の皆さまからも翔洋は変わってきたとお言葉をいただいています。） 

どうぞ、新しい年度も「静岡翔洋」にご期待下さい。  生徒募集対策室長（高校教頭）  高塚 純 

 

お知らせ 

４月の高校予定 

３日【金】  新入生オリエンテーション 

４日【土】  皆既月食観測会（大駐車場 19 時～21 時） 

７日【火】  高校・中等部入学式 13：30 

８日【水】  ①始業式②高校生集会(A)③ＬＨＲ  

９日【木】  学オリ応募開始（国数理英知ﾃﾞｨ） 

特別時間割（学園試験対策・LHR） 

１０日【金】  学園基礎学力定着度試験（高：全） 

学オリ音楽応募リスト締切 

１１日【土】  土曜講座オリエンテーション（高 1 全員登校） 

１３日【月】  学オリ音楽作品提出締切 

通常時間割開始⑤⑥交通安全教室 

特進 2 年 3 年放課後講習開始 

１４日【火】  1 年写真撮影⑤⑥部活動紹介（H） 

１８日【土】  幼小中高合同新入生を迎える会（Ａ） 

２０日【月】  強化部部活動登録締切 

２１日【火】  ①中高防災訓練 放課後 一斉委員会 

２２日【水】  高 1 湘南キャンパス見学会（保護者参加可） 

２３日【木】  生徒健康診断（全日） 

高 3⑤小論文ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(翔洋 H)⑥小論文模試 

放課後 生徒教員協議会 

２４日【金】  飛翔寮 開寮式(ﾃｰﾌﾟｶｯﾄ)10：30～ 

強化部以外部活動登録締切 

２５日【土】  土曜講座（高 1 全員登校）（講座クラス発表） 

２７日【月】  公開授業(午前授業） HTIC 説明会 13:30～ 

２８日【火】  ①高校生集会：インターネット安全講習 

３０日【木】  到達度試験（午前国・数・英、午後通常授業） 

                   （Ａ）アリーナ (H)ホール 

４月の中等部予定 

４日【土】  皆既月食観測会（大駐車場 19 時～21 時） 

６日【月】  在校生・新入生オリエンテーション(H) 

７日【火】  高校・中等部入学式 13：30 

８日【水】  ①始業式②中等部集会(H)③新入生歓迎会（A) 

９日【木】  学オリ応募開始（国数理英知ﾃﾞｨ） 

③1 年キャンパス案内⑤⑥部活動紹介（A） 

１０日【金】  1、2 年確認テスト・3 年実力試験（5 時間） 

学オリ音楽応募リスト締切 

１１日【土】  土曜授業 

１３日【月】  朝礼⑤⑥交通安全教室 

         学オリ音楽作品提出締切 

１４日【火】  1 年合宿オリエンテーション（１５日まで） 

   ２・３年朝学（漢） 

１６日【木】  ⑤総合学習⑥委員会決め 

１７日【金】  ２･３年朝学(英) 

１８日【土】  幼小中高合同新入生を迎える会（Ａ） 

         ２・３年 土曜授業 

２０日【月】  生徒集会（H) 

２１日【火】  ①中高防災訓練 

２２日【水】  遠足（雨天でも弁当持参） 

２３日【木】  生徒健康診断（全日）    部活動登録 

２４日【金】  遠足予備日（弁当持参） 

２５日【土】  土曜授業 

２７日【月】  朝礼 公開授業(午前授業） HTIC 説明会 13:30～ 

２８日【火】  朝学（漢） 

３０日【木】  ⑤総合学習⑥生徒総会に向けて 

夏服調整期間～５月２３日 

                                      


