
 

 

 

 

 

 
 

 

 

青春って忙しい 
 

校 長 村上 英治 

 

 

高等学校４０２名、中等部１５２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。中・高とも定員をはるかに超える入学者を今年度も迎えることとなりました。多くの方々に 

「変わる！静岡翔洋」を選んで頂き身の引き締まる思いです。 

  

私が皆さんに期待するのは、忙しい青春を送ってほしいということです。皆さんは若々しい肉体を 

持っています。それは何よりの武器です。その武器を活用してあらゆることに挑んでほしい。今しか 

できないことに果敢にトライしてほしいのです。 

  

そして、勉強を一生懸命してほしい。知識を得ることによって、世界は広がっていきます。新しい 

発見があります。「未知のものが既知のものになる」という経験と変化は尊いものなのです。時には 

自分の生き方さえも変えてしまう、そんな威力を持っているのです。 

  

携帯電話と戦ってください。携帯電話が見せてくれる世界は、確かに面白く、興味深いものです。 

しかし、そこにのめりこむのではなく、まず、人とのかかわりを大切にしてほしいのです。友と交わり、

仲間と語り合い、互いに切磋琢磨して夢や目標に向かって汗を流す。携帯電話に向かっているだけで 

は汗を流すことなどできません。 

 

頭にも心にも体にも汗かく青春。夢中になるもの、楽しくて仕方がないもの、苦しいけれどもその 

先に実り豊かなものが必ずあるもの、そんなものを見つけ、日々挑戦してほしいと思うのです。 

 

「青春って本当に忙しいです」と語る表情は必ずすがすがしく、美しいはずです。 

 

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 
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高校 1年学年主任 吉田 慎二 

 

402 名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。 

静岡翔洋での 3 年間をワクワクできる学校生活にして下さい。 

人工知能（ＡＩ）が急速に発展し、あらゆるものがインターネットと 

つながり、近い将来大きく変容する社会で活躍する為に、何が必要で 

あるかを考え、高校での３年間を充実した時間にして欲しいです。 

402 名それぞれの胸の中にある想いは違いますが、初心の気持ちを 

大事にして過ごしてください。 

充実した学校生活を送るために心がけて頂きたいことがあります。 

それは自己責任です。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。 

従って 

①学校を休まない【授業が大事】 

②ルールを守る 

③他者を思いやる 

④勉強以外にも自分に誇れるものを持つことです。 

さあ、1000 日間の熱いドラマの幕開けです！楽しいことも辛いこともきっとあなたたち自身の成長につな

がると信じています。私たちと一緒に成長していきましょう！ 

 

 

中等部 1年学年主任 込山 典寿 

 

中等部 152 名の新入生の皆さん、入学おめでとうございます。 

さて、私は、第２回のオリエンテーションにて、皆さんの前で 

次のような話をしました。 

「学習塾」などの顧客は「生徒」でいい。塾に入ったからには、 

生徒を満足せられるようなコンテンツを塾が提供して、生徒の学力が 

伸びるという関係でこれらは成り立っています。しかし、「学校」の 

使命は「社会」に貢献する人物を育てることです。君たちは、これ 

から先の社会を満足させられるような人間性を、学校で磨き上げて 

いく必要があります。学校という場所はそういう場所だと考えると 

全てにおいて納得ができそうです。創設者はなぜ建学の精神を作った 

のか。校長先生が、なぜ挨拶・礼儀・身だしなみ・美しい環境が大切であるというのか。入学後は PDCA（Plan 

Do Check Action：計画→実行→評価→改善）サイクルで、学校行事が次々と行われていきます。行事も授業

も部活動も、ただやらされるのではなく、『見て』、『分かって』、『決めて』、『動く』OODA（Observe Orient 

Decide Act：観察、状況判断、意思決定、行動）ループの考えのもと、その場をよく『見て』、その場で『考

えて』、『行動』できる人になって下さい。学校生活の様々な場面で、是非とも君達が主体となって、リーダー

性をどんどん発揮していって欲しいと思います。 

  

皆さんが、この先の「社会」が感動してくれるような人間性を磨き上げる毎日にしていきたいと思います。

皆さんとの３年間を楽しみにしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８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】   松下未来 （静岡東中）        仁科和葉  （藤枝市立広幡中）     伊東大智 （静岡東中） 

             大野美咲 （富士市立岩松中）   田代なのは（御殿場市立高根中）   大脇皐聖 （裾野市立西中） 

【文理】      平井拓空 （静岡翔洋中）         髙木沙環  （瀬戸市立南山中）      竹井華れん（中島中） 

             永嶋千夏 （城山中）        菊池憧子  （富士市立田子浦中）   増田真桜 （静岡南中） 

       前田涼太 （静岡翔洋中）     梅原晃伸 （清水第二中）      鈴木玲菜 （藤枝市立青島中） 

       根塚智華 （尼崎市立武庫中） 

新高校３年生：  

【英数】   菅沼姫那  （静大附属静岡中）    久保田晴也（籠上中）          宇多葉月 （清水第二中） 

      杉山汐里 （安東中）        石川大樹 （東豊田中)              

【文理】      松本隼哉  （静岡翔洋中）      川原ゆりか（静岡翔洋中）       海老原舞里（静岡翔洋中） 

山口琴暖 （秩父市立秩父第二中） 尾崎陽菜  （藤枝市立西益津中）   田澤晴花 （静岡翔洋中） 

杉下 綾 （神戸市立塩屋中）   安森潤弥 （藤枝市立岡部中）   森藤夏未 （末広中） 

卒 業 生：  

【英数】   秋田 勢 （城山中）        麻生悠美子（安東中)         野田直輝 （清水第三中） 

      岩本拓磨 （籠上中）        大井美里 （町田市立忠生中）    松村未紗 （焼津市立焼津中） 

【文理】   上野雄大 （沼津市立第五中）     野田洸希 （川口市立西中）       山田綺楽 （富士市立鷹岡中） 

土井環奈 （東海大仰星中）      松浦 凜 （東豊田中）         宮川 楽 （東海大相模中） 

宮城島晃大（清水第五中）     島田竜輔 （吉川市立東中）     望月 鳳 （静岡翔洋中） 

木村知葉 （札幌市立南が丘中） 

２０１８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】      大脇皐聖 （裾野市立西中）     阿部紗花 （静大附属静岡中）   酒井雪乃 （中島中） 

【文理】      安達丈瑠 （静岡翔洋中）         白井悠翔 （富士市立富士中）   増田伊佐 （藤枝市立岡部中） 

             細川耕太郎（大里中）        八木瑞歩 （東豊田中）      増田真桜 （静岡南中） 

新高校３年生： 

【英数】   芹澤 黎 （富士市立田子浦中）   小野翔子 （静岡翔洋中）     佐野華鈴 （静岡翔洋中） 

【文理】      小池リオ （吉田町立吉田中）      田ノ下夏葵（静岡翔洋中）     大橋萌加 （静岡東中） 

      岩山尚央 （富士市立富士中）   松本侑大 （みよし市立三好丘中） 八木さくら（清水第二中） 

卒 業 生： 

【英数】   小田陽名 （安倍川中）      山野淳稔 （静岡翔洋中）     片山瑠南 （大里中） 

【文理】   渥美朝陽 （川崎市立宮前平中）  濱道沙朱 （清水町立清水中）   望月 凪 （富士宮市立上野中） 

       常木佑真 （高松中）       前川険太 （西奈中）       嘉田久輝 （富士市立吉原第二中） 

２０１８年度中等部成績優秀賞 

新中２年：  木内碧大 （由比小）        熊本瑞己 （静岡翔洋小）     松下寧々 （長田東小）  

       櫻井陽弥 （清水飯田東小）    浜子莉都 （富士市立富士川第一小） 

新中３年：  望月魁成 （東豊田小）       室岡真光 （三島市立向山小）   山本笙太 （長田南小）  

       奥居大輝 （東源台小）       栗山遼也 （静岡翔洋小） 

卒業生：  池田みずき（伊豆の国市立韮山南小）牧 優馬 （沼津市立原小）    山崎彩加 （常葉橘小） 

      鈴木ゆうあ（焼津市立和田小）   市川優の花（井宮北小） 

２０１８年度翔洋会進歩賞 

新中２年：Ａ組 鎌田侑希子（静岡翔洋小）   Ｂ組 胸組 琳（賤機南小）  

Ｃ組 髙野雅人 （大里東小）    Ｄ組 杉本裕哉（藤枝市立高洲小） Ｅ組 望月美藍（清水興津小） 

新中３年：Ａ組 奥平菜々風（藤枝市立青島東小）Ｂ組 杉井はな（藤枝市立高洲小）   

Ｃ組 山内佑斗 （藤枝市立広幡小） Ｄ組 松井 天（西豊田小）    Ｅ組 鈴木音生（焼津市立西小） 

卒業生：Ａ組 井田鷹介 （静岡翔洋小）   Ｂ組 春田啓杜（清水有度一小）     

Ｃ組 内藤規来莉（常葉橘小）    Ｄ組 杉山晴哉（長田南小）    Ｅ組 松永朋也（焼津市立東小） 

 

 

 

＜高等学校＞ 

東海大学への進学者数 195 名 

東海大学以外の大学･短大への進学者数 67 名 

専門学校への進学者数 40 名  

就職 17 名  その他 9 名 

＜中等部＞ 

静岡翔洋高校   文理進学ｺｰｽ 89 名 

    英数進学ｺｰｽ 19 名 

県内公立高校   28 名  その他 2 名   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、５月号からにつきましては、本校ＨＰにてご覧ください。 

卒業証書授与式（高等学校） 

第２０回卒業証書授与式が３月１日（土）に挙行され、３２８名が巣立っていきました。 
 

 本校アリーナにおいて、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。 

答辞を述べた田根聡太さん（高槻市立第十中学校）の言葉を聞き、 

３年間の万感が胸に迫ったのか、卒業生も在校生も多くの生徒が涙す 

る、感動的で、立派な授与式でした。 

学校長賞（皆勤賞）は、４２名でした。 

                                   

                                    答辞を読む田根さん 

 

 

 

－３－ 

卒業証書授与式（中等部） 

第７０回卒業証書授与式が３月１８日（月）に挙行され、卒業生１３８名が巣立ちました。 

 

 

 

 

答辞を読む石上さん 

 

答辞を読む石上さん 

 

 

 

       

 

 

総長賞     １組：遠藤 龍希 （静岡翔洋中等部） 

生徒会功労賞  １組：稲葉 春佳 （静岡市立東豊田中学校） 

日本私立中学高等学校連合会会長賞    １組：麻生 悠美子 （静岡市立安東中学校） 

静岡県私学協会会長賞 

１組：門倉 由奈（富士市立富士中学校）     ２組：岩本 拓磨（静岡市立籠上中学校） 

３組：野田 洸希（川口市立西中学校）       ４組：山田 綺楽（富士市立鷹岡中学校） 

５組：鈴木 彩夏（吉田町立吉田中学校）       ６組：渡邊 浩平（静岡翔洋中等部） 

７組：宮城島 晃大（静岡市立清水第五中学校）   ８組：藤田 祐加（静岡市立賎機中学校） 

９組：木村 知葉 （札幌市立南が丘中学校）  

 

総長賞          Ｂ組：池田みずき（伊豆の国市立韮山南小学校） 

生徒会功労賞       Ｅ組：川涯駿之介（中島小学校） 

日本私立中学高等学校連合会長賞  Ｄ組：牧 優馬 （沼津市立原小学校） 

静岡県私学協会会長賞 

Ａ組：梶山 稜輔（静岡翔洋小学校）  Ｂ組：松田 真琴（服織小学校） 

Ｃ組：細田 菜月（清水袖師小学校）  Ｄ組：冨士野もも（静岡翔洋小学校） 

Ｅ組：杉山 月琉（沼津市立金岡小学校） 

 本校建学記念ホールにて、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。答辞の石上賢真さん（藤枝市立高洲小学校）は三年間の想いや感謝

の気持ちを伝えてくれました。最後に学年合唱で「旅立ちの日に」を卒

業生が歌い、新たな船出を祝う立派な授与式となりました。 

 学校長賞（皆勤賞）は、１１名でした。 

 


