
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.6 
東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 広報誌 

SHOYO NOWADAYS 
【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 

生徒まとめ 

☑わかった！できた！ 

☑グループワーク 

☑先生のトーク力 

☑生徒が発言しやすい 

☑メリハリ 
 

iPadでクリエイターになろう！ 

３DプリンタOnshape講座 

中等部の新講座です。 

試行錯誤しながらサイコロをつく

ってみました。 

高２のアクセル

では総合学習と

絡めて、三保に

点在する無人販

売所をマップ化

しています。 

ドローンの可能性に迫る！ 

風圧がすごくてびっくりしました。とっ

ても楽しいドローン操縦。暮らしを助

ける、大きな可能性を感じました。 

アクセルコース２年生は模擬裁判選手権に向けて、弁護士の方を

お招きして裁判を体験から学んでいます。 

中等部数学・情報の講座「脳

トレDrop２０４８」プログラ

ミングアプリ Scratchを

利用してパズル式脳トレに

チャレンジしました。頭にも

汗かく土曜授業です。 

『魅力ある授業』ってどんな授業？ 

改めて教員で考え、全教員で授業を極めていきた

いと考えています。 

どんな要素が大切だと考えたらよいのか、様々な視

点から意見を出してみました。 

私たちは、日々、魅力ある授業を目指して勉強して

いきます。 

生徒の皆さんも、同じ船に乗っている船員です。キャ

プテン（教員）と一緒に航路を進めていきましょう。 

 

授業は先生と生徒たちで作り上げていくもの 

アクセル有志で三保の松原保全活動に行きました。呼びかけた

のは１年生、計３回の活動が実現しました。もっと広めていきた

いと考えています。 
アクセルクラスの総合学習の授業が土曜授業の時間を使って

幅広く展開しています。 

教員研修 

教員も授業をよくするために、勉強しています。 

教員まとめ 

☑授業の目的・スキル 

☑わかった！できた！ 

☑生徒が発言しやすい 

☑生徒参加型 

☑生徒が楽しい 教師も！ 

1-C  大場絢心さん  1-E 藤浪花凛さん 2-B 小林勇太さん  
2-B  前田由菜さん  2-C 荒田煌世さん 3-B 木下絢菜さん 
3-D  坂上実都来さん 3-E 深澤心さん   1-8 良知杏美さん  
1-11 薗田昊祐さん  2-2 村上零さん  2-6 山口陸登さん  

2-11 室月咲良さん  3-6 依田采巳さん 
ご協力ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 70 回静岡県高等学校総合体育大

会、決勝戦は浜松工業高校を相手に

31 対 7 で優勝しました。底力を発揮

し、相手を引き離しての勝利、昨年に

引き続きの優勝となりました。県優

勝は通過点でしかありません。花園、

シード校撃破に向けて、一層頑張っ

ていきます。 

 

第 9 回全日本 U-18 フットサル選手権静岡県大会において、3 年ぶり 2

度目の優勝を果たしました。アグレミーナ浜松との決勝戦は、拮抗し

た展開の中、2-2 で PK 戦に突入。緊迫する場面でも全員がしっかりと

決め切りました。東海大会でも一戦必勝で頑張ります。 

 
5 月 21 日（土）・22 日（日）の 2 日間にわたり、名古屋市体育

館において、第 12 回全国中学校ダンスドリル選手権大会東海

大会・全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2022 東海大会が

開催されました。 

高校は Song/Pom 部門ミディアム編成、DRILLPOM 部門ラージ編

成に、中等部は Song/Pom 部門スモール編成に出場しまし、3 部

門すべてで 1 位をとることができました。 

この結果、7 月 29 日～31 日に東京体育館において開催される

全国大会への出場が決定しました。総合優勝目指して頑張りま

第 70 回静岡県高等学校総合体育大会フェンシング競技兼全国・東海高等学校総合体育大会静岡県予選が開催されました。静岡

県高校総体において、男子団体では 2 年連続 4 度目の優勝を果たしました。 

【男子個人フルーレ】優勝 渡邊英向（高 1）2 位 大村元希（高 2） 

【男子個人エペ】優勝 大村元希（高 2）4 位 渡邉択都（高 3） 

【男子個人サーブル】2 位 渡邊英向（高 2）3 位 澤田壮豊（高 3）4 位 榊原弘豊（高 3） 

【男子学校対抗フルーレ】 優勝 大村元希・渡邊英向・伊藤涼弥（高 3）・井出来夢（高 3） 

【女子個人エペ】3 位 遠藤里真（高 2） 

【女子個人サーブル】4 位 倉増心美（高 3） 

第 12 回全国ダンスドリル選手権大会にお

いて、高校は Song/Pom 部門ミディアム編成、DRILLPOM 部

門ラージ編成に、中等部は Song/Pom 部門スモール編成に

出場しまし、3 部門すべてで第 1 位をいただきました。 

この結果、東京体育館において開催される全国大会への出

場が決定しました。総合優勝目指して頑張ります。 

新型コロナの影響で 3 年ぶりに開催された第 34 回マルちゃん杯中部少年柔道大会に出

場しました。全国大会には上位 6 チームが出ることができます。準々決勝で敗退しまし

たが、全国出場決定戦で勝ち、5 位で全国大会出場を決めることができました。中体連

もこの勢いのまま頑張ります。 

全日本少年軟式野球静岡県大会決勝が行われ、決勝では、高台・佐鳴台中野球クラブと

対戦し、7-5 で勝利、3 年ぶりに優勝することができました。 

この結果、6 月 18 日（土）に三重県亀山市で行われる東海大会への出場が決まりまし

た。沢山の応援ありがとうございました。 

静岡県高等学校総合体育大会陸上競技が開催され、15 種目 23 名の

選手が東海高等学校総合体育大会へ駒を進めることができました。 

男女ともリレー種目を中心に走跳投と多種目にわたり活躍しまし

た。陸上競技の全国大会は次試合の東海高校総体で 6 位以内（一部

の種目で 4 位以内）に入賞しなければなりません。全国大会出場に

向けて頑張ります。 

【主な結果；東海大会出場者】 

①女子 4×100ｍR フロレス-木村-松永-鈴木 46 秒 59 優勝 

②女子 100ｍH 永井真滉 14 秒 10 優勝 

③男子走幅跳 土屋充慶 7m38 優勝 

④女子三段跳 上田愛依 12m22 優勝 

⑤女子 4×400mR 永井-鈴木-松永-フロレス 3 分 51 秒 94 2 位 

⑥男子走高跳 平野海吏 1m85 2 位 

⑦女子砲丸投 鈴木広依 10m89 2 位 

⑧男子 1500ｍ 関日向汰 3 分 57 秒 31 2 位 

⑨男子 110ｍH 浅井惺流 14 秒 69 2 位 

⑩女子 100ｍ 木村美結 12 秒 13 2 位 

⑪男子 4×100ｍR 新海-余吾-菊田-望月 41 秒 43 3 位 

⑫男子 800ｍ 関日向汰 1 分 54 秒 17 3 位 

⑬女子やり投 鈴木広依 40m07 3 位 

⑭男子八種競技 浅井惺流 4837 点 4 位 

⑮女子砲丸投 鈴木広依 10m23 5 位 

⑯女子 400ｍ フロレスアリエ 57 秒 35 5 位 

静岡県中学生サッカー

選手権大会決勝で、強

豪 浜松開誠館中学校

と対戦しました。練習

の成果と勝利への執念

を発揮し、見事 2-1 で

勝利をおさめ、県大会

優勝を決めることがで

きました。 


