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夏休みの 

タイムマネジメント 
  

高校教頭 古瀬 哲也 
 
夏休み前というのは、誰でも楽しい気分になり

ますね。それは、学期中にはない「自由な時間」

への期待があるからでしょう。では、どう過ごそ

うかと考えてみてください。夏休みにどのような

生活ができるかは、学校の成績以上にあなたの将

来を左右することになるかもしれません。なぜな

ら、夏休みは、あなたのタイムマネジメント(時間

管理)次第でどうにでもなるからです。毎日部活が

入っている人も、自宅にいる時間は学期中より多

いはずです。その時間をどう使うかは大切です。 
 自分が何をしたいのか、どういう自分に成長し

たいのかを考えずにこの夏休みを過ごすのは大

変もったいないことです。将来英語を使った仕事

をしたい人は、どんな仕事があるのかよく調べて

みましょう。やさしめの本の多読、好きな英語の

歌を覚えて歌えるまで練習、など、日ごろできな

いことにも挑戦してみましょう。私は中 1 の夏休

み、宿題の 200 単語暗記を完璧にするために毎朝

単語を書く時間を作って練習しました。その夏に

覚えた単語はずっと忘れることなく今につなが

っています。もちろん、遊びも大切、午後は友達

と草野球をすることも日課でした。 
 夏休みは何度も来そうですが、中３の夏休み、

高 1の夏休みというのは一生に一度の貴重な時間

です。タイムマネジメントができる人になりまし

ょう。では、みなさん、Have a nice summer!  
Nice になるかどうかはあなた次第です。 

 
○学校行事から 

教育実習 

 ６月６日（月）から２４日（金）までの３週間

にわたり、教育実習が実施されました。今年度は

１７名の実習生を迎えることができました。実習

生たちは、戸惑いながらも授業やホームルームを

担当し、一生懸命に取り組んでいました。また、

多くの実習生が部活動指導にもかかわっていま

した。 
 

東日本大震災救援義援金を寄付 

５月に各クラスを通じて集めた救援義援金

170,595 円を６月１日に浦安市へ届けました。浦

安市も被災地であること、本校生徒、教職員にも

被災した人がいることなどから浦安市への寄付

を決めました。当日は生徒会の２名が市役所に出

かけ、松崎市長に直接お会いして、救援義援金を

手渡しました。 

 
国立天文台ハワイ観測所との遠隔授業 

 サイエンスクラスがすばる望遠鏡で有名な国

立天文台ハワイ観測所との遠隔授業を行いまし

た。今年度も昨年度に引き続き、国立天文台ハワ

イ観測所の臼田-佐藤 功美子先生（理学博士）に

講師をお願いいたしました。 
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ＴＶ会議システムを利用した遠隔授業 

 

中等部１年 高原教室 
 ６月２２日（水）から２４日（金）の２泊３日

で、東海大学嬬恋高原研修センターに宿泊し、高

原教室を実施しました。今年度は天候に恵まれ、

予定していたプログラムを全て行なうことがで

きました。生徒たちは、多くの良き思い出と共に、

お互いの親交も深めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後援会主催湘南校舎見学会 

後援会主催による、東海大学湘南校舎見学会が

７月２日（土）に実施されました。中等部・高等

学校の保護者約 160 人が参加し、全体会では大学

施設の説明や大学生による大学生活の話などを

聞きました。普段大学生が食事をしている学食で

昼食をとりました。 
午後は大学の施設建学（理系施設、体育施設、

学生支援施設など）を見学するコースと、高校３

年生の保護者向けの下宿下見・内覧コースに分か

れて見学しました。 

この見学会は毎年行われています。人気の企画

で、今回もリピーターの保護者が沢山参加して下

さいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

スポーツ大会 
 ７月１３日（水）から１９日（火）までの４日

間、中等部および高校の各学年でスポーツ大会が

行われました。 

中等部は１３日に全学年がドッヂボールで汗

を流しました。優勝は１年が３組、２年が２組、

３年が４組でした。 

 高校は全学年ともバレーボールで熱戦を繰り

広げていました。各学年の優勝クラスは、高３、

高２がともに１組、高１が９組でした。 

  

  

 

○校内外の学校説明会が開催される 

 今年度も生徒募集活動が本格的に始まりまし

た。６月２９日（水）・３０日（木）には、全教

員による中学校訪問が行われました。また、３０

日（木）には、中学校訪問と平行し、本校にて塾

の先生方対象の学校説明会を実施しました。 
 



 - 3 - 
 

市川・浦安私立中学７校合同説明会 
 ６月２５日（土）に西船橋にあるフローラ西船

にて、合同説明会が実施されました。この説明会

は、本校を含む市川・浦安にある私立中学全７校

が協力しあい運営をしています。今年度は千葉県

内の他の地域からも９校の中学校が参加し、１７

校での合同説明会となりました。 

 会場では各校個別相談ブースの他に、ライブ授

業や学校紹介のコーナーもあり、多くの小学生や

保護者の方に来場していただきました。本校のラ

イブ授業は理科実験を行ない、好評を得ました。 

  

  

 

中等部第１回学校説明会 
 ７月１０日（日）、今年度最初の受験生・保護

者対象学校説明会を、本校にて実施いたしました。 

 ９月からは、中等部が４回、高校が３回説明会

を予定しています。お知り合いの方にお声かけい

ただけると幸いです。 

 

江戸川区立松江第五中学校の学校訪問会 
 ７月１１日（月）に松江第５中の保護者４１名

が、校長先生および引率の先生と供に本校を訪問

されました。学校の説明をした後、校内をご案内

し、施設・設備をご覧いただきました。 

 

○部活動の活躍 

全国大会出場者の紹介 

 この夏の全国大会に出場が決まった選手の紹

介をいたします。本校の代表として、地区大会を

勝ち上がり全国大会に臨む選手達の活躍を、大い

に期待しています。皆さんの応援をお願いします。 
・高校 全国高校総体 

・中等部 全国中学総体・NHK 杯放送コンテスト 

部活動名 種 目 氏 名 

陸上部 男子 200m 末次 弘樹 

放送部 ｱﾅｳﾝｽ部門 寺牛 恒輝 

 

関東大会の結果（高校） 

 各クラブとも全力を出し切って頑張って戦っ

てきました。戦績を報告いたします。 

男子バスケットボール部 

 Ｂブロック 第３位 

剣道部 

 予選リーグを勝ち抜き、決勝トーナメントにお

いて、惜しくも準々決勝で佐野日大に敗れました。 

 優秀選手賞 榊 優哉 

柔道部 

 団 体 第５位 

 個人戦 女良 魁斗  ベスト８ 

陸上部 

男子走幅跳 高政 知也  ７m55 で優勝 

男子三段跳 説田 泰成  14m45 で６位 

 

国体千葉県代表選手の紹介（高校） 

 剣道部の榊優哉君と男子バスケットボール部

の田代直希君が国体関東ブロック予選に千葉県

代表選手として出場いたします。 

 

水泳部県大会の結果 

 次表に記載されている選手は、関東大会の出場

を決めています。さらに、女子４００ｍメドレー

リレーが標準記録を突破したので、関東大会に出

場いたします。 

部活動名 種 目 氏 名 

柔道部 

団体  

81kg級 ベイカー 茉秋 

100kg級 ウルフ アロン 

100kg超級 石神 大志 

陸上部 
男子走幅跳 髙政 知也 

男子三段跳 説田 泰成 
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茂木さんの２００ｍ平泳ぎは、大会新記録での

優勝でした。 

 

○高校野球千葉県大会 

 １１年ぶりの『甲子園』を目指し、野球部が快

進撃を続けています。７月１８日（月）は、午前

１１時から幕張のＱＶＣマリンフィ－ルドにお

いて県立東総工業高校と対戦し、１１対１（５回

コ－ルド）で勝利して５回戦に進出しました。 

この日は、高校３年生の学年応援日でしたが、

海の日［祝日］ということもあり、多くの他学年

の生徒や保護者が応援に駆けつけてくれました。 

猛暑の中で、チアガ－ル、吹奏楽部、野球部の

応援部隊がフィ－ルドの選手と一体となって頑

張っています。引き続き、皆さんの熱き応援を宜

しくお願いします！！ 

 

 

 

 

 

 

○学園オリンピック 

 １次審査を通過し、７月３１日（日）から５泊

６日で行なわれる夏季セミナーに参加する生徒

を紹介します。 
国語部門 

 高２ 和田 崇助、高３ 大村 和也 
数学部門 

 高２ 中野 諒八、高２ 川村 大輝 

 高３ 石上 茜 

理科部門 

 高１ 海老井 美貴、高３ 大門 真理子 

英語部門 

 中２ 若原 翔帆菜、高２ 竹内 麻南美 

 高３ 小野 紗里衣、高３ 政本 隆志 

芸術（造形）部門 

 高２ 小阪 晶、高３ 大山 沙羅 

知的財産部門 

 高２ 福岡 英将 

ディベート部門 

 高３ 山野内 絵理 

 

○中高生のための理科体験授業 
 ４年前に女子中高生を対象に始めた日帰りの

理科体験授業でしたが、現在では、男子も参加で

きるようになり、８月６日（土）からの２泊３日

にて、東海大学湘南校舎で実施されます。 

 この体験授業では、大学の先生方が中高生向け

にアレンジした実験を行なったり、先端の設備を

見学したり、いろいろな理工系学部の説明を聞い

たりと、盛りだくさんの内容です。 

学園全体では、６７名が参加しますが、その中

で本校からは、中等部生１４名、高校生４名が参

加します。 

 

○高１ハワイ研修 
 この春に起きた東日本大震災の影響で中止に

なった、ニュージーランド英語研修の代替研修と

して、８月１０日（水）からの１０日間、ハワイ

東海インターナショナルカレッジにて、２８名の

参加者でハワイ研修が実施されます。 

種　目 順位 種　目 順位

古泉 俊二郎 100m自由型 ７位 200m自由型 ５位

宮下 美奈子 100m自由型 ７位 400m自由型 ２位

高橋 諒 200m平泳ぎ ７位 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位

茂木 美桜 100m平泳ぎ 優勝 200m平泳ぎ 優勝

福田 紘平 200m自由型 ８位

佐々木 政洋 100m平泳ぎ ７位

土屋 綾音 100m平泳ぎ ３位 200m平泳ぎ ２位

小田 海咲希 50m自由型 ４位 100m背泳ぎ ５位

吉野 理香 200m背泳ぎ ６位

土屋 琴音 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ８位 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ８位

望月 鈴夏 200m自由型 ６位

藤岡 志帆 400m自由型 ８位 800m自由型 ４位

猪狩 好 200mバタフライ ７位

恩田 匠 200m平泳ぎ ８位

柳澤 宏樹 100mバタフライ ７位

山口 紗也加 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ７位 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ４位

酒巻 優太 200mバタフライ ６位 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ７位

船津 美帆 50m自由型 ８位

４位

４位

４位

３位

氏　　名

男子400mリレー

男子800mリレー

男子400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

女子400mリレー


