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魔法の呪文 

 ～挨拶から始めよう～ 

 

中等部教頭 飯田 雅美 

 私がまだ子供だったころ、親からよく言われた

ことの一つに、「知り合いに会ったら挨拶をしな

さい」ということがあった。当時、私の住んでい

た横須賀は、近所付き合いが当たり前のようにお

こなわれていたので、近所に住んでいる方々は当

然知り合いということになる。そのため、家から

出ると「おはようございます」、「こんにちは」と

いう挨拶を連呼していた。始めは親から言われ仕

方なく挨拶をしていたのだと思うが、私の記憶で

は、町内の方々が挨拶を返してくれるのが嬉しく

て、自分から積極的に挨拶をしていたことを覚え

ている。 

親から聞いた話だが、今のようにＧＰＳがない

時代でも、私の足取りは近所の人に聞けば簡単に

つかめたという。いい時代だったと思う。 

町内で挨拶が交わされている地域では、犯罪が

少なくなるという。空き巣は下見のときに地域の

つながりが見られると、犯罪を諦めるそうである。 

 私は、今でも挨拶をするのが好きである。学校

外であっても登下校中の生徒を見かけると挨拶

をしている。ほとんどの生徒は挨拶を返してくれ

る。その中には、とても気持ちの良い挨拶を返し

てくれる生徒もいる。それだけで、とても気分が

良くなる。 

 たかが挨拶だが、町の防犯にも役立ち、人々の

気分もよくすることができる、とても素敵な「魔

法の呪文」のような力を持っている。学校中に大

きな声で挨拶が響き渡ることを期待している。 

○学校行事から 

ハワイ英語研修 

 ８月１０日（水）～１９日（金）の８泊１０日

で、高校１年生の２８名が、ハワイへ英語研修に

行ってきました。この研修は３月に予定されてい

た中等部３年のニュージーランド英語研修が、東

日本大震災で中止になったため、代替研修として

企画されたものです。 

今回のハワイ研修は過密日程の中、生徒が積極

的に活動し、大変有意義な研修となりました。 

  

 

校内英語発表会 

 ９月２２日（木）放課後、昨年までは建学祭中

に行われていた「校内英語発表会」が、本校視聴

覚室にて開催されました。 

 流暢な英語で堂々と発表した１年生、完成度の

高い暗唱をした２年生、自分の考えを英語で原稿

にまとめ、個性あふれる発表をした３年生、お互

いのスピーチを聞くことも刺激になる大変充実

した発表会となりました。 
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避難訓練 

 ９月２８日（水）の午後に中高合同の避難訓練

が実施されました。例年の避難訓練では、地震の

二次災害の火災を想定した訓練を行っていまし

たが、今年は東日本大震災での教訓を生かし、地

震・津波対策を行いました。地震後の津波警報の

放送で素早く３階以上に避難する訓練を行いま

した。 

  

 

前期終業式・後期始業式 

 １０月３日(月)に前期終業式ならびに後期始業

式が、中高合同で実施されました。校長先生から

体育祭や建学祭など、沢山の行事がある後期に対

する心構えのお話がありました。 

また、後期より始業時間を８時３５分にして、

本格的に朝読書が実施されることについても説

明がありました。 

 また、３日から教育実習が始まるので、実習生

の先生方を壇上にて紹介いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育実習 

 １０月３日（月）から２１日（金）までの３週

間にわたり、教育実習が実施されました。前期は

１７名でしたが、後期は１３名の実習生が真剣に

実習に取り組んでいました。 

 ここでの経験を活かし、社会人として活躍する

ことを願っています。 

中等部体育祭 

１０月１１日（火）に第２４回の中等部体育祭

が実施されました。今年の体育祭はグラウンドの

復旧工事のため、国府台陸上競技場に場所を移し

て実施されました。体育祭当日は各クラスが一丸

となり「大縄跳び」「クラス対抗全員リレー」な

どの種目を行いました。 

【各学年の総合優勝クラス】 

１年：４組   ２年：１組   ３年：３組 

  

  

 

高校体育祭 

１０月１２日（水）、すがすがしい秋空のもと、

市川市国府台陸上競技場で、高校体育祭が開催さ

れました。ほとんどの競技がクラス対抗だったた

め、勝敗関係なく、クラスの団結ができました。

これからその団結が力となって、それぞれの場所

で生かされることを期待しています。 

【各学年の総合優勝クラス】 

 １年：２組   ２年：５組   ３年：８組 
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中等部校外学習 

 １０月２１日（金）、中等部は学年ごとに校外

学習がおこなわれました。１年生は千葉県をより

深く知ることを目的に、航空科学博物館と千葉県

立房総のむらを見学しました。２年生は午前中、

美術の作品鑑賞として、川村記念美術館を訪れ、

午後からは、歴史分野の実地学習として、国立歴

史民俗博物館を見学しました。学習した成果は建

学祭において発表が行われます。３年生は東海大

学湘南キャンパスを訪れ、学校や学生生活の説明

を受け、大学の学食で各自が好きなものを食べた

後、午後からは９コースに分かれ、体験授業を受

けてきました。 

  

  

  

 

中等部・高校生徒会役員選挙 

 １０月１７日（月）、中等部は講堂、高校は体

育館で生徒会立会演説会が実施されました。翌日

のホームルームにて選挙が行われ、中高ともに新

生徒会の役員が選出されました。 

  

 

○国際交流 

リベリア共和国に関する講演会（高３） 

１０月１７日（月）、ＬＨＲ時に高校３年生を

対象に、リベリア共和国に関する講演会が開催さ

れました。本校は国際理解の一環として、卒業時

にリベリアにグラウンド・シューズを寄贈するこ

とを計画しており、当日は駐日リベリア共和国大

使館の方々をお迎えしました。 

本企画の窓口になってくださった元プロサッ

カー選手デービス・トランスコ氏（体育学校校長）

と通訳の石田氏にリベリアの情勢を具体的な絵

や写真を使って説明していただきました。 

オープニングに、アフリカの友人としてナポレ

オン・テテさん（ガーナ）が太鼓を持って登場し、

パワー溢れるパフォーマンスで会場を沸かせて

くれました。 

建学祭で生徒が捻出した収益金の一部を寄贈

品の運搬費に充てる予定で、グラウンド・シュー

ズは来年３月に寄贈されることになっています。 

 

ロシアガスプロム校と文化交流 

 昨年度の入学式や建学祭に来校してくださっ

たロシアのガスプロム校に、今年は日本の付属高

校から国際交流訪問をすることになりました。 

本校からの参加者は３名、日本文化のプレゼン

テーションができる高校生ということで選ばれ

たのは、榊優哉君（３年、剣道）、木越夏美さん

（２年、書道）、飯塚智哉君（１年、和太鼓）で

す。１２月１２日から２１日まで、付属翔洋、付

属高輪台からの６名とともに極寒のロシアを、小

坂校長を団長に訪問する予定です。 
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○その他の話題から 

グラウンド復旧工事 

本校グラウンドの復旧工事が、９月１日から３

月２０日までの予定で行われています。現在は、

人工芝がすっかりはがされ、地盤改良工事が進ん

でいます。また防球ネット支柱の取り換え工事な

ども行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員研修 

今年度、東海大浦安では東海大学教育開発研究

所の先生方に学校に来ていただいて、数学、理科、

英語の研修会を行っています。１０月１日（土）

には今年度３回目の研修が行われ、新しい理論や

教授法の勉強や授業案や教材について話し合い

が行われました。 

 

○部活動の活躍 

全国大会の結果（高校） 

・インターハイ 

 インターハイに出場した部活動の主な結果を

紹介します。ここでは紹介しきれない選手たちも

全国大会にて持てる力を出し切り、大いに活躍を

していました。 

水泳部 

女子 100ｍ平泳ぎ 茂木 美桜 第３位 

 女子 200ｍ平泳ぎ 茂木 美桜 第２位 

女子 100ｍ平泳ぎ 土屋 綾音 第８位 

 女子高飛込み 岩崎 莉奈 第２位 

 女子飛板飛込み 岩崎 莉奈 第５位 

 女子飛込み総合 岩崎 莉奈 第３位 

 

陸上部 

男子走幅跳 高政 知也 ７m46 優勝 

柔道部 

 男子団体 ベスト１６ 

男子 81 ㎏級 ベイカー 茉秋 第３位 

男子 100 ㎏級 ウルフ アロン 第５位 

 

・国民体育大会 

 国体に出場した選手の活躍を紹介いたします。 

水泳部 

少年女子 A100m平泳ぎ 茂木 美桜 第２位 

 少年女子 A400mリレー 茂木 美桜 第３位 

 少年女子 A400m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 茂木 美桜 第４位 

 少年女子高飛込み 岩崎 莉奈 第７位 

少年女子飛板飛込み 岩崎 莉奈 第４位 

ｼﾝｸﾛ少年女子ﾃﾞｭｴｯﾄ 岡山 七彩 第７位 

また、茂木美桜さんは１０月１０日～１３日に

インドネシアで行われたアジアエージグループ

選手権大会において、５種目で優勝、１種目で２

位という、素晴らしい結果を残しました。 

陸上部 

男子走幅跳 髙政 知也 ７m40 優勝 

男子 100m 川上 拓也 10秒 89 第６位 

男子 400m ﾘﾚｰ 川上 拓也 40秒 09 第３位 

また、髙政知也君は１０月１７日に行われた日

本ジュニア選手権において、大学生とも戦い男子

走幅跳において第２位となりました。 

 

吹奏楽部が浦安復興祭に出場 

１０月８日（土）に開催された「うらやす復興

祭」に出場し、演奏をしてきました。 

 

 

 

 

 

 

また、吹奏楽部は１０月２９日に行われる日本

管楽合奏コンテスト全国大会に出場いたします。 


