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巻頭言「ウォーキング」 

 

中等部教頭補佐・教務主任 

 佐藤 昌宏 

 

先日、少し離れたところに住んでいる両親に挨

拶しに行きました。行った時にはよく話を聞くこ

とにしています。両親ともに以前から働き者で、

特に父親が余暇を楽しんでいる姿の記憶はあり

ません。 

現役を引退してからはウォーキング協会に所

属して、毎日歩いているそうです。通算 16,000

㎞、目標は地球一周の 40,000 ㎞だそうです。 

私も健康のためになるべく歩くようにしてい

ます。マンションの 9 階に住んでいるのですが、

朝は階段で降りるようにしています。外階段なの

で見晴らしがいいと言うかちょっと危ないので

足元をよく見て降りて行きます。早足でリズムよ

く降りて行きます。 

ある日、階段の段数が途中から違っていること

に気づきました。9 階から 5 階まではそれぞれ 14 

段、5 階から 1 階まではそれぞれ 15 段でした。 

2005 年に耐震強度構造計算書偽装事件という

ものがありました。建築基準法に定められた耐震

強度を満たすために、下の階は建物全体の重さを

支えるために材料や厚みを増やして頑丈に作る

必要があるそうです。知識として知ってはいまし

たが、うちのマンションでは下の階の段数を増や

すことで厚みを増し強度を上げていたのですね。 

私は数学科なので、授業では平均的な計算をす

ることが多いのですが、実際の生活では場合分け

したり、状況に合わせた個々の計算をしたりする

必要があるようです。ちい散歩ではありませんが、

ちょっとした発見をしに外を歩いてみませんか。 

 

○学校行事から 

前期公開授業 

５月８日（火）・９日（水）に前期公開授業が

行われ、２日間合計で３３２名の保護者に授業を

参観していただきました。お忙しい中、平日にも

かかわらず遠方からもご来校いただき、感謝して

おります。 

いただいたアンケートの内容を参考にして、よ

り良い授業を目指し、努力をしてまいりますので、

今後とも忌憚のないご意見を頂ければ幸いです。 

 １日目 ２日目 合計 

中等部 １２０ １０６ ２２６ 

高等学校 ６４ ４２ １０６ 

合計 １８４ １４８ ３３２ 

２日間の来場者数一覧 

 

部室棟が新しくなりました 

新しい部室棟が完成しました。人工芝のグラウ

ンド脇（４号館横）には２階がサッカー部と陸上

部の新しい部室、１階は体育の授業や中等部の部

活動の倉庫などが入った部室棟（写真左）を新築

しました。 

また、野球場脇の室内野球練習場横には野球部

の部室棟（写真右）が新築されました。 

長かった震災からの復旧工事も昨年度のうち

に終え、部室も新築された快適な環境で、素晴ら

しい結果を残して欲しいと思います。 
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ヘモグロビン測定を実施しました 

中等部１年生と高 

校１年生が、ヘモグ 

ロビン測定を行いま 

した。ヘモグロビン 

が不足（貧血傾向）すると疲れやすく、体もだる

く、眠くなりやすく、気力もわかないと言われて

います。改善のためには、食事・運動・休養をき

ちんと取ることが必要になります。 

 この検査の結果、血中ヘモグロビン値の基準値

を満たさなかった中等部生は男子が 2.2%、女子

が 6.7%、高校生は男子が 13.4%、女子が 37.0%

となった。高校女子は、日頃の食生活に気を付け

る必要がありますので、注意をして下さい。 

 

日食科学教室（遠隔授業）を開催しました 

東海大学の金環日食観測プロジェクトの一環

として、５月 12 日（土）に東海大学湘南校舎で

行われた日食科学教室を全国の付属高校に遠隔

授業で配信しました。 

本校では本校生徒と学校近隣にお住いの方々、

約 140 人がこの授業を受講しました。授業後、本

校サイエンスクラス生のサポートで日食メガネ

作成を行いました。 

  

 

中１校外学習（浦安市郷土博物館） 

 5 月 17 日（木）、学校のある浦安市の歴史、風

土、文化を学ぶことを目的に浦安市郷土博物館に

行ってきました。昔の街並みや遊びなどに触れ、

楽しみながら浦安についていろいろな事を学ん

できました。 

  

後援会総会・小澤先生講演・クラス懇談会 

 ５月１９日（土）、後援会総会に合わせ、講演

会とクラス懇談会を開きました。講演会では、体

育学部の小澤治夫教授からヘモグロビン値の測

定結果を用いながら、生活習慣の事についてお話

をしていただきました。 

  

 

金環日食観測会 

５月２１日（月）、本校でも金環日食の観測会

を行いました。事前に日食メガネを作成した生徒

を含め、多くの生徒や教職員が空に輝く黄金のリ

ングを見上げていました。日食が進んだ 7 時過ぎ

には厚い雲が広がり太陽が姿を隠す生憎の天候

でしたが、金環日食になる７時３０分過ぎには、

奇跡的に雲の間からリング状になった太陽が顔

を出しました。 

  

 

教育実習が行われました 

 ６月４日（月）～ 

２２日（金）までの 

３週間にわたり教育 

実習が行われ、１６ 

名の実習生が授業を 

担当しました。最初 

は緊張を隠し切れない表情だった実習生が、最後

には堂々とした態度で授業を行う姿に、成長の跡

をうかがい知ることができました。 

 今回は１６名中７名が保健体育科の実習生と

いうこともあり、例年に比べ溌剌とした元気の良

い実習生が多かったように感じました。 
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中・高生徒総会 

 ６月８日（金）の午後、中等部は講堂、高校は

体育館にて生徒総会が開かれました。前半は例年

通りに、昨年度の活動・会計報告と今年度の活

動・会計案の発表があり、承認されました。 

さらに、今年度は委員会活動を活発化している

こともあり、各委員会からの報告も行われました。 

  

中等部生徒総会 中等部委員会報告 

  

高校生徒総会 高校委員会報告 

 

中１高原教室 

６月２０日（水）～２２日（金）にかけて中等

部１年生は高原教室で群馬県嬬恋村に行ってき

ました。鬼押し出し、鎌原観音堂などを訪ね、自

然災害の大きさを改めて思い知らされました。２

日目には、デイキャンプを通して、仲間同士の交

流を図り、お互いに協力することの大切さを学ぶ

ことができました。 

  

鬼押し出し キャベツの植え付け 

  

デイキャンプ 鎌原観音堂 

 

高１薬物乱用防止教室 

６月２５日（月）、高校１年生を対象に、千葉

県警察本部より講師をお招きして「薬物乱用防止

教室」を実施しました。違法薬物の種類や、人体

への悪影響などについてお話をいただきました。 

また、最近話題の「脱法ドラッグ」「脱法ハー

ブ」についても、健康被害など多くのトラブルが

ある危険なものだというお話をいただきました。 

生徒たちには、この講座を活かし、健全な学校

生活を過ごしてもらいたいと考えています。 

  

 

高１進路説明会 

７月２日（月）、高１対象進路説明会がありま

した。講師は東海大学入試センター入学広報課の

島田由美子さんです。“自分らしく選び、自分ら

しく学ぶ”をキーワードに大学でどのようなこと

が学べるのか、丁寧に説明していただきました。

自分の興味や特性を生かして、将来の可能性を考

えるという内容でした。生徒は、主体的に大学の

学部・学科選びについて考えることができました。 

  

 

高１･２年 自主テーマ一斉指導 

 ７月１０日（火）、高校１・２年生対象に、自

主テーマの一斉指導が行われました。夏休みの課

題として取り組む「自主テーマ」学習は、本校の

創設時から続いている独自の企画です。 

今年は、１１分野６４テーマの中から生徒たち

が自由に１つを選択し、夏休み中に作品を仕上げ

る事になっています。優秀な作品は建学祭にて展

示いたしますので、楽しみにお待ち下さい。 
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○部活動の結果 

◎高校 

千葉県大会 

☆男子バスケットボール部 

 関東大会千葉県予選  第４位 

☆剣道部 

 関東高等学校剣道大会千葉県予選 

  団体戦 ３位 

  個人戦 三上和弘君 優勝 

☆陸上部 

 千葉県高校総体陸上競技大会 

  男子４×１００ｍR 優勝 

男子１００m 川上拓也君 優勝 

 千葉県陸上競技選手権大会 

  男子 400H 尾崎康太君 第５位 

  女子走幅跳 谷口芙海さん 第４位 

☆軽音楽部 

 ハイスクール・バンドバトル千葉大会 

 Ｈｕｍ２ｎｄ 優勝 

☆柔道部 

 関東高等学校柔道大会千葉県予選 

団体戦 優勝 

無差別級 村田大祐君 優勝 

 全日本ジュニア体重別選手権大会千葉県予選 

  ７３㎏級 鎌田嵩平君 優勝 

８１㎏級 女良魁斗君 優勝 

    ９０㎏級 ベイカー茉秋君 優勝 

１００㎏超級 石神大志君 優勝 

 全国高校総合体育大会千葉県予選 

  団体戦 優勝 

７３㎏級 鎌田嵩平君 優勝 

８１㎏級 女良魁斗君 優勝 

９０㎏級 ベイカー茉秋君 優勝 

１００㎏級 ウルフアロン君 優勝 

＋１００㎏級 石神大志君 優勝 

 国民体育大会千葉県予選 

７３㎏級 鎌田嵩平君 優勝 

９０㎏級 ベイカー茉秋君 優勝 

１００㎏級 村田大祐君 優勝 

無差別級 ウルフアロン君 優勝 

☆水泳部 

 千葉県高校総体水泳競技大会 

  女子１００m 平泳ぎ 土屋綾音さん 優勝 

女子２００m 平泳ぎ 土屋綾音さん 優勝 

関東大会 

☆柔道部 

 関東高校柔道大会 

団体戦 優勝 

 関東ジュニア柔道体重別選手権大会 

  ７３㎏級 鎌田嵩平君 準優勝 

  ８１㎏級 女良魁斗君 第３位 

  ９０㎏級 ベイカー茉秋君 優勝 

☆陸上部 

 関東高等学校陸上競技大会 

  男子４×１００ｍR 第３位 

  男子１００m 川上拓也君 優勝 

  男子走幅跳 高政侑也君 第５位 

全国大会 

☆軽音楽部 

 全国高校生ｱﾏﾁｭｱバンド選手権 

 Ｂｉｔ’ｓ 優秀賞 

国際大会 

☆柔道部 

  カデ国際体重別柔道大会 

  ウルフアロン君 優勝 

柔道部全国優勝祝賀会 

５月２５日（金）、柔道部の第３４回全国高等

学校柔道選手権優勝祝賀会を行いました。祝賀会

には松崎秀樹浦安市長をはじめ柔道関係、学園関

係、保護者、ＯＢなど多数の皆様に参加をしてい

ただきました。井上康生東海大学柔道部副監督か

らも祝辞をいただきました。 

  

 

◎全国大会出場が決定したクラブ 

 中等部放送部、高校柔道部、高校陸上部 

各クラブの健闘を祈っております。 


