
 - 1 - 

 

2012 年 10 月 26 日発行 第 11 号 

学校広報紙 

浦安 

       東海大学付属浦安高等学校中等部 

       東 海 大 学 付 属 浦 安 高 等 学校 
        電話：０４７－３５１－２３７１ 

        URL：http://www.urayasu.tokai.ed.jp/ 

編集・発行：東海大学付属浦安高等学校・中等部 

 

巻頭言「ハサミ」 

 

高校生徒指導主任 米谷 昭人 

 

人間、ときには、やりたくないことやしたくな

いことを要求されることがあります。今やらなけ

ればならないことだったら、不満そうな顔をした

り、愚痴をこぼさないでやってほしいと思います。

口実を作って物事を避けたり愚痴を言いながら

ダラダラやるより、集中してやってしまったほう

が時間と労力の無駄にならずにすみます。今やる

べき事を、文句を言わずに行うことは時に重要に

なってきますし、自分自身のためになります。 

ここに、さびたハサミがあるとします。頑張っ

て紙を切ろうとしてもさびているので力を入れ

ないと上手に切れません。しかも時間がかかりま

す。簡単なことが、はさみがさびているというこ

とで大変になります。不満そうな顔をしたり、愚

痴をこぼす行為は、ハサミに水や油をかけてさび

させている事と同じです。あなたの心のハサミは

どうですか？綺麗に切れますか？さび付いてい

ませんか？自分の行動しだいで綺麗に切れるハ

サミになりますので、意識して行動してみましょ

う。  

 

 

○学校行事から 

前期終業式・後期始業式 

後期の始まる１０月１日（月）に、前期終業式

と後期始業式を実施しました。 

校長先生からは体育祭や建学祭に向けて、クラ

スの一致団結についてのお話をいただきました。 

表彰式では漢字検定優秀者や部活動（中等部野

球部、高校軽音楽部、高校陸上部、高校水泳部、

高校柔道部）の表彰が行われました。 

また、この日から始まる教育実習の先生方の紹

介がありました。  

  

表彰の様子 実習生の紹介 

 

中等部体育祭 

１０月６日（土）に、中等部では初となる本校

人工芝グラウンドでの体育祭が行われました。人

工芝グラウンドが完成した２年前は、雨のため体

育館での実施、昨年は震災からの復旧工事のため、

国府台グラウンドにての実施となりました。中３

生にとっては待ちに待った体育祭で、全員が力を

出し切りクラスの団結も深まりました。 

 

  

応援の様子 3 人 4 脚 
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高校体育祭 

１０月１３日（土）、爽やかな秋晴れのもと、

本校で体育祭が開催され、各種目ともクラス一丸

となって力を発揮していました。 

吹奏楽部によるドリル演奏、応援委員会による

チアリーディングも体育祭に華を添える形とな

りました。 

 生徒達の正々堂々と闘っている姿、諦めずに

最後までやりぬく姿に自然と拍手が沸き起こり、

素晴らしい体育祭となりました。 

 

高校柔道部 三冠達成祝賀会 

高校柔道部は今年度、全国高等学校柔道選手権

大会、金鷲旗高校柔道大会、全国高等学校総合体

育大会と高校柔道界の３大大会全てに優勝（史上

４校目）をしました。この偉業を称えて三冠達成

祝賀会が霞が関ビル３５階にある、東海大学校友

会館にて盛大に行われました。千葉県の柔道関係

各位、学園関係者、柔道部保護者・OB など、多

数の方々にご出席いただきました。 

 祝賀会の中で、竹内監督や飛塚コーチからは、

今後の活躍を誓うスピーチがありました。また３

年生の選手は大学進学後も柔道で活躍すること

を、１・２年生の選手は次の大会での活躍を宣言

しました。 

中等部校外学習 １０月１９日（金） 

・１年生 航空科学博物館・房総のむら 

航空科学博物館では、成田空港の歴史と飛行機

のメカニズムを学んできました。房総のむらでは、

江戸時代後期から明治時代初期の景観や環境に

ついて学び、当時の歴史や伝統技術・生活様式を

見ることができました。班行動でお互いに協力し

合い、とても充実した１日を過ごせました。 

 

・２年生 川村記念美術館・国立歴史民俗博物館 

２年生は佐倉市にあります、DIC 川村記念美術

館と国立歴史民俗博物館に行きました。美術館で

は普段見ることのない絵画や立体作品の前で、ギ

ャラリートークのプログラムに参加し、博物館で

は班ごとに日本文化の歴史を学び、とても有意義

な一日を過ごしました。 

 

・３年生 東海大学湘南校舎 

午前は大学生活についての講義と先輩の講話

があり、その後、昼食では食堂を利用しました。 

午後は９つの学部学科専攻課程に分かれて、体

験授業を受けました。生徒はキャンパスの広さに

驚き、楽しく過ごしていました。大学を意識する

きっかけになる有意義な一日になりました。 
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○その他の話題から 

松島美菜さん「オリンピックを終えて」 

２年前、所属しているセントラルの合宿でセン

トラルのコーチが、「オリンピックは言葉では言

い表せないけど、あえて言うならエベレストのう

えにディズニーランドがあるようなものだ。世界

最高峰の険しいエベレストを頑張って登った後

にディズニーランドという楽しい夢の世界が待

っている」というような話をして下さいました。

なので、私はどんなところなのだろう、なにがい

つもの大会と違うのだろうかと、オリンピックに

行く前はそんな事を思っていました。 

選手村に入村してからも特に実感はなかった

のですが、当日は緊張していました。予選のレー

スはタイムが良かったこともあり、凄く気持ちよ

く泳げました。泳ぎ終った後、プールから観客席

を見渡したとき、ここで泳いだんだ、オリンピッ

クで泳げたんだ、という実感がわいて、とても嬉

しく幸せな気分になれたのを覚えています。準決

勝は残念ながらタイムを落としてしまったこと

が少しだけ心残りですが、私は全力を尽くしたこ

とには変わりないので、準決勝でも泳げて良かっ

たです。その後、ずっと応援だったのですが、日

本チームは毎日のようにメダルを獲得して、みん

なで喜びあって本当に楽しい時間でした。 

そして私は、尊敬できる選手がたくさんいる素

敵な競泳チームの一員でいれたことを、とても誇

りに思いました。オリンピックは想像以上に楽し

いところで凄いところでした。これを経験できた

ことは、私にとってとても価値のあるものです。

ここまで私を育ててくれて、オリンピックという

舞台を経験させてくれるまで支えてくれた、たく

さんの方に感謝しています。また、たくさんの応

援もありがとうございました。 

 

 

 

 

 

手を上げているのが松島さんです 

学園オリンピック 

７月３１日（火）～８月５日（日）に夏季セミ

ナー、８月６日（月）～８日（水）にスポーツ部

門の学園オリンピックが行われ、多くの生徒が活

躍をしました。 

 

東日本高校生訪中代表団 

８月２日（木）～１０日（金）、本校の生徒３３

名が訪中しました。日中国交正常化４０周年とい

う節目に、東日本大震災の被災地の高校生が招待

されました。千葉県団は６４名で、北京と上海を

訪問し、交流を深めました。学校訪問では、日本

の高校生がソーラン節を発表し積極的に交流す

ることができました。 

 

高校２年山下健太君の活躍 

 山下君は、今年フォーミュラーカーデビューを

はたしたばかりで、スーパーＦＪもてぎ選手権に

出場をし、大活躍をしています。山下君は、開幕

戦から出場した全てのレースにおいて、ポールポ

ジションから優勝という素晴らしい結果を残し、

最終戦を残してシリーズチャンピオンを獲得し

ました。 

  

造形部門の作品 本校での表彰式 
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Kapiti College 日本文化研修団が来日 

Kapiti College の日本文化研修団（教員・生徒

２７名）が９月２５日に来日しました。２９日ま

での間、本校の生徒宅でホームステイを行い、本

校の授業に参加しながら日本の文化を学習しま

した。今後ともこのような機会を活かし、国際交

流を盛んに行いたいと考えています。 

 

○部活動の活躍 

軽音楽部 中国招待演奏会 

７月２７日（金）～３０日（月）、「Bit’s」が

中国北京で開催された日中国交正常化 40 周年記

念事業「TEENS ROCK ASIA IN BEIJING」に

日本代表として参加し、日中韓の高校生と音楽を

通じて国際交流を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎高校 

全国大会結果 

☆柔道部 

 金鷲旗高校柔道大会  優勝 

 全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

  団体 優勝 

  個人 ９０㎏級 ベイカー茉秋君 優勝 

 ぎふ清流国体（国民体育大会） 

  千葉県代表として、下記の４名の選手が出場

し、千葉県少年男子の初優勝に貢献しました。 

鎌田嵩平君、ベイカー茉秋君 

ウルフアロン君、石神大志君 

☆陸上部 

 全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

男子１００m 川上拓也君 第８位 

 ぎふ清流国体（国民体育大会） 

男子１００m 川上拓也君 第８位 

日本ユース陸上大会 

男子ユース１００m 川上拓也君 第６位 

☆水泳部 

 全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 

女子高飛込    岩崎莉奈さん 第３位 

女子３ｍ飛板飛込 岩崎莉奈さん 第７位 

 ぎふ清流国体（国民体育大会） 

女子高飛込    岩崎莉奈さん 第３位 

女子飛板飛込   岩崎莉奈さん 第４位 

この他に、千葉県のリレーチームとして出場

した２名と、シンクロの少年デュエットに出

場した 1 名が、入賞に貢献しました。 

リレー  谷川凌君、土屋綾音さん 

シンクロ 岡山七彩さん 

◎中等部 

全国大会結果 

☆水泳部 

全国中学校水泳競技大会 

池野さん・船津さん・岡田さん・青木さんが

女子 400m メドレーリレーに、船津まどかさ

んは女子 100m 平泳ぎ・女子 200m 平泳ぎに

も出場しました。 

☆放送部 

NHK 杯全国中学校放送コンテスト 

朗読部門  田畑稔里さん 入賞 

ｱﾅｳﾝｽ部門出場 高橋真央さん、井上恵さん 

関東大会結果 

☆水泳部 

 関東中学校水泳競技大会  男子総合３位 

男子 50m 自由形  高橋海斗君 第３位 

男子 100m 自由形 高橋海斗君 優勝 

 大会新記録 

男子 400m リレー 第７位 

 

○最後に 

 １０月２７日（土）、２８日（日）は建学祭です。

生徒たちの工夫を凝らした展示や出店を、多くの

方々にご覧いただきたいと思っております。ぜひ、

ご来校いただけますよう、お願いいたします。 

開催時間は、両日とも９時～１５時です。 

  


