
 - 1 - 

 

2013 年 3 月 1 日発行 第 12 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 

 

「前進あるのみ」 

 

中等部生徒指導主任 

宮嶌 咲由里 

 

 長かった寒い冬も終わりに近づき、少しずつ春

を感じられるようになってきました。生徒のみな

さんにとって、この１年はどんな年になったでし

ょうか？ 

過去を振り返り反省することは大切なことで

すが、それよりも重要なのは、その反省を受けて

次にどう努力していくのか、「明確な目標」を立

てることだと思います。誰にでもうまくいかない

ことや失敗することはあります。そこで嫌になっ

てやめてしまうのか、それとも、こんな思いはも

う二度としたくないと懸命に努力するのか… 

苦難から立ち直り前進していけるかどうかで、人

の成長の度合いは大きく変わってくるのだと思

います。 

目標を公言することは、まわりからその目標を

達成するための十分な努力ができているかを評

価してもらえ、集団のモチベーションを上げるの

に有効です。しかし、絶対に叶えたい自分の目標

は、誰にも明かさずに自分の中だけに秘め、その

思いを温めることで、辛い努力も惜しまずにでき

るようになるのだと思います。 

年度の節目にあたり、みなさんは来年度に向け

ての明確な目標がありますか？中学・高校生期は、

長い人生のなかでもっとも成長著しい時期です。

そんな今を無駄にせず、秘めた目標に向かって前

進あるのみ！ 

来年度のみなさんの活躍に期待しています。 

 

○学校行事から 

建学祭 

１０月２８日（土）・２９日（日）の２日間、

第５７回建学祭が開催されました。 

今年の建学祭は「Leap in the sky ~ 私たちの

飛躍 ~」をテーマに、各学年、部活、有志団体が

工夫を凝らした出展を行いました。 

２８日（日）は午前中より雨が降り始めてしま

いましたが、生徒たちのパワーで賑やかな建学祭

になりました。 

中等部では TV でおなじみの東海大学教授滝川

洋二先生による記念講演・実験を行いました。 

また、各学年では以下の内容も行いました。 

中１年：「今出来ることに」ついて考え発表 

中２年：職業体験のコーナーを用意 

中３年：ニュージーランドについての研究発表 

高１年：学校紹介とクラス対抗の合唱祭 

高２年：修学旅行先の沖縄の調査と物品販売 

高３年：ハロウィンをテーマにした模擬店 

各文化部は日ごろの活動の成果を発表しました。 

  

美術部制作の垂れ幕 中等部記念講演 

  

中3 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ研究発表 高３模擬店 
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中等部 芸術鑑賞会 

１１月１９日（月）に浦安市文化会館大ホール

にて、演劇「火の鳥」を保護者や近隣の方々もご

招待し、鑑賞いたしました。“命”という深いテ

ーマにもかかわらず、原作の素晴らしさと劇団の

熱い演技のおかげで、生徒達は舞台に釘付けにな

っていました。生徒代表が演劇教室で、発声や緊

張をほぐす体操を教えてもらいながら、本番で使

うセリフを舞台上で発表しました。また、１年４

組の浅川さんは、子役として本番の舞台に参加し、

貴重な体験をしました。 

  

演劇教室での指導風景 出演と浅川さん(中央) 

 

地域連携教育改革プロジェクト 

１１月２１日（水）に本校を会場に地域連携教

育改革プロジェクトを実施しました。 

このプロジェクトは「自ら学び考える力を育て、

コミュニケーション能力の向上を図る。また、東

海大学教育開発研究所と取り組んできた授業改

革の成果を、地域の中学・高校の先生方に公開し、

連携をより一層深める」ということを目的にして

います。 

  

高１の数学Ⅰ 中等部の英語 

  

高２の物理 全体会 

 

生きている数学 ～ 経済と数学 ～ 

１１月２２日（木）に、中等部 1 年生を対象に

「生きている数学 ～ 経済と数学 ～」が行われ

ました。 

毎年、中等部の数学の授業において、企業と連

携した数学の特別講座を展開しています。 

今年度は、ニッセイ基礎研究所経済調査部門研

究員の高山武士先生、シニアエコノミストの上野

剛志先生を講師としてお招きし、「経済と数学」

について講義していただきました。 

  

 

世界一行きたい科学広場 in 浦安 2012 

１１月２４日（土）に本校体育館を会場にして、

「世界一行きたい科学広場 in 浦安 2012」を開催

いたしました。開会セレモニーでは、大会会長で

もある松崎秀樹浦安市長、テレビでもおなじみの

滝川洋二東海大学教授、本校の小坂秀王校長が挨

拶をしました。 

イベントには１１９１名の来場者にお越しい

ただき、各ブースの実験や展示を楽しんでもらう

ことができました。また、１２時からの滝川教授

によるサイエンスショーには、多くの方々が参加

をしてくださり、大盛況でした。 

  

松崎市長挨拶 テープカット 

  

消防はしご車体験 サイエンスショー 
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高校 2 年生対象 オープンキャンパス 

１１月２３日（金）東海大学湘南校舎において、

高校 2年生を対象としたオープンキャンパスが開

催されました。生徒達は各学科の先生からの話を

メモを取りながら熱心に聞いていました。 

  

 

2013 年度入試風景 

 １２月１日（土）の中等部推薦入試から、2013

年度の入試が始まりました。この後、１月１７日

（木）には高校前期選抜、２０日（日）に中等部

Ａ試験、２２日（火）に中等部Ｂ試験が行われ、

２月５日（火）には、今年度最後となる高校後期

選抜が行われました。最後の入試では、中等部か

らの内部進学生も受験し、高校進学への節目を一

つクリアしました。 

  

中等部推薦の面接 高校前期選抜の発表 

  

中等部Ａ試験の登校風景 高校後期選抜試験 

 

中等部書初め大会 

１月９日（水）に第一アリーナで中等部書き初

め大会が行なわれました。中等部１・２年生全員

が、新春を祝いながら伝統的な慣習に親しみ、新

たなる決意を書写しました。１年生は「青雲の志」、

２年生は「早春の梅花」です。生徒全員が一斉に

作品を披露する光景は圧巻です。 

  

 

高校 1 年生 芸術鑑賞会 

高校１年生が芸術鑑

賞会として１月１０日

（木）にミュージカル

「ライオンキング」を鑑

賞してきました。 

オープニングの迫力あるシーンから惹きつけ

られ、音楽、演技すべてを生徒たちは大いに楽し

み、満足していました。最後はカーテンコールの

中、全員で拍手喝采でした。 

 

高校３年生 ハワイ SHIP プログラム 

１月４日～2 月２５日の５２日間、7 名の生徒

が HTIC での中期留学(SHIP プログラム)に参加

しました。26 日に報告会があり、プレゼンテーシ

ョンなどをしっかりと勉強した生徒たちは、達成

感と自信に満ち溢れていました。3 週間弱引率で

滞在した佐々木先生も生徒の頑張りを讃えてい

ました。 

  

 

高校３年生 ニュージーランド中期留学 

１月１９日～２月１７日の約 1 か月間、9 名の

生徒がニュージーランドの語学学校および交流

校Kapiti Collegeに留学しました。Kapiti College

は中等部 3 年生が研修旅行で訪れる学校です。 
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留学中はホームステイで英語に浸り、異文化を体

験しました。Kapiti 校では体育祭にも参加し大活

躍したそうです。今年度は、前半に高木先生、後

半に榊先生が引率で現地に滞在し、Kapiti 生徒に

剣道授業等も行われました。 

 

中 2 スキー教室を実施しました 

１月３０日（水）から２月１日（金）までの日

程で東海大学嬬恋高原研修センターを宿泊施設

とし、パルコール嬬恋スキーリゾートにて、スキ

ー教室が行われました。 

今回初めてスキーをする生徒も最終日にはゴ

ンドラで山頂まで行くことができ、経験者はさら

に技術を向上させることができました。３日間と

もに天気が良く、大自然を満喫し、心に残る思い

出となりました。 

  

 

中等部 合唱祭 

2 月１５日（金）浦安市文化会館にて、第２１

回合唱祭が行われました。音楽の授業において後

期から取り組み、本番が近づくにつれて朝や放課

後の練習を通し、ハーモニーとチームワークを高

めてきました。各クラスとも課題曲・自由曲を熱

唱しました。 

当日は全体的に緊張していましたが、練習の成

果を発揮し、クラス全 

員が心を合わせ素晴ら 

しい合唱になりました。 

学校賞は２年２組が

受賞しました。 

 

 

○その他の行事から 

後援会主催による講演学習会 

１１月１０日（土）、講師に本校の卒業生の保

護者であり、親業訓練協会公認インストラクター

の式場敬子先生をお招きし、講演学習会を実施し

ました。 

体験学習などを交えて、子供とどのようにコミ

ュニケーションをとるべきかなどを分かりやす

く、お話をしていただきました。沢山の保護者が

参加して、楽しく勉強することが出来ました。 

  

講演テーマ：親だって人間！ 

「親業」－ 親と子供のコミュニケーションのあ

り方を考える ― 

 ☆自分で考える子どもを育てるために☆ 

 

東海大学付属高校ヨーロッパ研修 

１２月１９日(水)～２９日(土)に「第３２回付属

高校生のためのヨーロッパ研修旅行」が実施され

ました。学園全体から４５名が参加し(本校からは

９名)、デンマーク・ドイツ・オーストリア・フラ

ンスの４ヵ国を訪問しました。ヨーロッパの人た

ちの生活や文化の違いに新たな発見をし、歴史的

建造物等の美しさに感動を味わい、各々の世界観

を広げることができました。 

  

東海大学学術センター ﾉｲｼｭｳﾞｧﾝｼｭﾀｲﾝ城. 

  

ルーブル美術館 凱旋門 
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○部活動の活躍 

中等部剣道部 県新人大会で準優勝 

１１月１８日（日）、市原市中央武道館で行わ

れた「平成 24 年度千葉県中学校新人体育大会（剣

道競技）」において、準優勝しました。 

決勝では、大将戦の末、敗れてしまいましたが、

この悔しさを忘れることなく、次の大会では優勝

できるように頑張ってもらいと思います 

軽音楽部 県新人ｺﾝﾃｽﾄにてグランプリ受賞 

１１月１８日（日）に行われた、第１回千葉県

高等学校軽音楽新人コンテストにおいて、高校２

年生のバンド Rucia 

（メンバー：前田琴美、 

二ッ森優海、大場 誠） 

が軽音楽部の代表とし 

て参加し、グランプリ 

を受賞しました。 

 

登山部 県ボルダリング大会で入賞 

登山部が１１月１８日（日）に幕張総合高校で

行われた、第１１回千葉県高等学校ボルダリング

大会において、個人で坂上要（高校２年）が３位、

男子団体が６位に入賞しました。 

 

高校柔道部 全国選手権千葉県予選で優勝 

１２月１日（土）・２日（日）に行われた全国

高校柔道選手権千葉県予選において、本校柔道部

が個人５階級と団体で優勝しました。 

【男子個人戦】 

66 ㎏級 檜貝 幹太（高１）優 勝 

73 ㎏級 田島 優人（高１）第３位  

81 ㎏級 折原虹之介（高２）優 勝 

杉本洸太郎（高１）第２位 

90 ㎏級 前田 宗哉（高２）優 勝 

100 ㎏級 村田 大祐（高１）優 勝 

粟野 孝平（高２）第２位 

100 ㎏超 ウルフアロン（高２）優 勝 

【男子団体戦】 優勝（15 年連続 18 回目） 

この結果、個人戦に４名（檜貝・折原・前田・

ウルフ）と団体戦にて全国高校選手権大会出場が

決定しました。 

 

高校放送部 関東地区放送コンクール結果 

１月２７日（日）埼玉県で実施された、第１０

回関東地区高校放送コンクール決勝において、本

校放送部が優秀な成績を残しました。 

 アナウンス部門 出雲琴乃（高 2）入選 

 朗読部門    水代貴子（高 1）入選 

吹奏楽部 第２４回定期演奏会 

１２月２４日（月）に浦安市文化会館大ホール

にて第２４回定期演奏会が、下記のような３部構

成で行われました。当日は多くの来場者をお迎え

し、心のこもった、温かみを感じられるような演

奏会になりました。また、開演前には、ロビーに

てアンサンブルコンサートも行っていました。 

第１部 ＳＹＭＰＨＯＮＩＣ ＳＴＡＧＥ 

Ｆｉｅｓｔａ！／Ｄａｎｚｏｎ ｎｏ．２他 

第２部 ＳＴＡＧＥ ＤＲＩＬＬ 

  Over the rainbow／Boogie down 他 

第３部 ＰＯＰＳ ＳＴＡＧＥ 

  オペラ座の怪人 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１部 第２部 

  

第３部 アンコールでの合唱 
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高校陸上部 日本ジュニア室内大会で入賞 

２月２日（土）～３日（日）に大阪城ホールで

行われた日本ジュニア室内陸上大会大阪大会に

おいて、川上拓也（高２）が男子６０ｍに出場し、

６位に入賞しました。川上は高校４大大会（イン

ターハイ・国体・日本ユース・日本ジュニア室内）

において、４回連続で決勝レースに進出しました。 

 

高校柔道部 女川町長旗争奪大会 優勝 

２月１０日（日）に福島県田村郡三春町で行わ

れた、「第７回女川町長旗争奪復興支援全国高等

学校選抜柔道錬成三春大会」にて、本校柔道部が

優勝をしました。 

（特別招待中国チームを含む１３チームが出場） 

 

○今後の予定 

中等部３年 ニュージーランド研修 

 ３月１日（金）～１５日（金）までの１５日間、

中等部３年生はニュージーランド英語研修に出

かけます。２日（土）にＮＺに到着したその日か

ら、１３日（水）の朝までホームステイを通して

ニュージーランドの文化に触れ、研鑽を積んでも

らいます。毎年、精神的に大きく成長をして戻っ

て来てくれますので、今年の３年生もそうなる事

を期待しています。 

 

高校 表彰式 

 表彰式は卒業式の前日、３月４日（月）に行わ

れます。ここでは、時間の都合上、卒業式では表

彰できない下記の表彰を行います。 

 ・千葉県知事賞 

 ・千葉県私立中学高等学校協会長賞 

 ・優等賞  

・精勤賞  

・３年次皆勤賞 

 ・松前賞 

 

高校 卒業証書授与式 

 ３月５日（火）１０時から、第１アリーナにて

第５５回卒業証書授与式が行われます。今年度は、

３５６名の卒業生が巣立っていきます。 

 卒業生はそれぞれの道に進んでいきますが、全

ての進路先で全員が成功を収められることを期

待しています。 

 

高校２年 沖縄修学旅行 

 ３月６日（水）～９日（土）の４日間、高校２

年生は沖縄修学旅行に出かけます。平和学習や部

建学祭の発表で学んだことを自分の目で確かめ

てきてほしいと思います。歴史的にも文化的にも

多様な沖縄を見たり体験したりして、視野を広げ

て 3 年生になってほしいと願っています。 

 

中等部 表彰式 

 表彰式は中等部３年がＮＺから戻って２日後、

３月１７日（日）に行われます。高校と同様にし

て、時間の都合上、卒業式では表彰できない下記

の表彰を行います。 

 ・千葉県私立中学高等学校協会長賞 

 ・優等賞  

・精勤賞  

・３年次皆勤賞 

 ・松前賞 

 

中等部 卒業証書授与式 

 ３月１８日（月）１０時から、第１アリーナに

て第２３回卒業証書授与式が行われます。今年度

は、１３８名が卒業をしていきます。 

 今年度から中等部の卒業祝賀会は、卒業式当日

に、学校の食堂を利用し行われます。昨年度まで

は高校と合同で行っていましたが、卒業式の日程

が大幅にずれたここもあり、別の日程で行われる

ことになりました。 

 

終業式・離任式・クラス懇談会 

 ３月１９日（火）、２０１２年度の終業式と今

年度で本校を去られる先生方の離任式が第 1アリ

ーナで行われます。クラス懇談会も予定されてい

ます。本年度も無事に終了することができること

を感謝いたします。 


