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先駆けを！                                     夢の実現にむけて！ 

       
                               2013年1月24日 第81号 

 

 ☆最新ニュース☆  
    
○年頭の挨拶 阪本尚志校長より 
○第32回付属生のためのヨーロッパ研修旅行  

○吹奏楽部 第11回定期演奏会 

 

〇知的財産教育特別講演「起業家精神について」 

○建学記念小論文・感想文コンクール表彰 

◎土曜講座 １月26日「宇宙科学」など 

☆ 年頭の挨拶 ☆ ～ 阪本尚志校長より  ～ 
 

新年明けましておめでとうございます。 

 今年は「癸巳（みずのと･み〔十干十二支・60年周期〕）」、『再生』とか『成長』が込められているようです。学校に

とっての年度替わりは４月となりますが、暦の上では１月が新年の始まりとなり、心新たに１年間の抱負をうちたて

ることになります。学校改革を進めて３年目が終了しようとしていますが、『未だ道半ば』というのが検証結果の様

に思われてなりません。物理的な改革の充実感は目に見えて進歩していますが、心理的な満足を得るには程遠いと実

感する日々であります。人智の及ばない自然の猛威が我々の前に立ちはだかり大きな越えるべき壁を形成しているか

らなのでしょう。東日本大震災（2011/03/11）を皮切りに想定外の現象が世情を騒然とさせ、昨年までの夏の猛暑を

経験することで日本の四季に変動が生じてきているようです。否、世界（地球）に変動が生じています。経済の危機、

自然の脅威は未だ克服することの縁遠い実情となっています。小惑星アボフィス（エジプト神話の邪神・直径 270m）

が 2036年４月、地球に最接近し地球と衝突する可能性は「25万分の 1パーセント」と計算されています。近く NASA

（米航空宇宙局）は本格的な調査に入るとの情報があります。近未来には

様々な現象が着実に訪れます。地球の小さな一角に住み家を構え、世界中の

情報を手に入れることが出来る昨今、しかし何も解っていないのが人である

と私は思っています。自分自身さえ十分理解できていないような気がします。

ものを考えるシステムや行動する神経さえ未だ研究途上であり、或る人が講

演で「登れども、登れども、未だ麓哉」と結び、飽くなき挑戦を継続されて

いる姿勢に胸を打たれたことが走馬灯のように去来します。 

生活改善、学校改革を図りながら次代を担う青少年と共に今の時代を築き

あげていきたいと年初めに誓いを立てた次第であります。 

※癸巳：西暦年を 60で割って 33が余る年を癸巳という（出典：ウィキペディア・フリー百科事典より） 

 

☆ 第 32回  付属高校生のためのヨーロッパ研修旅行 ☆ ～ 12月20日（木）～12月 29日（土） ～ 
 

1年 7組 髙品 柾広（千葉市立越智中学校出身） 

 私は、ヨーロッパ研修で様々な体験をしてきました。特に印象に残っているものとして、

次の二つあげたいと思います。一つ目は、ヨーロッパ諸国との学術・文化交流を促進する

ために、デンマークに開設された東海大学学術センターを訪れたことです。この地、デン

マークを選んだのは、本学園の創設者・松前重義博士が、デンマークの歴史とその精神的

支柱となったＮ.Ｆ.Ｓ.グルントヴィ（1783～1872）の思想に共鳴し、それを範として東海

大学を創設したことにあります。二つ目は、ルーブル美術館の見学で、モナ＝リザやサモ

トラケのニケ、ミロのヴィーナスなどを間近で見られたことです。今回の研修旅行は、単なる旅行と違い、いろいろな

意味でとても勉強になるものでした。また、機会があれば行きたいと思いました。 

 

主な訪問先：デンマーク王国（コペンハーゲン）、ドイツ連邦共和国（ミュンヘン・ホーエンシュヴァンガウ）、オーストリア共

和国（ザルツブルク・ザルツカンマーグート・オーベルンドルフ）、フランス共和国（パリ） 
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☆ 吹奏楽部 第 11回定期演奏総会☆ ～ Boyo  Wind’s  So Never  Cantabile ! ～ 
  市原市市民会館大ホール 12月22日（土）14時開演～ 

                     ３年６組 齊藤 涼太 

 定期演奏会、この日は私達吹奏楽部の 1年間の集大成でありま

す。私達は、この日に向け、「限界突破～仲間と笑えるその日ま

で～」をスローガンに揚げ活動してきました。今年はプロサッ

クス奏者である大森義基先生をゲストとしてお招きし、共演さ

せて頂きました。また、私達も数々の名曲を演奏できたことを

幸せに感じています。振り返ると、この日までの道のりは本当

にあっという間で、「仲間と笑えるその日まで」は、最後までや

り遂げたものにしか味わえない言葉です。 

なお、演奏会開催にあたり、皆様にはご協力して頂き本当に

ありがとうございました。また、後輩達には、最後まで諦めず

に今後もやり遂げてほしいと思っています。 

 

    
 

☆行事☆ ～望洋高校、日々の素顔～ 

 

3年 知的財産教育特別講演「起業家精神について」 12月17日（月）  

３年８組 鵜澤 小春（睦沢町立睦沢中学校出身） 

 今回、この講演を聴いて、誰でも起業することができるということが分かりました。

利益のためにではなく、社会のためにという気持ちで起業した人たちはとても、生き

生きとしていて、起業は自分自身の成長にもつながるのだと感じました。また、小学

生起業家の話を聞いたときは、とても驚きました。しかし実際に「ケミストリー・ク

エスト」をやってみると、さまざまな化学式を知ることができ、化学の勉強もできる

ゲームで本当にすごいと思いました。起業した人たちの考えはさまざまですが、社会

に役に立つということは同じなのだと思います。将来、今回の講演を生かして社会の

ために起業する人が出て来きたらいいと思いました。 

 講師：東海大学チャレンジセンター 園田 由紀子 氏 

 

 

土曜講座 選択制特別授業 10月20日(土)より 講座開講中 

 

 番号 １限 講座名 番号 ２限 講座名 番号 ３限 講座名 

1月26日 

 

42 経済学の巨匠「ジョン・F・ナッシュの絶望と奇跡」 経済理論はどのように生まれるのか？ 

43 宇宙科学  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2月9日 

44 メンタルトレーニング 45 学年末試験 直前講座 これでバッチリ！ 古典文法 

36 
グラフ理論(1月19日より変更) 

～身近にある問題から～ 
46 

東京大学の入試問題を解く 

（国語） 
47 

サッカーにおける 

連携・連動について 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 48 異文化理解 ～望洋高校にいながら世界一周をしてみよう！～ 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 49 身近な気象学 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 50 日本の淡水魚 

 

 



 - 3 - 

☆写真アラカルト☆ ～ 写真でみる望洋高校 ～ 
 

    

茶道部                   望洋杯ソフトボール       菜の花旗高校生剣道練成会        三者面談        

                 

    

生物部                      吹奏楽部             美術部              市原地区高校美術工芸展 

                                                                                                                                                                                         

連載 ～ 望洋高校をもっと知る ～ 
 

卒業生だより（12）佐古 麻美 1998年 3月卒業  3年 2組 担任:斎藤美由起先生/卓球部/鶴川記念病院に勤務 

望洋高校の皆さんこんにちは。私は現在、東京都内の病院のリハビリテーション科で

理学療法士(以下、PT)として働いています。思えば私が PTになろうと決心し歩み始めた

のは高校生の時でした。3年生の頃、友達の多くが東海大学への推薦入学を選ぶ中、私

は PT学科のある学校を受験する為に毎日受験勉強に励んでいました。学校の勉強との両

立は大変でしたが、PTとして楽しく充実した毎日を送っている今、あの時に夢を諦めず

に頑張って本当に良かったと思います。進路を決める上で大切なのは自分の将来像を具

体的に描く事です。目標を明確にし、ゴールまでの道筋が見えればきっと諦めずに頑張

れるはず！ 

在校生の皆さんも将来なりたい自分をイメージして頑張ってください！ 
 

 望洋リレーエッセイ（34） 伊藤 みどり先生 

今年の目標はなんですか？まだ漠然としている方がおりましたら、なんでもいいと思います。

なるべく実現できそうな具体的な内容を探しましょう。どんな行動をいつまでに行ったらよい

のか考え、優先順位をつけて何より失敗を恐れずに実行してください。迷ったり困ったりした

ら、ヒントをくれそうな本を読んだり、自分に影響を与えてくれた友人や家族、担任や部活顧

問の先生に相談したりして、相手の話をよく聞いてください。目標が決まると、より時間の大

切さが分かってきます。3 月には卒業式や修了式が待っています。何に向かったらよいのか、

今この時を大切に、未来は自分の手の中にあります。 

 

 

連絡板  ～ 日々の学校情報 ～    緊急連絡は望洋通信システムをご利用ください      

●学園：「第 314 回東海大学湘南公開セミナー」を開催：「原辰

徳監督が語る－信念、挑戦、そして誇りを！－」（2013 年１月

11日（金）17:30～19:00東海大学湘南キャンパス2号館大ホー

ル） 【対談】原 辰徳氏（読売巨人軍監督／1981年 3月東海大

学政治経済学部卒）、澤登正朗氏（サッカー解説者・指導者／

1992年３月東海大学体育学部卒） 
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●受賞：夏休み 建学記念小論文・読書感想文コンクール  

＜東海大学建学記念小論文＞  

 校内優秀賞 3年 3組 麻生侑希「あなたにとっての『絆』とは」／2年 4組 赤沼

萌穂「私の考える国際人」／1年8組 深沢孝太「私の考える国際人」 

＜青少年読書感想文千葉県コンクール＞  

自由図書部門 佳作 3 年 2 組 南條紀佳「人間の真の強さを知る」（『永遠の０』百

田尚樹 講談社文庫） ／自由図書部門 佳作 3年2組 佐々木美葉「きいろいぞ

う」（『きいろいぞう』西 加奈子 小学館文庫）／課題図書部門 佳作 2 年 3 組 保

川滉哉 『ダーウィンと出会った夏』を読んで（ジャクリーン・ケリー 斎藤倫子訳 ほ

るぷ出版） 

＜校内読書感想文コンクール 優秀賞＞ 

国語部門  3年8組 小柴奈緒 「正反対な 2人～大人になっていくということ～」（『黄色い目の魚』佐藤多佳子 新潮文庫） 

地歴公民部門 2年6組 中村哲裕「客観的に見ることの大切さ」（『高校生からのゲーム理論』松井彰彦ちくまプリマー新書） 

数学部門 1年7組 東間彩香「美しい数学」（『世にも美しい数学入門』藤原正彦/小川洋子 ちくまプリマー新書） 

数学部門 3年8組 真板希衣「私にとって数学とは」（『面白くて眠れなくなる数学』櫻井進 PHP研究所） 

理科部門 2年4組 黒江理菜「たくさん働く分子たち」（『分子のはたらきがわかる 10話』齋藤勝裕 岩波ｼﾞｭﾆｱ新書） 

英語部門 2年8組 片山真由美「英語は英語で考える」（『日本人の英語』マ－ク・ピ－タ－セン 岩波新書） 

体育部門 3年1組 関 友晴「スポーツと私」（『スポーツを仕事にする！』生島淳 ちくまプリマ新書） 

芸術部門（音楽） 3年3組 小泉絢香 『感動をつくれますか？』を読んで （久石 譲 角川書店） 

芸術部門（書道） 1年6組 平野詩織 夢 『書の道を行こう』を読んで （武田双雲 PHP研究所） 

●部活動：＜女子バレーボール部＞伊勢田カップ２位トーナメント第３位  ＜男子バレーボール＞伊勢田カップ第３位 

 ＜剣道部＞千葉県高等学校新人戦 男子団体 ベスト16／女子団体2回戦進出 ＜ソフトボール部＞千葉県高等学校新人

戦 ベスト８ ＜バドミントン部＞千葉県高等学校新人戦ダブルス出場   

●土曜講座：10月20日（土）～2月９日（土） 「グラフ理論」など50講座開講中（詳しくは3頁参照） 

●進路指導部：海洋学部見学会 1月26日（土）東海大学清水キャンパス     

●配布物：「マラソン大会実施・事前健康調査・内科検診について」1月 7日（月）／「第 3回実用数学技能検定」1月

7日（月）／「保健だより」1月 11日（金）／「インフルエンザ流行予防のお願い」1月 11日（金）／「2012年度Ｉ

ＣＴプロフィシエンシー（Ｐ検）試験実施のお知らせ 1月15日（金）／「図書室だより」１月 21日（月） 

 

＜１月の主な行事＞ 

01月23日（水） 卒業試験～26日（3限） 

カウンセリング 21 

01月25日（金） 2年特進外部模試3 付属推薦合格者

個別指導課題Ⅱ提出  市原市立国

分寺台中学校1年生 本校訪問 

01月26日（土） 土曜講座 海洋学部見学会 

1・2年特進外部模試3 

01月30日（水） 3年登校日１（答案返却 3限） 

カウンセリング 22 

＜２月の主な行事＞ 

02月04日（月） 後期選抜入試準備（5限） 

02月05日（火） 後期選抜入試（生徒自宅学習） 

02月06日（水） カウンセリング23 3年登校日2（3限） 

02月07日（木） 後期入試合格発表 

02月08日（金） 1･2年マラソン大会（午前） 

02月09日（土） 土曜講座 ニュース検定4  

漢検2 

02月12日（火） 3年登校日3（3限） 

02月13日（水） カウンセリング 24 

02月15日（金） 数学検定3 

02月16日（土） 入学予定者書類提出等 

SPP･SSH成果発表会（代々木校舎） 

02月20日（水） 金曜日課 

02月22日（金） 1・2年学年末試験～26日（火） 

02月23日（土） 3年後援会理事会 

02月27日（水） 生徒自宅学習（採点日）  

（BSSP〕（環境）日本コカコーラ（株）訪問 

02月28日（木） 1・2年答案返却 3年登校日4 

授業評価・学校評価アンケート 

＜※行事予定変更のお知らせ＞ 

・3年生卒業試験 1月23日（水）～25日（金）⇒1月23日（水）～26日（土） 

・3月11日（月）1・2年生特別授業（3限）⇒生徒自宅学習（学年成績に関する業務のため） 

編集後記 

201３年、明けましておめでとうございます。３年生は、卒業試験・卒業証書授与式、１･２年は、マラソ

ン大会・学年末試験のみとなりました。多くの行事を伝えてきた学校報も、卒業授与式・年度末に向けて

の振り返りをしようと思っています。年度内には、生徒会誌「らっかせい」のリニューアル、来年度以降は

土曜講座の充実などに取り組むことの必要性を感じました。 

●学校報 第81号 ／東海大学付属望洋高等学校 〒290－0011千葉県市原市能満1531 TEL 0436－74－4721● 


