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

       
                               2013年3月2日 第83号 

 
 

 ☆最新ニュース☆ 

○ 第 27回 卒業証書授与式 3月 2日 松前記念講堂     ○ 1年生対象 卒業生からのメッセージ 

 

☆第 27回卒業証書授与式  卒業生 ３２２名☆ ～ 卒業を迎えて ～ 
 

～望洋で成長できた私～               総長賞 3年 8組 倉本 葵（千葉市立白井中学校出身） 

私には中学生の頃から教師になりたいという目標があります。望洋高校に入学を決めたのも、大学まで一貫して勉強

することができ、この目標を実現するために具体的に何をすればよいのか、早いうちから意識を持てるだろうと思った

からです。また、特色のある他の学校にはない活動もあり、自分にとってよい経験がたくさんできるだろうと思い、望

洋高校に魅力を感じました。私は望洋高校での3年間、とても充実した時間を過ごすことができました。目標がしっか

りあったおかげで、頑張ることができ、進みたい学部に進学することが決まり、少し目標に近づけることができました。

また、SPP、学園オリンピック、海外研修などの望洋高校ならではの貴重な体験をたくさんして、望洋高校の特色を無

駄にすることなく、経験を得ることができました。恵まれた高校生活を送ることができたのも、先生方、友達、家族の

おかげだと思います。ありがとうございました。大学でも努力を忘れず、素敵な４年間になるように頑張ります。 

 

～やっと卒業の実感が～               答辞 3年 6組 鎌滝 菜穂（市原市立南総中学校出身）  

私は入学した頃、三年生はとても大人に見えました。しかし、気付くと自分も三年生になり、あっという間に卒業を

迎えました。時が経つのは早くて卒業という実感が湧きませんでした。期待や不安を抱き、入学をしてから三年。たく

さんの友達と出会い、少しずつ理解を深め仲良くなりました。学校生活、行事、部活動などを共に過ごし、たくさんの

思い出ができました。三年生は最後になることが多く、寂しい気持ちになり、やっと卒業の実感が湧きました。振り返

ると充実感で溢れています。これからは別々の道を歩み、新たな生活をスタートさせる時です。望洋高校で学んだこと

を活かして、自分の夢に向かって努力し続けたいと思います。 

     
2010年度 入学式                      ⇒           望洋研修（富士山麓山の村）              ⇒ 

    

2011年度 研修旅行（沖縄）                ⇒                            ⇒                      ⇒ 

    

2012年度 体育祭                       ⇒                     ⇒                    ⇒ 

東海大学付属望洋高等学校 

編 集：メディアセンター 学校報 
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2012年度 建学祭                       ⇒                     ⇒                    ⇒ 

3学年主任 加藤 崇 

卒業生のみなさんご卒業おめでとうございます。あっという間に感じる3年間でした。皆さんはとても成長しました

ね。もしかすると自分で実感している以上に、お家の方や先生方は成長を感じているかもしれません。皆さんには多く

の可能性があります。これから先、もし自分にはできないと思うことに突き当たったときは、なぜできないのか考えま

しょう。自分の能力の限界を自分で決めてしまっていることが多いものです。自分の可能性を信じてください。「自分

らしさ」とは大切な個性ではありますが、時に自分の可能性をつぶしてしまうものでもあります。古い自分らしさを脱

ぎ捨てて、新しい自分らしさを求めて頑張ってください。「ふっ」と息を抜きたいときには遠慮なく母校を訪ねてくだ

さい。想い出を大切に保管しておきます。皆さんのご活躍をお祈りいたします。 

 

＜卒業証書授与式等における表彰＞   

 

●総長賞             3年8組倉本 葵   

●生徒会功労長          3年3組瀧本賢志   

●千葉県知事賞          3年1組関 友晴 

●千葉県私立中学高等学校協会賞  3年8組鵜澤小春 

●学校長賞      優等賞18名 3ヵ年皆勤賞38名  

3ヵ年精勤賞19名 1ヵ年皆勤賞84名 

●全国高等学校体育連盟陸上競技専門部等級賞 

            3年7組小川克幸・齋藤暁生 

●千葉県高野連優秀選手賞     3年5組中村京平(主将） 

●千葉県私立高等学校柔道部会賞 3年4組高橋 翔（部長） 

●千葉県高等学校教育研究会優良図書委員  

3年4組勝呂衿香(委員長） 

●高校生新聞社賞  

3年1組木村友美・3年7組青木 瞳（バトン部） 

●第５回田辺聖子文学館ジュニア文学賞  

高校俳句部門佳作  3年1組関友晴・3年4組吉田宏輝 

●特別奨励入学による採用者                   10名 

●付属推薦入学成績優秀者に対する奨学金 

                          3年7組野島宗呂 

  

＜卒業生の進路状況（2013年 2月 10日現在）＞ 

 

●大学 277名 短期大学 15名 専門学校 20名  

就職 3名 その他 7名 計 322名 

●東海大学関係進学（付属推薦）  

国際文化学部2名 生物学部1名 情報通信学部37名 

文学部    37名観光学部 17名 政治経済学部 35名  

法学部    8名教養学部 23名    理学部 11名  

情報理工学部 4名  工学部   38名   体育学部 7名  

医学部      1名  健康科学部 6名  海洋学部 20名  

農学部      3名          短期大学部（静岡）4名  

医療技術短期大学 1名        ハワイ東海インター

ナショナルカレッジ6名                 計261名 

●他大学 27名  他短期大学4名 

 

＜部活動大会 主な記録 ＞ 

第 65回千葉県高等学校総合体育大会（県総体） 

千葉県高等学校新人体育大会（県新人戦） 等 

●野球部 

☆第65回秋季千葉県高等学校野球大会準優勝 

関東大会出場（山梨県）  

☆第94回全国選手権千葉県予選 ベスト 16 

☆第66回秋季千葉県高等学校野球大会 第3位 

●サッカー部 

☆県総体 ベスト16 ☆県新人戦  2回戦進出 

●陸上競技部＜男子＞ 

☆県総体 入賞2種目延べ7名 4×100R 関東大会に出場  

☆関東高等学校陸上競技大会  4×100ｍR 7位 

  

☆県新人戦 入賞5種目延べ8名 1種目関東大会 

☆第16回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会  

4×100ｍR 5位   

＜女子＞ 

☆県新人戦 入賞1種目1名 

☆第24回千葉県高等学校駅伝大会 第5位 

☆関東高等学校駅伝競技大会 出場 

●バレーボール部 

☆県総体 男女ともにベスト32  

☆県新人戦 男子ベスト16 女子出場  
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●バスケットボール部   

☆県総体 男子２回戦進出 ☆県新人戦 男子2回戦進出 

●バドミントン部 

☆県総体 女子団体出場 

☆県新人戦 男子団体ベスト 8 

☆県新人戦 個人シングルス・ダブルス出場 

●ソフトボール部  

☆県総体 ベスト16 ☆県新人戦 ベスト8 

●テニス部☆県総体 男子団体ベスト16  女子団体 出場 

●卓球部 

☆県総体 男子団体ベスト 16  女子団体ベスト 32 

☆県新人戦 男子団体ベスト 8 女子団体ベスト 16 

●バトン部☆特別支援教育振興大会  感謝状 

●剣道部 

☆県総体 男子団体ベスト 16 女子団体出場 

☆第59回関東高等学校千葉県予選 

男子団体ベスト 16  女子団体 出場 

☆県新人戦 男子団体ベスト 16  女子団体2回戦進出 

●柔道部 

☆県総体 男子団体出場  

☆県新人戦男子団体3回戦進出 

●射撃部 

☆関東高等学校体育大会 千葉県予選会ライフル射撃競

技大会 エアーライフル女子個人  第 3位 3年 5組 加

藤文乃 全国大会出場／ビームライフル女子団体第3位  

☆第 10 回関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会 デ

ジタルピストル女子個人 第3位 1年1組 柏 真緒 

●吹奏楽部☆千葉県吹奏楽コンクール 本選大会出場 

●英語部 

☆君津・市原地区 英語スピーチコンテスト参加 

●写真部☆千葉県高校文化連合会 合同写真展 入選 

●科学部 

☆第 6 回千葉大学主催高校生理科研究発表会 優秀

賞 2年4組 大井惣太 ☆第29回化学クラブ研究発表

会研究奨励賞 ☆学園オリンピック夏季セミナー参加 

☆第 56 回千葉県児童生徒・教職員科学作品展 科学

論文の部 入選 2年4組大井惣太 

●美術部☆第46回市原市文化祭工芸展 

奨励賞 3年4組並木美弥 

●生物部☆学園オリンピック 夏季セミナー参加 

●ディベート部☆学園オリンピック 夏季セミナー参加 

 

☆ 卒業生からのメッセージ １年生対象 2月 13日(水) ☆ ～ 松前記念講堂 ～ 
1年 8組  大沢 桃子(市原市立加茂中学校出身) 

今回卒業生のお話を聞いて、私は二人の講話の共通点をみつけました。それは高校時代に部活に入っていたことです。

私は今まで自分の中で「時間がない」と言い訳をしていました。しかしそうではなく、「時間をつくる」ということが

大切だということを、今日あらためて実感しました。もうひとつ、夢をもっているということです。自分のなかに、何

かになりたいという目標があるから頑張れるのだと思います。私にはこれといった大きな目標は、今はありませんが、

日々、小さな目標を作り頑張りたいと思います。そして、勉強にも部活にも充実した高校生活を大切にしていきたいで

す。 

― 講師紹介 ― 

●降旗友里 氏 日本航空株式会社客室部乗務員業務 勤務 東海大学

教養学部国際学科（2008年度卒業 バスケットボール部） 習志野市立

第六中学校出身  

●加藤尚大 氏 東海大学理学部情報数理学科４年（2009年度卒業 野

球部） 千葉市立さつきが丘中学出身 

連載 ～ 望洋高校をもっと知る ～ 

卒業生だより（14 ）上野 貴弘 （1994年 3月卒業） 

3年 5組担任：斎藤美由起先生、テニス部、東海大学工学部工業化学科、現在キッセイ薬品に勤務） 

皆さんこんにちは。私は高校卒業後、東海大学へ進学し現在は製薬会社にて医薬品を通じて社会に貢献出来るよう、

日々努めております。私が最近強く思うのが、人との出会いは本当に大切だな

あということです。当たり前のことではありますが、これまでのたくさんの出

会いがあったからこそ今の自分があるのです。これまでの出会いの中でも、私

の人生において大きな影響を与えてくれたのが学校の先生方でした。その先生

方からの教え･言葉は私の心の大きな糧となっております。壁にぶつかった時、

あの頃の先生の教え･言葉を思い出してなんとか踏ん張れた事も多々あります。

ちなみに美由起先生の教え･言葉で一番印象に残っているのが『言霊（言葉に

は魂がある！！）』です。是非、この高校生活での出会いを大切にして下さい。

そしてそれぞれの目標に向かって突き進んで行って下さい。 
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 望洋リレーエッセイ（37） 関口 裕司 先生 

生まれて初めて意識的に勉強をしています。勉強といっても受験勉強ではありません。

文学や音楽、美術、歴史など、多岐にわたる物事を自分の中に取り込み、それらを徐々に

結びつけているのです。昨年、ある作家や編集の方々と一晩中語り明かす機会がありまし

た。文学だけにとどまらずあらゆる分野に、広く、深く、高く、瞬間移動するような場にいて、

時折自分一人が取り残されるような感覚を覚えたものです。当たり前とはいえ、それは衝撃

的な体験でした。数十年に及ぶ自分の不勉強を思い知らされた瞬間です。今から生きる姿

勢を変えて何が実現できるのかわかりません。しかしそれでも、損得を超えた人生のあり方

を、日々自分に問いかけています。 

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：２月16日(土)、午後 12時 30分過ぎ、海洋調査研修船『望星

丸』が静岡市の清水港を出港し、『学校法人東海大学第 44回海外研修

航海』が始まりました。本教育プログラムは、望星丸で諸外国を巡り、

異文化理解・環境保護・協調性の大切さなどを実践的に学ぶもので、本

学園独自の特色ある教育活動のひとつです。第 44回の研修団は、東海

大学法学部法律学科の大塚滋教授を団長に、東海大学体育学部体育学科

３年次生の佐々木慶介さんが学生長を務め、研修学生 98名、団役員 14名、望星丸の乗組員 26名、海洋学部航海学科

の練習学生 17名という構成で、総勢 155名が参加しています。本航海の研修テーマは『あたらしい自分へ、これから

の世界へ』です。 

●進路指導部：1年 東海大学オープンキャンパス（湘南校舎）3月 16日（土） 

 

＜３月の主な行事＞ 

03月0１日（金） 卒業式予行 1・2年特別授業（4限） 

03月02日（土） 第27回卒業証書授与式 

03月04日（月） 1年特別授業 ～8日（3限） 

2年研修旅行事前指導（3限） 

03月05日（火） 2年研修旅行 先発団～8日（沖縄）  

1年スタディーサポート（新2年実施分） 

03月06日（水） 2年研修旅行 後発団～9日（沖縄）  

03月11日（月） 生徒自宅学習 

03月12日（火） １・2年特別授業～13日（3限） 

03月14日（木） 生徒自宅学習 

03月15日（金） 修了式（4限）後援会理事会3 

03月16日（土） 1年 東海大学オープンキャンパス 

（湘南校舎）  新入生オリエンテーシ

ョン  後援会役員会4 

＜４月の主な行事＞ 

0 4月03日（水） 入学式予行 新入生オリエンテーション 

0 4月04日（木） 始業式 避難訓練 

0 4月05日（金） 第28回入学式 

0 4月08日（月） 特別授業～10日 3年校内摸試 

1年スタディーサポート 

0 4月09日（火） 1年内科検診1  

1年芸術科目教科書販売 （5・6限） 

0 4月10日（水） 1年内科検診2 望洋会代表役員会1 

0 4月11日（木） 学園基礎学力定着度試験 

0 4月12日（金） 定期健康診断 後援会役員会1 

0 4月15日（月） 朝学習・朝読書開始 自転車点検 

1年部活動紹介・生徒指導講話 

2・3年集合写真 

0 4月16日（火） 二者面談～5月17日 歯科検診 

0 4月17日（水） カウンセリング 1 

0 4月20日（土） 基礎教育講座開始 

0 4月22日（月） 自転車点検 

0 4月24日（水） 1年望洋研修～26日 

2・3年校外学習  

0 4月25日（木） 2・3年特別時間割～26日(4限) 

0 4月27日（土） 後援会総会 2 年進路説明会・クラス

懇談会 後援会理事会 1  

0 4月30日（火） 3年進路面接～5月2日（3限） 

編集後記 

3年生は、1月末に卒業式試験を終了し、卒業証書授与式を待つばかりであった。とうとう、その

日がきた。卒業生は 322名であるが、何名の人と話したことがあるだろうか。進級時のクラス替えを

考えると約 130 名、もちろん同じクラスになる場合もある。部活動や委員会を合わせると相当な数

にのぼる。その中には、自分を勇気づけてくれた言葉、慰めてくれた言葉を思い出す人もあろうと

思う。さて、本日は卒業証書授与式ではあるが、望洋と別れる日でもある。3 年間もいて、まだ話し

たことのない人がいるのは寂し過ぎる。あまり時間はないが、言葉を贈り、言葉をもらおう。そして、

記憶に残しておこう。ご卒業おめでとう。今後の活躍を祈る。 

●学校報 第83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●

 


