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

       
                               2013年11月21日 第95号 

 

 ☆最新ニュース☆  

○建学祭「一瞬を永遠に」  

〇第 28回建学記念式典  

〇建学記念講演 講師 工藤公康 氏 

◎土曜見学会 11月 23日／学校説明会 11月 30日 

☆ 建学祭 ～「一瞬を永遠に」～ ☆ 11月 2日（土）校内祭／3日（日）一般公開       

  

建学祭実行委員 1年3組 伊藤瑠莉(市原市立国分寺台中学校出身) 

私たち１年３組は模擬店で、パンケーキとタピオカを販売しました。初めての建学祭は何をしていいのか分からず、

先生に頼ってしまうところがたくさんありました。放課後遅くまで残り、看板作成や、何度も試作をしていく中で、た

くさんのクラスメイトが残って手伝ってくれました。みんなが協力して食券販売、装飾作り、テント組立てなどに取り

組み、徐々に建学祭の雰囲気にわくわくするようになりました。当日は、朝から仕込みをやるということで、どの団体

よりも多く、仕込みに参加してくれていました。初日はタピオカの準備に時間がかかったり、役割分担がなかなか回ら

なかったり、うまくいかないことがたくさんありましたが、みんな走り回って乗り切ることができました。先生の「こ

のクラスだから、絶対にできるから、みんなが楽しくできるように負担を分け合おう」という話を聞いてから、２日目

はもっと協力してやり遂げられました。クラスの絆が深められて、とても楽しい思い出になりました。 
 

建学祭実行委員 2年2組 三好音々（袖ヶ浦市立平川中学校出身） 

先日、建学祭が行われました。2年生という大事な時期でもあり、部活や勉強などでどこのクラスも人手が足らず限

られた時間の中で準備に追われていました。当日を迎えた建学祭。私たちのクラスではお好み焼きを販売しました。途

中で火が消えてしまったり、生地が届かなかったりと、たくさんのハプニングに見回れとても大変な2日間でしたが、

とても充実していました。今回の建学祭を終えて、みんなが協力し、一つになればとても大きな力になるということに

私は気がつきました。来年3月の研修旅行も皆で協力しあい沢山の良い思い出を作りたいと思います。 
 

建学祭実行委員 3年6組 原田竜生（千葉市立生浜中学校出身） 

 僕達３年生にとって最後の建学祭が終わりました。最後の建学祭を楽しめましたか。僕は今年の建学祭ではオープニ

ングセレモニーとクラスステージの二つを練習してきました。放課後や昼休み、土日を使って練習してきましたがなか

なか上手くいかずに仲間同士でもめたことがありました。でも、それだけ建学祭にみんなが本気になっているというこ

とでもありました。それが、僕にとって１番嬉しかったことで、一番の思い出です。今年の建学祭テーマ「一瞬を永遠

に」にあるように本気で準備してきた時間、その成果を出せた瞬間が皆さんにもあると思います。その一つ一つが忘れ

られない思い出になるでしょう。 

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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  建学祭を終えて                  後援会会長 田丸方敏  

望洋高校の最大行事であります建学祭に、後援会として参加させていただきました。

後援会本部の役員・理事を中心に、生徒と一緒になって建学祭を盛り上げることを目的

にそれぞれ積極的に活動することが出来ました。模擬店では、チョコバナナ400個・フ

ランクフルト500個すべて完売。無料休憩所「カフェ・ド望洋」でもおもてなしに努め

ました。また、品物提供等、バザーに絶大なご協力をいただきました。おかげさまを持

ちまして184,750円の売上げでした。売上金は子供たちや学校のために有効活用させて

いただきます。利益よりも建学祭に来てくださった方々に喜んでいただく事をテーマに

みんな一生懸命に参加させてもらいました。最後に保護者方・先生方に感謝を申し上げます。本当にありがとうござい

ました。 

 

☆行事☆ ～望洋高校、日々の素顔～ 
 

2013年度建学記念式典を挙行  11月 6日（水） 

 

 本校では28回目の建学記念式典が厳粛に挙行されました。式典では、黒坂校長が式

辞として、創立者松前重義博士の生い立ちから学園創立にあたっての教育理念、学園

が目指す教育目標について触れ、思想を培うことの大切さ、国を動かせる人材になる

ように述べられました。続いて、勤続20年を迎えられた岡本茂憲先生の永年勤続表彰

が行われ、岡本先生よりご挨拶をいただきました。奉職してから今日までを振り返り、

様々な出会いや教員生活から得たもの、これから目指すことに触れ、生徒へは，一瞬

一瞬を大切に、夢や目標をもってしっかりと生きていくことが大切であること、その

積み重ねが人生であることを述べられました。また、法と権利について、正しいものの見方、考え方を持つことの重要

性を示しました。お話を通して、生徒一人ひとりがしっかりと受けとめ、今後の人生について考える機会を得ました。 
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建学記念講演を聴いて 11月 6日（水）  演題「諦めないことが夢につながる」講師 工藤公康 氏 

 3年2組 梅澤孝弥（茂原市立東中学校出身） 

プロ野球で多くの記録を打ち立てた工藤氏の講演を聴かせていただき、とてもたくさんのこ

とを学ぶことができました。話の中には、自ら勉強をしようとすることの大切さや１万時間の

法則、壁をつくるのは自分自身だということなど、主に気持ちの面で勉強になるところが多く、

心に響きました。また、「大きな夢を叶えるためには、小さな夢を諦めることも必要だ」とい

う言葉がありました。大きな夢を諦めない気持ちが強ければ、叶えるのはそれ程難しいことで

はないということも教えて頂きました。工藤氏から頂いたひとつひとつの言葉をしっかりと心

に刻んで、大きな夢を叶えられるように頑張りたいと思います。 

土曜講座 選択制特別授業 10月19日(土)より43講座開講  

 土曜講座は、総合進学コースの生徒を対象に、通常の授業と別に先生方のオリジナル授業を開講するものです。 

なお、台風の影響により休校となった10月26日の講座は、12月14日、1月11日、2月8日に振替ます。次号にてお知らせします。 

 １限 ２限 ３限 

1月25日 体づくりのための食事戦略① 体づくりのための食事戦略② ＊＊＊ 

2月8日 
バスケットボールにおけるテーブルオフィシャル

の理論及び実践① 

バスケットボールにおけるテーブルオフィシ

ャルの理論及び実践② 
数検面白対策講座③ 

 大切にしている言葉 アロマテラピー講座 アロマテラピー講座 

 日常の物理 ～身近な不思議を物理で解明～ 日本産淡水魚を取り巻く現在の問題点 日本産淡水魚を取り巻く現在の問題点 

 身近な気象学① 身近な気象学② 日本は世界で第何位？ 

 
久しぶりの書道 

～百人一首の歴史とともに～① 

久しぶりの書道 

～百人一首の歴史とともに～② 

久しぶりの書道 

～百人一首の歴史とともに～③ 

 サッカーにおける連携・連動について 高校では教えない原子構造 
テレビ・ビデオデッキ・スピーカーの中身を

見てみよう 

 「幸せについて考える」 数学マジックショー 「考える」ということ 

 

連載 ～ 望洋高校をもっと知る ～ 
卒業生だより（２５）平田勇人 氏 （2010年3月卒業 市原市立加茂中学校出身） 

3年4組担任：渡邉洋児／陸上競技部／国際航空専門学校航空整備科／日本貨物航空（株）オペレーション本部整備 勤務 

  皆さんこんにちは！私は高校時代陸上部の部長として頑張っていました。練習もハードで

大変でしたが、部活を通して挨拶や仲間の大切さを学び、ここで学べた事は今でも役に立っ

ています。私は、大学には進学せずに自分がやりたかった飛行機の整備を勉強するために専

門学校へ進みました。知り合いも誰もいない未知な所へ行くのは正直不安もありましたが、

自分の意思をしっかりもっていたので頑張ることができ、今年から成田空港で航空整備士と

して働いています。まだ、整備士1年生ということでわからない事だらけで辛い事もたくさ

んありますが、部活で培われた強いメンタルで日々頑張ってます。社会人になってからも日々勉強ですが、勉強面でみなさんに一言

いっておきます。どの教科も大事で必要だと思うのですが、英語だけはしっかりやっていた方がいいですよ。これからの世の中、絶

対英語は必要なりますし、かっこいいですよ。私自身、仕事で英語を使うのですが苦手なのでかなり苦労しています。最後に、皆さ

んはあらゆる可能性を秘めています。何事にも恐れずにチャレンジをして、自分自身を高めていってください。応援しています。 

望洋リレーエッセイ（４８）伊地知しおみ先生 

１年生の美術の授業で、自分の「過去・現在・未来」を描くというテーマで絵を描いています。過

去現在は簡単にアイデアが浮かぶのですが、未来が中々思いつかず時間を取られた人が多く見受けら

れました。夢は？どんな仕事をしたいの？小さい時は何になりたかったの？・・何も思いつかない・・

どうせ叶わない夢だから・・そんな仕事就けっこないし・・などなど、消極的な声が多く聞かれまし

た。そんな声を聞きながら、私はある美術部の卒業生の事を思い出しました。彼は入部した当初から、

将来は子供の頃からの夢である車のデザイナーになりたいと言っていました。が、デッサンを描いて

もそれ程上手でもなく、他の人と比べても飛びぬけていると思えませんでした。車のデザイナーはホ

ンの一握りの人しかなれないからねぇ～と、その時彼に言った言葉を今でも覚えています。しかし、

彼は頑張りました。実技も勉強も。大学もプロダクトデザインへ進み、とうとう本当に自動車会社に

就職し車のデザイナーになったのです。すごい！！子供の頃からの夢を実現するなんて！感動しました。そして、反省もしました。

今は強く願えば夢は叶うと思っていますし、もし最終地点に到達しなかったとしてもその過程の努力は必ず自分の力になると信じて

います。考えてみると彼だけではなく、頑張って小学校や幼稚園の先生になった人、ケーキ屋さんにギタリスト、本当に夢を叶えた

先輩たちがたくさんいます。皆さんも大きな夢を是非持って、頑張ってみて下さい。 
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☆写真アラカルト ～ 写真で見る望洋高校 ～ 

     

建学記念奨学金受賞（小論文）    永年勤続者表彰         校長面接         BSSP講座〔歴史〕 

連絡板  ～ 日々の学校情報 ～    緊急連絡は望洋通信システムでお伝えします。     

●学園関係：☆第 71回建学記念式典を開催しました☆ 

学校法人東海大学の第 71回建学記念式典を、建学記念日にあた

る 11月１日、湘南キャンパス２号館大ホールで行いました。式に

は、クウェート国大使館のアブドル・ラフマーン・フムード・アル・

オタイビ特命全権大使やアラブ首長国連邦大使館のハーリッド・ア

リ・アルガイディ臨時代理大使ら、国内外から多数の来賓を迎え、

松前達郎総長をはじめとする学園関係者、在学生とその保護者、同

窓生らが参列しました。 松前達郎総長は式辞で、望星学塾から東海大学の創立に至るまでの歴史をひも解きつつ、「建

学の精神に基づいて未来を切り拓く人材を育てるために、今後も若者たちの教育に力を注いでいきたい」と話しました。  

 (東海大学) 

●進路関係：付属推薦合格発表 11月 25日（月）入学手続き～12月 9日（月）／2年校長面接 10月 15日(火)～11月

29日（金）／HTIC進学者説明会（代々木校舎）12月 8日（日） 

●生徒関係：第2回「いじめを許さない学校づくり～朋～」キャンペーン 11月11日（月）～22日（金）／生徒会役員選挙11月

18日(月)  

●講演関係：3年「薬物乱用防止」講演会 12月 12日（木）／3年「知的財産教育」講演会 12月 16日(月)／1年「性教

育」講演会 12月 17日（火） 

●検定関係：歴史能力検定試験 11月 29日（金） 

●募集案内：学校説明会11月 30日（土）／土曜見学会 11月 23日（土）、12月 7日（土） 

●配布文書： 「3学年芸術鑑賞会について」10月29日(火)／「保健だより第７号」11月8日(金)／「公開授業実施のお知らせ」

11月14日(木) 

 

＜１１月の主な行事＞ 

11月20日(水) 公開授業 ～22日（金）（2～4限） 

11月23日（土） 土曜見学会 

11月25日（月） 付属推薦合格発表  

入学手続き～12月 9日（月） 

11月26日(火) SPP〔情報〕日本コカ・コーラ関連工場

（茨城） 

11月27日（水） カウンセリング 19  

11月29日（金） 歴史能力検定試験 

11月30日（土） 第3回学校説明会 

＜１２月の主な行事＞ 

12月02日（月） 全校集会 生徒会認証式・退任式 

12月04日（水） 後期中間試験②～6日（金） 

12月07日（土） 土曜見学会  

BSSP〔歴史〕国立歴史民俗博物館 

12月08日（日） HTIC進学者説明会（代々木校舎） 

12月09日（月） 答案返却（4限） 

12月10日（火） 特別授業（4限） 

12月11日（水） カウンセリング 20 

12月12日（木） 3年「薬物乱用防止」講演会（6限） 

12月13日(金) SPP〔素粒子〕JAXA相模原キャンパス 

12月16日（月） 3年「知的財産教育」講演会（5・6限） 

12月17日（火） 金曜日課 1年「性教育」講演会（5限） 

12月18日（水） 特別授業期間～19日（木）（3限） 

三者面談（全員）～21日（土） 

12月19日（木） 付属高校生のためのヨーロッパ研修

旅行出発～12月28日（土） 

12月20日（金） 全校集会・LHR・大掃除（3限） 

12月23日（月） 第12回吹奏楽部定期演奏会 

                                                            
編集後記 

建学祭はテーマ「一瞬を永遠に」を掲げ、夏休み前から準備に着手した。模擬店、娯楽・展示・舞台発表を各団体が

レベルの高いものを目指して努力していた。コーヒーカップやプラネタリウムは望洋ではじめての作品であった。皆で

作り上げる作品が高度であればこそ、皆の力が結集された。建学祭実行委員の感想からも窺えた。また、建学祭記念講

演においても工藤公康氏の「諦めないことが夢につながる」話にも通じることだ。この達成感を多方面に生かしてもら

いたい。 

●学校報 第95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 ● 


