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

       
                               2013年12月20日 第96号 

 

 ☆最新ニュース☆  

○3年 芸術鑑賞会「レ・ミゼラブル」 

〇生徒会役員10名 認証  

○1年 高校現代文明論発表会 

○2年 知的財産教育発表会＆講演会 

○土曜講座 振り替え日程  

○部活動の大会報告等 

◎吹奏楽部定期演奏会 市原市市民会館12月23日（月） 

◎〔SPP＆ BSSP〕の報告（次号）

 

☆3年 芸術鑑賞会「レ・ミゼラブル」☆ ～11月 15日(金)帝国劇場 にて ～         

                                    

歌声に感銘！                図書委員長  3年 2組 赤沼 萌穂（千葉市立泉谷中学校出身）  

オーケストラの音楽が始まると、それまでの騒がしさが自然と止み、そこに役者の声が重なり圧倒されます。歌が終

わる度に起きる拍手で我に返る以外は「レ・ミゼラブル」の舞台である１９世紀前半のフランスへと引き込まれていき

ました。私たち生徒が「生の演奏」や「演技」を聴いたり見たりする機会は、意外と少ないです。舞台という非日常に

触れて、何を思い、感じるのかは人それぞれです。劇の中でエポニーヌがマリウスへの思いを告白する「オン・マイ・

オウン」という曲があります。その中での、エポニーヌ役の女優さんの切なくも鬼気迫る歌声に感銘を受けました。素

晴らしいと感動した思いをいつまでも忘れずにいたいのです。 

 

☆生徒会役員選挙 11月 18日（月）・生徒会役員認証式 12月 2日（月）☆ 

   

立会演説会                          ⇒                        認証式 

新会長の抱負                               2年3組  門脇なぎさ（千葉市立磯部第一中学校出身） 

今回、生徒会会長に就任させていただきました2年の門脇です。私は、1年間生徒会会計として活動させていただきま

した。初めての生徒会活動で分らなかったことが多く、先輩方に様々なことを丁寧に教えて頂き、仕事をする上で大変

助かりました。立会演説会では、各候補者の一人ひとりの言葉を聴いていると、明確な目標と強い信念を感じました。

これから、新しいメンバーで新たな生徒会活動が始まります。昨年の活動で学んだことを生かし、新メンバーの個性を

最大限に引き出し、生徒会活動を作り上げて行きたいと思います。望洋高校に通う生徒が一人でも多く、楽しく快適に

学校生活を送れるように精一杯努力させていただきますので、1年間よろしくお願いします。 

＜新生徒会執行役員紹介＞ 

会長：2年3組 門脇なぎさ  副会長：2年1組 御園生和真 1年5組 長谷川 丈 書記：2年3組 島村紗也佳 1年5組 小倉萌果  

会計：2年3組 渡邊裕介 2年4組 植杉 聡 1年1組 元吉玲那 会計監査：1年6組 岡本優希  1年6組 比嘉優希 

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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☆行事☆ ～望洋高校、日々の素顔～ 
 

２年 知的財産教育発表会＆講演会  11月11日（月） 講師： 朝日特許商標事務 所 弁理士 朝日直子先生  

                                           2年 7組 関谷真央（木更津市第二中学校出身） 

 クラス発表に続いて、講師の方から知的財産についての講演がありました。その中

で、普段当たり前に使っている商品がどのような工程を経て、私たちの手元に届いて

いるのかよく分りました。商品は色々な人のアイディアや工夫から生まれており、そ

れらには発明としての権利があることを詳しく知ることが出来ました。このように、

商品はちょっとした工夫を施すことによってどんどん便利になっていきます。なお、

各チームで考えたアイディアの中にも、便利になるきっかけになるものもあり、利用

することが出来たらよいと思いました。 

 

1年 高校現代文明論発表会 11月13日（水） 

 1年 5組 高橋愛理（袖ヶ浦市立昭和中学校出身） 

私が現代文明論を通し学んだことは、「ホスピタリティ」という言葉です。ホ

スピタリティとは相手の気持ちになり、自ら考え行動することです。私が調べた

ディズニーリゾートはリピート率が高く、そこにはホスピタリティの精神が秘訣

になっていることが分りました。ディズニーのキャストは臨機応変にホスピタリ

ティを実践していて、そこで様々な心温まるエピソードが生まれるのです。私た

ちも将来仕事をすることになります。そのとき、その職場でマニュアル通りにし

かできない人ではなく、状況によって対応できる人になりたいと思いました。そ

して、やりがいを感じて働けるようになることが大切であることを実感しました。最後にホスピタリティはプレゼンす

る上でもとても大切なことです。聞き手の気持ちを考えて発表することで、初めて聞き手の心に届く発表ができること

を、今回の発表で気付かされました。色々なところで「ホスピタリティ精神」が大切だということを知りました。これ

からの学校生活に、また、将来に生かしていこうと思いました。 

＜各クラス代表班のテーマ＞ 

 

1年1組「臓器移植と脳死について」 

１年2組「消費税について」 

1年3組「食と農業について」 

1年4組「平和について」 

1年5組「Disney Resortの魅力について」 

1年6組「いじめについて」 

1年7組「環境について」 

1年8組「再生可能エネルギーについて」 

 

土曜講座 選択制特別授業 10月19日～2月8日 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。 

※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1日、2月8日に振替。（太文字部分） 

 １限 ２限 ３限 

12月14日 

オリジナリティーとは何か ～日本の古典

から著作権を考える～／硬式ボールにふ

れよう～打撃の基本理論及び実践～／数

について／P検模擬試験① 

英語の歌詞を読んでみよう！／発音

記号について／P検模擬試験② 

 

古文書を読んでみよう 

1月11日 ＤＮＡの解析 ＊＊＊ ＊＊＊ 

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1日 
物理プチ実験① 物理プチ実験② 物理プチ実験③  ／数検面白対策講

座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／大切にしてい

る言葉／日常の物理 ～身近な不思議を

物理で解明～／身近な気象学①／久しぶ

りの書道～百人一首の歴史とともに～①／

サッカーにおける連携・連動について／幸

せについて考える 

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／アロマ

テラピー講座①／日本産淡水魚を取り

巻く現在の問題点①／身近な気象学

②／久しぶりの書道～百人一首の歴

史とともに～②／高校では教えない原

子構造／数学マジックショー／最短で

結ぶ 

アロマテラピー講座②／数検面白対策

講座③／日本産淡水魚を取り巻く現在

の問題点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～③／テレビ・ビデオデッキ・ス

ピーカーの中身を見てみよう／「考え

る」ということ 
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☆部活動報告☆ ～新人県大会 他～ 
＜新人県大会＞ 

●陸上競技部 ： 男子100m第6位（1年7組平島春信）／男子1500m第4位（2年1組足立直哉）／男子3000m障害 第2位（2年1

組足立直哉）／男子4×400mリレー第7位（2年4組田原駿斗・2年2組古川敦也・1年5組倉永一輝・2年3組野村尭弘）／女子

100m第１位（1年4組松本理夏子）／女子200m第5位（1年4組松本理夏子）／女子5000m競歩第6位（1年3組高橋奏乃）／女子

4×100mリレー第１位（1年1組川奈部真由・2年5組進藤若菜・2年2組中村美里・1年4組 松本理夏子）／女子総合第6位 ●剣

道部：男子団体5回戦出場ベスト8／女子団体4回戦進出ベスト16  ●卓球部：男子団体4回戦進出ベスト16／女子団体2回

戦進出／男子シングルス3回戦進出ベスト32（2年2組東 貴大）／女子ダブルス4回戦進出ベスト16（2年2組三好音々・2年6組

青木菜緒） ●ソフトボール部： 2回戦進出  ●柔道部：男子団体3回戦出場  ●バトミントン部：男子団体県大会出場／男

子ダブルス2回戦進出（2年7組込谷優太・1年4組奥山泰成） ●テニス部：女子団体県大会出場／女子シングルス県大会出

場（（2年3組石川花生）／女子ダブルス（2年3組石川花生・1年8組川上ゆり） ●バスケットボール部：地区大会 男子団体県

大会出場権獲得 ●バレーボール部：1月実施 

＜その他＞ 

●サッカー部：全国高校サッカー選手権大会千葉県予選 準々決勝進出 ベスト 8 ●野球部：第66回秋季千葉県高等学校

野球大会 2回戦進出 ●陸上競技部 ：○第17回 関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 男子100ｍ第6位（1年7

組平島春信） ○第7回日本ユース陸上競技選手権大会 男子800ｍ第7位（２年１組梅谷健太） ○第66回県総体 駅伝競

走の部女子第8位（3年8組片山真由美・3年2組塚本美穂・2年5組佐久間優妃・2年3組小関

芽生・1年2組松本奈津） ●バレーボール部：伊勢田カップ（南総地区高校バレーボール大会）

男子5回戦5勝 優勝  ●射撃部：○第11回関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会 千葉県

予選会 ビームライフル女子個人第6位（2年4組石山ありさ） ／エアーライフル女子個人第3位

（2年3組門脇なぎさ）／ビームピストル女子個人第2位（2年3組柏 真緒）／ビームピストル男

子個人第3位（2年1組釘村雄介）○第11回関東高等学校ライフル射撃競技選抜大会 ビームピ

ストル女子個人第8位（2年3組柏 真緒） ●科学部：第57回千葉県児童生徒・教職員科学作品

展（科学論文の部）奨励賞（3年6組大井惣太） 論文名「キリギリス・ヤブキリ幼虫の生存率とクツワムシ幼虫の体色変化に

関する研究 II」 右写真⇒表彰式 ●写真部：第46回千葉県合同写真展 入選（3年1組太田匠海・1年7組佐藤 匠） ●美

術部：第47回市原市文化祭工芸展 奨励賞（3年4組本多啓人） 

連載 ～ 望洋高校をもっと知る ～ 
 

卒業生だより（２６）秋葉宗一郎  氏 （2000年 3月卒業 茂原市立茂原中学校出身） 

3年6組担任：齊藤 政道／吹奏楽部／HTIC、ウィスコンシン州立大学ミルウォーキー校建築学科／株式会社秋葉商店 勤務   

2000年卒業、秋葉宗一郎です。１９８１年６月８日生、酉年、現在３２歳です。在学中は

小学校より続けていた吹奏楽部、サックスパートに所属し、岩下先生の下、皆で一つになっ

て頑張っておりました。２年生の時には関東大会に出場しましたが、３年生の時には本選大

会（県大会）で敗れたことを今でも忘れません。卒業後、私は一人、ハワイ東海インターナ

ショナルカレッジに進学、2002年卒業後、州立大学の建築学科に編入、2007年に卒業致しま

した。高校を卒業し、約８年という年月、日本を離れて暮らしておりましたが、吹奏楽部時

代の仲間とは今でも交流があります。現在は吹奏楽部 OB会の会長を仰せつかっております。

大学卒業後は福岡にて就職、2010年に千葉県茂原市に戻り、家業の日用雑貨品卸業(株)秋葉

商店に入社致しました。現在は営業として日用品、化粧品、業務品の卸業を中心に、LED照明工事の施工等、新しい事

業にも取り組んでおります。 

望洋リレーエッセイ（４９）山中 俊亮 先生 

皆さんが現在過ごしている学生時代は様々なことに挑戦できる素晴らしい時期だと

思います。私も学生時代にできるだけ多くの事に取り組みたいと思い、たくさんの事を

経験しました。例えば、千葉ロッテマリーンズの外国人選手とその家族の日本での生活

をお手伝いするという活動に携わりました。生活に役立つ英語のマニュアルを作成した

り、通訳として出掛けたり、一緒に球場に足を運んだりと、どれも私の貴重な経験とな

り、国際的、社会的な視野を広げることができました。ほんの一例をお話ししましたが、

このような貴重な体験ができるのも学生の賜物だと思います。是非、皆さんも様々な活

動に積極的に挑戦し自分を広げてみてください。  
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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 45回｢全日本学生フランス語弁論大会｣において、東海大生が優秀な成績を収めました☆ 

 11月９日に京都外国語大学で開催された第 45回「全日本学

生フランス語弁論大会」（主催：京都外大、後援：在日フラン

ス大使館、毎日新聞社など）に、本学から赤井江里奈さん（文

学部歴史学科西洋史専攻４年次生）、山越栞里さん（教養学部

国際学科３年次生）、藤本ハイメさん（同４年次生）が出場し

ました。このうち、山越さんと藤本さんは決勝に進出し、藤本さんは見事優勝。「在日フランス大使館／アンスティチ

ュ・フランセ日本賞」を受賞しました。この大会は、学生を対象とする全国規模のフランス語弁論大会としては唯一の

ものであり、伝統と権威を誇っています。参加者の多くがフランス語を専門として学ぶ学生で、たいへんレベルが高い

弁論大会として知られています。今回は全国 13大学から推薦された 24名の弁士が出場しました。本学の中で最初に登

場した赤井さんは「いつから女性はズボンを履くようになったのか？」、次に出場した山越さんは「マスクと日本人」、

最後の藤本さんは「二つの祖国」と題し、全員が内容の濃い弁論をノーミスで発表。強豪校で大部分がフランス語を第

一外国語として学ぶ参加者に混じり、日ごろの学修の成果を存分に発揮しました。決勝に進んだ山越さんと藤本さんは、

審査員からの厳しい質疑にも堂々と答えて実力の高さを証明。主催者によれば、第二外国語としてフランス語を学ぶ学

生が優勝するのは同大会 45年の長い歴史の中でも稀なことで、「おそらく初めてではないか」とのコメントもありまし

た。（東海大学外国語教育センター） 

●進路関係：付属推薦合格者個別指導課題Ⅱ提出 1月 20日(月)／海洋学部見学会 1月25日(土) 清水キャンパス（1・

2年の生徒・保護者対象）／情報通信学部見学会 1月 25日(土)高輪キャンパス（1・2年の生徒・保護者対象） 

●講演関係：3年「薬物乱用防止講演会」講師：市原市青少年指導センター・市原警察署12月 12日（木）／3年「知

的財産教育講演会～起業家精神～」講師：東海大学チャレンジセンター 園田由紀子氏 12月 16日(月)／1年「性教

育講演会～高校生の性について考えてみよう」講師:宗田マタニティクリニック院長 宗田哲男氏 12月 17日（火） 

●検定関係：実用英語能力検定1月24日(金)／日本漢字能力検定試験2月8日(土) ／ニュース時事能力検定2月8日(土)  

●その他：教員研修会「教育の ICT 化の現状とアクティブラーニングの必要性」講師：東海大学情報教育センター 白

澤秀剛氏 12月 4日（水） 

●配布文書：「年末年始の日程と三者面談について」11月 29日（金）／「保健だより第 8号」12月 6日(金)／日本漢字能力検

定」12月12日(木)／「ニュース時事能力検定」12月13日(金)／授業料等学納金の口座振替について」12月16日(月) 

 

＜１２月の主な行事＞ 

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（市原市

市民会館） 

＜１月の主な行事＞ 

01月04日（土） SHIP2013事前研修 

01月05日（日） SHIP2013出発～2月25日 

01月06日（月） 全校集会LHR大掃除（3限） 

01月07日（火） 前期選抜入試願書受付 

生徒自宅学習 

01月08日（水） カウンセリング 21  

01月10日（金） 〔SPP＆ BSSP〕報告書作成 

01月16日（木） 前期選抜入試準備（3 限授業＋準備）

（5限） 

01月17日（金） 前期選抜入試 生徒自宅学習～18日

(土) 

01月20日（月） 前期入試合格発表 付属推薦合格者

個別指導課題Ⅱ提出 

01月22日（水） 卒業試験～25日(土)（3年3限） 

01月24日（金） 英語検定 

01月25日（土） 土曜講座 海洋学部見学会（清水キ

ャンパス／情報通信学部見学会

（高輪キャンパス） 

01月29日（水） 3年登校日１（答案返却 4限） 

カウンセリング 22 

01月31日（金） 2年特進外部模試3-1  

 
                                                            
編集後記 

「一瞬を永遠に」を掲げた建学祭は閉幕した。そして、生徒会新役員が認証された。候補者として名乗りを挙げるこ

とは、大きな決心が必要だ。その勇気を与えているのは、先輩方の熱心な生徒会活動に感動したものと思う。それも望

洋高校のよき伝統といえる。今後の活躍を期待したい。また、高校現代文明論、知的財産教育など教科を超えた総合的

な学びを通して、進路を考えるきっかけになればよいと思う。 

年の瀬を迎えている。生徒たちは気付かぬうちに成長している。特に 3年生は、高校生最後の大晦日である。親に感

謝して過ごしてもらいたい。 
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