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

       
                               2014年3月１日 第99号 

 

 ☆最新ニュース☆ 

○ 第 28回 卒業証書授与式            ○ 1年生対象 卒業生からのメッセージ 

 

☆第２８回卒業証書授与式 卒業生３３１名☆ 3月 1日(土)10時 松前記念講堂  
 

～ 卒業を迎えて ～                総長賞 3年 2組 佐久間 大介（茂原市立南中学校出身） 

 卒業という季節を迎えて、これから始まる新しいステージに期待と不安の気持ちで胸がいっぱいです。高校生活で

私たちが学んだこと、感じたこと、そして多くの思い出、これらを思い出すと卒業はとても名残惜しい気持ちになりま

す。3年間の中で、やはり自分を一番成長させてくれたのは部活動のサッカーだと思います。何事にも向き合うことの

大切さなど、これからの人生に必要になるであろう精神面を、仲間と共に磨けたことだと思います。もちろん、勉強、

研修旅行、建学祭などの学校行事も素晴らしい私たちの財産であります。その財産も、私たちを支えて下さった方々の

おかげで財産として残すことができました。卒業後も、感謝の気持ちを忘れずに、成長した姿をもって、恩返しが出来

たらなと思います。 

 

～3年間を振り返って ～               答辞 3年 8組 片山 真由美（市原市立辰巳台中学校出身） 

卒業を迎え、3年間を振り返って思うことは、勉強に部活動に行事と充実した毎日だったということです。正直、入

学した頃はここまで両立できるとは思いませんでした。それも、熱心に指導して下さった顧問の先生、部活の間をぬっ

て勉強を教えて下さった先生方のおかげで両立することができました。毎日の生活を送る中で一生大切にしたい友達も

できました。後輩の皆さん。今、この先生や仲間といられる環境は、当たり前のように思うかもしれませんが、かけが

えのない大切なものです。このことを忘れずに充実した高校生活を送ってください。たくさんの愛情の中で高校生活を

送ることができ、幸せでした。ありがとうございました。 

 

3学年主任 八巻 英世 

これからの人生を歩んでいくうえで、「自分らしさ」という軸をもつことが大切になります。この軸は高校生活で培

われ、完成に限りなく近づくものと私は信じています。皆さんは、望洋での三年間を最善の努力と最高の向上心で歩ん

できました。その素晴らしい向上心と努力に対し敬意を表し、そんな生徒達と一緒に過ごせた時間を誇らしく感じ、日々

成長する皆さんの姿は頼もしい限りでした。ここで作り上げた軸をますます太くするために着実に歩いていきましょう。 

また、卒業という区切りを迎え、今やるべきことは保護者を始めとして、全ての関係者に感謝することです。この感謝

が成長する次へのエネルギーを授けてくれます。私自身も皆さんの学年を主任という形で任せてくれた学校と、共に歩

んできた331名の卒業生に深く感謝いたします。ありがとうございました。そして卒業おめでとう！ 

 

    
2011年度 入学式                          ⇒                  望洋研修                     ⇒ 

    
2012年度 研修旅行（沖縄）                ⇒                              ⇒                         ⇒ 

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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2013年度 体育祭                       ⇒                     ⇒                        ⇒ 

    
2013年度 建学祭                    ⇒                       ⇒                       ⇒ 

       
       起業家研究発表会             校内美化活動              クラスマッチ             ライトブルー賞 授賞式 

＜卒業証書授与式等における表彰＞   
●総長賞                3年2組 佐久間大介 

●生徒会功労賞             3年1組 飛鋪  衿果 

●千葉県知事賞             3年5組 戸塚 美里 

●千葉県私立中学高等学校協会賞      3年6組 工藤  公輝 

●学校長賞      優等賞       19名  3ヵ年皆勤賞  58名 

3ヵ年精勤賞 37名  1ヵ年皆勤賞 109名 

●松前重義賞スポーツ部門奨励団体賞           野球部 

●松前重義賞スポーツ部門奨励選手賞 3年8組 片山真由美 

●市原市議会スポーツ表彰                野球部 

●千葉県高野連優秀選手賞           3年2組 梅澤  孝弥  

●千葉県高体連柔道専門部会賞           3年4組 土田  幹夫    

●千葉県私立高等学校柔道部会賞         3年1組 近藤  海斗 

●千葉県高等学校教育研究会優良図書委員 3年2組 赤沼  萌穂   

●高校生新聞社賞・ライトブルー少年賞    3年1組 渡邉  義隆    

●第6回田辺聖子文学館ジュニア文学賞 

 高校俳句部門 優秀賞                 3年5組 山岸  隆治 

●付属推薦入学成績優秀者に対する奨学金 3年2組 佐久間大介   

●特別奨励入学による奨学金                         13名 

                       

＜卒業生の進路状況（2014年 2月 25日現在）＞ 
●大学         276名  

短期大学      15名  

専門学校      29名  

就職           7名  

その他         4名  

計331名 

 

●他大学        27名 

●東海大学関係（付属推薦） 

国際文化学部   5名   

生物学部     2名  

情報通信学部  38名  

文学部     29名   

観光学部      11名   

政治経済学部  24名  

法学部       8名  

教養学部    26名  

理学部     9名  

情報理工学部   3名   

工学部        53名   

体育学部    11名  

医学部         1名   

健康科学部    9名  

海洋学部      20名  

短期大学部（静岡）6名   

医療技術短期大学 3名 
ハワイ東海インター 

ナショナルカレッジ 6名 

 

         計264名 

 

 

＜部活動大会 主な記録 ＞ 

●野球部 ★春季千葉県高等学校野球大会 優勝  ★春季関東地区高等学校野球大会 ベスト4   

★全国高等学校野球選手権千葉大会ベスト4 ★秋季千葉県高等学校野球大会 2回戦進出 

●サッカー部 ★県総体 ベスト8  ★選手権大会県予選 準々決勝進出ベスト8 ★県新人戦 3回戦進出ベスト32 

●テニス部 ★県総体 県大会出場  ★県新人戦 女子団体県大会出場／女子シングルス県大会出場（2年石川花生）／ 

女子ダブルス出場（2年石川花生・1年川上ゆり） 

●陸上競技部 ★千葉県高校総体 10 種目入賞内 6種目延べ 16名が関東高校陸上競技大会出場権獲得  ★関東高校陸上競技大会 男

子100m出場（3年白井彪摩）／男子800m第4位（2年梅谷健太）／男子4×100mR出場（1年平島春信・3年鈴木修二郎・3年市川

広武・3年工藤公輝）／女子100m第4位（1年松本理夏子）／女子200m出場（松本理夏子）／4×100mR第 4位（1年川奈部真由・

2 年進藤若菜・2 年中村美里・ 1 年松本理夏子）3 種目延べ 8 名が全国高校総体へ出場 ★全国高校総体 男子 800m 準決勝進出    

（2年梅谷健太）／女子 100m準決勝進出（1年松本理夏子／4×100mR出場（1年川奈部真由・2年進藤若菜・2年中村美里・ 1年

松本理夏子）★県新人戦 8種目入賞内3種目延べ8名が関東選抜新人大会出場権獲得 女子総合6位入賞★第17回 関東選抜新人

大会男子 100m第 6位（1年平島春信）／男子 1500m出場（2年足立直哉）／女子 4×100mR出場（1年鳰川希・2年進藤若菜・1年

川奈部真由・2年中村美里）★第7回日本ユース選手権 男子800ｍ第7位（2年梅谷健太）／女子100m出場（1年松本理夏子） 

★関東陸上競技選手権大会 男子1500m出場（2年梅谷健太）／男子3000m障害出場権獲得（3年花島優）男子4×100mR準決勝進出

（3 年市川広武・3 年鈴木修二郎・3 年工藤公輝・3 年白井彪摩）／女子 100m 第 3 位（1 年松本理夏子）／女子 1500m 決勝進出      

（3年塚本美穂）／女子1500m第8位（3年片山真由美） ／女子4×100mR第6位（3年阿部あずさ・1年川奈部真由・2年進藤若
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菜・3年村上渚・1年松本理夏子）★第 66回千葉県高校総体 駅伝の部女子第 8位（3年片山真由美・3年組塚本美穂・2年佐久間

優妃・2年小関芽生・1年松本奈津）★日本ジュニア室内陸上競技大会 男子1500m第2位（2年梅谷健太） 

●バレーボール部 ★県総体 男女ともにベスト32  ★伊勢田カップ（南総地区高校バレーボール大会）男子5戦5勝 優勝  

★県新人戦 男子3回戦進出ベスト16／女子県大会出場  

●バスケットボール部 ★県総体 男子2回戦進出  ★県新人戦 男子県大会出場 

●バドミントン部 ★県総体 男子団体出場／男子ダブルス2回戦進出（3年鈴木翔也・3年井上颯汰）／男子シングルス（県大会出場

3年鈴木翔也）★県新人戦 男子団体4回戦進出ベスト8／男子ダブルス2回戦進出（2年込谷優太・1年奥山泰成） 

●卓球部 ★県総体 男子団体第5位／女子団体ベスト16／男子シングルスベスト32（3年増田光） 

★県新人戦 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年東 貴大）／女子ダブ

ルス4回戦進出ベスト16（2年三好音々・2年青木菜緒） 

●柔道部 ★県総体 団体2回戦進出／100㎏超級（3年土田幹夫）ベスト16  ★県新人戦 男子団体3回戦進出 

●剣道部 ★県総体 団体 男女ともにベスト16  ★県新人戦 男子団体5回戦進出ベスト8／女子団体4回戦進出ベスト16  

●バトン部 ★関東大会ノヴェルティ部門第1位 全国大会に出場 ★市原市消防局消防協力者感謝状  

●射撃部 ★高校総体 エアーライフル立射 60発競技 第 6位 3年田中潮（5位まで全国出場）★第 11回関東ライフル射撃大会 県予

選 ビームライフル女子個人第6位（2年石山ありさ）／エアーライフル女子個人第3位（2年門脇なぎさ）／ビームピストル女子個

人第2位（2年柏 真緒）／ビームピストル男子個人第3位（2年釘村雄介）  

★第11回関東ライフル射撃大会 ビームピストル女子個人第8位（2年柏 真緒）  

●ソフトボール部 ★県総体 第3位 ★県新人戦 2回戦進出  

●吹奏楽部  ★県吹奏楽コンクール 高等学校Ａ部門金賞本選出場 ★県吹奏楽個人コンクール打楽器部門【金賞】３年野村桃子  

●写真部 ★第46回高文連合同写真展 入選（3年太田匠海・1年佐藤 匠）  

●ディベート部 ★学園オリンピック 夏季セミナー参加 

●科学部 ★第7回高校生理科研究発表会（千葉大学主催）優秀賞受賞（3年大井惣太） 

★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」  

●ボランティア部 ★インターアクト国外研修（ 韓国） 

●美術部 ★第47回市原市文化祭工芸展 奨励賞（3年本多啓人） 

 

☆行事☆ ～望洋高校、日々の素顔～ 

 

１年生対象 卒業生からのメッセージ（大学生編）  2月12日(水)  松前記念講堂 

                     1年6組 桑原 和奏（君津市立君津中学校出身） 

卒業生の先輩方の話を聴いていると、その共通点は、「時間を大切にされていること」だと感じ

ました。学習面では授業に集中するのはもちろんのこと、通学時間の有効活用もされていました。

また、部活動も仲間たちと夢中になって練習し、それらのすべてに目標をもって時間を意識して立

ち向かっていました。私は望洋高校に入学してもう1年が経とうとしています。その過ぎていく時

間に乗り遅れることなくついていき、前へ前へ進むことに今も必死です。その中で、自分のやりた

いこと、やるべきことをやってきた。後戻りはできないけど、時には振り返り、また前に進んでい

けたらよいと思いました。戻すことのできない時間。一度だけの高校生活だからこそ、目標につな

がるように様々なことを学び経験し、成長させていきたいと思いました。 

― 講師紹介 ― 

●齊藤涼太 氏 東海大学理学部情報数理学科（2012年度卒業 吹奏学部 白子町立白子中学校出身）  

●岩崎洋人 氏 東海大学法学部法律学科（2009年度卒業 サッカー部、東海大学付属翔洋中学校出身） 

●泰原 凌 氏 東海大学体育学部体育学科（2010年度卒業 バスケットボール部 市原市立八幡東中学校出身） 

※2月19日（水）は社会人編として、3名の講師の方にメッセージをいただきました。 

 

連載 ～ 望洋高校をもっと知る ～ 
 

卒業生だより（29）佐々木 聖也 （2007年3月卒業 千葉市立大椎中学校出身） 

3年2組担任：渡邉 洋児先生 陸上競技部  東海大学法学部法律学科  警視庁亀有警察署に勤務 

  高校時代は、部活、勉強でいっぱいいっぱいで正直、将来のことは"○○になりたいなー"ぐらいで、様々な職業があるにもかかわ

らず、あまり考えていませんでした。大学に入ってからも同様で、とりあえず就職出来ればいいや、程度で大学生活を送っていまし

た。その程度の考えだったためか、大学4年目のときに希望していた警察官になることはできず、一般企業に就職することになりま

した。しかし、仕事をするなかで、「これは違うな」と、自分がやりたいことではないと思い、勉強をし直し、警察官採用試験に合格

することが出来ました。職業に優劣はなく、生き甲斐となる仕事にすることだと思います。私の場合は、たまたま高校のときに考え

ていた職業になれただけです。そこで思ったことは、色々なことを経験しておけば自分のやりたいものを見つけやすいのではないか

と、アルバイトでも経験者の話しを聞くでも、自分の中の世界が広がれるのではあれば、それが己の可能性に繋がってくるのだと思

います。 

   最後に、高校生活後半にあたる後輩たちに伝えたいことは、今から将来のことを難しく考えろとは言いません。ですが、何もしな

いでいるのはやめてほしいです。学生らしく元気に色んなことをやって、色々な人と関わっていくべきだと、私は思います。 

そして今をおもいっきり楽しんで下さい。 
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 望洋リレーエッセイ（52）齊藤 政道 教頭 

第 28期卒業生の皆さん、本日はご卒業おめでとうございます。立派に成長した君たちの姿

を一番良い席から眺めていた司会者です。毎年、卒業生のきりっとした姿には感動させられ

ます。しかし、もう一つの感動劇を、司会席から見ることができるのです。君たちには、見

ることのできない光景です。その光景とは、司会席の目前に座る先生方の様子です。式典の

最初から涙を流している○○先生。呼名の緊張から、いつもより表情の硬い○○先生。退場

する卒業生の姿を見て号泣する○○先生もいれば、唇を噛みしめ、涙を堪える○○先生もい

ます。私は、この光景に「感動」という言葉以上のものをいつも感じています。それは「幸

福」です。子どもたちの成長に涙するたくさんの先生方がいて、その成長した子どもたちに温かい拍手を送る保護者の

方々。そして、次の望洋高校を担う在校生たちがいました。たくさんの「幸福」に包まれる中、君たちがこの望洋高校

から巣立っていくことを忘れないでください、今度は、君たちが「幸福」をみんなに分け与えるのですから。 

 

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３日に湘南キャンパスで、教職を目指す学生による「学習ボランティア報告会」を開催しました★ 

本学では、近隣自治体などからの要請に基づいて

小中学校や各地の学習会に学生をボランティアス

タッフとして派遣する取り組みを 10 年ほど前か

ら行っており、秦野市とは昨年度から覚書を締結

して市内の全小中学校に学生を派遣しています。

今回の催しは、ボランティア経験者同士が体験を共有してスキルアップにつなげるとともに、教職課程受講生の学習の

参考にしてもらおうと、本センターが初めて企画したものです。パネルディスカッション形式で行われた当日は、今年

度学習ボランティアに従事している３年次と４年次の学生５名が登壇し、学生約 30 名が参加しました。本センター教

職課程主任の朝倉徹教授は、「本学の教職課程では『資格を持つだけでなく、より良い教師として活躍できる教員』の

育成を目指した教育を展開しており、近年は約 150名の卒業生が中学・高等学校の教員として採用されるなど実績も上

がってきています。（東海大学課程資格教育センター） 

 

●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 15日（土） 

●配布物：生徒会誌「らっかせい第 12号」3月 1日 

 

＜３月の主な行事＞ 

03月0１日（土） 第28回卒業証書授与式 

03月03日（月） 1年 特別授業 ～7日（3限） 

2年 研修旅行事前指導（3限） 

03月04日（火） 2年研修旅行 先発団～7日（沖縄） 

後発団 自宅学習  

新 2年スタディーサポート（5限） 

03月05日（水） 2年研修旅行 後発団～8日（沖縄）  

03月08日（土） 1年特進・先発団 生徒自宅学習 

03月10日（月） 生徒自宅学習 

03月11日（火） １・2年特別授業～12日（3限） 

土曜講座（4・5限に振替） 

03月13日（木） 生徒自宅学習 

03月14日（金） 修了式（4限）後援会理事会3 

03月15日（土） 1年 東海大学オープンキャンパス 

（湘南キャンパス） 

第 1回新入生オリエンテーション 

後援会役員会 4 

 

編集後記 

 

3年生は、1月末に卒業試験を終了した。一昨年度から将来を見据えて、卒業までの時期を利用して許可制であるが、

アルバイトができるようになった。ある生徒から聞くと、ある店ではフライドポテトの賞味期限が7分間であるという。

お客様にあげたてを最高の品質で提供することにあるらしい。アルバイトとはいえ、責任ある仕事を与えられるという

ことは、本人にとって大きく成長させるものだと思う。まさに、アルバイトとはいえ、社会体験は仕事に対する責任感

をつくるものだと思った。さて、教育現場においても、学習する責任、授業を行う責任において、双方の責任がかみ合

うと、素晴らしい教育現場になるのではないか。3年生の諸君、卒業おめでとう。今後の責任ある活躍を祈る。 
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