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

       
                               2014年3月14日 第100号 

 

 ☆最新ニュース☆ 

○年度末挨拶 

○第 28回卒業証書授与式に参列して 

○研修旅行（沖縄）を終えて 

○離任される先生の挨拶 

☆ 1年の締めくくり ☆ ～赴任して 1年が経過～   
校長 黒坂 道生 

2014年3月1日（土）、2013年度第28回卒業証書授与式が本校松前記念講堂において厳粛

に行なわれました。講堂は卒業生の人数を超えるご家族の参列者で一杯となりました。多数

のご来賓と東海大学理事・副学長の山下泰裕先生をお迎えし、331名の卒業生の新たな門出を

お祝いいたしました。今年度は、264 名の生徒が東海大学に進学し、58 名の生徒が 3 ヵ年皆

勤賞を受賞し、あらためて今年度の卒業生の頑張りを実感しました。 

さて今年度も残すところ僅かとなり、私も2013年4月に望洋高校に赴任してから一年が経

とうとしています。本校に赴任する以前に、四つの付属高校に勤務してきました。同じ付属

高校でも学校の歴史もシステムも、土地柄も先生方や生徒たちの雰囲気も違い、初めてづく

しで戸惑うこともありました。しかし、どこの付属高校でも共通していえることがあります。それは、部活動や学校行事において生

徒の活躍が各付属高校を元気にしてくれていることです。本校も他の付属高校と同様に部活動が大変活発で、今年度は、陸上部とバ

トン部が全国大会に出場し、野球部と射撃部が関東大会出場、ソフトボール部は県大会3位となり、それぞれ輝かしい結果を残して

我々に感動を与えてくれました。 

もちろん、部活動で結果として勝利の戦績を残すことは大変なことですが、本校の部活動はそれだけが目的ではありません。人間

教育の場として自ら心身を鍛え、人との関わりから人への思いやりや忍耐力と責任感を養うことが最も大切なことだと考えています。

その意味で、試合等の戦績以上に、本校の部活動は校内で明るい人間関係を育み、明るく元気な望洋高校づくりに大きく貢献してい

ると思います。 

 本校に着任した時に、先生方と生徒に向けて、学校が目指す三つの方針を述べました。一つ目の「一人ひとりの能力を伸ばし、個

に応じた進路実現ができる学校」では、今年度卒業生の東海大学への付属推薦入学者は在籍生徒の80%が東海大学へ進学し、数の上

では概ね目標を達成したと言えます。しかし、これで満足することなく、それぞれが更に高みを目指して頑張らなければならないの

ではないかと思っています。 

二つ目の「部活動や諸行事が活発で感動のある学校」では、学習と部活動の両立など、困難なことにも真剣に立ち向かう強い姿勢

があるからこそ、学習での成果、試合での勝利を導き、その結果、自信をつけ、周りの家族や仲間を感動させることができます。更

に「大きな感動のある学校」にしてほしいと思います。 

三つ目の「生徒と教師が共に高めあい、人間関係の豊かな学校」は、あらゆる教育現場の根底に必要なものであり、教師と生徒の

信頼感を築き、生徒も教師自身も常に良くなろうと努力し成長しようとする者の集団でなければなりません。共に高めあう者の間に、

信頼感が更に深まり、人間関係が更に豊かになる学校にしたいと考えています。 

 

☆卒業証書授与式 3月 1日（土）☆  ～ 卒業式に参列して ～ 
2年3組 門脇 なぎさ(千葉市立磯辺第一中学校出身) 

私は、先日、先輩である３年生の卒業式に出席させていただきました。

いつもと違う雰囲気の中で、多くの保護者の方々の拍手と共に入場した

３年生。望洋の制服に身を包んだ先輩方を見るのも、これが最後かと思

うと、とても寂しい気持ちになりました。この２年間、様々な先輩と関

わることが多く、大変身になることを教えていただきました。部活動や

生徒会、行事などで、お世話になった先輩方に向けて、自分が送辞を読

むことが出来たのは本当に嬉しいことです。もう、３年生はいません。

現在の１･２年生で入学してくる新入生に、先輩方が下さった大切な教

えを伝えていけるように努力していきます。 

    

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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☆ 2年生 研修旅行（沖縄） ☆ ～ 研修旅行を終えて ～  

先発 3月 4日(火)～7日（金） 後発 3月 5日(水)～8日（土） 
                      先発団委員長 2年 6組 武田 大地（君津市立八重原中学校出身） 

今回、研修旅行委員長を務めました。人前で話すことが、思ったよりも緊張する場面が多くありました。特に、平和

学習で講話を聞いた後の御礼の言葉を述べたときはとても緊張しました。平和学習や自然学習は沖縄でしかできない貴

重な体験となりました。避難場所としてのガマ（自然洞窟）に入った体験は二度と忘れることはないと思います。4日

間とも天候に恵まれたとは言えませんが、大雨が降ることなく、行程を変更せずに研修旅行を終えることができました。

この旅行は、私たちにとって高校生活の大きな思い出に残る研修旅行でした。 

 

                      後発団委員長 2年 3組 小関 芽生（横芝光町立横芝中学校出身） 

４日間、天候にはあまり恵まれませんでしたが、見学先では貴重な体験をすることができました。特に、３日目の平

和学習では、実際に戦争を体験した方の講話を聞いたり、糸数豪に入ったり、当時の人たちの生活を体験することがで

きました。そして、戦争が終わって 60 年以上たった今でも沖縄の人々が苦しんでいることを知りました。また、沖縄

の伝統的な歌や踊りを見て、そこでしか味わえないものを食べるなど、沖縄でしかできない体験をたくさんすることが

できました。沖縄の人の温かさや自然にふれてとても充実した研修旅行になりました。 

     

     
主な行程：1日目 「ブセナ海中公園」 

2 日目 「ニライカナイ」体験学習（沖縄そば打ち、パインジャム、沖縄菓子、自然観察、洞窟体験、

三線、エイサー）・海洋博記念公園・美ら海水族館     

3日目  平和祈念堂・ひめゆり平和祈念資料館・糸数壕・おきなわワールド  

4日目  首里城・国際通り 

 

☆行事☆ ～望洋高校 日々の姿～  
 

２学年を終えて 

２学年主任 相川 敦志 

「やればできる自分たちは」をテーマに始まった２学年であり、また学校の中堅学年としてこの学年がしっかりすれ

ば、学校全体がしっかりするという思いを胸に過ごした１年間であった。体育祭や建学祭ではクラスの絆が深められ、

先日行われた研修旅行においては、生徒たちの成長を感じる研修旅行であったように思います。それぞれがそれぞれの

責任を果たし、誰一人時間に遅れることなく、集合時間を守ってくれたおかげで、予定通りに行程を進めることができ

ました。学習面においても最後に相応しい頑張りを見せてくれました。「やればできる自分たちは」が証明されたこの

１年であったように思います。 

  ★優等賞：総合進学コース 11名 S特進コース 2名  ★皆勤賞：総合進学コース96名 S特進コース 9名 
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１学年を終えて 

                                         １学年主任 青木 浩司 

４月の入学式より、高校生としてスタートを切って、はやいものでもう１年が経とうとしています。新しい環境で学

習とクラブ活動の両立に一生懸命に取り組んでくれた生徒たち 331名が、この１年を通じてどれだけ成長をしてくれた

でしょうか。富士箱根ランドで行われた望洋研修では、２泊３日の宿泊研修を通して新しい友達づくりやリーダーの発

掘、研修などさまざまな目的を達成することができました。時が過ぎ、体育祭では各クラスが優勝を目指して一致団結

する姿が今でも目に焼き付いています。また、建学祭での成功を目指して準備から当日までの頑張っている姿が印象的

で、さらにクラスの親睦が深められた様子を見られました。その他たくさんの行事や学校生活を通じて日々成長してい

ることを信じ、来年度に繋げていきたいと思います。 

 

  ★優等賞：総合進学コース 6名                  ★皆勤賞：総合進学コース110名 S特進コース 10名 

 

    
 

☆ 離任の挨拶 ☆  ～ 望洋高校に勤務して ～ 
  

永い期間に亘って、望洋高校に尽力をいただき誠にありがとうございました。望洋を離れても、先生方の今後のご活

躍を祈っております。 

 

●櫻井 光 先生 

東海大学に勤務して４２年になります。思い起こせば 1994年 4月に望洋高校に着任して15年が経ちました。定年を

迎えるに当たり、素敵な生徒諸君と出会い、保護者の皆様のお力を得て望洋高校で過ごせたことを誇りに思います。全

力で頑張る「体育祭」に感動を覚えたこと、「建学祭」での様々な企画に触れることが出来ました。これからは学園の

ＯＢとして望洋高校の発展を見守りたいと思います。ありがとうございました。 

 

●吾妻俊治 先生 

４月より付属浦安高等学校・中等部へ異動することになりました。私は本校の前身にあたる東海大学精華女子高校時

代の 1983年に赴任しました。1986年には男女共学となって望洋と校名も改まり、部活動も増えて女子高時代とは学校

の雰囲気も大きく変化しました。そのような中、多くの生徒諸君とともに学習や部活動などで一緒に汗をかいてきまし

た。途中 3年間ほど望洋から離れた時期もありましたが、約 30年間この望洋高校でたくさんの生徒の皆さん、保護者

の方々、先生方に支えて頂き、自分なりに成長することができ教員として勤めることができました。大変感謝していま

す。望洋は、地域から愛されている学校です。多くの卒業生が活躍してくれている学校です。生徒諸君がいきいきと通

学してくれている学校です。これからも皆さんの力でさらに素晴らしい学校にして下さい。ありがとうございました。 

 

●福島章喜 先生 

このたび，付属浦安高等学校・中等部へ異動になりました。本校に勤務して 26 年が経過し，多くの生徒諸君と出会

い，共に成長しながら教育に携わってきました。様々な思い出のすべてが私にとって貴重な記憶となり，かけがえのな

い財産となっています。離任式では目標を達成するための 3 つのプロセスについてお話ししました。「やるべきこと」

「やれること」「やりたいこと」の順序を踏まえ，しっかりと地固めをして進むことが大切です。「やるべきこと」が直

接「やりたいこと」に結び付かないと思えることもあります。しかし，確実に「やるべきこと」を行うことが，終着地

点に到達することになるのです。私自身も，次の赴任先に進むことが「やるべきこと」と思い頑張りたいと思います。

ありがとうございました。 

 

★短い期間ではありましたが、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

小出育美先生、芳賀楓子先生、久保田千恵、中島淳也先生、福山秀一先生、なお、遠藤輝章先生については、望洋リ

レーエッセイのコーナーにて、お礼の言葉を述べさせていただきます。 
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連載 ～ 望洋高校をもっと知る ～ 

 望洋リレーエッセイ（53） 遠藤 輝章先生  
本日は、2013年度を修了する日である。私も36年間の勤務を修了する。というのも、生徒たちに教えられて

きた日々であったからである。この間、短期研修で望洋高校を一時離れたこともあったが、望洋高校の前身であ

る精華女子高校から一つの高校で勤務してきた。担任のときはビデオを回してクラスビデオを作成した。後日、

「先生、ビデオをみたよ」と、当時カメラから逃げ回っていた生徒から声をかけられた。学級通信もほぼ毎日書

いていた。クラスのリレーエッセイも書いてもらっていた。懐かしくも楽しかった。ついにこの日がきた。これ

から、やっと、クラスビデオ、学級通信を見返すことができる。当時の生徒と私、成長できたであろうか。学年

主任のときも学年団の先生たちのおかげで充実した3年間を過ごすことができた。メディアセンターにおいては、

当初から力をいれたい分掌でもあり、まだ満足いくものではなく心残りである。いままで、私に関わってくれた先生方、生徒の皆さ

んありがとうございました。これからは、新たな形で教員を継続していきます。 

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： ★海の森プロジェクトが由比漁港の「浜の市」に参加しました★ 

清水キャンパスを拠点に活動しているチャレンジセンター・ユニークプロジェクトの「海の森プロジェク

ト」が、２月９日に静岡市清水区の由比漁港で開催された「浜の市」に参加しました。本プロジェクトは

由比漁業協同組合の協力を得ながらコンブやワカメを養殖し、その二酸化炭素吸収量を計測して地球温暖

化対策としての効果を調べるとともに、海藻類の活用法を研究して地域に貢献することを目指して2012年

度から活動している団体です。 （海洋学部水産学科） 

●進路関係：1年 東海大学オープンキャンパス（湘南校舎）3月15日（土） 

●受賞関係：★2013年度松前重義賞スポーツ部門 敢闘選手賞 陸上競技部 2年 1組梅谷健太・1年 4組松本理夏子／奨励選手賞 陸

上競技部 2年2組中村美里・2年5組進藤若菜・1年1組川奈部真由・1年4組松本理夏子・1年7組平島春信／射撃部 2年3組柏真

緒 2年 1組釘村雄介 ★陸上競技部：2014日本ジュニア室内陸上競技大阪大会 男子 1500ｍ2位2年 1組梅谷健太／全国高等学校体

育連盟陸上競技専門部等級賞 男子特級800ｍ（全国ランキング9位）2年1組梅谷健太／ 女子2級100ｍ（千葉県ランキング1位）

1年4組松本理夏子 ／2級400mR（千葉県ランキング２位）2年5組進藤若菜・2年2組中村美里・1年1組川奈部真由・1年4組松

本理夏子★射撃部：平成 25年度千葉県高等学校新人体育大会 ライフル射撃競技デジタルピストル 女子個人の部 優勝 2年 3組柏真

緒／デジタルピストル男子個人の部 第 2位 2年 1組釘村雄介 ★書道部：第 66回千葉県小・中・高校書初め展席書大会 千葉日報

社賞 2年 3組君塚未来 ★平成 25年度千葉県明るい選挙啓発標語募集 高等学校の部 優良賞 2年 2組吉留沙恵 ★第 3回実用英語

技能検定 準１級 2年1組鈴木優杜／準2級1年8組佐々木祐太・2年4組植杉聡・2年8組大沢桃子 

●配布文書：「2014年度新2・3年生用教科書・副教材販売について」3月3日（月）／「保健だより第11号」3月11日（火） 

 

＜３月の主な行事＞ 

03月14日（金） 修了式（4限） 

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 理事会 3 

＜４月の主な行事＞ 

0 4月03日（木） 入学式予行 新入生オリエンテーション 

0 4月04日（金） 始業式 避難訓練 

0 4月05日（土） 第29回入学式 １年クラス集合写真 

0 4月07日（月） 3年校内摸試 2年特別授業  

1年スタディーサポート 

0 4月08日（火） 特別授業～10日 1年内科検診  

1年芸術科目教科書販売 （5・6限） 

0 4月09日（水） カウンセリング 1 

望洋会代表役員会1 

0 4月11日（金） 学園基礎学力定着度試験 

後援会役員会1 

 

0 4月14日（月） 朝学習・朝読書開始  

1年部活動紹介・生徒指導講話 

自転車点検 

カウンセリング 2 HTIC説明会 

0 4月15日（火） 二者面談～5月17日 

0 4月16日（水） 定期健康診断 尿検査 

0 4月17日（木） 歯科検診 

0 4月18日（金） 2年内科検診 尿検査 

0 4月19日（土） 1年基礎教育講座開始 

0 4月21日（月） 2･3年クラス集合写真 

カウンセリング 3  

0 4月22日（火） 3年内科検診 尿検査 

0 4月23日（水） 1年望洋研修～25日 

2・3年校外学習  

0 4月24日（木） 2・3年特別時間割～25日(4限) 
（3年S特進総合学力摸試～25日） 

0 4月26日（土） 後援会総会・2年進路説明会・クラス 

懇談会  後援会役員会2・理事会1  

0 4月28日（月） カウンセリング 4  

0 4月30日（水） 3年進路面接～5月2日（3限） 

編集後記 
3月 1日(土)、第 28回卒業証書授与式が挙行された。3年前の卒業式を思い出した。数日後に東北を襲う東日本大地震が起きた。

東海大学での入学式は中止となった。彼らも、あと 1年で大学を卒業する。この編集後記も 3年目を終え、第 100号を届けることが

できた。今までこの拙文につきあってくれた方々に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。そして、被災地の復興が日本

の活力につながるものと思う。（章） 

●学校報 第 100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 
 


