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ご寄贈品の紹介

編集後記
　お蔭さまで 25号を発行することができました。
今回は、体育会や文化部、学校行事など掲載する内容は盛りだ
くさんでした。次号も生徒の活動や活躍をよりわかりやすく伝
えられるように努力してまいります。今後ともご指導・ご鞭撻
よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　千葉黎明高等学校　事務長　吉田　英雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　事　白根　真人

ご寄贈、ご寄付有り難うございました。
紙面をもちまして厚くお礼申しあげます。

１０月２７日㈫～３０日㈮　東北修学旅行

１２月４日（金）　　　黎明の日
１２月２２日（火）　　終業式　
１月８日（金）　　　　始業式

場所：ギャラリーカフェＳＯＲＡ（佐倉市体育館前）
住所：佐倉市小路町4-13　TEL043-486-4966
出品者：書道部・美術部および授業選択生、顧問、賛助

黎明書道・美術展開催のお知らせ

主な学校行事

陸上競技部 
女子走り幅跳び

『黎明の秋』
　理事長・校長　西村　清

走り幅跳び場　新調　生徒館内装　改修

最優秀賞　３Ｇ　高梨　未来　（印旛中）　
～　スマホみて　気づかぬ頭上の　桜かな　～
優秀賞　　２Ｅ　篠崎　光希　（東金東中）
～　いつもより　早く来たけど　休校日　～
優秀賞　　３Ｂ　河田　健太　（八街）
～　授業中　頭の中では　修行中　～

　生徒館（国の登録有形文化財）の切妻壁を全
面鏡張りにしました。ダンスや空手道部などの
練習の効率を上げる事が期待されます。さらに
生徒館内の部室を改修し男女の更衣室を新設し
ました。

　この施設はターフコート脇
の全天候型レーンを 1レーン
増設し砂場を広げ走り幅跳び
場にしました。体育の授業や
陸上競技の練習場として使用
します。

【走り幅跳び場　お披露目式】

【生徒館　改修工事】

・トラック（ISUZU エルフ） １台
・パソコン 20 台
・屋外用テーブル 10台

場所：和歌山県 紀三井寺公園陸上競技場
・アーチェリー部　3F高野橋良篤（習志野二中）
日時：9/27（日）～ 9/29（火）
場所：和歌山県 南山スポーツ公園陸上競技場

日時：10/2（金）～ 10/6（火）

・陸上競技部　1E杉村奏笑（旭二中）

【国民体育大会出場　決定】

5 種 156 本の桜（正門に咲くソメイヨシノ）

左上　本校にて金メダルを手に記念撮影
右下　日の丸の国旗をまとう杉村選手

マーチングバンド

松尾貴臣（シンガーソン
グライター）さんによる
特別ライブ

矢口幸一さん（陸上
自衛隊中央音楽隊）
トランペット演奏

世界ユース戦況を見守るコーチの新井教諭（右端）
銀メダルを胸にしている流通経済大学 4年　豊田寛将君
左：荒井 野球部監督　右：西村 理事長・校長　

ボディには生徒会マスコットキャラクター
『レイジー』も描かれています

前面を改修し鏡張りにした生徒館

お披露目式で記念撮影

山角健一校長先生
（旭第二中学校）から
ご挨拶を頂きました。

公私人事交流

学校法人　日栄学園　日本自動車大学校　
　　　　理事長　矢部　明　様
　　　　　　　　　　　　  　清涼飲料水３箱

八街自動車学校　平野　雅敏様
　　　　　　　　　　 野球硬式ボール1ダース

同窓会長　　　 古谷　欣吾様
　　　　　　　　　 野球硬式ボール１ダース　
後援会　会長
　　　　　　河合　一夫様　　消石灰１００袋
本学園　理事長・校長　西村　清
　　　　　　　　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）
　　　　　合宿所用 炊飯器・ポット・電子レンジ
　　　　　　　　　　　　　レイジー着ぐるみ

第３回黎明観桜会

第 3回黎明音楽祭

第 1回校内川柳コンクール

平成 26年度　卒業記念品

第1回アジアユース大会　優勝
第 9回世界ユース大会　出場

日本陸上連盟ホームページより日本陸上連盟ホームページより日本陸上連盟 facebook より日本陸上連盟 facebook より

世界ユース大会へ　新井教諭 日本代表
U-17のコーチとして

全日本大学
野球選手権

野球部OB
豊田寛将君凱旋流通経済大学 準優勝

学 園 祭　 Ａ sense of  unity
～　一体感　～

9/12（土）
　13（日）

【学園祭記念講演】

【招待試合】
【サッカー部】

【野球部】

9/12（土）13:00 ～（サッカー場）

対：静岡県 静清高等学校
9/13（日） ①9:30 ～②12:30 ～（野球場）

【女子ソフトボール】対：八千代高等学校
9/13（日） 9:30 ～（ソフトボール場）

　県内の強豪校、東海大望洋高等学校を招いて
サッカー部初の試みとして招待試合を実施しました。　　

　本校の学園祭のクラス発表は 1学年が研究発
表、２学年がアトラクションの企画、３学年が
模擬店。各部活動からも出店や企画がありました。

【学園祭・企画公開】

市民の方々・保護者・卒業生 約 2000 名が来校

結果：黎明１－４東海大望洋　試合前に記念撮影

結果：①黎明２ｰ２静清　②黎明７-４静清　記念撮影

結果：①黎明 21ｰ1 八千代　記念撮影

生徒会ゆるキャラ「レイジー」のお披露目

青島先生による講演

１B　キャップでアート
『ペットボトルアート』

3F　フランクフルト販売
部活動発表『俺たちのフランク』

『開運矢ってＴＲＹ！』

豚汁の無料配布 野菜販売

【生産ビジネス科による野菜・花販売】

【ステージ発表】

【ＰＴＡ・後援会】

ディズニーメドレーや創立者
西村繁先生ゆかりの「ラデッキー・
マーチ」を演奏

PTAによるやきそば販売は
大好評

物産展・どら焼き販売を
実施した後援会役員の方々

ダンス愛好会１名が所属
するグループ「Libera」
によるパフォーマンス

JR蘇我駅前の立体花壇の
技術を生かし、生産ビジ
ネス科の生徒が作製したアーチ

10 月 30日㈮～ 11月３日㈫  10：00～ 17：003 日は 15：00まで

URL:http://www.reimei.ac.jp/ TEL 043-443-3221（代）　FAⅩ043-443-3443 第 25 号

　美しく咲き誇る校内の桜を地域の方々にも楽
しんで頂こうと平成 25 年にスタートした黎明
観桜会。今年 2 月に齋藤緑化様よりオオヤマ
紅桜をご寄贈頂き、5 種 156 本となった満開
の桜を 4 月 1 日から 5 日間、約 1000 人のお
客様が鑑賞されました。4 日（土）に行われた
セレモニーでは、山本義一県議会議員や市議会
議員をはじめご来賓やお客様 200 名が吹奏楽
部の演奏を楽しみました。

　本学園と千葉県教育委員会は、教員の資質を
図るため、本校教員が県立高校に、県立高校教
員が本校に一年間勤務する『公私人事交流』の
研修を行っています。

平成 21年度　商業科教諭→千葉商業高等学校
平成 22年度　国語科教諭→佐倉高等学校
平成 24年度　国語科教諭→成田国際高学校
平成 25年度　地歴公民科教諭→匝瑳高等学校
平成 26年度　保健体育科教諭→多古高等学校
平成 27年度　外国語科教諭→柏井高等学校

2015 年度より中学校との人事交流開始（県内初）
　2015 年度より県内初の取り組みとして八街
市の中学校教諭と本校教諭との人事交流が始ま
りました。今年度は、八街市立八街中学校から
数学科の川上慎一郎教諭が本校で勤務して頂い
ております。また、本校からは国語科の佐藤聖
子教諭が八街北中学校へ人事交流として勤務し
ています。

　平成 27年 8月 3日（月）流通経済大学野球
部 4 年生の豊田寛将君（平成 23 年度卒業野球
部 OB）が第 64 回全日本大学野球選手権大会
で準優勝を果たしその報告に来校しました。
　豊田君は高校時代から投手を務め、大学でも
投手として活躍しています。

　第 3 回黎明音楽祭（吹奏楽部定期演奏会）
を平成 27 年 3 月 19 日（木）に四街道市文化
センターで行いました。生徒及び保護者、一般
来校者 900 名近くの観衆に向けて、吹奏楽部
の演奏とマーチングが披露されました。また、
スペシャルゲストとして矢口幸一さん（陸上自
衛隊中央音楽隊・トランペット演奏者）の演奏、
松尾貴臣さん（シンガーソングライター）によ
る特別ライブも行われました。

　新井武実教諭がアーチェリー 17 歳以下の日
本代表コーチとしてアメリカのサウスダコ州ヤ
ンクトンに 6月 7日（日）から 14日間、第 14
回世界ユース選手権大会に出場してきました。
日本国内では味わえない雰囲気の中での大会で
ジュニア男子を3位という結果に導きました。 

　平成 27年度より学園祭を 9月開催とし、9 月
12 日（土） を招待日、13 日（日） を一般公開日
として行われ約 2000 名程のお客様を迎えるこ
とができました。
　開催式では黎明のゆるキャラ「レイジー」が披
露されました。その後、青島健太さん（スポーツ
キャスター）による記念講演を行って頂きました。
【学園祭開催式　レイジーお披露目】
　生徒会が千葉黎明高校のマスコットキャラクター
を作りたいと企画し、校内でデザインを募集し完成
しました。現在、校用車のトラックや黎明Ｔシャツ
に使用されています。レイジーの名前は黎明のレイ
とパンジーのジーを組み合わせて付けられました。

　また、コロンビアのカリで 7 月 15 日（水）～
19 日（日）で行われた第 9 回世界ユース陸上
競技大会にも日本代表として選出され出場しま
した。予選敗退という結果でしたが国際舞台で
の大きな経験を積むことができました。

　杉村奏笑さん（1 年 / 旭二中）が女子走り幅
跳びで初めて国際大会日本代表に選ばれカター
ルのドーハで 5 月 8 日（金）～11 日（月）に行
われたアジアユース大会に出場しました。結果
は 5m90cm の跳躍で優勝。日本チームで唯一
の金メダルをとなりました。

　青島健太さんに「元気っ
て何？チャレンジのすす
め！」と題して講演を行っ
て頂きました。元気って
何だろう？勉強、スポー
ツ、学校生活を自分らし
く頑張る。秘訣を語って
頂きました。 

　太陽や友情から力を得
た夏休みが明け、二学期
が始まってすぐに学園祭
が挙行されました。生徒
会考案のキャラクター「レ
イ ジ ー」が 颯 爽 と デ
ビュー。すでに甲子園野球予選応援Ｔシャツや
公用車のボディにもプリントされていました
が、ゆるキャラとして学園祭で登場しました。
学校の主役は生徒であることの証であり、建学
の精神「師弟同行」を実践し共に歩む教職員も
笑顔で歓迎です。インターハイや各種コンクー
ルが終わって、二学期は学園祭、修学旅行、進
路決定など勉学のステージが一段上がり収穫の
時期を迎えます。黎明高校は歴史ある伝統校で
ありますが、北総地域から全国、世界へと飛翔
する背景も十分に得るようになりました。
　黎明高等学校を目指す中学生のみなさんは、
どうぞ自分の力を伸ばせる悔いのない学校選び
に徹してください。保護者の皆さん、卒業生の
皆さん、関係団体の皆さんは黎明ファミリーの
温かい青春に折々で触れて下さい。黎明は必ず
期待に添い得るように「絆から結びに」と前向
きに進みます。なお公立高等学校との交流人事
に加え、今年度さらに公立中学校との交流人事
も順調に進んだほか、千葉大学講師となった前
天野校長先生のキャリア講座は千葉大学で好評
得ております。今後も本校は高大連携、公私交
流、地域中高連携を進めてまいります。

　平成27年度より校内川柳コンクールを実施
しました。生徒が春季休業中の課題として行い
校内約780作品のから以下の生徒が受賞しました。

　平成 27 年 9 月 4 日（金）走り幅跳び場お披
露目式を実施しました。旭第二中学校の山角健
一校長、古谷欣吾同窓会長にもご参加頂き、杉
村奏笑選手（1E 旭二中出身）をはじめ３人の
選手が跳躍を披露しました。



ソーラーカー鈴鹿4時間耐久レース

芸術鑑賞会 宝塚「バスティーユの恋人たち」鑑賞

　

　

宿泊研修 （1学年）

　安全と平和を祈る日を 5 月 1 日（木）の式
典を執り行いました。本校では、平成 18 年、
19 年に生徒を交通事
故で失い、また先の大
戦では 116 名の卒業
生の尊い命が奪われま
した。また東日本大震
災では 1 万人を超え
る命が犠牲となりまし
た。「安全と平和」「防
災の大切さ」について
考え直す貴重な機会と
なりました。

安全と平和を祈る日

18 m の距離から 40ｃｍの的を
狙うインドアターゲットラウンド

女子団体　関東大会初出場を決めた女子ソフトテニス部

関東大会個人戦出場を
決めた 佐藤・宮本ペア

北村八街市長自ら選手に
トロフィーを渡しました。

高校生クラス９位　

天野校長代理の講義を千葉大生と一緒に受講する生徒

法政大学生によるキャリア講義を受ける生徒

グループに分かれキャストから説明を受ける生徒

東京宝塚劇場にて西村理事長・校長と記念撮影

小人数に分かれて講義を真剣に聞く生徒学習院大学にて記念撮影

第 2回 Archery Reimei Cup、八街市長杯アーチェリー
インドア大会 ( 兼 ) 高等学校ネットワーク・アーチェリーインドア大会
　第３回 Archery Reimei Cup 八街市長杯を
１月 25日 ( 日 ) に体育館で実施しました。
　この大会は全国 10 会場をインターネットで
結び、全国の会場で６５０名ほどの選手が一斉
に競いあいます。関東地区の千葉会場となって
いる本校体育館には、２３校１６０名の選手が
集まりました。黎明カップの優勝は男子が豊岡
高等学校（埼玉）、駒形選手、 女子が高崎商大
付属高校 (群馬 )佐相選手でした。

ブラインドウォークでクラスメイトを誘導

作品の前で 3F伊藤さんと中野教諭が記念撮影

講演「爽やかに生きよう」
伊勢青少年研修センター 
武田数宏先生

西村理事長・校長より
修了証書を授与。 勉強合宿

中山美乃里選手　
(八街南中学校 )

女子ソフトテニス部　インターハイ初出場を
決めた藤江・宮薗ペア

岡勢選手

大井選手
(富里中出身 )

榛澤選手
( 大網中出身 )

石毛選手
( 旭一中出身 )

高橋斗南君による新入生宣誓　挨拶

平成２７年度
特進コース

書道部     全国高等学校総合文化祭 出場　

キャリア学習プログラム「カタリバ」を実施

千葉大学にてキャリア入門の講義を受講

法政大学と高大連携

インターハイ出場！陸上競技部・ソフトテニス部 

●陸上競技部
【開催日】：７月２９日 ( 水 ) ～８月２日 ( 日 )
【会　場】：和歌山県紀三井寺公園陸上競技場

●ソフトテニス部
【開催日】：８月１日 ( 土 ) ～８月４日 ( 火 )
【会　場】：奈良県立橿原公苑明日香庭球場

　陸上競技部とソフトテニス部が「君が創
る近畿総体 20１５」へ出場しました。
結果は下記の通りです。　

<女子走り幅跳び>

１Ｅ  杉村　奏笑

(旭二中）

<女子個人戦>
３Ｅ 藤江   佑衣（栄中）３Ｇ宮薗　好江(横芝中)

八街市長を囲んで出場選手と記念撮影

西村理事長・校長
　による献花

ＰＴＡ視察研修

　平成２７年５月３０日（金）、雨天の影響に
より縮小プログラムで無事に開催することがで
きました。体育委員の生徒を中心に準備から後
片付けまで責任をもって行なったことが成功の
原動力となりました。生徒たちは応援を含めど
の競技も笑顔で一所懸命に取り組んでいました。
よりクラスの絆が深まる体育祭となりました。

　平成 27 年 7 月 9 日（木）3年生を対象に東
京宝塚劇場において「バスティーユの恋人たち」
を鑑賞しました。宝塚歌劇団のミュージカルを
鑑賞するのは昨年に続き 2 回目で生徒達は、
迫力ある演技に目を奪われていました。

　本校の校長を務められた天野隆司先生が、本
年度から千葉大学で講座を開いています。7 月
16 日（木）本校特進の生徒がその講座を受講
しました。「キャリア入門・第 13 講・問題解
決力を鍛える」と題された授業では、本校生徒
も千葉大学の学生や、大学院生と共にグループ
ワークに取り組みました。
　生徒達は、はじめ遠慮がちな様子でしたが　
大学生や大学院生と意見を交わす中で、徐々に
自らの意見を述べることができるようになりま
した。とても多くのことを学ぶ機会になったよ
うです。
　午後には、大学院生によるキャンパスツアー
もあり、今まで知らなかった千葉大学の新しい
一面を知ることができました。

　法政大学・キャリアデザイン学部との高大連
携は本年度で 10年目になります。
　本年度の連携活動も、キャリア教育支援団体
である Signal のサポートを受けてとても充実
したものになりました。主に、午前はキャンパ
ス見学、昼食は学食で食べて午後は講義を受講
しました。
　また、午後に開講された大学生によるキャリア
講座は、生徒一人一人が自らの将来に向けてどう
行動していくかを考える良い機会になりました。

 　特進コースは7月21日（火）～7月23日（木）
に幕張セミナーハウスにて夏期勉強合宿を行い
ました。今年で 6 回目を迎える合宿には教員
18 名、生徒 81 名が参加しました。大教室で
行う講座から少人数に行う講座まであり多様に
応えました。最終日にセンター試験の問題に挑
んだ生徒たちは、今後の課題を発見するととも
に、3 日間の成果を感じていました。当校の進
学率が上昇する中、夏期勉強合宿は生徒たちに
とって受験を見据えた重要なイベントとなって
います。

 　6 月 27 日（土）ＰＴＡ視察研修へ行きまし
た。本年度は、４３名が参加しました。学校を
出発してまず、学生による案内で緑豊かな学習
院大学キャンパスを学生の案内で見学し、皇居
外苑楠公レストハウスで江戸時代の料理法と現
代の食材が織りなす江戸の味を再現した「江戸
エコ行楽重」をいただきました。その後、増上寺、
東京駅周辺を視察に行きました。

　平成 27年７月３１日 (金 )～８月１日 (土 )
に各都道府県から推薦された「漢字」「仮名」「漢
字仮名交じり」「篆刻」「刻字」の３１４点の作
品が滋賀県立体育館に展示されました。本校か
らは、千葉県から推薦された伊藤英里香 (3F)
の「栄光は君に輝く」という作品がされ展示さ
れ審査員の印象に残った作品の一つに選ばれて
講評をいただくことができました。

　本校工学部は、７月３１日（金）、8月１日（土）
の 2日間、三重県の鈴鹿サーキットで行われた
ソーラーカーレース鈴鹿 2015 に今年も参戦し
ました。初日は車検と予選走行、2 日目が本戦
です。本戦当日 6 時、オフィシャルのスタート
前チェックで左ブレーキランプの不具合が見つ
かり 7 時スタートには間に合わず、7 時 36 分
ピットスタート。そこから 6 位まで追い上げま
したが、最終的には２７周でクラス９位という
結果でした。　

　平成 27 年３月 10 日（火）２年生特進クラ
スを対象に、認定NPO法人「カタリバ」のスタッ
フが生徒の進路意欲を高めるためのキャリア学
習プログラムを実施しました。「キャスト」と
呼ばれるスタッフから自分たちの将来を考える
きっかけを投げかけられました。
[ 授業の流れ ]
１．座談会（自分を理解する）
好きなこと、嫌いなこと、夢、不安などを言語化
し自分を理解する
２．キャストの話を聞く
キャストから大学生活で打ち込んでいること、失敗
談などを聞き、なりたい自分の具体例を見つける
３．目標を設定する
自分の興味関心などを行動につなげるため、今日
からできる小さな行動を書き表す

　平成２７年４月 2２日 ( 水 )～24 日 ( 金 ) の
二泊三日で新入生の宿泊研修をホテル日航成田
において実施しました。この研修では、黎明生
としての自覚を向上させるために「時間を守る」
「服装を整え、挨拶を徹底する」「自らの可能性
を探す」「黙って行動する（黙動）」を実践目標
に掲げています。
　理事長・校長による講話や三年生による高校
生活のアドバイス、携帯安全教室、教職員研修
でも講師をして頂いている伊勢青少年研修セン
ター所長の武田数宏様による講演などが行われ
ました。

　　　

2015 関東大会出場

平成２７年度 体 育 祭

　体育会、陸上競技部・ソフトテニス部・水泳
部の 3団体が激戦の千葉県大会を勝ち抜き関東
大会に出場しました。

●ソフトテニス
≪関東大会日程≫
日時：平成２７年６月５日 (金 ) ～６月７日 (日 )
場所：群馬県前橋総合運動公園テニスコート
<女子団体>県大会 4位
メンバー
藤江　佑衣 (３Ｅ栄 )　　宮薗　好江 (３Ｉ横芝 )　
祐川　史織 (３Ｆ大栄 )　岩野　仁美 (２Ｆ大栄 )
小川　実紗 (１Ｅ横芝 )　齋藤　千夏 (１Ｆ横芝 )
田辺　夢果 (２Ｇ佐倉 )　祐川　綾香 (２Ｆ大栄 )
【関東大会１回戦】
千葉黎明１－２高崎商業

<女子個人> 県大会９位　
岩野　仁美 (２Ｆ大栄 )　
祐川　史織 (３Ｆ大栄 )
<男子個人> 県大会９位　　
佐藤　泰雅 (２Ａ栄 )
宮本　弦太 (２Ｆ山武南 )

●陸上競技部
≪関東大会日程≫
日時：平成27年6月19日（金）～6月22日（月）
場所：山梨県小瀬運動公園陸上競技場
<関東大会で 6位までに入賞するとインター
 ハイ (全国大会 )に出場することができます>

●水泳部　
≪関東大会日程≫
開催日：7月 24日 ( 金 ) ～ 26日 ( 日 )
場　所：東京　辰巳競技場
【女子】
２Ｄ　中山美乃里 (八街南中 )
200m平泳ぎ　県大会 6位　【関東大会出場】
100m平泳ぎ　県大会 2位　【関東大会出場】
【男子】
１C　辻　崚哉 (旭二中 )
100 m 背泳ぎ　県大会 6位　【関東大会出場】
200 m 背泳ぎ　県大会 6位　【関東大会出場】

選手宣誓をする田村星奈さん (３G千城台西中 )

体育会入会式 八街市長　表敬訪問

　7種目出場

【男子】
<400ｍ>　県大会 4位<48.18 秒 >　
岡勢　悠生(3Ｆ成田西)
【女子】
女子総合順位　5位

<100ｍ>　県大会 4位<12.53 秒 >　
榛澤　聖子(3Ｇ大網)
<200ｍ>　県大会 5位<25.38 秒 >
榛澤　聖子(3Ｇ大網)
<400ｍ>　県大会 4位<58.20 秒 >　
石毛　千尋(2Ｄ旭一)

<4×100ｍリレー> 　県大会 5位<48.34 秒 >
大井　玲奈(3Ｉ富里)　榛澤　聖子(3Ｇ大網)　
石毛　千尋(2Ｄ旭一)　杉村　奏笑(1Ｅ旭二)
<4×400ｍリレー> 　県大会 4位<3:59.95>
野田　優里菜(3Ｇ成田西)　石毛　千尋(2Ｄ旭一)　
四海　乃彩(2Ｄ千城台南)　榛澤　聖子(3Ｇ大網)
走り幅跳び　推薦　　【関東優勝】
杉村　奏笑(1Ｅ旭二)

千葉県吹奏楽コンクールにて演奏

第 57回千葉県吹奏楽コンクール A部門出場
吹奏楽部

　第 57 回千葉県吹奏楽コンクール、課題曲と
自由曲を 12 分以内。55 人以内で構成をする
Ａ部門に初出場しました。8/4（火）、5（水）
に千葉県文化会館で行なわれた予選会を金賞で
通過し本選に出場が決定し 8/11（火）に千葉
県文化会館で行なわれた本選大会へ臨みまし
た。予選通過した 18 校のうち上位 8 位までが
上位大会へ出場となりますが本校は 10 位とい
う成績で惜しくも上位大会進出はなりませんで
した。

　平成 27 年 5 月 26 日（火）に陸上競技部 12
名とソフトテニス部 10 名が八街市長へ表敬訪問
に行きました。陸上競技部は、走り幅跳びで杉村
選手が第 1回アジアユース大会で優勝した他、関
東大会へ 7種目が出場を決めました。ソフトテニ
ス部は、女子団体戦で関東大会へ初出場を果たし、
男子個人戦では 4回目の出場です。また、７月３
日（金）に陸上競技部の杉村選手が女子走り幅跳
びでインターハイ及び世界ユース選手権大会出
場、水泳部の中山さんが平泳ぎで辻君が背泳ぎで
関東大会出場を決めた報告に伺いました。

　中山さんは、授業終了後
にＪＳＳスイミングスクー
ルおゆみ野に、辻君はスイ
ミングクラブルネサンス八
日市場に通い日々練習に励
んでいます。練習の成果を
発揮して千葉県大会で上位
入賞、関東大会出場が決定
しました。

　平成２７年５月２２日（金）、体育館で体育会
入会式を実施しました。体育会 1８の部活動合わ
せて 156 名の新入生が参加しました。はじめに
西村理事長・校長が「スポーツにはルールがあり
ジャッジがある」選手たちがフェアプレーを尊び
アンフェア(不正)を憎むという精神をもつこと、
さらに「体育会の友人
は一生の宝物になる。」
と述べ、荒井体育会会
長が「体育会の皆で学
校をリード」してほし
い」と語りました。体
育会を代表して女子ソ
フトテニス部主将の宮
薗好江さんが歓迎の言
述べ、新入部員を代表
して陸上競技部の髙橋
斗南君が宣誓をしました。６月の体育会総会で大
久保利宏学園理事が新たに体育会の会長に就任致
しました。


