
「太陽や友情」から力を
得た夏休みが明け、２学期
が始まって間もなく体育祭
が挙行されました。
初めて１学期の早期に行

われた学園祭では、二日間
の間に晴天・曇天・雨天と
激しく移り変わりましたが、オールウェザー対
応で全学年がよく頑張りました。２学期は、修
学旅行や進路決定などにより青春のボルテージ
が一段と上がります。この広報「黎明」は、学
校生活に重要な行事・部活・授業の三本柱で構
成されています。と同時に今号から、来たる１
００周年に向けた企画「卒業生の活躍」（なる
べく直ぐにお役に立ちそうな情報）を掲載する
ことになりました。黎明ファミリーの絆が結び
へとより深まっていくことでしょう。
黎明高校は地域に根づいた歴史ある伝統校であ

りますが、北総地域から全国へ、全国から世界へ
と飛翔する背景も十分に得るようになりました。
黎 明 の 新 し い キ ャ ッ チ コ ピ ー は

「STYLE2019 ～Let’s find the future～」です。
保護者の皆さん・卒業生の皆さん・中学生の
皆さん・教育関係団体の皆さん、ぜひ、黎明ファ
ミリー、チーム黎明の温かい青春を折々で触れ
てみてください。黎明高校は必ずご期待に添い
得るよう、前向きに進みます。

ご寄贈品の紹介

編集後記

ご寄贈、ご寄付有り難うございました。

店　名：支那そば「うみ」
場　所：八街市八街ほ230-19 (八街駅南口徒歩1分)
営業時間：11:30～14:30 17:30～翌1:30(火曜日定休)

＜編集者レポート＞
清潔感ある店内で、あっさりしたスープと細麺
が絡みあいとても上品な味わいです。

紙面をもちまして厚くお礼申しあげます。

１０月３０日（火）　～１１月２日(金) 修学旅行

１１月２８日（水）　　
１０月３１日（水）　　大学キャンパスツアー

進路ガイダンス
１２月２１日（金）　　終業式
　１月　８日（火）　　始業式

主な学校行事

『黎明スタイル』
　理事長・校長　西村　清

後援会会長

理事長・校長　西村　清　ピッチングマシーン

河合　一夫様　消石灰１００袋

　　　　　　　　　　千葉黎明高等学校　事務長　吉田　英雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　事　白根　真人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　事　中村　晋悟

平成29年度　卒業記念品
公用車ハイエース　　　　　　　　　　　　１台
ライブカメラ・防犯カメラ　　　　　　　　一式
デスクトップパソコン　　　　　　　　　　２台
ノートパソコン　　　　　　　　　　　　１０台
千葉黎明学園　施設設備維持資金　　２６０万円
西村是一奨学金　　　　　　　　　　　５０万円

＋

第 6回黎明音楽祭
平成 30 年 3 月 23 日（金）四街道市文化     
センターで第 6回黎明音楽祭を実施しました。
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、陸上自衛隊中央音楽隊
の矢口幸一さんの合同での演奏や弦楽四十奏
「カルテットコルダ」千葉交響楽団による特別
演奏を行っていただきました。

陸上自衛隊中央音楽隊
矢口幸一さんと合同演奏

弦楽四重奏「カルテット
コルダ」千葉交響楽団に
よる特別演奏

シンフォニックステージ（吹奏楽部）

第 6回  黎明観桜会
校内にある 5 種 156 本の桜を地域の方々に
も楽しんでいただこうとスタートした黎明観桜
会は、今年で６回目を迎え、平成 30 年 4 月 1
日（日）500 名のお客様が観賞されました。生
徒館で実施した観桜会セレモニーには、衆議院
議員の奥野総一郎様、北村新司市長、八街市議
会議員をはじめ多くのお客様が参加され、本校
吹奏楽部の演奏を　楽しみました。また、黎明
ドリームステージでは、本校軽音楽部のライブ、
2015 年にミュージカルアニーの主役を務めた
前田優奈 さん（八街南中）のライブなど 8 団
体がダンスやミュージックを披露されました。

校内に咲く5種156本の桜(ソメイヨシノ)

前田優奈さんと和音LIVE八街市社会福祉協議会を
はじめ市民方々が出展

黎明サマープログラム「富士登山 2018」は、
2 日間の行程で富士山頂を目指していました
が、台風の接近により 8月 7日 ( 火 ) の日帰り
登山に切り替え、生徒 9 名、教職員 4 名、本
校卒業生 1 名、計 14 名で実施しました。雨の
登山を予想していましたが、5 合目付近は晴れ
ていて、雲海を見下ろしながらの山歩きを楽し
むことができました。下山時間を考慮して、
6.5 合目までしか登れませんでしたが、生徒は
初めての富士登山を十分に堪能することができ
ました。

安全と平和を祈る日

近隣中学生対象　夏期講習

2 月 3 日（土） 、「安全と平和を祈る日」の 
式典を行いました。
本校では、平成 18 年・19 年に交通事故、    
平成 28 年に軽井沢スキーバス事故で生徒を   
失い、先の大戦では、116 名の卒業生の尊い命
が 奪われました。
「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。

西村理事長・校長による献花

2 月 9日（金）～ 10日（土）、    生徒会役員・
体育会主将・文化部部長の 32名、教職員 11名、
佐倉署の警察官 6 名が本校にて宿泊防災訓練を
実施しました。
この訓練では、自らの命を守る「自助」の 
能力と助け合いの「共助」の精神を身につける
だけでなく、リーダーシップを身につけさせ、
人としての在り方、生き方を考えさせます。
訓練では、佐倉警察署の方に災害時における
避難方法、負傷者の搬送方法や応急処置の方法
を説明していただきました。

本号より「卒業生の活躍」を掲載します。　
今回は、八街駅南口徒歩１分にあるラーメン店
支那そば「うみ」を経営する西海孝志さん（平
成 12年卒）をご紹介します。

負傷者の搬送方法を生徒に説明する佐倉警察署の方々

【宿泊防災訓練】

宿泊防災訓練・防災避難訓練

【防災避難訓練】
6 月 20 日（水）火災を想定した防災避難訓
練を実施し、八街消防署の方より訓練の講評の
言葉をいただきました。

八街消防署より訓練の好評

生徒が育てた草花や野菜は好評 吹奏楽部の迫力ある演奏

第 5回黎明音楽祭
平成 30 年 8月 18 日（土）、八街夏まつりが  
開催され、生産ビジネス科、工学部、吹奏楽部
が参加しました。生産ビジネス科はベゴニア、
シクラメンの草花やネギなどの野菜を出店し、
工学部はソーラーカーを展示し、子供向けの
ソーラーカー試乗体験を行いました。また、吹
奏楽部は大人数での演奏を披露し、会場を盛り
上げました。

八街夏まつり

~ 卒業生の活躍 ~
支那そば「うみ」( 八街市 ラーメン店 )

8 月 22 日（水）～ 23 日 （木）に、八街市
内の中学生を対象とした夏期講習を実施しまし
た。2017 年からスタートした夏期講習では英
語・数学の授業を催し、基礎知識の復習や受験
問題を解く機会を設けることができました。

お蔭さまで 31 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。
新たに卒業生の活躍を掲載するコーナーも作
りました。次号も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・ご協
力をお願いします。

コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社様
　　　　　　　　　　アクエリアス　２５０本

夏期講習で英語の受験問題を実施

新しく納車されたハイエース

本校卒業後、飲食業に就職。経験を経てやり
たいことを実現させるために、2016 年に自ら
のお店を出しました。本校の生徒も放課後や部
活動終了後に、人気 No.1 メニューの支那そば
や特製担々麺を堪能しているようです。

人気No1メニュー支那そば

特製担々麺平成12年卒 西海孝志さん（左）
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学園祭

学園祭
　　
学園祭

Where there is a will, there is a way

平成 30 年度の学園祭は、3 年生の進路活動
が、より集中して取り組めるよう 2 学期から 1
学期に変更し、6月9日（土）校内発表、10日（日）
一般公開として開催し、約 3000 名のお客様に
ご来場いただきました。
 体育館で催したオープニングセレモニーに
は、奥野総一郎様 （衆議院議員 )、北村新司様   
( 八街市長 ) 山本義一様 ( 県議会議員 ) をはじ
め多くの来賓の方にご出席いだだきました。

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
店を催しました。また、ＰＴＡ、後援会、市内
の協力企業に出店していただきました。

【学園祭一般公開】

学園祭 為せば成る

市民の方々・保護者・卒業生約3000名が来校

企画デザイン賞 1H  Reimei Nishimuland
(西村理事長・校長の研究発表)

黎明サマープログラム「富士登山」

6 月 10 日 ( 日 )10：00～、西千葉地区の     
強豪校、流通経済大学付属柏高等学校と招待 
試合を実施しました。

6合目付近で撮影

雲の上で記念撮影

【野球部招待試合】

結果：黎明 4 ー 2流経大柏高校　試合前の記念撮影
アトラクションアイデア賞 2F　荒野行動（射的）

装飾・接客賞 3G  ドナルド・フランク
(フランクフルトの販売)

部活動発表
ｱｰﾁｪﾘｰ部 開運矢ってTRY!

黎明書道展
約100点の作品を展示

キャベツ、大根やインパチェンスなどを販売しました

【生産ビジネス科による野菜・花販売】

【部活動発表】

【PTA】

【ステージ発表】

アート展は80点の作品を展示 焼きそばを700食販売

                          物産展 
(トマト・どら焼きなどを販売)

【後援会】 【協力企業】

あのっさい ハンバーガー販売

今年度発足した演劇愛好会

黎明サマープログラム 「特進勉強合宿」
平成 30 年 7 月 31 日（火）～ 2 日（木）  幕張
セミナーハウスにて、特進コース生徒 88名が、
第 7 回目の勉強合宿を行いました。大教室での
基礎講座や少人数の特別講座などがあり多様な
ニーズに応えました。
最終日はセンター試験の過去問題を解き、     
３日間の成果と今後の課題を見つけることが 
できました。本校の進学率が上昇する中、勉強
合宿は 生徒たちにとって受験を見据えた重要
な学びの場となっています。

少人数で特別講座を受ける特進コースの生徒



校内マラソン大会
平成 30 年 2 月 18 日（土）西村繁先生の     
銅像前をスタート地点とし、男子 5km、女子
3km のコースを走る校内マラソン大会を 実施
しました。体力・忍耐力の向上を目的に仲間 
同士の声援の飛ぶ中、皆ゴールを目指しました。

5年ぶりの関東大会出場

春季関東野球大会 出場

平成 30年度

体育会入会式での記念撮影

西村繁先生の銅像前をスタート

新入生代表宣誓　男子ソフトテニス部　
吉田蕗生君(四街道中出身)

在校生代表挨拶　野球部　主将　
晴山悠都君(志津中出身)

関東大会出場選手 美術部　版画甲子園大会出場
3 月 17 日（土）～ 21 日（水）、美術部の    
生徒が新潟県佐渡市で行われた第 18 回全国   
高等学校版画選手権大会に出場しました。
　この大会は、３人１組で佐渡の便りという
テーマをもとに取材から制作までを３日間で 
行います。美術部の生徒たちは佐渡の歴史や文
化、現地の人との交流を通して「竜王岩－真っ
すぐな思い―」という作品を作り上げ、奨励賞
を受賞しました。
髙橋優衣 (2I  八街北 )乘田歩野歌 (2H  八街中央 )
林謙太郎 (2F 横芝 )

奨励賞を受賞した美術部

順蹴ＦＡ ジョカーレＦＣ

レイソル長生ＡＣカラクテル

西村理事長・校長を囲んで記念撮影

千葉県吹奏楽コンクール

吹奏楽部が 8 月に千葉県文化会館で行われる
第 60 回千葉県吹奏楽コンクールA部門に出場
しました。A 部門とは、55 人以内で構成し、
課題曲と 自由曲を 12 分以内に演奏します。
8/6（月） の予選会では金賞を受賞し、 8/13
（月）の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、本校は金賞という 結果ながら一
歩及ばす、上位大会進出を果たすことができま
せんでした。

第 5回黎明音楽祭

平成 30 年 6 月 23 日（土）3年生が国立劇場
に行き、歌舞伎舞踏の『連獅子』を鑑賞しました。
日本の伝統芸能を触れることにより、話し方や
表現の大切さを改めて認識し、受験勉強に活か
せる新しい観点を養うことができました。

芸術鑑賞会　歌舞伎鑑賞

国立劇場において歌舞伎を鑑賞周作号スタート前に記念撮影

平成 30年度　体育会入会式

関東大会出場
体育会、野球部・陸上競技部・ ソフトテニス
部・ゴルフ部の４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。    
※(　　)出身中学校
●野球部
日時：５/１９（土）～５/２３（水）　
場所：千葉県野球場、ゼットエー、袖ケ浦球場
　　１回戦　本校４－３青藍泰斗 (栃木２位 )
　　２回戦　本校２－５浦和学院 (埼玉１位 )

体育会、アーチェリー部、女子ソフトテニス
部の２団体が 2018 彩る感動 東海総体に出場
が決定しました。　　　※(　　) 出身中学校
●アーチェリー部
日時：８/１（水）～８/５（日）　
場所：岐阜県　飛騨高山ビッグアリーナ 
　　中山公園陸上競技場

【男子】
荒居 徹 (3E 富里 )　平野 健留 (3B東金東 )
芦澤 健太 (3C八街南)  里見 謙心(2D八街北)

●ソフトテニス
≪関東大会日程≫
日時：平成３０年６月１日 (金 ) ～６月３日 (日 ) 
場所：茨城県水戸総合運動運動公園テニスコート
【男子団体】　県大会 3位　5年ぶりの出場
池村航大 (3H臼井 )　夏海竜輝 (3D成田西 )　
日下直輝 (3B芝山 )　 山口竜柊 (3G芝山 )　
須郷恭輔 (2G野栄 )　石田碧斗 (2G野栄 )
吉田蕗生 (1D四街道 )井上駆 (1F 横芝 )
結果
１回戦　　千葉黎明　１－２　早稲田実業
【男子個人】
吉田蕗生 (1D四街道 )井上駆 (1F 横芝）
ベスト３２

【女子団体】県大会３位　４年連続出場 
江澤しずく (2H横芝 )原田安奈 (2G八街 )
齋藤汐里 (2F 横芝 )　 原田若奈 (2H八街 )
齋藤朱里(2G横芝 )　 松島穂香(2Ｅ八街中央)
今関美里 (2H八街中央 )長沖真子 (3C富里 )
結果　５位入賞
１回戦　　　千葉黎明　２－１　吾妻中央
２回戦　　　千葉黎明　２－１　千代田学園
準々決勝　　千葉黎明　１－２　相洋
【女子個人】
江澤しずく (2H横芝 )原田安奈 (2G八街 )５位入賞
齋藤汐里 (2F 横芝 )　原田若奈 (2H八街 )ベスト 64

●ゴルフ部
平成３０年度 関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会
【団体】６月１０ ( 日 ) ～１２日 (火 )
場所：男子 /那須野ケ原カントリークラブ
　　　女子 /琵琶池ゴルフ倶楽部
【個人】７/１９（木）～７/２０（金）　
場所：長野県軽井沢７２カントリークラブ東コース 
【男子団体】　全国大会出場決定
中川 拓海(2E八街中央)鈴木 聡馬(1B二之江)
鄭　優星(1D千城台西)岩沢 暁冴(2A東金東)
紺野 秀倖 (1F 横芝光 )　
結果：合計 459打　12位　全国大会初出場
【女子団体】
佐藤真優 (2G大網 )　  半田真彩 (1F 多古 )　
阿部未来 (1D八街南 )平山光優 (2G 多古 )
結果：合計 459打
【男女個人戦】決勝進出
阿部未来 (1D八街南 )144 打　9位 全国出場
中川拓海 (2E 八街中央 ) 146 打  40 位 全国出場

●陸上競技
日時：６/１５（金）～６/１８（月）　
場所：前橋市正田醤油スタジアム群馬
【女子】400ｍハードル　
小寺　千慧 (3F 南山）  県大会 4位

●女子ソフトテニス部
日時：７月３０日 (月 ) ～８月２日 (木 )
場所：三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
【女子】
江澤 しずく (2H  横芝 )　原田 安奈 (2G 八街 )
齋藤 汐里(2F 横芝)　　  原田 若奈(2H 八街)

●ゴルフ部
日時：８/５（日）～８/１１（土）　
場所：セントラルゴルフクラブ　
　　東コース (男子 )、西コース (女子 )
【男子団体】
中川拓海(2E八街中央)　鈴木聡馬(1B二之江)
鄭 優星 (1D千城台西)　岩沢暁冴 (2A東金東 )
紺野秀倖 (1F 横芝光 )
【男女個人戦】
中川拓海(2E 八街中央) 阿部未来(1D八街南中)

平成３０年４月２７日（金）、本校生徒館に
おい て体育会入会式を実施しました。体育会
１９ 部活、計１５４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」、「 フェアプ
レーを尊びアンフェア ( 不正 ) を憎む 」、「体
育会の友人 は一生の宝物」と述べました。  体
育会を代表して野球部の 晴山悠都君が歓迎の
言葉を述べ、新入部員を代 表して男子ソフト
テニス部の吉田蕗生君が宣誓をしま した。

REIMEI CUP  サッカー大会
第 26 回 REIMEI  CUP サッカー大会は、 6
月16日(土)、17日(日)、23日(土)3日間で、
県内の中学校約のチームが参加し、トーナメン
ト形式で行われました。雨天のため準決勝で 
終了しました。以下ベスト４チーム。

関東大会出場
「ソーラーカーレース鈴鹿2018、

4時間耐久レース」　E1クラス2位、総合3位！！

工学部

　平成30年８月２日（木）～４日（土）、鈴鹿サー
キット（三重県・鈴鹿市）で開催された「ソーラー
カーレース鈴鹿２０１８」に、工学部が自ら 
設計・制作した車両で参戦しました。ソーラー
カーレースはバッテリーとソーラーパネルから
発電した電気を使って、１周 5.8ｋｍの鈴鹿   
サーキットを４時間でどれだけ多く周回出来る
かを競います。結果は、４４周を走ってＥ１ 
クラス（高校生クラス）２位、総合３位でした。
【大会結果】
1位：オリンパスRS　46周（4時間03分26秒）
2位：平塚工科高校　46周（4時間 04分 59秒）
3位：千葉黎明高校44周（4時間00分00.549秒）

平成 30年度 全国大会出場

平成 30 年 4 月 18 日 ( 水 ) ～ 20 日 ( 金 )、
ホテル日航成田で二泊三日の新入生宿泊研修を
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」、「自分で決め、行動し、
振返り ( 評価 ) を実践する」、「自らの可能性を
探す」、「公私の区別を意識して、パブリックス
ペースでは黙動」を実践目標に掲げています。
　三年生のアドバイス、北総地区少年センター
の講師の方によるケータイ・スマホ安全教室や
伊勢青少年研修センター所長の武田数宏様によ
る講演が行われました。

ブラインドウォークでクラスメイトを誘導

伊勢青少年センター所長
武田数宏様

閉講式　西村理事長・校長に
よる修了証書授与

平成 30年度　1学年宿泊研修

書道部・女子ソフトボール部表敬訪問  

平成30年7月29日(日)、本校書道部員が「第
16 回 WBSC 世界女子ソフトボール選手権大
会 2018 千葉」に出場するイギリス代表の宿泊
所を訪問し、書道のパフォーマンスや体験コー
ナーを披露しました。イギリス選手は、大きな
紙に日本と英国の友好のメッセージを書くパ
フォーマンスや日本の漢字を筆で書くことに大
変興味を持ったようで、生徒の説明にうなずき
ながら、日本の伝統文化を楽しんでいました。
イギリス選手が書道体験で書いた作品は、う
ちわに仕立てて、平成30年8月6日 (月 )、ゼッ
トエーポールパークで行われた予選リーグ ( イ
タリア戦 )終了後に届けました。

本校書道部とイギリス代表
チームで記念撮影

インターハイ2年連続出場のソフトテニス部

千葉県総体優勝したアーチェリー部

書道体験で書いた作品の
「うちわ」を届ける書道部

ソフトボール世界大会イギリス代表

また、8 月 4 日 ( 土 ) 成田市のナスパスタジ
アムで行われた中国戦に女子ソフトボール部が
訪問し、選手との交流を図りました。
なお、女子ソフトボール部は会場でチケット
販売や会場誘導の補助をしました。

女子ソフトボール部とイギリス代表チームで記念撮影

バスケットボール・クリニック終了後に記念撮影

～千葉ジェッツふなばし バスケットボール
クリニック～（千葉黎明バスケットボールクリ
ニック）は佐藤博紀氏（ゼネラルマネージャー）
と田代将也氏（アカデミーコーチ）を招き、      
9 月 2 日（日）本校体育館にて 行われ、八街
市内の中学校と本校のバスケットボール 部員
の 計 105 名が参加しました。パス、ドリブル、
シュートの打ち方の練習や、試合での動き方を
教えていただき、最後に記念写真を撮りました。

関東大会出場（千葉黎明バスケットボール・クリニック）
～千葉ジェッツふなばしバスケットボール・クリニック～

法政大学でのキャンパスツアー

現役大学生とのグループワーク

法政大学　高大連携授業

また、9/5( 水 ) に法政大学の現役大学生を  
招き、特進 コース 1学年の生徒を対象に「キャ
リア感を醸成するプログラム」をテーマとした
高大連携授業を実施しました。

平成 30 年 7 月 11 日 ( 水 ) 特進コース 1 学
年がオープンキャンパスに法政大学市ヶ谷キャ
ンパスへ 行きました。グループワークによる     
大学生との交流や施設見学をしたことにより、
大学生活の雰囲気を味わい、進学への意欲を 
高めることができました。

全国大会初出場のゴルフ部

関東大会出場　陸上競技部

黎明style　黎明ラーニングメソッド
今年で 2 年目となる黎明ラーニングメソッド

は、2020 年からの「高大接続」（高校・大学の
一体改革）に備え、新しい学力観の育成に向け
て ICT活用の充実や、「アクティブ・ラーニング」
の実践など多様な取り組みを進めています。
平日の「アカデミック･ウィークデー」は、
45 分授業展開で全てのコースに 7 時間目・8
時間目 (特進 ) を導入、連続 90分 (45 分×2)
授業も可能となりました。また放課後、希望者
は各種特別講座を受講することができます。
第1・３土曜日の登校日 (半日 )は、「アクティ
ブ･サタデー」とし、体育祭、学園祭、芸術鑑
賞会などの学校行事を行っています。

【特別講座の実施例】

「数学基礎講座」　葉山幸雄 先生(本学園評議員)
　(6月13日)　　　　　　　　　（元栄町教育長）


