
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。
紙面をもちまして厚くお礼申しあげます。

11月28日（木）　　進路ガイダンス
10月30日（水）　　大学キャンパスツアー

12月20日（金）　　終業式
1月 8日（火）　　始業式

主な学校行事

後援会会長

理事長　西村　清　　　ゴルフ部 部室　１室

河合　一夫様　消石灰１００袋

平成30年度　卒業記念品
教室用スクールタイマー 40 台
図書室等設備（自習机・テーブル等）  一式
学校情報機器（PC・放送機器等） 一式
千葉黎明学園　施設設備維持資金 100 万円
西村是一奨学金 100 万円

＋

西村理事長による献花

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 10 日（月）地震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。

地震を想定した防災避難訓練

学園祭 Possibilities are infinite
～可能性は無限大～

令和元年度の学園祭は、6 月 22 日（土）を
校内発表、23 日（日）に一般公開日として
開催し、3000 名程のお客様を迎えることが
できました。

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企画、3 学年が
模擬店を催します。また、ＰＴＡ、後援会の方々
にも出店していただきました。

【学園祭一般公開】
市民の方々・保護者・卒業生約3000名が来校

企画デザイン賞1B  1-Balloon art worldへようこそ
(バルーンアート)

アトラクションアイデア賞 2C  決めろ：一撃必殺‼  
(輪投げ・射的)

装飾・接客賞 3C  アイスケート (アイスの販売)

【部活動発表】

アーチェリー部 開運矢ってＴＲＹ!

吹奏楽部は、迫力ある演奏で
多くの観客を魅了ました

書道部  屋外パフォーマンス

【生産ビジネス科】

生徒が育てた野菜を使った  名物豚汁の無料配布

【ステージ発表】

生徒会　ビンゴ大会

【PTA】

アート展では絵画や手芸など
70点以上の作品を展示

物産展
（お菓子やオリジナルクッキーを販売）

【後援会】

３月２１日（木）四街道市文化センターで
第７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名余りの観衆に向け
て、吹奏楽部の演奏とマーチングが披露されま
した。また、千葉交響楽団による金管五重奏と
卒業生の緑川誠くんに特別演奏していただきま
した。

第７回 黎明音楽祭

校内にある５種１５６本の桜を、地域の方々
にも楽しんで頂こうとスタートした黎明観桜会
は、今年で７回目を迎え、３月３１日（日）
１５００名のお客様が観賞されました。体育館
で行われた観桜会セレモニーは、参議院議員
石井準一様や豊田俊郎様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、屋外ステージでは、本校軽音楽部の
ライブや茶華道部による野点、２０１５年に
ミュージカルアニーの主役を務めた前田優奈さ
んとシンガーソングライターの MEGU さんに
よるスペシャルライブなど８団体がダンスや
ミュージックを披露されました。

第７回  黎明観桜会

近隣中学生対象　夏期講習
8 月 21 日（水）・22 日 （木）に、八街市内
の中学 3 年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、
国語、数学、英語の授業を催し、基礎知識の
復習や高校入試の問題を解く機会を設けること
ができました。

平成28年度卒 緑川誠くん
( 現  武蔵野音楽大学 3年 )

千葉交響楽団による
金管五重奏の特別演奏

シンフォニックステージ（吹奏楽部）

校内に咲く5種156本の桜(ソメイヨシノ)

前田優奈さんとMEGUさん
のスペシャルライブ

八街市社会福祉協議会を
はじめ市民の方々が出展

新校舎（RLM棟）を建設
本校は、2020 年「高校・大学接続改革」や
生徒の指導教育体制を整備するために、管理棟
と接続する形で、生徒館との間に「RLM
（Reimei Learning Method）棟」という新校舎
を 4 月から建設し、11 月完成予定となります。
RLM 棟は、2 階建てで 6 部屋とロビーを備え、
自習室や進路指導室、カウンセリング室、
教務室などに使われる予定です。

REIMEI GREEN PROJECT 
～グラウンド 総天然芝化～ 

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

第 5回黎明音楽祭
８月１７日（土）、八街夏まつりに、生産
ビジネス科、工学部が出店し参加しました。
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販売し、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。

八街夏まつり

新校舎（RLM棟）外観イメージ図

新校舎（RLM棟）内観イメージ図

一般来場客・体育会部活動が中心に芝の植え込み体験

高校で県内唯一の天然芝グラウンド野菜・花を販売する生産ビジネス科の生徒 高校入試の問題を解くことができる英語の体験授業

２月８日（金）・９日（土）、生徒会役員・体育
会主将・文化部部長の３３名、教職員１１名、
佐倉署の警察官４名が本校にて宿泊防災訓練を
行いました。
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。

株式会社宮村　代表取締役　宮村千明様
　　　　　　　　　　　　     芝刈り機　１台

宮村千明社長に寄贈していただいた芝刈り機

同窓会会長交代　森澄昭宏氏就任

八街商工会主催

この度の台風で被災された方々には、心から
お見舞い申し上げます。本校は、停電と JR
運休のため、９月９日（月）～１１日（水）まで
休校とし、１２日（木）から通常授業を再開し
ました。復旧に向けて教職員一同尽力してまい
ります。今後ともご指導・ご協力をお願いします。

学校法人　千葉黎明学園　千葉黎明高等学校
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『学校長挨拶』
　　　　　　　　校長　廣瀬　正臣
　このたび、第 15 代校長
に就任しました廣瀬正臣で
す。どうぞ宜しくお願いし
ます。さて、4 月の入学式
では、新入生 288 名を
迎えて、全校生徒 847 名で
創立 97 年目がスタート
しました。
　1 学期を振り返ると、
約 3000 名の来客者を迎えた
学園祭（１年生研究発表、2 年生アトラクション
の企画、3 年生模擬店）は、生徒会や実行委員
が中心となり、2 日間充実した内容でした。
部活動では、多くの部活動が 関東大会に出場し、
女子ソフトテニス部、 男女ゴルフ部が全国大会
出場を果たし、素晴らしい成績を残すこととな
りました。2 学期に行わ れる新人戦に大いに
期待したいと思います。また、学校行事では、
東北・北海道方面への 2 年生修学旅行、3 年生
の進路決定、10 月は体育祭や進路ガイダンス
と生徒たちの自己決定の場が多くなります。
　千葉黎明高校は、地域に根付いた歴史ある
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躍する背景も十分に得るよ
うになりました。今後も、建学の精神（文武
両道と師弟同行）に基づいて「生徒」主体の
学校経営に邁進していきますので、ご支援・
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　6 月 23 日（日）に開催された令和元年度
同窓会総会にて、20 年勤めていた古谷欣吾
会長が勇退し、森澄昭宏様が承認され、新会長
として就任しました。なお、古谷前会長は、
名誉会長に就任されました。
＜新会長挨拶＞
　私は、6 月 23 日に開催
されました総会にて承認さ
れ、会長に就任いたしまし
た平成8年卒業の森澄です。
　永きに亘り会長の大役を
果たされた古谷欣吾前会長
の後任として、歴史と伝統
ある母校の同窓会長をお引
き受けすることとなりました。
　私は、高校 3 年生の時に千葉黎明高校に校名
が変更となり、平成 9 年 3 月に卒業をいたし
ました。在学時は、アーチェリー部に所属し、
インターハイに出場した思い出もございます。
現在は森澄園に就職し、校内の造園を整備させ
ていただいてます。
　あと 3 年で学校創立 100 周年の大きな節目を
迎えます。偉大なる諸先輩の意思を受け継いで、
そしてこの大切な歴史と伝統を後輩の皆さんに
お渡し出来るように努力していく所存です。
　どうか、諸先輩の皆様、後輩の皆様、教職員
の皆様のお力をお貸し頂けますよう、お願い
申し上げます。

本校は、生徒の安全と快適さを考えた学校づ
くりの一環として、グラウンドの総天然芝化を
進めています。芝育成事業に取り組む芝山町と
連携し、芝山町で育てた芝をグラウンドに植え
て、10 月にグラウンド一面に根付かせる計画
です。天然芝のグラウンドにすることで、授業
や部活動での身体の負担を軽減することや、
生徒が日常的に芝生と触れあい、養生や手入れ
をすることで、芝生の生育、管理を実地で学べ
る環境教材の役割も期待されています。
4 月 22 日（月）に全校生徒で芝のポット
苗作りを行い、6 月 23 日（日）学園祭の際に、
一般来場客や本校体育会部活動を中心に芝の
植え込み体験を行いました。

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

10月30日（水)～11月2日(土)函館・東北修学旅行



黎明サマープログラム「富士登山」
黎明サマープログラム「富士登山 2019」は、
生徒 6 名、教職員 4 名、本校卒業生 1 名、
計11名が日本一高い富士山頂を目指しました。
プログラム開始して 3 年目にして初の頂上
まで到達し、喜びを分かちあいました。また、
登山途中には流れ星や、７合目付近でご来光も
見ることが出来て充実した登山となりました。

黎明サマープログラム 「特進勉強合宿」
７月２９日（月）～３１日（水）、セミナー
ハウスクロス・ウェーブ幕張にて特進コース
生徒１０２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
まで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。

入試問題の解説を聞く特進コース生徒

体育会入会式
4 月 26 日（金）本校生徒館にて体育会
入会式を行いました。本校は、平成 15 年より
運動系の部活動を大学と同様に「体育会」とし
て組織しています。
15 の部活動からスタートし、現在は 18 の
部活動が目標を持ち、協力し合いながら活動し
ています。今年度は 138 名の新入生が体育会
に入会し、西村理事長が「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 橘川雅之くん
(3C 朝日ヶ丘 ) が歓迎の挨拶をし、新入部員
代表として、ゴルフ部 吉田鈴さん（1E市川三）
が入会生徒代表として宣誓しました。

新入生138名を迎えて記念撮影

関東大会出場令和元年度
体育会、男女ソフトテニス部、自転車競技部、
ゴルフ部、アーチェリー部、陸上部の 5 団体が
激戦の千葉県予選大会を勝ち抜き、関東大会に
出場しました。
※（　　）出身中学校

●男子ソフトテニス部（2年連続出場） 
千葉県大会団体戦 3位、個人戦 2ペア出場
日時：5月 31日（金）～ 6月 2日（日）
会場：埼玉県狭山市智光山公園テニスコート
【出場選手】
須郷恭輔（3G野栄）　　石田碧斗（3G野栄）
菊地健太（3F四街道）　吉田蕗生（2E四街道）
井上　駆（2F横芝）　　岡野　優（2G臼井）
林田陽飛（2D旭二）　　加藤茉倫（2B旭二）
渥美　樹（3E四街道）　熱田啓人（3E野栄）
【結果】
団体戦
1回戦　　千葉黎明　2－1　明秀日立
2回戦　　千葉黎明　1－2　高崎商業
個人戦
須郷恭輔・石田碧斗ペア　2回戦敗退
渥美　樹・熱田啓人ペア　3回戦敗退

●女子ソフトテニス部（5年連続出場） 
千葉県大会団体戦 優勝、個人戦 3ペア出場
【出場選手】
江澤しずく（3H横芝）原田安奈（3G八街）
齋藤汐里（3F横芝）　原田若奈（3H八街）
齋藤朱里（3G横芝）　松島穂香（3E八街中央）
石橋ｱﾝﾅ（3G富里南）　今関美里（3H八街中央）
【結果】
団体戦　5位入賞（2年連続）
2回戦　　千葉黎明　不戦勝　武蔵野千代田
準々決勝　千葉黎明　1－2　昌平
個人戦
江澤しずく・原田安奈ペア　ベスト 16
齋藤汐里・原田 若奈ペア　  ベスト 32
齋藤朱里・松島 穂香ペア　  2 回戦敗退

●自転車競技部（初出場） 
日時：6月 3日（月）
会場：群馬サイクルスポーツセンター
【出場選手】
西川　輝（3G四街道）
【結果】
パンク故障により途中棄権

創部1年目で関東大会出場を果たした自転車競技部

●アーチェリー部（6年ぶりの出場） 
日時：6月 8日（土）・9日（日）
会場：群馬渋川市総合運動公園　陸上競技場
【出場選手】
平野知花（3C旭二）　稲生愛奈（1D鎌ケ谷二）
河尻美海（1E八木ヶ谷）    
【結果】女子団体戦
決勝トーナメント１回戦敗退（予選１2位）

●ゴルフ部 
＜団体戦＞
日時：6月 9日（日）～ 11日（火）
会場：男子　琵琶池ゴルフクラブ
　　　女子　那須野が原カントリークラブ
＜個人戦＞
日時：7月 17日（水）～ 19日（金）
会場：軽井沢７２東コース
【出場選手】
＜男子＞
中川拓海（3E八街中央）大野倖（1C四街道旭）
鄭優星（2C千城台西）     鈴木聡馬（2B二之江）
坂田一真（1E葛城）　     飯塚敬吾（3B八街）
紺野秀倖（2E横芝光）     向後太賀（1B旭二）
豊　太陽（1B土気南）
＜女子＞
佐藤真優（3G大網）　　半田真彩（2E多古）
吉田　鈴（1E市川三）　阿部未来（2D八街南）
石川惠美（2H千城台南）高田菜桜（1F加曾利）
【結果】
男子団体戦：優勝（2年連続全国大会出場決定）
女子団体戦：5位（全国大会初出場）
個人戦（3名全国大会出場決定）
坂田一真（1E葛城）　　   138 打  6 位
阿部未来（2D八街南）　  144 打  9 位
石川惠美（2H千城台南）149打  26 位

～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、８月１１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１３０名が参加しました。パス、ドリブ
ル、シュートの練習や、試合での動き方を教え
ていただき、技術上達の技を学びました。

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～

千葉県吹奏楽コンクール  金賞受賞
吹奏楽部が８月に千葉県文化会館で行われる
第６１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月６日（火）の予選会では金賞を受賞し、
８月１２日（月）の本選大会へ臨みました。
予選通過した１６校のうち上位７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。

　２月１０日（日）・１１日（月）に本校体育館
並びに、八街中央中体育館を会場として、
第１回 REIMEICUP バスケットボール大会
を開催しました。県内の中学約３０校が参加し、
白熱した試合が繰り広げられました。結果は
以下の通りです。
男子優勝：印西市立滝野中学校
女子優勝：八街市立八街中学校

第１回 REIMEI CUP バスケットボール大会

●陸上競技部
日時：6月 14日（金）～ 17日（月）
会場：茨城県笠松運動公園陸上競技場
【出場選手】
今野大生（3E玉造）戸塚斗貴亜（2F増穂）
吉橋孝維（2B四街道西）大木祥太朗（1C光）
佐久間莉香（2F旭一）
【結果】
今野大生　　100メートル　7位
佐久間莉香　女子やり投げ　17位
男子 4×100 メートルリレー 決勝進出

４月１７日（水）～１９日（金）、ホテル日航
成田で二泊三日の１学年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。３学年
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。

１学年宿泊研修

全国大会出場令和元年度

体育会、女子ソフトテニス部、ゴルフ部が、
全国大会に出場しました。
※（　　）出身中学校

●女子ソフトテニス部（３年連続出場） 
日時：７月２９日（月）～８月１日（木）
会場：宮崎市生目の杜運動公園テニスコート
【出場選手】
江澤しずく（３Ｈ横芝）  原田安奈（３Ｇ八街）
齋藤朱里  （３Ｇ横芝）　 松島穂香（３Ｅ八街中央）
【結果】
江澤しずく・原田安奈ペア　ベスト６４
齋藤朱里・松島穂香ペア　　２回戦敗退

●ゴルフ部 
日時：団体戦 ８月５日（月）～８月７日（水）
　　　個人戦 ８月８日（木）～８月１０日（土）
会場：茨城県 セントラルゴルフクラブ

【出場選手】
＜男子＞
中川拓海（３Ｅ八街中央）大野倖（１Ｃ四街道旭）
鄭優星（２Ｃ千城台西）     鈴木聡馬（２Ｂ二之江）
坂田一真（１Ｅ葛城）　     
＜女子＞
佐藤真優（３Ｇ大網）　　半田真彩（２Ｅ多古）
吉田　鈴（１Ｅ市川三）　阿部未来（２Ｄ八街南）　
石川惠美（２Ｈ千城台南）
【結果】
男子団体戦：９位　
女子団体戦：１７位
個人戦　
坂田一真（１Ｅ葛城）　　   １５１打  ８４位
阿部未来（２Ｄ八街南）　  １４０打  １７位
石川惠美（２Ｈ千城台南）１５５打  １１５位

県内の中学約30校が参加したバスケットボール大会

バドミントン部　大会初優勝
体育会 バドミントン部 ( 男子 ) が 8 月 6 日
( 火 ) に行われた第 38 回東部地区大会、8 月
24 日 ( 土 ) に行われた第 36回北総大会に出場
し、団体戦で優勝を果たしました。バドミント
ン部は創部以来初めての優勝となります。今後
の大会でも上位を目指して頑張りたいと思いま
すので、応援宜しくお願いします。

上位大会でも活躍が期待されるバドミントン部

演奏終了後、部員全員で記念撮影

関東大会男子団体で優勝し、全国大会出場のゴルフ部

美術部　版画甲子園大会出場
３月１８日（月）～２０日（水）、美術部の
生徒が新潟県佐渡市で行われた第１９回全国
高等学校版画選手権大会に出場されました。
この大会は、３人１組で出題されるテーマをも
とに取材から制作までを３日間行い、本校は
２年連続の出場となりました。美術部の生徒は、
長谷寺のうさぎ観音を訪問し取材しました。
その中で、住職の方が「佐渡を活性化させて
世界へ発信したい」という想いが印象に残り、
「夢を懐く兎」という作品を作り上げて奨励賞
を受賞しました。

２年連続奨励賞を受賞した美術部

８月２日（金）～３日（土）、工学部は鈴鹿
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２０１９」に参戦しました。
このレースは、ソーラーパネルで発電したエネ
ルギー使って、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。競技車両は生徒自ら設計・制作しました。
今回のレースは、前半に周回を順調に重ねて
ましたが、後半ブレーキを引きずる車両トラブ
ルが発生し、表彰台に一歩及ばず結果は５位で
した。

工学部  ソーラーカーレース鈴鹿

富士山頂にて記念撮影

法政大学　高大連携授業
７月１０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。

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

西村理事長による特別講話

現役大学生による学校紹介を聞く特進コースの生徒

3年連続インターハイ出場を果たした女子ソフトテニス部

体育会女子ソフトボール部が８月２０日（火）
に行われた第１０回水田杯女子ソフトボール
大会で優勝し、大会連覇を果たしました。
【結果】
準決勝　黎明　１５－５　京葉・市原八幡
決　勝　黎明　　７－４　幕張総合

女子ソフトボール部　水田杯優勝

クリニック終了後記念撮影

水田杯２連覇を果たした女子ソフトボール部

黎明食堂オープン
本校の部活動を希望し親元を離れて、借上げ
た住居から登校している生徒に向けて、温かく
豊富なメニューと、ヘルシーでボリュームの
ある食事が提供できるように、ライフインフーズ
株式会社と業務提携し、9 月 17 日 ( 火 ) から
黎明食堂を開設しました。現在 7 名の生徒と
教職員が利用していますが、今後は人数の増加
や合宿などでの食事提供を可能にすることで、
部活環境の向上を図ります。

調理人が作った料理を美味しそうに食べる生徒生徒自ら設計した「Kiyo」号と記念撮影初めて利用したセミナーハウス クロス・ウェーブ幕張


