
編集後記

ご寄贈、ご寄付、誠に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。

主な学校行事

『2020 年を迎えて』             校長　廣瀬　正臣

後援会　会長　河合  一夫  様
                                  　 消 石 灰　100袋

２月 １日（土） 安全と平和を祈る日
２月１５日（土） 校内マラソン大会
２月２９日（土） 卒業証書授与式
３月１７日（火） 入学説明会
３月２４日（火） 黎明音楽祭・終業式

（四街道市文化センターで実施）
３月２９日（日） 黎明観桜会
４月 ７日（火） 入　学　式

　いよいよ２０２０年　　　　　　　　　　　
の開幕です。  本年は、　　　　　　　　　　　
東京オリンピック・　　　　　　　　　　　
パラリンピックが 7 月　　　　　　　　　　　
から９月にかけて開催
されます。先月に、　　　　　　　　　　　　
　新国立競技場が完成　　　　　　　　　　　
し、オープニングイベ　　　　　　　　　　　
ントやサッカー天皇杯
が行われました。
　本校は、創立９８周年に向け動き出します。
「建学の精神」（文武両道と師弟同行）を軸に
置き、「黎明ラーニングメソッド」を改善しな
がら高大接続改革に向け、学習環境が整った
新校舎（RLM 棟）をフルに活用し、生徒たち
に「生きる力」を身に付け、世界へと羽ばたく
黎明生の育成に教職員が一丸となって全力を注
いでいきます。今後とも本校の教育にご支援・
ご協力よろしくお願い申し上げます。

　お蔭さまで 34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　中村　晋悟

　10 月７日 ( 月 ) 朝 7 時半から 1 時間、PTA
の方々と共に合同登校指導を実施しました。八
街駅、通学路、校門などで３、４人のグループ
になり、登校する生徒に声をかけ、生徒も元気
に挨拶を交わしていました。その後、生徒が安
全に登校できるよう意見交換会を行いました。

ＰＴＡ合同登校指導

「黎明の日」
１２月４日（水）、永年勤続の教職員、目覚
ましい活躍をした教職員の功労を讃える
第 17回「黎明の日」を実施しました。
式典に先立ち西村繁先生の銅像前で、全国大
会出場を果たした女子ソフトテニス部、ゴルフ
部、美術部の名を刻んだ石碑の除幕式を行いま
した。

ご寄贈品の紹介

CPS機電株式会社　代表取締役　横山  謙治  様
　　　　　　　　　　　 ユニットハウス　  １室
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~ 卒業生の活躍 ~
房州屋　本店

店　名：「房州屋　本店」
場　所：千葉県佐倉市新町233
　　　　　(JR佐倉駅より徒歩15分)
営業時間：11:00～15:00（火曜～金曜）
　　　　　11:00～15:30（土日祝日）
　　　　（※月曜定休日）
 T E L：043-484-0402　　　

今回は、佐倉市内の佐倉城跡の近くで、戦後
から続く老舗そば店「房州屋」を経営する      
村瀬文彦さん (平成５年度卒)をご紹介します。

修 学 旅 行 ～北海道～
～東    北～

　10月 30日（水）～ 11月 2日 ( 土 ) の 3泊  
4 日、２学年生徒 233 名と教職員 21 名が、歴
史教育・自然教育・防災学習をテーマとした東
北地方・函館方面の修学旅行を実施しました。
　初日は、東北新幹線で仙台へ。青葉城本丸  
会館にて仙台名物の牛タン御膳を堪能し、    
2015 年 7 月にオープンした、復興を象徴する 
「うみの杜水族館」で 50 種類の生き物が生育 
されている巨大水槽やイルカとアシカショーを 
楽しみ、日本三景の松島の絶景を望み、宿泊先
の南三陸ホテル観洋に到着。夕食後、女将の 
阿部様による震災講話が行われました。

　三日目は、世界遺産である平泉の中尊寺の 
金色堂、資料館や本堂などを 散策しました。
　盛岡駅にて全クラスが合流し、北海道新幹線
に乗り津軽海峡を渡り新函館北斗駅へ向かいま
した。到着後、バスに乗り函館山で函館市内の
夜景を眺望することができました。

　二日目は、気仙沼向洋高校跡地を訪れ、        
「気仙沼震災語り部」の皆さんに東日本震災で
被災した校舎内を案内していただきました。     
6ｍ以上の津波に襲われたあと、湾内の海上   
火災もあった跡地を見ることで、災害の恐ろし
さと命を守る知恵を学ぶことできました。その
後、気仙沼の私立東陵高校との 4 回目の交流
会を行いました。東陵高校の生徒代表が震災の 
記憶と復興の現状を披露し野球部員総勢 100
名の 皆さんが大迫力の応援パフォー マンスを    
していただきました。お礼として、本校は、        
生徒会による学校紹介などを行い、両校に    
とって素敵な交流会となりました。
　午後は、三陸鉄道に乗り、鉄道社員や沿線
住民の方が震災当時の様子を説明していただき
ました。降車後、ラグビーワールドカップ
2019 日本大会が行われた釜石鵜住居復興スタ
ジアムを訪ねました。

東陵高校野球部100名による
応援パフォーマンス

震災ボランティアの方の被災地案内（向洋高校校舎前）

函館山の夜景と記念撮影

函館名物「海鮮どんぶり」を堪能

　生徒館にて、西村理事長のピアノ伴奏で校歌
を斉唱し、教職員の表彰を行いました。
　式典終了後、廣瀬校長が特別講演「これから
の私学に求められるもの」を実施しました。

＜表彰者一覧＞
【文化功労表彰】
美術部 井関　  洋　（顧   問）

【スポーツ功労表彰】
ソフトテニス部 江澤　正信（部　長）
 飯田　真夕（副部長）
 白根　真人（監　督）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ゴルフ部 田中　裕輝（部　長）
　　　　　　　　　 長谷川夢希（監　督）

【教育功労表彰】
英語科 田村　和弘（教　諭） 
 高橋優理子（講　師）
 ｸﾘｽﾄﾌｧ‐ｸﾞﾘｰｽﾝ（講師）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入試部 江澤　正信（教　諭）

　
【永年勤続表彰】
４０年 中野　茂子（講　師）
１０年 白根　真人（教　諭）

震災復興の象徴「仙台うみの杜水族館」

　最終日は、班別行動で赤レンガ倉庫や五稜郭
など函館名所を訪れて写真撮影やお土産選びを
楽しみ、昼食は函館名物の海鮮どんぶり、
ラーメンや「ラッキーピエロ」のハンバーガー
を味わい、名残惜しくも無事に帰路につき、
羽田空港で解散することができました。

ゴルフ部　全国大会出場
12 月 25 日（水）・26 日（木）に一の宮カ
ントリー倶楽部で行われた「関東高等学校ゴル
フ選手権冬季決勝大会」において、本校は男子
2 名・女子 2 名が「全国高等学校ゴルフ選手権
春季大会」出場を果たしました。
大会名：全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 
日　程：3月 25日（水）～ 27日（金）
場　所：富士スタジアムゴルフ倶楽部
選手名：鄭　　優星（2C  千城台西中出身）
　　　　坂田　一真（1E  葛城中出身）
　　　　阿部　未来（2D  八街南中出身）
　　　　吉田　　鈴（1E  市川三中出身）

平成５年卒   村瀬文彦さん

本校卒業後、家族が経営していた「房州屋」
で修業し、現在は４代目店主として働いてます。
また、本校野球部の試合を見ることを楽しみに
しており、定休日には応援に来ていただくこと
もあります。
＜編集者レポート＞
　歴史を感じる店内で、人気 No.1 メニューの
『とろろそば』は、佐倉で名産品の大和イモを
使ったとろろと、コシのあるそばが絶妙に絡み
あう上品な逸品です。また、温かいそばも
お薦めなので、寒さが続く冬場に是非召し
上がってみてはいかがでしょうか？

人気No.1メニューの「とろろそば」

廣瀬校長による特別講演 全国大会出場決定のゴルフ部

八街郵便局前の通学路で合同登校指導

※版画甲子園大会に出場し、
　奨励賞に導いた

※全国大会出場に導いた

※女子の部で全国選抜大会、
　インターハイ出場に導いた

※きめ細やかな指導で生徒の
　英語力向上に導いた

※生徒募集に従事し、本校の
　発展向上に貢献した。

平成 30年度

募金活動

生徒会役員及びインターアクト同好会で記念撮影

西村繁先生の銅像前で記念撮影

西村理事長より教職員の功労を表彰

新校舎（RLM棟）　竣工
　新たな教育空間として、解放的なガラス
パネルを多用した新校舎 RLM 棟（Reimei 
Learning Method 棟 ) が令和元年 12 月に竣
工しました。1 階は、進路閲覧スペースを兼ね
た PC 室、 カウンセリング室、応接室、西村繁
先生に纏わる創立者展示エリアを設けていま
す。     2 階は、生徒が自由かつ主体的に利用で
きる  フリースペース（自習室）が広がり、隣
の教務・特進室は気軽に先生と相談できるよう
ガラスパーテーションで仕切っています。新年
早々、2 階のフリースペースを開放し、大学受
験を  控えた 3 年生がいち早く利用していまし
た。   今後、利用状況を見ながら備品等の整備
を進めていきます。

11 月 16 日（土）総勢 44 名で PTA 視察研
修を実施しました。
本年度は、学校をバスにて出発して、本校 
創立者の西村繁先生の母校早稲田大学を訪問
し、キャンパス内を見学。学生スタッフから 
大学の歴史と特色、卒業後の進路について説明
していただき、進学について理解を深めること
ができました。キャンパス見学後、鳩山会館を
訪れて、リーガロイヤル東京のランチビュッ
フェで昼食を取り、カッパ橋道具街を 観光し
ました。

PTA 視察研修

早稲田大学・本部キャンパスにて記念撮影

株式会社金原　代表取締役　金原  光宏  様
                          　　 インバータ発電機　１台

釜石鵜住居復興スタジアムで
記念撮影内観 ２階フリースペースで自習する生徒

新たな教育空間のRLM棟　外観

生徒会及びインターアクト同好会の生徒達が
イオン八街店の店頭に立ち、10月 18日（金）に
「赤い羽根共同募金」、12 月 12 日（木）に
「歳末たすけあい募金」を行いました。
行き交う方々に募金の呼びかけをした結果、

「赤い羽根募金」では 35,167 円、「歳末たすけあ
い募金」では 32,677 円集まりました。このよう
な活動に対し、八街市社会福祉協議会より
特別表彰を受賞しました。
ご協力いただいた皆様には、この掲載を持ち
まして御礼申し上げます。

学校法人　千葉黎明学園　千葉黎明高等学校
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書道・美術合同作品展
　10月 24日（木）～ 27日（月）「第 8回書道・
美術合同作品展」を佐倉市のギャラリーカフェ
SORAで開催しました。
　書道部・美術部の部員、書道選択生徒、顧問
の作品約 80 点、中には約 1 年半かけて創り
上げた作品も展示されました。
　北村新司八街市長、山本義一県議会議員、
地域の方々など、4 日間で約 180 名にご来場
いただきました。ありがとうございました。

11 月 2 日（土）～ 16 日（土）千葉県を４
つの地域に分けて行われる「東部地区野球大会」
に出場しました。強豪校が揃う中で、野球部
は 2年連続 4度目の優勝を果たしました。
【大会結果】
１回戦　千葉黎明　１２－５　富里
２回戦　千葉黎明　 ７―０　佐原
準決勝　千葉黎明　 ４－２　銚子商業
決　勝　千葉黎明　１２－４　多古

千葉黎明杯ソフトテニス大会

27 校 80 チームが参加

ギャラリーカフェ SORA店内の様子

書道部・美術部で記念撮影

立教大学モリス館前で記念撮影

【女子】
優　勝　富　永・滝　口　組（横芝中）　
準優勝　山　崎・相　原　組（臼井中）

大学キャンパスツアー体育祭　総天然芝グラウンドで実施

野菜・草花即売会
11 月 16 日 ( 土 )、生産ビジネス科が授業で
育てたダイコン、白菜、サツマイモ、ネギなど
の無農薬野菜やパンジー、シクラメンの草花を
出店した野菜・草花即売会を行いました。
近隣住民は、生徒が育てた野菜や草花を買う
ために、販売前から並ぶほど大盛況でした。

開会式でクラス旗とともに選手宣誓

校内進路ガイダンス

女子優勝　八街中学校

約85校が参加、体育館の様子

( 早稲田・立教など )

八街市　慶應義塾大学野球教室

野球部 東部地区大会２連覇

アーチェリー黎明カップ

12 月 8 日（日）第 42 回八街市少年野球教
室は、慶應義塾大学野球部助監督の竹内大助氏、
コーチの上田誠氏及び現役の学生選手 4 名を
指導者として招き、本校野球グラウンドで開催
されました。慶應義塾大学野球部による指導は
32年連続となります。
高校野球の甲子園大会で 準優勝し中日ドラ
ゴンズからドラフト４位で指名された郡司裕也
捕手が近隣の小中学生にバッティングや走塁の
指導をしていただきました。
また、本校の荒井総監督が「野球に魅せら
れて～学びの 8 年間～」と題した講演を行い
ました。

郡司選手の技術指導を受ける小中学生

　優勝した野球部（２年連続４回目）
　　　　　　ふれあい坂田池公園野球球場

1月19日（日）第8回八街市長杯アーチェリー
黎明カップが行われました。
この大会は、全国 19 会場をインターネット
で結び、一斉に大会を行います。関東地区会場
の本校体育館には、15 校の 85 名の選手が集
まりました。大会結果は以下のとおりです。
＜大会結果（千葉会場）＞
男子優勝：大谷　伊吹（都立山崎）
女子優勝：森田　侑歩（流山おおたかの森）

　

関東の強豪校15校が集まったアーチェリー黎明カップ

11 月 27 日（水）首都圏の学校を中心に、
千葉大学、中央大学をはじめ約 85 校の大学、
短大、専門学校をお招きし、1・2 年を対象と
した校内進路ガイダンスを実施しました。
各校の担当者がその学校の特徴や雰囲気を
各ブースで説明、生徒は担当者に直接質問する
ことができます。
また、早稲田大学の学生による大学選択の方
法や受験勉強などのアドバイスもあり、1 年は
進路を「探す」、2 年は進路を「決める」契機
になりました。

　11 月 24 日 ( 日 )・12 月 1日 (日 )、県内の中
学校を招待し、第 17 回黎明杯ソフトテニス大会
( 会場：八街中央中学校・本校ターフコート ) が
行われました。大会結果は以下の通りです。
※男子は雨天のため中止

無農薬で育てた野菜と花を生徒が販売

11 月 16 日（土）元プロバスケットボール
選手の小宮邦夫さんをお招きして「オリパラ
教育推進関連事業講演会」を本校体育館で行い
ました。
プロ選手になるまでの経歴、取り組みや男子
バスケットボールが 44 年ぶりにオリンピック
に出場を果たすまでの出来事を語っていただ
き、普段聞けない内容に生徒も興味を持って
話を聞いてました。

オリパラ教育推進関連事業講演会

講演していただいた小宮邦夫さん

陸上競技部　関東大会入賞

4×400ｍリレーで 2位入賞を果たした陸上部

生徒会役員選挙
9 月 30 日 ( 月 )、生徒会選挙の立会演説会
が本校体育館で行われ、立候補者は緊張しなが
らも自分の抱負を全校生徒に向けて熱く語りか
けました。
10 月 9 日 ( 水 ) の選挙本番は、八街市選挙
管理委員会より実際の 投票箱をお借りし、投
票場に仕立て上げ、厳粛で品格のある生徒会選
挙となりました。

生徒会立候補者による立会演説会
　10 月 10 日 ( 木 )、当選した生徒会役員の認
証式が開催され、廣瀬校長より認証書が授与さ
れました。
《生徒会役員》
<会　長>東條  舞宙　（2H八街南中出身）
<副会長>髙山  奈緒　（1H横芝光中出身）

田中  飛向　（1H八街南中出身）
<書記長>森　  優介　（2F四街道北中出身）
<書　記>松戸  愛莉　（2F四街道西中出身）

髙𣘺  利緒　（1H成東東中出身）
<会計長>伊藤  満梨果（2F富里北中出身）
<会　計>桐生  秀優　（1F南山中出身）

高田  菜桜　（1F加曽利中出身）
<庶　務>赤羽  新之介（2F根郷中出身）

早川  愛優　（2H八街中央中出身）
村井  凪紗　（1G横芝中出身）

新しい生徒会役員と記念撮影

クリスマスツリー点灯式
11 月 22 日（金）、生徒会役員は西村理事長
からクリスマスオーナメントが贈られ、管理棟
前のモミの木に飾りつけました。11 月 25 日
( 月 )、吹奏楽部の演奏とともにクリスマス      
ツリー点灯式を行い、マスコットキャラクター
の「レイジー」も登場。星空の下で輝くクリス
マスツリーを鑑賞しました。

校内に輝くクリスマスツリー

第 2回 REIMEI CUP バスケットボール大会

　12 月 27 日 ( 金 )・28 日 ( 土 )、県内約 30
の中学を招待し、　第 2 回 REIMEI CUP バス
ケットボール大会（会場：八街中央中学校・本
校体育館）が行われました。大会結果は以下の
通りです。
男子優勝：千葉市立椿森中学校
女子優勝：八街市立八街中学校

早稲田大学生から受験指導や進路選択のアドバイス

3年 百足リレー 応援合戦（サッカー部）

11 月 9 日（土）植草学園大学で行われた
高大連携プログラム 第 2 回植草学園・高校生
プレゼンテーションコンテスト 2019 に参加し
た髙山奈緒さん（1H 横芝光中出身）がグラン
プリを受賞しました。「理想の共生社会を
めざして～オリンピック・パラリンピックを
きっかけとして～」というテーマで髙山さんは、
パラリンピックに焦点を当てて、障がいを持つ
方が生きやすい社会を作るためにシンボル
マークプロジェクトを紹介しました。

高大連携プログラム グランプリ受賞

グランプリを受賞したプレゼンテーション

　　　

また、12 月 13 日（金）、特進コース 1 年生
が 120 年以上の伝統ある日本女子大学のキャ
ンパスツアーを実施しました。
生徒は、現役大学生から大学生活の様子を
伺ったり、施設の雰囲気や講義、学食を体験す
ることで、進学意欲を高める機会となりました。

日本女子大創立者成瀬仁蔵記念講堂前で記念撮影

なお、10 月 24 日（木）に本校で行われた
校内プレゼンテーション演習会では、2019 年
3 月に本校を卒業し、戸板女子短期大学に進学
した葛西ありささんが参加し、話し方のコツを
生徒に アドバイスしました。

　体育会女子バスケットボール部は、11 月 26
日（火）に行われた新人大会予選会で、創部以来
初めて県大会出場を果たすことができました。
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。

今後の活躍が期待される女子バスケットボール部

女子バスケットボール部　県大会初出場

男子優勝　椿森中学校

第１回 REIMEI CUP ソフトボール大会
　１月 25 日（土）県内 12 校の中学を招待し、
第１回REIMEI CUP ソフトボール大会 (会場：
八街中央中学校・本校ソフトボール場、野球グ
ラウンド ) が行われました。大会結果は以下の
とおりです。
【大会結果】
優　勝：四街道市立四街道北中学校

県内の中学12校が集まったソフトボール大会

　10月 30日（水）1学年はキャンパスツアー
を実施し、以下の大学を見学しました。
特　　進コース：早稲田大学・立教大学
選抜進学コース：國學院大學・立教大学
総合進学コース：明海大学・帝京科学大学（男子）
　　　　　　　　戸板女子短期大学（女子）
生産ビジネス科：城西国際大学

　10 月 5 日（土）に本校グラウンドで
体育祭を行いました。2019 年４月より、生徒
の安全さと快適さを考えた学校づくりとして、
グラウンドの総天然芝化「REIMEI GREEN 
PROJECT」を進めて 9月末に完成しました。
　生徒たちは、緑の天然芝が綺麗に生えそろっ
たグラウンドで各種目とも全力で競技し、人気
種目の部活動対抗リレーでは、応援合戦も含め
て大いに盛り上がり、クラスの絆が深まる
体育祭となりました。

　10月 19日（土）～ 20日（日）千葉県総合スポー
ツセンター東総運動場で行われた「第 23 回関東
高等学校選抜新人陸上競技選手権大会」において
２年連続の入賞を果たしました。大会結果は以下
の通りです。
【種目】
男子 4×100ｍリレー　 決勝　2位
男子 4×400mリレー　 決勝　2位
男子三段跳 　決勝　  5 位
【選手名】
越川大輝（2F旭二中）大木祥太朗（1C横芝光中）
戸塚斗貴亜（2F 増穂中） 大野陽斗（1F 玉造中）
吉橋孝維（2B 四街道西中）高橋歩夢（2B神崎中）


