
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。

  9月30日（木）　　前期終業式

11月  4日（木）～　7日（日）　

10月  4日（月）　　後期始業式　　

2年修学旅行
12月23日（木）　　冬季休業前集会
  1月11日（火）　　授業開始

主な学校行事

『学校長挨拶』
　              校長　廣瀬　正臣

後援会会長

後援会副会長　吉田　憲二様　アクリル板一式　

河合　一夫様　  
　　　消石灰　１００袋
　　　アルコール消毒液　一式

　　　　　　　　　　千葉黎明高等学校　事務長　吉田　英雄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　事　長谷川夢希

令和２年度　卒業記念品
マイクロバス 1台
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

黎明　職域コロナワクチン接種

学校法人　千葉黎明学園　千葉黎明高等学校
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勉強・運動がしやすい季節　　　　　　　　
になってまいりました。　　　　　　　　　　
皆様方には、益々ご清栄の　　　　　　　　
ことと存じます。この４月に　　　　　　　　
新入生２８９名を迎え、全校　　　　　　　　
生徒８４９名でスタートしました。本校は、     
「授業」「行事」「部活動」三本柱を実践してい
くために、「備」「護」「望」の３つのキーワー
ドとして組織を強化していきます。
生徒の活動としては、昨年度から、生徒会が
中心となりＳＤＧｓの観点から医療従事者への
敬意と感謝を表し、献血運動を始めています。    
部活動では、全国大会にアーチェリー部、        
陸上競技部、ゴルフ部、ライフル射撃部、        
男子ソフトテニス部が出場します。５月２１・
２２日に学園祭の代替行事で校内文芸発表会を
行い。各学級は、黒板・モザイクアート作品 
制作を行い、文化部は作品展示や体育館を      
使用して舞台発表を行いました。２日目は、    
約２００名の保護者に来校して頂き、昨年同様
にライブ配信を行い生徒たちの活動を見てい
ただきました。来年度の１年生から、生産ビジ
ネス科、普通科（総合進学・選抜進学・特進コー
ス）のそれぞれの特色を生かした教育課程が              
展開します。今後とも、建学の精神（文武両道、
師弟同行）を貫いて「生徒主体」の学校経営に
邁進していきます。あと 2 年（2023 年）で    
創立 100 年となります。変わらぬご支援を
賜りますよう、よろしくお願いします。

国体出場予定だった左から大岩慶尚くん、吉田鈴さん、広田和也主事

体育館エアコン　設置
6 月 23 日（水）に着工した体育館エアコン
10台の工事が 7月 13日（火）に完成しました。
空調設備を導入することで、 コロナウイルス   
対策のための換気や、夏の熱中症対策、冬の 
防寒対策ができます。７月 16 日（金）に        
体育館エアコン使用方法の説明会をおこない 
ました。「練習に集中ができてとてもありがたい」
と生徒たちからも多くの喜びの声がありま
した。今後、部活動のみならず体育・学校行事
などでも使用され、より快適な学校生活が送れる
ようになります。

7月 5 日 ( 月 )   朝 7 時半から 1時間、PTA
と教員との合同登校指導を実施しました。 八街
駅、通学路、校門などで２～４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
に登校できるように意見交換会を行いました。

PTA  合同登校指導

　令和 2 年 11 月 29 日（日）に開催を予定し
ていた「令和 2 年度八街市・八街市教育委員会
定例表彰式」は、新型コロナウイルス感染      
拡大防止の為式典の開催が中止となりました。
そのため受賞者の方々に表彰状と記念品が送ら
れました。内容は、以下の通りです。　　　　
　　
【八街市長表彰】
●ゴルフ部
男子団体の部
全国高等学校ゴルフ選手権特別大会

第 8位
女子団体の部
全国高等学校ゴルフ選手権特別大会

第 4位

【八街市教育委員会表彰】

●男子ソフトテニス部
吉田蕗生（四街道）
井上  駆　（横芝）
令和 2年度千葉県高校 3年生大会

男子の部　優勝

●陸上競技部
大木　祥太朗（横芝光）
令和 2年度千葉県高等学校新人大会陸上競技会

男子 100ｍ　第 1位
大野　陽斗（玉造）
令和 2年度千葉県高等学校新人大会陸上競技会

男子 200ｍ　第 2位
●女子ソフトボール部
令和 2年度千葉県高等学校ソフトボール選手権大会

第 3位
●アーチェリー部
令和 2年度千葉県高等学校アーチェリー選手権大会

男子団体戦　準優勝
　　小林　稜也（四街道）

男子個人戦　　優勝

令和 2年度　八街市定例表彰

2学年特別講演会　青島健太様  来校
令和 3 年 3 月 23 日（火）に本校体育館にて
2 学年を対象とし、スポーツキャスターの       
青島健太様をお招きして講演会を実施しまし
た。青島様は、2015 年に本校学園祭での記念
講演会でも来校されたことがあり、スポーツの
魅力を語り、学校生活にエールを送っていただ
きました。

生産ビジネス科　ヤギ出産
令和 3 年 7 月 14 日（水）本校飼育場に       
おいて雌ヤギ「ナギちゃん」から、雄ヤギ          
「ホシくん」が生まれました。現在は、生産    
ビジネス科の先生や生徒に育てられ、すく    
すくと成長しております。大好きな食べ物は、
ニンジンとの事でした。

2021 年 9 月 25 日（土）～ 10 月 5 日（火）
開催予定の「三重とこわか国体」は、新型コロ
ナウイルス感染が全国的に拡大したうえに、    
三重県が緊急事態宣言の対象地域となったこと
により、残念ながら中止となってしまいました。
出場予定だった選手は、以下の通りです。

●ゴルフ部
　吉田　鈴（3B　市川三中）
　大岩　慶尚（2B　誉田中）

●アーチェリー部
　広田　和也（アーチェリー部監督・事務主事）

講師の青島健太様

株式会社　大山　アルコール消毒液１０００本

２期制導入
令和３年度より、従来の３期制から２期制
へと移行しました。3 学期制と比べ、フレキシ
ブルな日程が確保されます。生徒たちはじっく
りと学習に取り組めるようになるため、日々の
授業や特別講座に力を入れることが期待されま
す。長期休み前の７月と 11 月には、学力テスト
（小テスト）を行い、生徒の成績向上に努めて
います。

いまだ新型コロナウイルスの脅威的な感染
拡大により緊急事態宣言発令の地域が多い中、
より一層生徒の安全を最優先に考えた学校運営
に努めております。皆さまのご協力もあり、
こうして広報誌を掲載することができました。
今後ともご指導・ご協力をお願いいたします。

体育館内設置のエアコン（男子バスケット練習風景）

体育館エアコン　設置ゴルフ部　日本女子アマ4位
6月15日（火）～18日（金）に、大山ゴルフ
クラブ（鳥取県）で行われた「2021 年度日本
女子アマチュアゴルフ選手権競技」にて、吉田
鈴さん（3B市川三）が4位入賞を果たしました。
４日間の天気は悪く、 初日は3オーバーと出遅れ
るも、２日目以降は気持ちを落ち着かせて臨ん
だところ、調子を上げて total 6 アンダーまで
スコアを伸ばしました。目標は、トップ 10 に
入って日本女子オープン最終予選への切符を手に
することだったので、本人は「満足です。楽しい
４日間、最終ラウンドでした。」と笑顔で振り
返りました。

株式会社　東芝　野球ボール　2ダース　

八街市郵便局前で登校指導

新型コロナウイルス感染拡大で若年層の感染
が急増しているなか、生徒が安心して授業に  
取り組めるように、8月19日（木）、9月9日（木）
に学校医の八街皮膚科 前田医師のもと、教職員
がワクチンの職域接種を実施し、教職員約30名
が接種しました。また、公的機関に打診し協議
をしたことにより、在校生徒にワクチン供給の
見通しが立ったため、9 月 23 日（木）、10 月
14 日（木）に接種を実施します。日々の学校
生活や体育祭・修学旅行などの学校行事を安全
で安心して運営できるよう、引き続き感染症
対策に務めたいと思います。

本校パストラルホールでワクチン接種

体育館入口にエアコン設置の機能表を掲示

本大会4位Tと過去最高成績を収めた吉田鈴さん（3B市川三）

体育館エアコン　設置ライフル射撃部　インターハイ8位入賞
８月９日（月）～ 1１日（水）に、広島県
つつがライフル射撃場で行われた全国高等学校
総合体育大会において、吉野拓海くん（1B 横芝
光）が出場しました。なお、ライフル射撃部は
今年度より創部初めての全国大会に出場しまし
た。１年生で初めて臨んだ大舞台で、予選は
集中して得点を取ることができ、４位で決勝
ファイナルに進出しました。決勝は、かなり緊張
してしまいましたが、８位入賞という成績を
収めることができました。今回の経験を糧に
して、「来年は全国優勝を目指したい」と述べ
ました。
●ライフル射撃部
令和3年度全国高等学校総合体育大会
　日時：8月9日（月）～11日（水）
　会場：広島県つつがライフル射撃場
【出場選手】
　吉野　拓海（1B  横芝光）
【結果(男子個人AR立射10mの部）】　
　第8位　入賞

生徒とのコミュニケーションを図り授業を行う（江澤教諭） 本大会8位と入賞を果たした吉野拓海くん（1B横芝光・右から2人目）

気持ちよさそうに散歩している雄ヤギ（ホシくん）

令和2年度卒業記念品　マイクロバス（三菱ローザ）

2021三重県国体　出場予定者

SDGｓ（持続可能な開発目標）の観点から、
輸血を必要としている患者さんのために、生徒
会が主体となり、令和 3 年 3 月 11 日（木）と
6 月 23 日（水）に献血を行いました。多くの
生徒は献血が初めてで、不安感を持つ生徒も
いましたが、2 日間合わせて約 130 名の本校
生徒に協力いただきました。生徒の思いやりの
心が垣間みえ、大変頼もしく、また心温まる思い
がしました。

献血実施

生徒たちはドキドキしながら献血を行っています。

本校では例年 3 月に「黎明音楽祭・吹奏楽部
定期演奏会」を四街道文化センターにて実施 
していますが、新型コロナウイルス感染防止の
為、「録音演奏会」を 3 月 26 日（金）に本校 
体育館で行いました。昨年度もコロナ禍により 
保護者、野球部生徒のみの演奏会を実施しまし
たが、新型コロナウイルスの感染拡大により、    
コンクール等が続々と中止となっていたため、
生徒たちはよりいきいきと演じていました。
三年生の保護者は、高校生活最後の生徒の活躍
ぶりに目を潤ませて聞き入っている方もおられ
ました。

　吹奏楽部　録音演奏会

ダイナミックな演奏が体育館に響く様子（吹奏楽部）

10月30日（土）　　体育祭

吉田　洋一
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令和 3年 4月26日（月）生徒館にて「令和
3 年度　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 の部活から
スタートし、今年度はライフル射撃部を発足、    
現在は 19 の部活動が、目標を持ち活動していま
す。今年度は、135 名の新入生が入会し、吉田
体育会会長から挨拶がありました。在校生代表
として、野球部主将の草野知大くん（3F 公津の
杜）が歓迎の挨拶をし、新入部員代表として
柔道部平館力くん（1C千代田）が入会生徒代表
の宣誓をしました。

体育会入会式

関東大会出場令和 3年度

空港で見送る西村理事長、廣瀬校長

1 学年　校内研修
黎明生としての自覚を向上させるために、      
4 月 21 日（水）、22 日（木）1 学年対象の校内
研修を行いました。例年、ホテル日航成田にて
２泊３日で行っています。新型コロナウイルス
感染拡大防止から、校内で２日間研修しました。
生徒たちは、今回の研修を受けて高校生活の
目標を設定し、向上心・自立心・素直な心の
育成と協調・協同の精神を学びました。また、
西村理事長や荒井副理事長から講話をいただき
ました。

真剣な眼差しで聞く1年生

令和 3年度  特進夏期勉強合宿

小人数での対策講座を実施

体育会、男子ソフトテニス部、ゴルフ部、     
アーチェリー部、陸上競技部、ライフル射撃部
の 5 団体が激戦の千葉県予選会を勝ち抜き、   
関東大会出場しました。各部活動の大会結果は、
以下のとおりです。※（　　）出身中学校
●ライフル射撃部
令和3年度関東高等学校ライフル射撃選手権大会
日時：6月4日（金）、5日（土）
会場：茨城県営ライフル射撃場
【出場選手】
吉野　拓海（1B 横芝光）
【結果】
 男子個人の部　
 吉野　拓海　　５位　

●アーチェリー部
令和3年度関東高等学校アーチェリー選手権大会
日時：6月5日（土）、6日（日）
会場：神奈川県大磯運動公園
【出場選手】
河尻 美海（3E 八木が谷）大磯 恵理奈（2F 横芝）
相内 彩佳（1F 二宮）
【結果】
女子団体の部　5位

●男子ソフトテニス部
令和3年度関東高等学校ソフトテニス選手権大会
日時：6月5日（土）、6日（日）
会場：栃木県総合運動公園テニスコート
【出場選手】
永嶋　莉久（3D 公津の杜）岩森　禅（2C 臼井）
松本　大誠（2E 横芝）  坂本　譲（2F 酒々井）
【結果】
男子個人の部　
松本　大誠・坂本　譲ペア　3回戦敗退
永嶋　莉久・岩森　禅ペア　2回戦敗退

　

 ●ゴルフ部
令和3年度関東高等学校ゴルフ選手権大会
日時：6月11日（金）、12日（土）
会場：男子　千成G.C（栃木県）
　　 女子　 那須野ヶ原C.C（栃木県）
【出場選手】
男子
坂田　一真（3B 葛城） 豊　　太陽（3C 土気南）
大岩　慶尚（2B 誉田） 岩國　佑来（2F 四街道）
澤田　竜成（1D 亀戸三）
女子　
吉田　　鈴（3B 市川三） 高田　菜桜（3E 加曾利）
平山　磨美（3F 多古） 成田　月奈（2B 松江四）
渡邉　世奈（2C 勝田台） 岡島　彩乃（2E 稲毛）
齋田　陽菜（1D 加曾利） 平山　奈那（1F 多古）
【結果】
男子団体の部　第5位
女子団体の部　第12位
男子個人の部
坂田　一真 140ストローク　8位
大岩　慶尚 145ストローク　29位
澤田　竜成 146ストローク　37位
女子個人の部
吉田　　鈴 145ストローク　22位
渡邉　世奈 151ストローク　46位T
岡島　彩乃 157ストローク　70位T
齋田　陽菜 159ストローク　77位T
高田　菜桜 160ストローク　80位T
平山　奈那 161ストローク　86位T
平山　磨美 164ストローク　94位T
成田　月奈 165ストローク　98位

　　　　　　　

●陸上競技部
令和 3年度関東高等学校陸上競技選手権大会
日時：6月18日（金）～21日（月）
会場：川崎市等々力陸上競技場
【出場選手】
齋藤 虎太郎（3C 印旛） 大木 祥太朗（3E 横芝光）
大野　陽斗（3F 玉造） 宮原　蓮 （2A 四街道北）
佐藤　聖也（2B 大綱） 御簾納　音穂 （2C 芝山）
蕨　恭佑（2G 山武） 堀　ひかる （1C 成田西）
平野　豪琉（1C 旭二） 宇野澤 陸斗（1F 銚子五）
【結果】
男子
100ｍ　大木　祥太朗　10.82　2位
200ｍ　大木　祥太朗　21.48　3位
400ｍ　大野　陽斗　　48.11　5位
4×100ｍ　3.13.63　DQ（失格）
1走齋藤　虎太郎　2走大野　陽斗　
3走大木　祥太郎　4走佐藤　聖也

平館力くんによる力強い入会の宣誓（1C千代田）

　8月11日（水）山田ゴルフクラブにて、黎明カップ
ゴルフ大会を開催いたしました。県内外の中学生 9 名
に加え、本校ゴルフ部員 21 名、OB・コーチ 6 名を
加えた36名が参加しました。 結果は以下の通りです。
【大会結果】　※数字はストローク数
高校男子  優勝 ： 大岩   慶尚 （2B 誉田）   69 
高校女子  優勝 ： 吉田　　鈴 （3B 市川三） 68 
中学男子  優勝 ： 上村   大和くん（市川第五） 71
中学女子  優勝 ： 鶴瀬   楓彩さん（千城台南) 76 

黎明カップゴルフ大会

西村理事長・白石プロを囲むゴルフ部生徒と中学生

4 月 21 日（水）首都圏の学校を中心とした   
約 30 校の大学、短大、専門学校を招き、３学年
を対象とした進路ガイダンスを行いました。        
各学校の担当者は、学校の特徴や雰囲気だけで
なく、自分の特性にあわせて合格の可能性を   
広げられるよう、多様化する入試方式も説明しま
した。ブースでは、学校推薦型選抜・総合型   
選抜はもちろん、一般選抜までの最新情報を   
直接聞くことが出来ました。今取り組むべきこと、
考えるべきポイントなど進路ガイダンスで得た
情報や考えた事柄は、進路選択に生かす手掛かり
となるでしょう。

約30校が参加、熱心に話を聞く生徒

　工学部は 7月 29 日、 鈴鹿サーキット（5.8km）
で開催された「鈴鹿ソーラーカー 2021」に出場
しました。本校工学部は、2007 年から毎年ソー
ラーカーレースに参加していましたが、今大会で
幕を閉じるため、今回のレースが最後となりまし
た。決勝レースは朝７時～から４時間で鈴鹿サー
キット（5.8km）の周回数を競います。順調に
周回を重ねましたが、フロントタイヤバーストにより
コースアウト。結果は３３周、クラス６位でした。

生徒自ら設計した車両と最後の記念撮影

工学部　ソーラーカーレース鈴鹿　ラストラン

2 学年研修旅行　修学旅行代替
令和 3年 3月 18日（木）、2学年修学旅行は、
コロナ禍による代替として「成田空港遊覧飛行
体験」「東京ディズニーランド」を楽しみました。
飛行機の搭乗前、日本航空のパイロットの皆さ
んがウクレレの演奏で本校校歌を合唱して迎え
てくださいました。飛行機にて上空から見下ろ
した眺めは、大変絶景でした。その後、人数 
制限により観光客が少ないディズニーランドに
てアトラクションを楽しむことができました。

　　　校内文芸発表会（学園祭）
5 月 21 日（金）と 22 日（土）に校内文芸 

発表会（Happy! Happy! Happy! ～みんな
大好き黎明高校～）を開催しました。一日目は
生徒対象に吹奏楽部、軽音楽部、ダンス同好会、
チアリーダー愛好会や演劇愛好会による演奏・
公演、そして美術・写真・工学・書道・文芸の
各部ならびに漫研・数学愛好会の制作発表を
行いました。また、各クラスが「五輪競技」
のテーマで書いた黒板アートや趣向を凝らした
モザイクアートの発表をしました。二日目は
茶華道部も加わり、 保護者や関係者の方々に
日ごろの活動成果を披露し、 楽しいひと時を共有
しました。観賞できない方々に対応するために
一日目の様子をライブ配信しました。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止から、学園祭の代替行事
発表機会を創設することで、文化活動の更なる
発展を目指すきっかけとなりました。

閉会式は、西村理事長が音頭を取り、
医療従事者に向けた「フライデーオベーション」

茶道の手順を披露
　（茶華道部）

JALのクルーが黎明高校の校歌でお出迎え

令和 3年度

令和 3年度

　　校内進路ガイダンス
息の合ったダンスで客席魅了
　　（ダンス愛好会）

左から坂本くん、松本くん、岩森くん、永嶋くん

令和 3年度　全国大会出場
●陸上競技部
令和3年度全国高等学校総合体育大会
日時：7月29日（木）～31日（土）
会場：福井県9.98スタジアム
【出場選手】
大木　祥太朗（3E 横芝光）　大野　陽斗（3F 玉造）
【結果】 
男子
100ｍ予選　大木　祥太朗　10.77　4位
200ｍ予選　大木　祥太朗　21.51　7位
400ｍ準決　大野　陽斗　　48.34　5位

●男子ソフトテニス部
令和3年度全国高等学校総合体育大会
日時：7月30日（金）
会場：能登町藤波運動公園テニスコート
【出場選手】
松本　大誠（2E 横芝）    坂本　譲（2F 酒々井）
【結果】
男子個人の部　
松本　大誠・坂本　譲ペア　1回戦敗退

令和3年度全国高等学校ゴルフ選手権大会
日時：8月22日（日）～28日（土）
会場：サンヒルズカントリークラブ（栃木県）
【出場選手】
男子
坂田　一真（3B 葛城） 大岩　慶尚（2B 誉田）
岩國　佑来（2F 四街道） 澤田　竜成（1D 亀戸三）
鶴瀬　覇也 （1E 南吉成）
女子　
吉田　鈴　（3B 市川三）　
【結果】
男子団体の部　第２２位

男子個人の部
大岩　慶尚 142ストローク　24位
澤田　竜成 144ストローク　33位
坂田　一真 154ストローク  103位
女子個人の部
吉田　　鈴 147ストローク　47位

●ゴルフ部
2021年度　日本ジュニアゴルフ選手権競技
日時：8月18日（水）～20日（金）
会場：日高カントリークラブ（埼玉県）
【出場選手】
男子
坂田　一真（3B 葛城）　鶴瀬　覇也（1E 南吉成）

男子個人の部
坂田 一真  219ストローク　  29位T
鶴瀬 覇也  156ストローク　  78位T ※3日目進出ならず   

この大会で引退となる河尻美海さん（3E八木が谷）

●アーチェリー部
令和3年度全国高等学校総合体育大会
日時：8月21日（土）
会場：鯖江市東公園陸上競技場
【出場選手】
河尻　美海 （3E 八木が谷）
【結果】
女子個人の部　
河尻　美海　82位

リレーにて全力疾走の大木くん（左から3人目・3E横芝光）

西村理事長による講話 荒井副理事長による講話

令和3年7月26日（月）～28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 30 名が、第 9 回目の夏期勉強合宿を行い
ました。新型コロナウイルス感染拡大防止から、
3 年生のみを対象とし、室内の常時換気、個別
の食事、個室での宿泊など、十分な感染予防 
対策をとりながら、基礎講座や受験に向けた
対策特別講座を行いました。参加した生徒 には、
西村理事長より特製「必勝ハチマキ」が贈られ
ました。最終日は、大学や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。

第 5回黎明音楽祭
令和 3 年 9 月 4 日（土）、現役大学生の卒業
生が本校に来校され、特進コース生徒を対象に
当時の高校生活や受験対策など振り返って話を
するホームカミングデーを行いました。黎明
ラーニングメソッドの講座として、6 名の卒業
生に大学生活や受験期間の過ごし方を紹介して
いただき、生徒の進学意欲に繋げました。
＜ホームカミングデーに参加した卒業生＞
大川翔太郎さん（法政大学 4年）
山田　英人さん（明治大学 4年）
小田佳奈実さん（千葉大学 3年）
近藤　隼右さん（日本大学 2年）
坂東　里香さん（法政大学 2年）
権守　陽文さん（東京理科大学 1年）

受験時のアドバイスなど話す山田英人さん（平成30年度卒業生）

令和 3年度　特進コース   ホームカミングデー

高校書道作品紙上展　最優秀賞
8 月 11 日（水）毎日新聞に掲載された        
第 524 回小中高校書道作品紙上展（毎日新聞    
協賛）において、鈴木姫凛さん（3A　佐倉南部）
が見事最優秀賞を受賞しました。７月度課題：
「司馬昞墓誌銘の臨書」にチャレンジし、数多
くの中から選出されました。

最優秀賞を受賞した鈴木姫凛さん（3A　佐倉南部）

シンデレラ城にて記念撮影


