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　新春の候、皆様方には、
益々ご清栄のことと存じま
す。
　現在も新型コロナウイル
スは、変異しながら世界中
で猛威を振るっています。
ノーベル賞を受賞された
山中伸弥教授は、コロナウ
イルスとの戦いは、「長い
マラソン」と語っています。
また政府からの定期的な情報発信では、「社会・
経済活動の活発化に伴い、陽性者は再び増加に
転じる可能性が高いが、ワクチン接種の更なる
拡大、治療薬の開発、医療体制の強化、マスク
対策の継続等により、医療や社会・経済に与え
る影響をこれまでより、大幅に減少させること
が出来る」との見解を述べています。私たちも
気を引き締めて基本的な感染症対策の継続に
取り組んでいきましょう。
　さて、本校は２０２３年に創立１００年目を
迎えます。それに向けて１００周年実行委員会
が立ち上がり活動を始めました。内容等につき
ましては、本校ホームページに掲載する予定で
す。生徒たちの学習環境充実のためにも、是非
趣旨をご理解の上、ご協力の程よろしくお願
いします。生徒たちには今の自分に何が必要
か未来に向けてどうしたいのか「自分で考える
力」を身に付けさせていきます。
　最後になりますが、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。

生徒向けワクチン接種を実施
8 月初旬に若年層へ新型コロナウイルスの  
感染拡大が急増した際、生徒が 9 月 以降の    
学校生活や体育祭・修学旅行などの学校行事を
安全で安心して過ごせるように、在校生 220名
にワクチン接種を実施しました。公的機関へ
打診し、9 月 23 日 ( 木 )・10 月 14 日 ( 木 )
にワクチン接種をしたことにより、本校での      
感染者は 0 名となりました。11 月以降感染者
も減少傾向にありますが、12 月に発生した     
「オミクロン株」の国内感染により、今後感染
状況に変化が見られることが予想されます
ので、引き続き感染防止対策の徹底をお願いし
ます。

新型コロナウイルスが終息しないなか、生徒
の安全を最優先に考えた学校運営を努めて参り
ました。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。今後も「授業」
「学校行事」  「部活動」を大切にし、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。

卒業生の活躍　仲田航平さん

                「黎明の日」
12 月 1 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 19 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 8 団体の名を刻んだ石碑の
除幕式を行いました。

その後、生徒館にて教職員の表彰を行いま
した。表彰者は以下の通りです。

＜表彰者一覧＞
【スポーツ功労表彰】
ライフル射撃部 田中　裕輝（部　長）
 吉田　英雄（副部長）
 保谷　憲久（監　督）

アーチェリー部 荻野滉一郎（部　長）
 岩佐　一功（副部長）
 広田　和也（監　督）

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）
 中村　晋悟（コーチ）

陸上競技部 石橋　実咲（部　長）
 稲葉　　剛（監　督）

ゴルフ部 直井　　昌（部　長）
 長谷川夢希（監　督）

【文化功労表彰】
書道部 中野　茂子（顧　問）
 松田　綾香（顧　問）

美術部 井関　　洋（顧　問）
 佐藤　聖子（顧　問）

吹奏楽部 市成　直広（顧　問）
 遠藤あずさ（顧　問）
 藤井　夏芽（顧　問）

【教育功労表彰】
図書部 額賀　章光（教　諭）
 佐藤あずさ（教　諭）
 山本あゆみ（教　諭）
 野原　正章（教　諭）
 田中　裕輝（教　諭）

新型コロナワクチン対策 前田　伴幸（校　医）
 佐原　貴子（教　諭）
 中村　晋悟（主　事）

【永年勤続表彰】
勤続 30年 江澤　正信（教　諭）
 佐原　貴子（教　諭）
勤続 20年 岩井　　徹（教　諭）
 相馬　　淳（教　諭）
勤続 10年 佐藤　聖子（教　諭）
 山口　啓之（教　諭）

学校創立者　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 学校医　前田医師のもと生徒約220名がワクチンを接種

平成26年度卒　仲田　航平さん

今回は、タイ在住で日本語を教えている仲田
航平さん (平成 26年度卒）をご紹介します。

仲田さんは大学を卒業後、大学院に進学し、
現在は、タイの首都バンコクから約 85km（車
で約 1 時間程度）のチョンブリー県というとこ
ろにある、ブラパー大学という公立大学で、
タイ人の大学生に日本語を教えています。タイ
の学生にとって、日本人と触れ合う機会は全く
と言って良いほど無く、ネイティブの日本語を
聞いたり、日本人と会話をしたりすることも
良い勉強になるため、授業はほぼ全て日本語で
行っています。現在は、殆どの授業がオンライン
授業なのであまり学生と会話する機会はなく、                     
コミュニケーションのある授業も難しい          
状況です。

JR八街駅での合同登校指導

１０月 4 日 ( 月 )   7：30 ～ 8：30、PTA
と本校教職員が八街駅構内や駅ロータリー、        
八街郵便局付近で登校指導を実施しました。    
この時間帯は、交通量が多く生徒も集中する  
ため、声かけをし注意を促しました。登校の 
様子を見守った後、本校で交通安全意識と      
マナーの向上について話し合いました。ご協力
ありがとうございました。

PTA  合同登校指導

マスクを取り、函館山の夜景と記念撮影（野球部）

生徒会役員選挙
10 月 15 日 ( 金 ) 生徒会選挙の立会演説会が
行われました。今年度は新型コロナウイルス 
感染症対策のため、立候補者は全校放送にて、
緊張しながらも自分の抱負を熱く語りました。
その後、10 月 18 日（月）に生徒会選挙を  
各教室で実施しました。

各教室で生徒会選挙を実施

10 月 20 日（水）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。新しい生徒会役員は以下の通りです。

《生徒会役員》
<会　長> 鈴木　涼太　　（2G富里南）
<副会長> 仲田　旭那　　（2F八街）
 中嶋　緋捺　　（1G酒々井）
<書記長> 市川　絢悠　　（2E八街中央）
<書　記> 阿部島　凛果　（1G東金）
 戸田　凛　　　（1G東金）
<会計長> 新倉　快生　　（2A八街北）
<会　計> 熊岡　優共　　（1F酒々井）
 川崎　将矢　　（1H八街）
<庶　務> 石井　杏樹　　（2F旭二）
 向後　圭織　　（2F旭二）
 井落　俐玖　　（1C干潟）

新しい生徒会役員と記念撮影

後援会　副会長　吉田　憲二 様
　　　　　　　　  　　消毒液スタンド　1台

後援会　会　長　河合　一夫 様
　　　　　　　　　　　アルコール消毒50袋

八街自動車教習所　代表取締役　平野　雅敏 様
　　　　　　　　　　　塩化カルシウム50袋

3月  3日（木）～　7日   (月）

4月  7日（木） 第100回入学式

               令和 3年度　私学振興大会

大会決議文を読み上げ、熊谷知事に渡す西村理事長

第2学年　修学旅行
11 月 4 日（木）～ 7 日（日）の 3 泊 4 日、   
2 学年生徒 233名と教職員 22名が、歴史教育・
自然教育・防災学習をテーマとした函館・東北
地方の修学旅行を実施しました。
初日は、成田空港からチャーター便で函館へ。
赤レンガ倉庫や五稜郭など函館名所を訪れまし
た。その後バスに乗り、函館山で函館市内の 
夜景を眺望し、宿泊先の湯の川温泉に到着      
しました。

2 日目は東北新幹線で盛岡に移動し、世界  
遺産である平泉の中尊寺金色堂、資料館や      
本堂などを散策しました。その後宿泊先の      
南三陸ホテル観洋に到着し、西村理事長と合流。
夕食後、女将の阿部様による震災講話が行われ
ました。

紅葉が見頃な中尊寺を散策

3 日目は石巻市震災遺構 大川小学校・伝承
館を訪れました。大川小学校では、2011 年の    
東日本大震災により、児童・教職員 84 名が   
犠牲となりました。生徒たちは、「震災語り部」
の皆さんから震災状況を聞き、事前防災と      
避難の重要性を学びました。

語り部による被災地案内（大川小学校内）

その後、日本三景の松島で記念写真を取り、
塩竈市武田の笹かまぼこ工場見学、青葉城      
本丸会館を訪れ盛岡へ戻りました。 

最終日は、小岩井農場を訪れ濃厚なソフト 
クリームを堪能し、羊飼いのゴルフを楽しみ 
ました。昼食は、ジンギスカンを味わい名残り 
惜しくも帰路につき、無事に東京駅で解散する
ことができました。

　　日本三景の松島で伊達政宗のコスチュームを楽しみました

　　小岩井農場の名物「ジンギスカン」を堪能

受賞された市成直広（教諭）

　市成直広教諭が「令和 3 年度  文部科学大臣
優秀教職員表彰」を受賞し、1月 13日（木）に
文部科学省東館にて行われた表彰式に出席され
ました。なお、本校では3人目の受賞となります。
市成教諭は、昭和 58 年より芸術科の音楽及び
吹奏楽部顧問として務めています。歴史ある
本校の吹奏楽部を育て、平成22年より吹奏楽部
コンクールにて上位入賞するようになると 2 年
連続で東日本大会出場、また全国大会の日本
管楽合奏コンテストや東日本学校吹奏楽大会
出場を果たしました。これまで指導した吹奏楽部
の部員は 500名以上を数え、卒業生には、バー
クリー音楽大学に進学後プロとして活躍する者
や、音大卒業後に陸上自衛隊中央音楽隊に入隊
し国家行事等で演奏する者など、社会で幅広く
活躍できる人材を育成されています。

市成直広教諭　文部科学大臣優秀教職員表彰式受賞
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10 月 9 日（土）私学教育を考える集い            
『令和 3 年度  千葉県私学振興大会』が幕張      
メッセで行われ、本校教職員が参加しました。
千葉県私学の情勢報告の後、 熊谷俊人千葉県   
知事などによる挨拶があり、 最後に千葉県私立
中学高等学校協会副会長である本学園の西村 
理事長が大会決議文を読み上げ、盛会のうちに
閉会となりました。 



1 学年　宿泊研修
 11 月 24 日（水）～ 26 日（金）1 学年を
対象に宿泊研修を行いました。黎明生としての
自覚を向上させるために、例年、ホテル日航成田
にて４月に行っている行事ですが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止から、11 月に変更して
実施しました。生徒たちは、 今回の研修目標と
して「自らの可能性を探し、卒業後の進路を
真剣に考える」、「自分で決め、行動し、振返りを
実践する」、 「時間を守る」、 「服装を整えて、 挨拶を
徹底する」、 「公私の意識を区別して、 パブリック
スペースでは黙道する」を掲げ研修に取り組み
ました。また、キャリア学習として成田空港を
見学し、伊勢青少年研修センター武田数宏所長に
よる講演が行われました。

成田空港CAの話を真剣な眼差しで聞く1年生

●陸上競技部
第２５回関東高等学校選抜新人陸上選手権大会
日時：10月23日（土）～24日（日）
会場：茨城県笠松陸上競技場
【出場選手】
佐藤　聖也 （2B 大綱）　御簾納 音穂 （2C 芝山）
堀  ひかる （1C 成田西）　平野 豪琉　（1F 旭二）

【結果】
男子
4×400mR予選　3.21.35  4着
1走　2C御簾納　音穂 2走　2B佐藤　聖也
3走　1C堀　ひかる 4走　1F平野　豪琉

慶應義塾大学　野球教室

技術指導を行う堀井監督（中央）と福井主将（右側）

11月10日（木）1・2年生対象に83校の大学、
短大、専門学校及び就職講座の担当者の方々を
お招きして進路ガイダンスが開催されました。    
生徒たちは教室や体育館に設けられた各ブース
において、学校の特徴や資格、奨学金などの   
説明を受け、真剣な眼差しでをメモをとっていまし
た。また、早稲田大学の現役生から高校生活で
大切なことや受験勉強についてアドバイスを
いただきました。生徒からは、「はじめは第２志望
だった大学が第 1 志望よりもいいな、 と思えた」 
「親を説得するための良い情報を得た」などの
声が上がりました。1年生は進路を探し、2年生は
進路を決めるきっかけとなりました。

本校体育館各ブースで説明を受ける生徒

生徒会が飾り付けをおこなったイルミネーション（桜の木とモミの木）

第 1回 REIMEI  Winter  Illumination 点灯式

体育祭
10 月 30 日（土）爽やかな秋晴れのもと      
総天然芝グラウンドにて体育祭を実施しまし
た。選手代表が「大会が開催されることを感謝
し、正々堂々と戦おう」と宣誓し、競技が開催
されました。8 の字大縄跳びや障害物リレー  
などの競技やクラス対抗リレーでは、互いに 
団結して 1 位を目指し、クラスの絆が深まり 
ました。

　　　書道・美術合同作品展
　9月 30 日（木）～ 10 月 3日（日）の 4日間
第 10 回書道・美術合同作品展を本校生徒館で
開催しました。
　書道部・美術部の部員、顧問や、書道選択 
生徒、教職員がそれぞれに思いを込めて描いた
作品や敬老の日の色紙などが展示されました。
在校生・保護者・元 PTA 会長及び役員・NHK
学園の生徒など過去最多となる 150 名が鑑賞
されました。

　　校内進路ガイダンス

本校卓球部は、11月5日（金）に行われた千葉県  
高等学校新人体育大会卓球大会男子学校対抗に
おいて、創部以来初めての第５位（ベスト８）に入賞
しました。
日頃より、応援してくださる皆様、ありがとうござい
ました。今回の結果に満足することなく、今後も
努力して参りますので、応援のほどよろしくお願い
いたします。

【出場選手】
鈴木　誠人（2F 四街道） 近藤　智仁 （2C 吾妻）
飯田　琉星（2C 富里） 伊藤　翔梧（2C 横芝）
豊里　尚弘（2C 吾妻） 坂原　巧馬（1B 千城台南）
名雪　陽輝（1E 成田）
【結果】 
男子学校対抗（５日・１０日）
２回戦　黎明 ３－０ 東邦高校
３回戦　黎明 ３－０ 松戸馬橋高校
４回戦　黎明 ３－０ 君津高校
決勝リーグ
  　　　黎明 ０－３ 千葉経済大学附属高校
  　　　黎明 １－３ 木更津総合高校
  　　　黎明 １－３ 拓大紅陵高校
７位決定戦（シード決め）
  　　　黎明 ３－２ 松戸六実高校

ベスト８と健闘した卓球部

第 5回黎明音楽祭
11 月 13日（土）植草学園大学さくらホール
にて「植草学園　高校生プレゼンテーション   
コンテスト2021」が行われました。「ジェンダー
平等実現のために～誰もが自分らしく生きられ
る社会へ～」というテーマに対して、中嶋     
緋捺さん（1G酒々井） 小川優斗くん（1G成東東）
田中優人くん（1G 八街）は、1 学年全員に
アンケートを取り、その結果から現在の問題点
とこれからのジェンダー社会への取り組みに
ついて紹介し、準グランプリを受賞しました。

準グランプリを受賞した1年G組の生徒

高校書道作品紙上展　優秀賞
12 月 7 日（火）毎日新聞に掲載された        
第 528 回  小中高校書道作品紙上展（毎日新聞    
協賛）において、成田芙羽さん（1F 八街北）
と山﨑百華さん（1F 八日市場第二）が見事     
最優秀賞を受賞しました。

優秀賞を受賞した成田芙羽さんと山﨑百華さん

ソフトテニス部　黎明杯

高大連携プログラム　準グランプリ受賞

3年連続で優勝した３G 梶葉クラス

玉入れ合戦 10人でバトンをつなぐリレー

8の字大縄跳び障害物リレー

美術部や授業生徒による作品と保護者・来賓

 　11 月 20 日 ( 土 )・ 21 日 ( 日 ) 県内の中学校
を招待し、第 19 回黎明杯ソフトテニス大会             
（会場：本校ターフコート）が開催されました。      
今年は、 新型コロナ感染防止のため、出場校を   
減らして男子 9 校、女子 8 校の団体戦方式で     
実施しました。大会結果は以下の通りです。   
【男子】
優　勝　横芝光町立横芝中学校
第２位　酒々井町立酒々井中学校　
第３位　芝山町立芝山中学校

【女子】
優　勝　横芝光町立横芝中学校
第２位　芝山町立芝山中学校
第３位　酒々井町立酒々井中学校

陸上競技部　関東大会出場

4×400ｍリレーにおいてのバトンパスシーン（中央）

アーチェリー部　関東大会出場
●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抜大会
日時：11月14日（日）
会場：山梨県敷島総合運動公園
【出場選手】
甲斐　光流（2B 富里北） 大磯　恵理奈 （2F 横芝）
【結果】
男子
甲斐　光流　521点　48位
女子
大磯　恵理奈　479点　30位

関東大会出場の選手たち（左から大磯さん、甲斐くん）

伊勢青少年研修センター武田所長による講演

進路ガイダンス

今年はステージ前のモミの木だけでなく      
その周辺にもオーナメントを飾ろうと生徒会が
中心となって準備をしました。12 月 3 日（金）
にイルミネーションが点灯すると、木々が輝き
に彩られました。吹奏楽部によるファン      
ファーレや、チアリーダー愛好会のダンス
ステージも行い会場は大いに盛り上がりました。

本校の野球グラウンドを会場として、中学生
の地元硬式野球クラブチームを対象とした野球
教室が開催されました。八街の林政男市議が 
実行委員長となり、講師に慶應義塾体育会      
野球部監督の堀井哲也氏、現役学生選手の森田
晃介選手、福井章吾選手、若林将平選手を招き、
ポジション別に守備練習や打撃練習の指導を 
していただきました。今年の慶應義塾大学野球
部は春秋リーグ戦連覇し、全日本大学野球選手
権の優勝チームでもあります。来春より森田 
選手は社会人野球の JFE 東日本、福井選手は  
トヨタ自動車、若林選手は日本新薬に進まれる
予定です。錚々たるメンバーから指導を受けた
中学生たちは、新たな目標を掲げ、目を輝かせ
て練習に励んでいました。

体育会　全国大会出場予定
3 月に行われる全国大会に 2 部活が出場する

ことが決定しました。該当部活は、ライフル 
射撃部とゴルフ部になります。
【ライフル射撃部】
2021 年度　全国高等学校ライフル射撃競技
　　　　　  選抜大会
日時 ： 令和 4年 3月 25日（金）～ 27日（日）
会場：三重県ライフル射撃場
出場選手：吉野　拓海（1B横芝光）

【ゴルフ部】
2021 年度　文部科学大臣楯争奪　第 42 回　
　　　　　　全国高等学校ゴルフ選手権春季大会
日時 ： 令和 4年 3月 21日（月）～ 25日（金）
会場：男子 オリムピックGC （兵庫県）
　　　女子 チェリーヒルズGC（兵庫県）
大岩 慶尚（2B誉田）　鶴瀬 覇也（1E南吉成）
澤田 竜成（1D亀戸三）渡邉 世奈（2C勝田台）
平山 奈那（1F多古）

全国大会でも活躍が期待されるライフル射撃部とゴルフ部

女子優勝チーム（横芝中）

男子優勝チーム（横芝中）

卓球部　県大会ベスト８

ゴルフ部　オーガスタナショナル女子アマ出場
本校ゴルフ部生徒の吉田鈴さん（3B  市川三）
が3月30日（水）～4月2日（土）アメリカジョー
ジア州で行われる「オーガスタナショナル女子
アマ」に出場することが決定しました。本大会
に使用されるオーガスタG.Cは、毎年マスターズ
で使用されるコースで、日本のエースである 
松山英樹プロが優勝を掴んだ場所です。世界
トッププロが憧れるコースに本校生徒が足を 
踏みいれる事はとても素晴らしいことであり、
活躍が期待されます。

野球部　21世紀枠県推薦校に選出
本校野球部は、第 94 回選抜高校野球大会の

「21世紀」千葉県推薦校に選ばれました。11月
26 日（金）に千葉県高校野球連盟の酒匂会長
が来校され、本校にて表彰式が執り行われまし
た。21 世紀枠での選抜大会出場は残念ながら
選出されませんでしたが、今後は夏の甲子園 
大会出場を目指し頑張っていただきたいと思い
ます。皆さまの応援宜しくお願いします。

千葉県高野連酒匂会長と本校野球部で記念撮影
(11月27日  毎日新聞掲載）

　11 月 21 日（日）本校総天然芝グラウンド  
オープニングセレモニーが開催されました。
　来賓には、芝生の管理をしていただいている
株式会社G-design加藤様や八街市サッカー協会
小林会長など多数の方々に参加いただきました。
後半は、複数の地元小学生チームも招待し、  
サッカー部在校生とのミニゲームなど交流を 
図りました。

GreenProjectに携わっていただいた関係者様

REIMEI  Green  Project   セレモニー

大会委員会から届いた招待状と吉田鈴さん

書道部によるパフォーマンスを用いた作品


