
ご寄贈品の紹介

『学校長挨拶』
校長　廣瀬　正臣

令和元年度　卒業記念品

　日ごとに秋の色が深まっ
ております。皆様方には、
益々ご清栄のことと存じま
す。創立98年目は、新入生
296名を迎え、全校生徒は
837名でスタートしました。
　今日まで、新型コロナウ
イルスという未知なるウイ
ルスとどのように共存して
いくのか考えさせられます。
　このコロナ禍では、自粛要請が出て、一定期間
不便な生活を強いられました。その経験を基に、
「新しい生活様式」を実践しながらより良い
生活を探していきましょう。各部活動の大会は、
県独自の開催となり、アーチェリー部は団体戦
準優勝・男子個人戦優勝、男子ソフトテニス部
個人優勝、女子ソフトボール部３位、卓球部
Bランク優勝、陸上競技部　男子200ｍ３位、
ゴルフ部多古カップ男女３位、野球部ベスト8と
３年生最後の大会で、多くの部活が優秀な成績を
収めることができ、後輩への良き伝統を築けた
と思います。
　コロナの関係で、「校内文芸発表会(学園祭)」、
「クラス対抗団体競技大会(体育祭)」が、縮小
バージョンの中、生徒たちの勇姿に期待します。
　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。変わらぬご支援を賜りますようよろしく
お願いします。 

新型コロナウイルス感染症対策
　新型コロナウイルス感染症の猛威は、未だ
終息を迎えていませんが、本校での感染者は０人
（９月25日現在）となっています。感染拡大防止
のため、本校が行っている対策を紹介いた
します。
＜発生初期（２月～５月）＞
　新型コロナウイルスが流行した２月、感染
拡大が進んでいることを踏まえて、第95回
卒業証書授与式は、２月28日（金）に１日繰り
上げて、卒業生288名と教職員のみで行い、
その後、３月22日（日）まで一斉休校としました。

令和元年度　八街市定例表彰令和元年度　八街市定例表彰

休校期間中に寄贈していただいた衛生用品

　７月７日（火）に開催された令和２年度体育会
総会にて、西村　清前会長が勇退し、学園理事
の𠮷田英雄（本校事務長）が承認され、新会長
として就任しました。なお、西村清前会長は、
体育会顧問に就任されます。
＜新会長挨拶＞
　令和２年度（2020年度)
より体育会会長に就任いた
しました𠮷田です。私は、
学生時代、慶應義塾大学
体育会自動車部に所属し、
現在もOB会の一員として
現役部員の活動を支援して
います。大学と本校の体育会
組織では、規模は違えど理念は一致しています。
本校の体育会理念は「練習は不可能を可能にす
る」です。これは、戦前から戦後にかけて慶應
義塾大学の塾長を努められた小泉信三先生の
言葉です。今年は、４月の緊急事態宣言を受け、
部活動の活動自粛が2か月以上となり、学内で
の練習ができない日々が続く中、今期の部活を
諦めかけた生徒もいたと思います。このコロナ
禍であってもYouTubeやZoomなどを利用しな
がらオンラインで日々の練習を継続している
部活動がありました。本格的な練習とはいきま
せんが、工夫次第で体力維持の基礎練習は継続
でき練習を継続すれば必ず道を開けます。残念
ながら、夏の大会も中止になり大会出場を果た
せなかった３年生もいますが、「練習は不可能を
可能にする」の体育会理念を持ち続け、ステップ
アップを期待しています。

新たに納車したハイエース

卒業生288名と教職員のみで卒業証書授与式を実施

　新学期を迎えた４月６日（月）に、始業式を
行いました。また、７日（火）に第98回入学
式を実施し、新入生296名、保護者、教職員の
み参加し、「密閉」、「密集」、「密接」を避ける
ために屋外施設「ターフコート」で執り行いま
した。その後、国の緊急事態宣言や千葉県知事の
昼夜の外出自粛、県内外教育機関等の動静を
踏まえて、４月９日（木）～５月17日（日）まで
臨時休校とし、５月18日（月）～６月13日（土）
まで、時差登校の面談や学年別分散登校を行い、
生徒の健康状態や課題の進捗状況を確認しました。

学校からのメッセージを懸垂幕として掲示

登校時にアルコール消毒 生徒の健康状態を面談で確認

　なお、臨時休校期間中、校内ではアルコール
消毒を実施する他に、感染予防対策の準備を
進めました。例えば、授業での飛沫防止のため、
ビニール製シートを設置したり、校内や体育館
にポスターを掲示し、注意喚起を促すなど生徒
が安心して 安全に登校できるように、教職員が
一丸となって感染予防対策の準備を行いました。

＜生徒登校再開（6月以降）～現在＞
　６月16日（火）より、通常授業を再開しました。
各クラスの教卓に飛沫防止のアクリル板を置き、
廊下は2m間隔で右側通行を意識させるため、
テープで線を引きました。教室棟の各階のトイレ
入口には、密閉しないよう「のれん」を設置し、
空気中のウイルスを死滅させる効果があるオゾン
発生器が搭載されています。

アクリル板を設置した授業を展開 校内に設置のオゾン発生器

教室棟各階にのれんやテープを設置し感染予防

また、登校や学校行事（中学生対象の学校 
見学会など）の際、サーモグラフィーカメラに
よる体温測定を実施し、生徒や外部の方の健康
状態を確認しています。なお、今年度の校内文芸
発表会（学園祭）やクラス対抗団体競技大会
（体育祭）などの見学は、ご遠慮いただいて
います。予めご了承ください。

登校時にサーモグラフィーカメラによる体温測定を実施RLM棟のPC・進路閲覧室にビニールシートを設置

体育会会長交代　𠮷田英雄理事 就任

平成24年度卒　月脚壮一朗さん

卒業生の活躍　月脚壮一朗さん

山本義一会長より寄贈していただいたアルコール消毒液

安全と平和を祈る日

西村理事長による献花

令和元年度
学校法人　千葉黎明学園　千葉黎明高等学校

2020年9月30日発行　監修・発行　学校法人　千葉黎明学園　　編集　千葉黎明高等学校　事務部
URL:http://www.reimei.ac.jp/ TEL 043-443-3221（代）　FAⅩ043-443-3443 第 35 号

　令和２年２月２日（日）八街中央公民館にて
八街市定例表彰が行われました。本校からは、
柔道部・  アーチェリー部・ゴルフ部・陸上競
技部・男女ソフトテニス部が表彰されました。
内容は、以下の通りです。
【八街市教育委員会表彰】
●柔道部
　伊奈葉光（八街）
　　第72回千葉県高等学校総合体育大会
　　柔道女子個人　第３位

●アーチェリー部
　　関東高等学校体育大会千葉県予選会
　　アーチェリー競技　女子団体の部　第２位

●男女ゴルフ部
　男子
　　令和元年度関東高等学校ゴルフ選手権
　　団体優勝
　　令和元年度全国高等学校ゴルフ選手権
　　団体戦出場
　中川拓海（八街中央）
　　平成30年度関東高等学校選手権冬季大会
　　男子個人　第18位
　　平成30年度全国高等学校選手権春季大会
　　男子個人　出場
　鈴木聡馬（二之江）
　　平成30年度関東高等学校選手権冬季大会
　　男子個人　第37位
　　平成30年度全国高等学校選手権春季大会
　　男子個人　出場
　
　女子
　　令和元年度関東高等学校ゴルフ選手権
　　団体戦　第５位
　　令和元年度全国高等学校ゴルフ選手権
　　団体戦　出場
　阿部未来（八街南）
　　平成30年度関東高等学校選手権冬季大会
　　女子個人　第５位
　　平成30年度全国高等学校選手権春季大会
　　女子個人　出場

●男子ソフトテニス部
　　関東高等学校体育大会千葉県予選会
　　ソフトテニス　男子団体の部　第３位
　　関東高等学校ソフトテニス大会　出場
　　第72回千葉県高等学校総合体育大会
　　ソフトテニス部　男子団体の部　第３位
●女子ソフトテニス部
　　関東高等学校体育大会千葉県予選会
　　ソフトテニス　女子団体の部　優勝
　　関東高等学校ソフトテニス大会　第５位
　江澤しずく（横芝）・原田安奈（八街）ペア
　　関東高等学校体育大会千葉県予選会
　　ソフトテニス　女子個人の部　第３位
　　関東高等学校ソフトテニス大会　出場
　　第72回千葉県高等学校総合体育大会
　　女子個人戦　第３位
　　全国高等学校総合体育大会　ベスト64
　齋藤汐里（横芝）・原田若奈（八街）ペア
　　関東高等学校体育大会千葉県予選会
　　ソフトテニス　女子個人の部　第３位
　　関東高等学校ソフトテニス大会　出場

　齋藤朱里（横芝）・松島穂香（八街中央）ペア
　　第72回千葉県高等学校総合体育大会
　　ソフトテニス　女子個人の部　第５位
　　全国高等学校総合体育大会　出場

●陸上競技部
　　千葉県高等学校新人陸上競技大会
　　　男子４×100メートルリレー　第２位
　　　男子４×400メートルリレー　第２位
　　第23回関東高等学校選抜新人選手権大会
　　　男子４×100メートルリレー　第２位
　　　男子４×400メートルリレー　第２位

　令和２年２月１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」について考えさせられる機会
となりました。

校用車（ハイエース） １台
黎明ラーニングメソッド棟設備
　・ノートパソコン ２５台
　・デスクトップ型PC ４台
　・机　椅子 一式
西村是一奨学金 100万円

　今回は、八街市の「ダスキン」で働いている
月脚壮一朗さん（平成24年度卒）を紹介します。

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。

八街ライオンズクラブ 会長 山本義一 様
 アルコール消毒液 一式
株式会社ハナワ 代表取締役 月脚真理子 様
 アルコール消毒液・液体せっけん他 一式
杉井酒店 代表取締役 杉井雄次郎 様
 アルコール消毒液 一式
スクールバスドライバー 藤井　満 様
 アルコール消毒液 一式
コカ・コーラボトラーズジャパン
 飲料水 一式
M-PROJECT１ 室越弘一 様（S59年度卒業生）
 スポーツ飲料水 一式
理 事 長　西村　清 マスク　５００枚
副理事長　荒井　信久 マスク　５００枚

　卒業後、専門学校に進学。ホテルオークラの
アルバイトを経験し、アルバイトで学んだこと
を社会貢献に繋げたい想いと、当時ホテル業界
に参入を検討していたダスキンに興味を持ち、
ダスキンに入社。現在は、千葉県内の法人、主に
県内のホテルに清掃商材の案内やエアコン、
フロアなど建物の美化維持のために営業活動を
行っています。

＜編集者レポート＞
　ダスキンさんは、毎月清掃商材の入替えをし
ていただいていますが、新型コロナウイルスの
影響で休校になったときに、アルコール消毒液
や液体せっけんなど、多くの衛生用品を寄贈し
ていただきました。ダスキン様からいただいた
衛生用品は、現在も校内で使用し、生徒の安心
と安全を保っています。
　この紙面をもちまして改めて御礼を申し上げ
ます。

会 社 名：ダスキン八街（株式会社　ハナワ）
場 　 所：八街市八街に８２
Ｔ Ｅ Ｌ：043-444-0725

主な学校行事
　９月２５日（金） 校内文芸発表会（学園祭）
１０月　３日（土） クラス対抗団体競技大会（体育祭）
１０月３１日（土） 書道・美術合同作品展
１１月　６日（金） 進路ガイダンス
１２月　２日（水） 黎明の日
１２月２３日（水） 終業式
　１月　８日（金） 始業式

編集後記
　今年度は、新型コロナウイルス流行のため、
休校措置をとったり感染防止対策に努めて参り
ましたが、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。

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

体育会会長交代 ……………… 1

新型コロナウイルス感染防止対策…… 1

体育会３年生大会結果 ……… 2

体育会入会式 ………………… 2

黎明カップゴルフ大会 ……… 2

校内の桜満開に咲く ………… 3

宿泊防災訓練 ………………… 3

校内マラソン大会 …………… 3

オーストラリア研修 ………… 3

iPad 導入 ……………………… 3

駅前看板リニューアル ……… 3

特進夏期勉強合宿 …………… 3

ホームカミングデー ………… 3

八街市定例表彰 ……………… 3

安全と平和を祈る日 ………… 3

卒業生の活躍 ………………… 3

令和元年度卒業記念品 ……… 4

ご寄贈品の紹介 ……………… 4

主な学校行事 ………………… 4

編集後記 ……………………… 4



体育会３年生大会結果令和２年度

警察官から新聞紙でスリッパの作り方を教わっている様子

iPad（貸出用 45台）導入

休校期間中、生徒に数学の課題を教職員より解説

令和２年度  特進夏期勉強合宿

小人数での対策講座を実施

男子個人の部で優勝した小林稜也くん

第3位で入賞した女子ソフトボール部

男子個人戦で95ペアの中から優勝した吉田・井上ペア

男子個人戦で3位入賞果たした鄭優星くん

コロナ対策の為、マスクをつけて抱負を述べる鈴木源輝くん（1C山武）

西村理事長・白石プロを囲むゴルフ部生徒と中学生

特進コースホームカミングデー

生徒からの質問に答える大野菜々花さん（平成29年度卒業生）

ピストルの合図で一斉にスタート

令和元年度　校内マラソン大会

令和元年度　宿泊防災訓練

令和元年度   オーストラリア英語研修

オーストラリアの生徒と記念撮影

オーストラリアでカンガルーとの触れ合いを体験

校内・駅前看板をリニューアル

搬送方法の説明を受ける生徒

新棟竣工、グラウンドの総天然芝化、コロナ対策を掲載

天然芝化に協力の柿原様と小林様で記念撮影

リニューアルした八街駅前看板

校内の桜　満開に咲く

校内満開に咲く桜

体育会入会式令和２年度

黎明カップゴルフ大会令和２年度

令和 2年度

　今年は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、
時期を延期し、令和２年６月29日（月）体育館
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の部活から
スタートし、現在は18の部活動が、目標を持ち
活動してます。今年度は、163名の新入生が
入会し、今年から就任した𠮷田体育会会長から
挨拶がありました。在校生代表として、野球部主将
の佐久間康祐くん（3D横芝）が歓迎の挨拶をし、
新入部員代表としてサッカー部鈴木源輝くん
（1C山武）が入会生徒代表として宣誓しました。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今年
度の全国高校総体（インターハイ）が中止とな
りましたが、各競技において3年生大会が行わ
れました。各部活動の大会結果は、以下のとお
りです。※（　　）出身中学校
●アーチェリー部
令和２年度千葉県高等学校選手権大会
日時：8月4日（火）、8月6日（木）～8月7日（金）
会場：千葉英和高校
【出場選手】
　小林稜也（3A四街道）田畑竜之晋（3F四街道）
　河尻美海（2E八木が谷）
【結果】
　男子個人の部
　　小林稜也　優勝　　田畑竜之晋　５位　
　女子個人の部
　　河尻美海　５位
　男子団体の部　準優勝　

●女子ソフトボール部
令和２年度千葉県選手権
日時：8月１日(土)～２日(日)、８日(土)～9日(日)
会場：蘇我スポーツ広場グラウンド他
【大会結果】
　準決勝敗退　第３位 

●バドミントン部
令和２年度千葉県高等学校３年生ダブルス代替大会
日時：８月５日（水）～８月６日（木）
会場：中台体育館
【出場選手】
　石渡柊介（3F根郷）・長瀬剛志（3F富里）ペア
　今井千陽（3D八街南）・早川愛優（3H八街中央）ペア
【大会結果】
　石渡柊介・長瀬剛志 ペア　県ベスト32
　今井千陽・早川愛優 ペア　県ベスト64
●男女ソフトテニス部　
千葉県高等学校３年生大会
日時：８月８日（土）
会場：フクダ電子ヒルスコート
【出場選手】
　吉田蕗生（3E四街道）・井上　駆（3F横芝）ペア
　岡野　優（3G臼井）・稲生尚弥（3D東金東）ペア
　木内　陸（3D小見川）・林田陽飛（3D旭二）ペア
　杉本あさひ（3E成東東）・加藤愛奈（3D白里）ペア
【大会結果】
　吉田蕗生・井上　駆 ペア　優勝
　岡野　優・稲生尚弥 ペア　決勝T １回戦敗退
　木内　陸・林田陽飛 ペア　決勝T １回戦敗退
　杉本あさひ・加藤愛奈 ペア　決勝T １回戦敗退

●陸上競技部
千葉県高等学校競技会
日時：8月1日(土)・2日(日)、8月8日(土)・9日(日)
会場：中台運動公園陸上競技場、天台陸上競技場
【出場選手】
 越川大輝（３F旭二） 吉橋孝維（３B四街道西）
 齋藤虎太郎（2C印旛） 大木祥太朗（２E横芝光）
 大野陽斗（２F玉造） 加瀬瑞姫（2F旭一）
【大会結果】
　男子
　100ｍ　大木祥太朗　10.91　第８位
　200ｍ　大野陽斗　　22.79　第３位
　女子　砲丸投　加瀬瑞姫　10.26　第４位
第72回千葉県陸上競技選手権大会
日時：８月22日(土)・23日(日)
会場：天台陸上競技場
【大会結果】
　男子
 100m予選 大木祥太朗　10.85（５着）
 200m予選 吉橋孝維　　22.21（４着）
 三段跳決勝 越川大輝　　13.78（９位）
　４×100ｍＲ高校オープン　41.53（1着全体４位）
　1走 大野陽斗　2走 齋藤虎太郎
　3走 吉橋孝維　4走 大木祥太朗
　女子
　砲丸投決勝　加瀬瑞姫　10.23　第５位

●野球部　
2020夏季千葉県高等学校野球大会
地区トーナメント
８月　５日　＠zozoマリンスタジアム
　　　　　　　対　多古　９－１
８月　７日　＠大谷津運動公園野球場
　　　　　　　対　横芝敬愛　１０－１
８月　９日　＠大谷津運動公園野球場
　　　　　　　対　成東　６－３
８月１０日　＠大谷津運動公園野球場
　　　　　　　対　銚子商業　２－１
決勝トーナメント１回戦
８月１５日　＠千葉県野球場
　　　　　　　対　八千代松陰　７－８
　　　　　　　　　　　　　　　ベスト８

●ゴルフ部
第16回多古カップ
日時：８月３日（月）
会場：ゴルフ倶楽部成田ハイツリー
【出場選手（上位選手のみ）】
 鈴木聡馬（3B二之江） 鄭　優星（3C千城台西）
 紺野秀倖（3E横芝光） 及川結貴（2F千葉大付属）
 大岩慶尚（1D誉田） 阿部未来（3D八街南）
 渡邉世奈（1B勝田台）
【大会結果】
　男子の部
　　３位　鄭　優星　71ストローク　上位3位まで表彰
　　４位　大岩慶尚　73ストローク
　　６位　紺野秀倖　73ストローク
　　９位　鈴木聡馬　76ストローク
　１２位　及川結貴　79ストローク
　女子の部
　　３位　阿部未来　73ストローク　上位3位まで表彰
　　８位　渡邉世奈　77ストローク

●卓球部
第３０回千葉県高等学校ランク別卓球大会
兼令和２年度高校３年生代替大会
日時：令和2年8月5日（水）
【出場選手】
　　秋山拓巳（3C横芝）成毛翔星（3B成田西）
　　岩澤尚音（3D成田）橋村龍士（2E富里）
　　髙野李恩（1A成東東）近藤智仁（1E吾妻）
　　鈴木誠人（1F四街道）
【大会結果】
　　男子学校対抗　Bランク
　　黎明３－０千葉英和
　　黎明３－２茂原樟陽
　　黎明３－０検見川　　優勝
リーグ優勝
●サッカー部
令和２年度　千葉県高校３年生サッカー大会
日時：8月19日(水)～20日(木)、29日(土)～30日(日）
出場数16校のうち、4チーム・4ブロックのリー
グ戦を行い、上位２チームによる決勝トーナメ
ントによる大会
【大会結果】
　３戦０勝３負で予選リーグ敗退

　８月17日（月）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６名に加え、本校ゴルフ部員27名、来賓
３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：坂田一真（2B葛城）   71
高校女子　優勝：吉田　鈴（2B市川三） 69
中学男子　優勝：鶴瀬覇也くん（仙台南吉成） 80
中学女子　優勝：鈴木菜央さん（東京松江四) 69

　新型コロナウイルス感染防止のため、令和２年
３月29日（日）に予定されていた第８回黎明
観桜会は中止となりました。また、本校も３月
以降休校期間が続き、多くの方が校内161本の
桜が満開に咲くところを見ることができません
でした。この紙面ではありますが、桜が満開に
咲きましたので、皆さまにお届けします。

　令和２年２月７日（金）、８日（土）、生徒会
役員・体育会主将・文化部部長の40名、教職員
10名佐倉警察官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
身に着けるだけでなく、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、負傷者
の搬送方法、応急処置の方法、新聞紙を使って
スリッパの作成方法など説明していただきました。

　令和２年２月15日(土）校内マラソン大会を
行いました。
　校内のランニングコースを男子５km、女子
３km走り、完走を目指しました。
＜優勝者＞
１年女子：山下望愛さん（元1D 四街道北）
２年女子：廣田沙菜恵さん（元2H  酒々井）
１年男子：岩本大空くん（元1F  山武）
２年男子：中村空翔くん（元2E  我孫子）

　令和２年２月21日(金)～ 26日(水)の６日間、
引率教職員２名、１年生14名が「黎明ラーニン
グメソッド特別プログラム」で、オーストラリ
アの海外英語研修を実施しました。本研修は、
オーストラリアで起こった大規模な山火事が
終息し、新型コロナ対策でも入国が許可された
うえで実施しました。なお、異文化体験をテーマ
とする研修は、本校２回目の取り組みで、参加
生徒の大半が初めての海外体験でした。
　まず、研修先のゴールドコースト(オースト
ラリア）に到着し、「カラビン ワイルド ライフ
サンクチュアリー」でカンガルーと触れ合い
ました。その後、市内の高校（ブリスベン市内
のEVERTON PARK STATE HIGH SCHOOL）
へ訪問し、施設見学や英語での授業を参加しま
した。また、現地の高校生と文化交流を実施し、
本校からは、パプリカダンスを披露しました。
生徒たちの宿泊は、現地のホストファミリーに
お世話になりました。
　生徒たちは、慣れない海外の生活や英語での
コミュニケーションに最初は不安のようでした
が、生の英語に触れていく事で、徐々に慣れて
きたようで充実した６日間を過ごしました。

ICT教育の向上に向けて、令和２年４月より
iPad（貸出用）を45台導入しました。iPadの
アプリ内に学習支援システム「Classi」を導入
し、日々の学習管理や生徒の自習をサポートし
ています。また、RLM棟で管理することで、
自習による生徒の調査ツールとして使用してい
ます。今後は、授業や進路活動での調査ツール
として、タブレットを活用した授業の展開や
大学・企業などのオンライン面接対策に活用
できる役割として期待されています。

　令和２年８月17日（月）～19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8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、受験に向けた対策特別講座を
行いました。参加した３年生には、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。

　令和２年９月５日（土）現在大学生の卒業生
が本校に戻ってきて、特進コース生徒を対象に
キャリア学習の授業を生徒館（国の登録有形
文化財）で行いました。黎明ラーニングメソッド
の講座として、4名の卒業生が大学生活や受験
期間の過ごし方を紹介していただき、生徒たち
の進学意欲向上に繋げました。
＜ホームカミングデーに参加した卒業生＞
大野菜々花さん（東洋大学　国際観光学部　４年）
市原裕太くん（学習院大学　法学部　４年）
大川翔太郎くん（法政大学　理工学部　４年）
大竹崇太くん（東邦大学　理学部　１年）

　本校のグラウンド総天然芝化を記念して、
総天然芝化を紹介する看板を設置しました。
　また、八街駅前に設置している看板を
リニューアルし、新棟（RLM棟）の竣工、新型
コロナウイルス感染防止対策を掲載しています。


