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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。

3月13日（土） 第96回卒業式
3月24日（水） 終業式

主な学校行事予定

『学校長挨拶』
　              校長　廣瀬　正臣

　　　　　　　　　　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

　新春の候、皆様方には、
益々ご清栄のことと存じま
す。新型コロナウイルスの
感染拡大に伴い、１月８日
に２回目の緊急事態宣言
が発出されました。最近の
報道によると家庭内感染、
市中感染、変異種の出現等
が感染拡大の一因となって
いるようです。本校では、
時差登校などを含めた緊急事態対策を実施します。
  （緊急事態対策の詳細は本校HPに掲載）　
　ノーベル賞を受賞した大村智北里大学特別
栄誉教授は、次のことを述べています。
①生活のリズムを整え、しっかり寝てきちんと
食事を摂って体力をつける。②手を洗い、マスク
をする。以上の当たり前のことを油断なく
きちんと毎日やることが大事。継続は力なり、
です。本校は創立９９周年に向け始動し、
「建学の精神」を軸に置き、「黎明ラーニング
メソッド」の充実・発展に努め、学習環境が
整ったRLM棟をフルに活用し、生徒たちに
「生きる力」を身に付けることが、これから
の人生、「学歴」ではなく「学びに向かう力」が
とても大切になってくると思います。具体的
には、勉強・部活も与えられた課題・練習で
はなく、自らの心と向き合うのです。どんな
環境でも力を発揮できる協調性やコミュニケー
ション能力を高校時代に養いたい。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。

西村理事長　藍綬褒章を受章
本学園の西村理事長が、11 月 2 日（月）に
教育医療・社会福祉・産業振興などの分野に
おいて、長年の努力により公衆の利益に貢献した
者へ授与される『藍綬褒章』を受章されました。

新型コロナウイルスが収束しないなか、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。今後ともご指
導・ご協力をお願いします。

※修学旅行は中止し、代替案を検討しています

新型コロナウイルス感染拡大防止から、皇居
での伝達式は中止となりましたが、11月20 日
（金）に千葉県総務部学事課長 飯島 里美 様が
来校され、本校にて章記・褒章の伝達式が執り
行われました。

卒業生の活躍　齋藤真也さん

毎日農業記録賞  優良賞受賞 ３A伊藤優希くん

毎日農業記録賞は、「農」「食」「農に関わる
環境」への関心を高めるとともに、携わる人や
携わろうとする人を応援する賞です。
JAグループ、全国農業高等学校長協会、毎日
新聞社の記者が、4000 字のレポートを審査し
ます。高校生部門では、本校伊藤優希くん
（3A 椿森中）の「私の三年間と微生物」と題し
た作品が優良賞を受賞しました。

毎日新聞  11月25日掲載

「黎明の日」
12 月 2 日（水）、永年勤続の教職員、目覚ま
しい活躍をした教職員と生徒の功労を讃える
第 18回「黎明の日」を実施しました。
例年通り、西村繁先生の銅像前で、石碑の
除幕を行いました。今年度は、コロナ禍で春夏
の関東・全国大会が中止となり、代替の大会と
なる千葉県高等学校 3 年生大会で優勝を果たし
たアーチェリー部、男子ソフトテニス部や
全国大会が開催され、上位を目指した陸上
競技部、ゴルフ部が栄光の足跡となる石碑に
名前が刻まれました。

その後生徒館の式典にて、コロナ禍のなかで
も新しい生活様式に合わせた学校運営や生徒の
学習環境維持に貢献した総務部と教務部、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）などの学校行事を成功裏に導い
た生徒会や体育委員に、西村理事長から表彰
状が授与されました。
また、西村理事長から藍綬褒章受章の御礼
挨拶と教育界に基づく講話をいただいた後、教
職員一同が、西村理事長に花束を贈呈しました。

＜表彰者一覧＞
【スポーツ功労表彰】
アーチェリー部
　岩佐　一功（部　長）、荻野滉一郎（副部長）、
　広田　和也（監　督）
ソフトテニス部
　田中　裕輝（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
　稲葉　剛（部長・監督）、石橋　実咲（副部長）
ゴルフ部
　直井　　昌（部　長）、間島　隆之（副部長）、
　長谷川夢希（監　督）
【教育功労表彰】
　総務部　　　代　表　浅羽　良則（教　諭）
　教務部　　　代　表　木村　誠二（教　諭）
　生徒会　　　代　表　志村　　衛（教　諭）
　体育委員　　代　表　伊藤麻衣子（教　諭）
【永年勤続表彰】
　３０年　　　　　　　岩佐　一功（教　諭）

西村理事長より勤続30年の
岩佐一功（教諭）の功労を表彰

平成9年度卒　齋藤　真也さん

今回は、八街市内に在住で、農業・林業を
営んでいる齋藤真也さん（平成 9 年度卒）を
紹介します。

卒業後すぐに就職しサラリーマンを経験
しながら、休日は父親の仕事である農業や
八街市内の立木の伐採作業を手伝ってました。
かつての、林業が盛んな八街地域に思いをはせ
て、人のため、地域のために役に立てないかと
思ったことがきっかけで、林業に力を入れ始め、
現在は八街地区を中心に農業を営みながら立木
伐採など地域貢献してます。
＜編集者レポート＞
齋藤さんは、本校在学時代に吹奏楽部として
活躍し、現在では本校や校外の立木の伐採をし
ていただき、とても助かっております。この
紙面をもちまして改めて御礼を申し上げます。

八街郵便局で登校指導

10 月 5 日（月）朝 7 時半から 1 時間、合同
登校指導を実施しました。八街駅、八街郵便局、
校門の３グループで、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
本校会議室にて、生徒が安全に登校できるよう
にするための意見交換会を行いました。

PTA  合同登校指導

多くの方々より祝花や心温まる祝電等を頂きました

ゴルフ部　全国大会女子４位・男子８位

表彰式終了後、全員で記念撮影
三重県・白山ヴィレッジゴルフコース

生徒会役員選挙
今年度の生徒会役員立会演説会は、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため、立候補者による
放送での演説会を行いました。立候補者は、
緊張しながらも自分の抱負を熱く語りました。
10 月 21 日（水）の選挙日は、例年八街市
選挙管理委員会から投票箱を借り、生徒館など
を投票場に仕立て上げ選挙をしますが、新型
コロナウイルス感染拡大防止から、各教室で
記入し、投票結果を選挙管理委員会が集計しま
した。

各教室で投票用紙を記入
10 月 22 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を授与
し、生徒会役員として承認されました。
《生徒会役員》
　<会　長> 髙山　奈緒 （2H　光中）
　<副会長> 田中　飛向 （2H　八街南中）
 鈴木　涼太 （1G　富里南中）
　<書記長> 石毛　　陸 （2E　 山武中）
　<書　記> 髙𣘺　利緒 （2H　成東東中）
 仲田　旭那 （1F　八街中）
　<会計長> 桐生　秀優 （2E　南山中）
　<会　計> 市川　絢悠 （1F　八街中央中）
 磯田　真優 （1G　東金中）
　<庶　務> 岩瀬　　寧 （2E　松尾中）
 木下　　豊 （2E　旭中）
 新倉　快生 （1A　八街北中）

廣瀬校長と新生徒会役員の記念撮影

千葉県総務部学事課飯島様より藍綬褒章を拝受

石碑に名前が刻まれた4団体の部活動とともに除幕

M-PROJECT １ 室越　弘一様(S59年度卒業生）
 スポーツ飲料水　一式
後援会　会長　河合　一夫様 消石灰50袋

3月 3日（水）～ 8日(月） 学年末考査

4月 7日（水） 第99回入学式

令和 3年度　前期選抜入学試験

消毒、体温を確認して受験生の安全を
最優先に考えた入学試験を実施

１月 17 日（日）・18 日（月）に前期選抜
入学試験Ⅰを行い、2 日間で 938 名の生徒が
受験しました。新型コロナウイルス感染症対策
に基づき、サーモグラフィカメラによる体温
測定や試験会場１教室あたりの人数縮小
（約 30 人 )、飛沫防止のため、面接を実施せず
「コロナ禍の自分」をテーマにした作文試験へ
の変更、合格発表を Web 発表への形で厳粛に
執り行いました。

12月15日（火）～18日（金）に、白山ヴィレッ
ジゴルフコースで行われた「2020 年度 全国
高等学校ゴルフ選手権特別大会（団体の部）」
にて、男子団体で 8 位、女子団体で 4 位入賞
を果たしました。毎年 8 月に大会を開催してま
すが、新型コロナウイルスの収束しないと判断
し、1２月に開催することになりました。
大会は開会式の参加人数を縮小、出入口での
体温測定、食事の取り方やギャラリー制限など
新しい試みでの開催となりました。
男子 33 校、女子 36 校それぞれ 2 日間競技

が行われ、初日は風が強く、気温の低下など
生徒にとっては、スコアを伸ばすのが難しい
環境下でプレーし、男子は 11 位、女子は首位
と 2 打差の 2 位でした。２日目は天候もよく
風も穏やかで各校がスコアを伸ばしあう展開に
なり、男子は順位を上げて 8位、女子は 4位と
いう結果になりました。
「絶対優勝！」という気持ちで意気込んでい
た結果だけに、選手たちにとっては少々悔しい
大会にもなりましたが、開催に尽力された関係
者の皆様に感謝し、ベストを尽くした大会で
した。
なお本校ゴルフ部は、創部 4 年目で男女とも

に全国大会入賞したのは初めてとなります。
【男子】8位入賞
坂田　一真（2B葛城中） 77・70＝147
大岩　慶尚（1D誉田中） 85・76＝161
鄭　　優星（3C千城台西中） 74・79＝153
【女子】4位入賞
吉田　　鈴（2B市川三中） 71・78＝149
渡邉　世奈（1B勝田台中） 83・78＝161
阿部　未来（3D八街南中） 74・79＝153

高校生最後の大会でベストを尽くした
阿部未来さん（3D八街南中）

校内文芸発表会（学園祭）
9 月 25 日（金）体育館にて校内文芸発表会

（学園祭）を行いました。
書道部、写真部、美術部、漫画・イラスト同好会、
数学愛好会の作品と各クラスで作製した
モザイクアートを併せて体育館に飾りました。
ステージでは、吹奏楽部、チアリーディング
愛好会、ダンス愛好会、演劇愛好会がパフォー
マンスを披露しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止から、体育
館の人数を制限するために、学年ごとに時間を
分けて 3 部構成としました。また、参加できな
い保護者・関係者には You tube による Live
配信をしました。

自分たちで台本を作り披露
（演劇愛好会）

息の合ったダンスで客席を魅了
（チアリーディング愛好会）

　　　　閉会式では、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」

黎明サマープログラム「富士登山」
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書道・美術合同作品展
　例年、書道・美術合同作品展は毎年カフェ
ギャラリー SORA（佐倉市）などの外部施設で
行われています。コロナ禍の社会情勢で開催が
危ぶまれましたが、生徒の作品を披露する
機会を提供するために、10月 31 日（土）本校
生徒館で「第 9 回書道・美術合同作品展」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
上げた作品を展示し、本校生徒、保護者が鑑賞
されました。

千葉黎明杯ソフトテニス大会

【女子】
　優　勝　八街市立八街中学校
　準優勝　酒々井町立酒々井中学校
　第３位　成田市立公津の杜中学校

令和 2年度　私学振興大会

校内進路ガイダンス

約85校が参加、体育館の様子

慶應義塾大学野球教室

第2回 REIMEI CUP バスケットボール大会

12 月 20日（日）八街市議会議員の林政男様
を委員長とした実行委員会形式にて、本校野球
グラウンドで中学生の硬式クラブチームを対象
とした野球教室を開催しました。講師には、
慶應義塾大学野球部監督の堀井哲也氏を
はじめ、現役の学生選手 4 名を指導者として
招きました。慶應義塾大学野球部による指導は
33年連続となります。
ピッチャーはピッチングの指導、野手は守備
での捕球までの動き・入り方、キャッチャーは
キャッチングの指導やスローイングなどポジ
ション別にご指導いただきました。そのなかで
講師として招かれた植田選手は、高校時代に
センバツに出場し、準優勝を経験した実績が
あり、卒業後は ENEOS にて社会人野球に
進まれる予定です。

堀井監督の技術指導を受ける中学生

11 月 6 日（金）令和元年度の卒業生がはじ
めて進学先に選んだ東北大学・弘前大学をはじ
め、首都圏の学校を中心に、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21日（土）・28日（土）、県内の中学校を招待し、
第 18回黎明杯ソフトテニス大会 (会場：本校ター
フコート ) が行われました。今年は、新型コロナ
ウイルス感染防止のため、出場校を減らし、団体
戦方式（男子９校、女子 10校）で実施しました。
団体戦方式の取組みは大会始まって以来、初の
試みとなり、参加した中学生は勝利を目指し、
一丸となって白球を追いかけていました。大会
結果は以下の通りです。

白根監督(前列一番左）準優勝したソフトテニス部男子一同

陸上競技部　全国大会出場
　10 月 17 日（土）日産スタジアム（神奈川県）
で「全国高等学校陸上競技大会2020・リレー競技」
が開催されました。雨天で難しいコンディション
でしたが、千葉県代表として健闘いたしました。
大会結果は以下の通りです。
【種目】
　男子 4×400mリレー予選  5 位 3 分 19秒 21
※決勝進出ならず
【選手名】
　１走　髙橋　歩夢 （3B神崎中）
　２走　大野　陽斗 （2F玉造中）
　３走　大木祥太朗 （2E光中）
　４走　吉橋　孝維 （3B四街道西中）

4×400ｍリレーでバトンの受け渡しをしている選手

クリスマスツリー点灯式
11 月 30 日（月）、生徒会役員が本校モミの
木に飾り付けを行い、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、夜空の下で
輝くクリスマスツリーを鑑賞しました。

ドリームステージ脇に輝くクリスマスツリー

11 月 14 日（土）植草学園大学で行われた
高大連携プログラム植草学園・高校生
プレゼンテーションコンテスト 2020 が
行われました。「理想の共生社会をめざして～
10 年後に必ず実現させたいこととは～」と
いうテーマに対して、鈴木菜摘さん（1F松尾中）
は、HSP（ハイリー  センシティブ  パーソン
高度な感受性を気質として周りの環境変化に
敏感な人）について、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自分が
思う理想の共生社会、取り組みなどを紹介し、
優秀賞を受賞しました。

高大連携プログラム 優秀賞  受賞

　10 月 27 日（火）に 11 名の生徒が集まり、
ストリートバスケ同好会が発足。設立式には、
西村理事長、𠮷田体育会会長も出席し、今後の
発展を期待するエールを送りました。応援宜しく
お願いします。

新しく設置した練習場で記念撮影

写真

ストリートバスケ同好会　発足

【男子】
　優　勝　佐倉市立臼井中学校
　準優勝　横芝光町立横芝中学校
　第３位　成田市立西中学校

陸上競技部　関東大会出場
10 月 24 日 ( 土）・25 日 ( 日）正田スタジ

アム群馬で「第 24 回関東高等学校選抜陸上
競技選手権大会」が開催されました。大会
結果は以下の通りです。
男子 100ｍ　大木祥太朗　（2E光中）
　予選　10.61　１着　決勝進出
　決勝　10.90　第 7位
男子 200ｍ　大野　陽斗　　（2F玉造中）
　予選　21.88　４着

10 月 31 日（土）に男子那須野ヶ原 C.C・女
子琵琶池 G.C で「関東高等学校ゴルフ選手権
大会」が開催されました。大会結果は以下の
通りです。
【男子】12位 出場校 23校
　坂田　一真  （2B葛城中） 79
　大岩　慶尚  （1D誉田中） 78
　鄭　　優星  （3C千城台西中） 73
【女子】6位 出場校 22校
　吉田　　鈴  （2B市川三中） 73
　渡邉　世奈  （1B勝田台中） 74
　阿部　未来  （3D八街南中） 72

男子ソフトテニス部　県選抜　準優勝
12 月 19日（土）に船橋市運動公園にて千葉
県高等学校選抜ソフトテニスインドア大会が
開催されました。決勝まで進み、見事準優勝を
飾りました。大会結果は以下の通りです。
【男子団体】８校
1回戦
　千葉黎明　3-0　昭和学院
準決勝　
　千葉黎明　2-0　西武台千葉
決　勝
　千葉黎明　1-2　木更津総合　　準優勝

12 月 25 日（金）に一の宮カントリークラブ
で「令和 2 年度　関東高等学校ゴルフ選手権冬
季大会」が開催されました。大会結果は以下の
通りです。
【男子】
 10 位 大岩　慶尚 （1D誉田中） 70
 22 位 坂田　一真 （2B葛城中） 73
【女子】
 5 位 吉田　　鈴 （2B市川三中） 71
 10 位 渡邉　世奈 （1B勝田台中） 73
 20 位 岡島　彩乃 （1F稲毛中） 75

以上５名が全国大会出場

クラス対抗団体競技大会（体育祭）
10 月 3日（土）に本校総天然芝グラウンドで、
クラスの絆を深めることを目的としたクラス
対抗団体競技大会（体育祭）を行いました。
新型コロナウイルス感染拡大防止から、実行
委員の生徒と体育科教員が師弟同行で運営を
計画し、各種目とも大いに盛り上がった競技
大会となりました。

障害物競争

10人でバトンを繋ぐリレー

閉会式で各学年の優勝したクラス（1D金生学級、
2G梶葉学級、3E荻野学級）と西村理事長が記念撮影

個人5位の成績をおさめた吉田  鈴さん（2B市川三中）

10 月 10 日（土）私学教育を考える集い
『令和２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、森田健作千葉県
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、盛況のうちに
閉会となりました。

大会決議文を読み上げ
河上千葉県議会議員に渡す西村理事長

バドミントン部　新人戦　ベスト 8
11 月 13 日（金）に成田市中台運動公園
体育館にて千葉県高等学校新人バドミントン
大会が開催され、本校創立以来初めての第 5 位
（ベスト 8）を果たしました。前回地区予選でも
好成績を収めており、今後もバドミントン部に
注目です。大会結果は以下の通りです。
【男子団体】第 5位（ベスト 8）
　２回戦　千葉黎明　3-0　市原八幡高校
　（本校は４シードでの出場のため）
　３回戦　千葉黎明　3-0　成東高校
　４回戦　千葉黎明　0-3　中央学院高校
【出場選手名】
　　　石𣘺明日翔　　　（2B大網中）
　　　田中　　蓮　　　（2C富里中）
　　　小松　勇人　　　（2D千城台南中）
　　　秋葉　翔太　　　（2H富里南中）
　　　中嶋　康生　　　（1C富里南中）

優秀賞を受賞された鈴木菜摘さん (左）

ベスト8と大健闘したバドミントン部男子一同

　11 月 23 日（月）に千葉英和高校で行われた
千葉県高等学校 1 年生大会で、大磯恵理奈さん
（1F 横芝中）が女子の部個人で自己ベスト５８０
点を記録し見事３位入賞を果たしました。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大磯恵理奈さん（1F横芝中）

アーチェリー部　1年生大会　３位

跳んだ回数を競う縄跳び

玉入れ合戦

第516回小中高校書道作品紙上展（毎日新聞
千葉支局、そごう千葉店、ＪＦＥスチール協賛）
において、小林桃奈（2E　多古中）さんが見事
最優秀賞を受賞しました。11 月度課題：
「王義之の臨書」が出され事前に作品を提出し、
数多くの作品の中から選出されました。

高校書道作品展紙上展　最優秀賞

オリパラ教育　メモリアル特別展示
本校は、オリンピックパラリンピック教育
推進指定校です。2021 年夏に延期された
東京オリンピック・パラリンピックに向けて
機運を高めようと、2012年にロンドンパラリン
ピック女子走り幅跳びに出場した渡邉紫帆さん
のユニフォームなどを管理棟２階職員室前に
展示しています。校内の展示品は、ロンドン
大会で着用したジャケット、ジャージ、ユニ
フォーム、シューズやパラリンピックの賞状
などを紹介しています。なお、渡邉さんは本校
に 3 度講師として来校いただいており、3 月に
は講演会をしていただく予定です。

渡邉紫帆さんのユニフォームなど展示

生徒が授業などで作製した作品を鑑賞

最優秀賞を受賞した小林桃奈さん（2E   多古中）

ゴ  ル  フ部　関東大会出場

西村理事長(前列中央）と臼井中学校ソフトテニス部一同

𠮷田体育会会長(前列中央）と八街中学校ソフトテニス部一同

書道部・美術部などの作品約 80点を展示

＜最優秀賞＞
　　小林桃奈さん（2E 多古中）


