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第２位    ＰⅡ８ 「旅立ちの時」

指揮：笠 間 梨 花

伴奏：坂 本 美 結

第２位 ＳＰⅠ１ 「大切なもの」

指揮：堀 内 順 也

伴奏：長谷川明香

第４位 ＳＰⅡ３ 「あなたに」

指揮：佐野美菜子

伴奏：田 代 桃 香

第５位 ＳＰⅡ１ 「あなたへ ～旅立ちに寄せるメッセージ～」 指揮：德 永 寛 子

伴奏：久保田詠子

合唱コンクール開催される
愛
伴奏：小針
沼由理
指揮：
勝    ＧⅡ２ 「あなたに」
優

ＧⅡ２ 「あなたに」
平成２３年度

第４５回校内合唱コンクール

平成２３年度

第４５回校内合唱コンクール
（決勝）
１１月１１日
（金） 審査結果
優勝クラス
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学校長

加藤

瑠美子

あっという間に正月気分だった一月も過

ぎ、改めて月日の経つ早さに驚いております。

振り返ってみますと、二学期は学校行事が

目白押しでした。特に二年生は最後の合唱

コンクールそして修学旅行と行事を重ねる

たび、絶妙なタイミングで各クラスが一つ

になったように思います。

合唱コンクールは一年生・二年生とも素

晴らしい歌声で、甲乙つけがたいものでし

た。心が一つになるという事を皆さんが実

践してみせてくれました。本当に感謝の気

持ちでいっぱいです。

生徒の皆さんにとって、三学期は一瞬の

間かもしれませんが、短い期間に沢山の行

事があります。その一つ一つが生涯の思い

出になることを確信しております。

校庭の桜も固いつぼみが日一日とほころ

んで参ります。季節の移ろいは待ってくれ

ません。生徒の皆さんの更なる精進を大い

に期待しております。

八月～十二月

私のひとこと

今 私にできること」

テーマ「二〇一一



ＰⅠ２

ＰⅠ４

金賞 窪田 美幸 ＳＰⅠ２

《一年生の部 審査結果》

銅賞 佐藤もえ実

銀賞 氏家あかね

《二年生の部 審査結果》

舞 ＳＰⅡ５

金賞 臼井江里那 ＳＰⅡ２

銀賞 中野

ＧⅡ３

テーブルマナー教室

九月三〇日（金）に三年
生はテーブルマナー教室を
実施した。特進部はホテル
沼津キャッスル、進学部は
東急ホテル、総合学部はブ
ケ東海沼津にて、フルコー
スを堪能しながら楽しく
テーブルマナーを学んだ。

特進部のテーブルマナーの様子

銅賞 渡邉 麻衣 ＳＰⅡ４

特別賞 加藤 稜

ＧⅢ３

《三年生の部 審査結果》

金賞 亀山 仁見

銀賞 持田 歩美 ＳＰⅢ２

銅賞 山本憲太郎 ＳＰⅢ３

亀山仁見さん

カ ト ガ ク 歳時記
今年度も九月に日本語弁
論大会「私のひとこと」が
実施された。発表者たちは
五百人近い同級生たちを前
にしながらも原稿をほとん
ど見ずに、ジェスチャーや
パフォーマンスを交えなが
ら、素晴らしいスピーチを
披露してくれた。今回の
テーマが「二〇一一 今私
にできること」ということ
で東日本大震災に関連した
テーマを選んだ人が多かっ
た。聴衆の生徒たちも、真
剣に耳を傾けていた。

金賞

という期間の中で、我々は、
いろいろな体験をしてきた。
大自然の中でのキャンプは
集団行動における自己の責
任感を肌身で感じることが
できた。また、現地の人た
ちとの一つひとつのふれあ
いにより、思いやり、家族
の大切さ、英語力の大切さ
を痛感した。

私は、生徒たちがＢｕｄ
ｄｙとの別れのとき、そし
てホストファミリーの人た
ちと別れるときに涙してい
た姿が鮮明に心に残り、忘
れることができない。これ
は、留学という体験を通し
て生徒たちが日本という枠
にとらわれず、人と接する
ことの大切さを学んだ結果
ではないかと思う。ユタで
の多くの経験をこれからの
人生の大きな礎にして欲し
いと切に願う。
引率責任者 土屋 賀永

３年生の部

ユタに行きたいという気持
ちを持っている。

ホストファミリーと過ご
す休日には、ホストファミ
リーの人たちが様々な場所
に連れていってくれた。子
どものいる家庭では映画館、
遊園地、キャンプ等に行き、
生徒が楽しめる経験を多く
積ませてくれた。また教会
へ行き、礼拝等をした体験
は、忘れられない思い出の
一つとして、生徒達の心に
深く刻まれているはずだ。

自分自身も含め、一ヶ月
のホームステイ体験はこれ
からの将来の確固たる自信
につながるだろう。一ヶ月

ユタの大自然をバックに記念撮影

ユタ短期留学
ユタの雄大な自然の中で、
生徒たちは、仲間との友情
を深めた。生徒たちは、当
初、日本の文化とアメリカ
の文化の違いに対し、戸惑
いはあったが、生徒たちの
柔軟な姿勢により、臨機応
変に対応することができた。
ユタ短期留学では団体で
の行動が主になる。迅速な
行動が必要なときが多々あ
るわけだが、団体行動に慣
れていなかったため、行動
に遅れが生じることがあっ
た。また、アメリカ人の高
校生がヘルパーとして手伝
ってくれたが、その姿を見
て、当初は積極的に手伝い
に参加できる生徒は少なか
ったが、徐々に何事にもチ
ャレンジする姿勢が見受け
られるようになったことが
嬉しかった。留学中、多く
の時間はホストファミリー
と過ごした。ホストファミ
リーは、生徒たちを家族の
一員として受け入れ、それ
に対し生徒たちも感謝の気
持ちを持つことができた。
だからこそ一つひとつの別
れに涙し、誰もがもう一度

窪田美幸さん

３年生の部

進学部のテーブルマナーの様子

総合学部のテーブルマナーの様子

金賞

出場者の記念撮影

１年生の部
臼井江里那さん
金賞
２年生の部

サメをバックに
１か月を過ごしたホストファミリーと
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球技大会

遠 足

学園通り自転車マナー
向上委員会が発足
平成二十三年九月に、学
園通りを登下校で通行す
る 高校（私立六校、公立三
校）が一斉指導により高校
生の自転車マナーに対する
意識を変え、そのマナーを
改善していこうという共通
理解の下、学園通り自転車
マナー向上委員会が発足し
た。毎月一回、登校時間に
学園通りの危険で交通量の
多い交差点五ヶ所に各校教
員と生徒三～四名が立ち、
自転車マナーの向上を呼び
かけている。

交通安全教室開催

合唱コンクール
合唱コンクールを終えて
沼由理
ＧⅡ２ 指揮者
私たちのクラスは、一人
ひとりの個性が強く、明る
く活発です。しかし、合唱
コンクールの際には芸術
コース（音楽）の人がいる
ためか先生方に期待してい
ただき、その分強いプレッ
シャーを感じていました。
練習は短時間で集中して
行うという方針で朝と放課
後に行いました。最初は
パート練習から始めました
が、みんなが積極的に練習
に参加してくれたおかげで、
早く全体練習に移ることが
できました。
全体練習では、テノール
の声が大きくソプラノの声
が小さかったり、強弱がつ
いていないことに気づきま
した。何度指摘してもなか
なか改善されず、私は「み
んなやる気あるのかな」・
「優勝したくないのかな」
と疑問に思うようになりま
した。しかし練習の回数を
重ねるにつれ、声量のバラ
ンスや強弱が徐々につくよ
うになりました。でも「何
かが足りない」そんな思い
が次第に募っていきました。
でもその思いは時間が解決
してくれました。その答え

ＰⅡ８「旅立ちの時」

は「音楽に対する気持ち」
だったのです。それをみん
なに伝え、合唱を仕上げて
いきました。私自身指揮を
振っていて確実に進歩して
いることを実感しました。
決勝進出がかかった予選。
緊張していたせいか練習の
成果を十分に発揮できませ
んでしたが、何とか決勝に
進出することができ、「優
勝したい」という気持ちが
より一層強くなりました。

迎えた決勝。一人ひとり
が思いっきり楽しく歌うこ
とができ、悔いのない合唱
をすることができました。
祈るように結果発表を聞い
ていましたが、見事優勝を
手にすることができ、本当
に嬉しかったです。
優勝までの道のりは決し
て楽なものではありません
でしたが、多くの苦難を乗
り越えたことによってクラ
スの絆は深まりました。そ
して一緒に練習してきたク
ラスの仲間で優勝できたこ
とを誇りに思います。

ＳＰⅡ３「あなたに」

九月三〇日（金）に一年
生は遠足へ出かけた。特進
部は箱根、進学部は静岡、
総合学部は八景島へと出か
け、仲間たちとリラックス
した楽しい時間を過ごした。

八景島への遠足の様子

第４位

第５位 ＳＰⅡ１
「あなたへ」～旅立ちに寄せるﾒｯｾｰｼﾞ~

九月三〇日（金）に二年
生は球技大会を実施した。
男子はサッカー、女子はバ
レーボールを楽しんだ。大
きな怪我をする者もなく、
フェアプレー精神に則って
クラス全員で一つになるこ
とができ、球技大会を通じ
てさらに絆が強まった。

総合学部

第２位

ＳＰⅠ１「大切なもの」

第２位

十一月三〇日（水）の六
限に全一年生を対象とする
交通安全教室を行った。今
年度は指導を担当していた
だいた黄瀬川自動車学校が
本校のためにオリジナルＤ
ＶＤを作成してくださり、
「歩行者や自動車側から見
た自転車の危険を感じる運
転」をテーマに自転車乗車
のマナーを学んだ。
真剣な表情でＤＶＤを
見る１年生

箱根への遠足の様子
特進部
静岡への遠足の様子

ＰⅡ５

進学部

サッカーの様子
バレーボールの様子
表彰式の様子
男子優勝
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Ｖｉｖａカトガク 活躍する在校生
音楽部 第七回 定 期 演 奏 会 開 催 さ れ る
九月二十四日（土）に三
島市民文化センター小ホー
ルにて音楽部の定期演奏会
が行われた。日頃の練習に
より培われたチームワーク
を十分に発揮し、三部構成
の多彩なプログラムと息の
合った合唱や合奏で詰め掛
けた多くの聴衆を魅了した。

男子サッカー部
初の県ベスト に進出
16

本校男子サッカー部が全
国高校サッカー選手権大会
静岡県予選において一次
トーナメントを勝ち上がり、
二次リーグも突破して県ベ
スト十六に入り、決勝トー
ナメントに進出した。これ
は創部以来初の快挙である。
十一月三日（木）に浜松開
誠館高校と県ベスト８をか
けて激突したが惜しくも敗
れた。男子サッカー部のこ
れからの活躍に期待したい。

化学部の活躍

陸上部の活躍

十一月三日（木）に、静
陸上競技部が十一月六日
岡科学館る・く・るにて開
（日）にエコパスタジアム
催された第二〇回東海地区
で行われた静岡県高等学校
高等学校化学研究発表交流
駅伝大会に出場し、男子が
会に本校化学部が参加した。 第三位、女子が第五位とな
東海地区各県十校の発表が
り、共に十一月二十三日
行われた中で、
化学部は
「製
（水）に 東 海 高 校 駅 伝 大 会
紙スラッジを応用した連続
に出場した。同大会におい
式高度生活排水処理装置の
ても男子が県勢最上位の第
開発」というテーマで発表
七位、女子が第十五位とい
を行い、優秀賞を受賞した。 う結果を残した。
また、研究発表後の質疑応
ま た、 十 二 月 三 日（ 日 ）
答の時間で優れた討論を
に静岡市で開催された第
行った三名に与えられる討
十二回静岡県市町対抗駅伝
論賞を中西瞭君（ＰⅡ３・
大会に、本校生徒二十二名
長泉北中出身）が受賞した。 が選ばれ、各市町の代表と
して力走した。その中でも
町の部で優勝を果たした長
泉町では、十一区間中三区
間に本校陸上部員が出場し、
四連覇に大きく貢献した。

５区で区間賞を受賞した函
１区を区間２位で走った
長泉町の神谷優花さん・写真左 南町の樋口史朗君・写真右
（ＰⅢ５・函南東中出身）
（ＰⅢ４・長泉北中出身）

写真部の活躍
静岡県東部高等学校写真
連盟が主催する平成二十三
年度静岡県東部高校写真連
盟第二回写真コンクールに
おいて本校写真部に所属す
る 二 名 が 入 選 を 果 た し た。
入選した二名の作品は次の
通りである。

英語スピーチコンテスト

で全国大会に出場

十月二十九日（土）に第
二十八回全国商業高等学校
英語スピーチコンテスト静
岡県大会が静岡市駿河区で
開 催 さ れ、 本 校 の 岡 部 洸
生 君（ Ｇ Ⅰ ２・三 島 南 中 出
身）が出場し、スピーチの
部で見事優勝した。岡部君
は大ファンであるビートル
ズのジョージ・ハリスンへ
の思いを情感豊かなジェス
チャーを交えて語り、聴衆
を魅了した。岡部君は一月
八日に東京の全商会館で開
催された全国大会にも出場
し、さらに上達したスピー
チを披露した。

表彰を受ける岡部洸生君

岡部君は本校スピーチコンテ
ストでも見事優勝している

研究発表の様子

優秀賞・討論賞をＷ受賞した
化学部のメンバー

撮影：長嶋 亮一君（ＰⅡ１・長泉中出身）
題名：
「平正の風景」
男子サッカー部のメンバー

部員・ＯＢ・顧問の先生も一緒に記念撮影
撮影：奥野健吾君（ＰⅡ３・長泉中出身）
題名：
「0.01秒を争う闘い」

お揃いのシャツを着て「ダンシングスター」を披露
息の合ったトーンチャイムの演奏
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