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第六十三回 卒 業 証 書 授 与 式 が 挙 行 さ れ る

進学部卒業証書授受代表 増淵 勇輝君
（ＰⅢ１・裾野西中出身）

特進部卒業証書授受代表 山本 昇太郎君
（ＳＰⅢ１・大岡中出身）

担任の先生方が一人ひとり心を込めて卒業する
生徒の名前を読み上げた。

山内淑仁君（ＰⅡ１・裾野東中出身）による送辞

中山真実さん（ＳＰⅢ３・大岡中出身）による答辞

担任の先生を囲んで記念撮影

最後の終礼の様子

胸のコサージュは２年生の手作り

三 月 一 日（ 木 ）四 八 一 名 が 巣 立 つ

総合学部卒業証書授受代表 江頭 麻美子さん
（ＧⅢ４・富士宮第四中出身）

学校長

加藤

「卒業式に想う」


瑠美子

水ぬるむ三月になった一日に今年もまた厳粛に卒

業式が挙行されました。三年間慈しみ育てた生徒の

一人ひとりの名前を、涙と共に呼ぶ先生方に対して、

子どもたちを愛してくれて有難うと心から感謝致し

ました。

卒業生もまた涙々で、私は素晴らしい生徒に出逢

えたことを有難く思いました。学校行事の数々が走

馬灯の様に駆けめぐり、卒業生と共にご協力くださっ

た保護者の皆様方に筆舌に尽くせぬ感謝とお名残惜

しさで胸がいっぱいになりました。

来賓の中には本校の卒業式で感動を味わいたいと

毎年楽しみにいらして下さる方がいらっしゃいます。

また今年は沼津市長もご列席下さり、本校の逍遥歌

は沼津の誇りであると過分なお言葉をいただきまし

たことは、私共にとっては大変嬉しく名誉なことです。

素晴らしい卒業式ができるのも、生徒・教職員・

保護者が一体となり悔いのない三年間を送ったたま

ものと思っております。新年度もスタートし、校庭

を見ればさわやかな新緑がいっぱいです。

今年も勉強に学校行事に全力をかけて欲しいと念

願しております。

カ ト ガ ク 歳時記
一月～三月

同窓会入会式

彰

式

二月二十八日（火）に真
砂会入会式が開かれ、二十
三年度の卒業生も真砂会会
員の仲間入りを果たした。

表

二月二十九日（水）に講
堂にて表彰式が行われた。
在学中に各方面で活躍した
多くの生徒が表彰された。

謝 恩 会

二月二十九日（水）に体
育館にて謝恩会が開かれ
た。三年間お世話になった
先生方へ感謝の気持ちを表
すために、書道部によるパ
フォーマンス、チアリーダ
ー部・吹奏楽部・応援団に
よる演技、スライドの上
映、クイズ、感謝の手紙の
朗読、花束・記念品の贈呈
などが企画され、大きな歓
声と感動の涙が入り混じっ
た心温まる素晴らしい会と
なった。

先生方と一緒に「マルマルモリモリ」を踊る

応援団・チアリーダー部・吹奏楽部の発表

感謝の気持ちを込めて手紙を朗読

卒業記念品目録の贈呈

書道部による書道パフォーマンスの様子

完成した書道パフォーマンスの作品

理事長賞 田辺 駿君

（ＧⅢ２・門池中出身）
（ＧⅢ５・金岡中出身）
（SＰⅢ２ 沼津第一中出身）

卒業生代表による入会の言葉

（ＰⅢ２ 清水中出身）
日本私立中学高校連合会賞 青木 航君

全国商業高等学校協会賞 髙橋 悟君

後援会会長賞 一場 美香さん

芸人さんたちへの花束の贈呈
（澤登宥希君・ＧⅢ３・富士宮第三中出身）

創立者賞 山本 昇太郎君
（ＳＰⅢ１ 大岡中出身）

在校生による合唱のプレゼント
ジョイマンのライブの様子
カナリアのライブの様子
ＣＯＷＣＯＷのライブの様子

三年生送別会
二月二十七日（月）に生
徒総会及び三年生の送別会
が開かれた。最初に生徒会
製作のスライドを上映し、
仲間たちと過ごした三年間
の思い出を振り返った。そ
の後一・二年生がお世話に
なった三年生に感謝の気持
ちを込めて「ＧＲｅｅｅ
ｎ」の『キセキ』を合唱し
た。後半は、毎年恒例とな
っているスペシャルライブ
を堪能した。今年は「あた
りまえ体操」などのネタで
テレビでもおなじみのベテ
ランコンビＣＯＷＣＯＷ
（カウカウ）をはじめ、ジ
ョイマン、カナリアの３組
が登場し、会場は大興奮と
爆笑の嵐に包まれた。

生徒会作成のウェルカムボード
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Ｖｉｖａカトガク 活躍する在校生

囲碁・将棋部の
活躍

柔道部 前山理菜さん
全国大会に出場
一月十四日（土）に全国
高等学校柔道選手権大会
県大会個人の部が開催さ
れ、本校女子柔道部の前山
理菜さん（ＧⅠ２・服織中
出身）が女子五十七ｋｇ級
で見事優勝した。県大会決
勝では山田葵選手（市立沼
津）と対戦。大外刈りで見
事一本勝ちをおさめ、全国
大会出場を決めた。
三月十九日（月）に日本
武道館で開催された全国大
会では第二回戦から登場し、
山河茉莉選手（岡山・創志
学園）に優勢勝ちをおさめ、
第三回戦まで駒を進めたが、
榊千寛選手（奈良・添上高
校）に惜しくも敗れた。一
年生ながら快挙を達成した
前山さんの今後の成長と活
躍に期待したい。

毎日の厳しい練習で心身を鍛え技を磨いている

県大会各階級の優勝者（前列右から２番目が前山さん）

書道部の活躍

逍遥歌代表が沼津文
学祭・校歌祭に出演

二月十二日（日）に静岡
高校で第三十四回静岡県高
等学校囲碁新人十傑戦大会
が開催され、県内二十四校
の約一一〇人が参加した。
この大会に本校囲碁・将棋
部の平川美波さん（ＳＰⅠ
１・大岡中出身）が出場し、
女子Ｂの部で第三位に輝い
た。

チアリーダー部
全国大会四位に

一月二十二日（日）に静
岡市中央体育館にて開催さ
れたＵＳＡリージョナルコ
ンペティション静岡予選大
会二〇一二に本校チアリー
ダー部が出場し、ソングリ
ーディング部門 Ｐｏｍ・
ラージ 高校生編成で第一
位、ハーフタイム部門 グ
ッドスピリットチーム賞

（会場を最も盛り上げたチ
ームに贈られる賞）を受賞
して全国大会出場を決めた。
三月二十四日（土）・
二十五日（日）に千葉県
の幕張メッセで開催され
たチアリーダーの全国大
会「ＵＳＡナショナルズ
二〇一二」ソングリーディ
ング・Ｐｏｍ部門にチアリ
ーダー部が出場し、見事全
国第四位に輝いた。最近で
は全国大会常連校として常
に期待され、注目されるプ
レッシャーにも負けず、好
成績を残すチアリーダー部
の健闘を称え、頂点を目指
して日々精進するメンバー
に全校でエールを送ろう。

全国第４位に輝いたチアリーダー部の演技

県書道連盟主催の第
五十七回静岡県高等学校書
道研究会東部地区新春作
品展において、応募総数
三千五百四十六点の中から、
本校書道部の鈴木彩日さん
（ＧⅢ１・函南東中出身）
が静岡県高等学校文化連盟
書道専門部会長賞を受賞し、
市川奈々さん（ＳＰⅡ３・
裾野東中出身）が静岡県高
等学校教育研究会書道部会
理事長賞を受賞した。
二月四日（土）に沼津市
民文化センター小ホールで
開催された第五回沼津文学
祭・沼津校歌祭に本校の逍
遥歌代表五名が招待され、
出演した。発表当日は、日
頃の練習の成果を発揮して
伝統の舞踊を披露した。最
大の見せ場である「反り」
を披露した際には詰めかけ
た多くの観客から大きな拍
手が送られた。

前山理菜さん

スキー競技で全国
高校総体に出場
二月一日（水）と二月三
日（金）に蔵王温泉スキー
場にて開催された全国高校
総合体育大会第六十一回全
国高校スキー大会に秋定友
里恵さん（ＳＰⅡ２・多賀
中出身）が出場した。秋定
さんの全国高校総体出場は
昨年に引き続き二度目の栄
誉である。また合わせて三
月八日から富良野スキー場
にて開催された第二十四回
全国高等学校選抜スキー大
会にも出場した。

スキー競技中の秋定友里恵さん
逍遥歌代表の５名

最大の見せ場では大きな拍手が送られた
表彰を受ける平川美波さん
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寸劇を交えて
「学園天国」を披露

工夫を凝らしたＭＣも楽しみの１つ

お世話になった前田先生へ花束の贈呈

パーカッションパートによるショー

カラーガードが華麗な舞を披露

大迫力のドリル演奏

第三十回 合同発表会開催される

敢闘賞（第３位）を受賞したLe Cidの演奏

Side swipeの演奏

表彰式の様子

それぞれ個性あふれるシャウトを披露した

本校より出場した５つのバンドのボーカル

ギタリスト賞を受賞した中島賛君

フォークソング部
二月五日（日）に清水町
地域交流センター多目的ホ
ールにて開催された第三十
回高等学校フォークソング
部軽音楽部合同発表会（静
岡県東部高等学校フォーク
ソング部協議会主催）に本
校フォークソング部から五
組のバンドが出演した。こ
のジョイントコンサートに
は伊豆中央高校・御殿場南
高校・沼津工業高校・沼津
東高校・沼津中央高校・本
校の六校・計二十八のバン
ドが参加し、各自が瑞々し
い演奏を披露した。厳正な
る審査の結果、本校では
「誘惑」を披露したＬｅ
Ｃｉｄ（ルシード）が敢闘
賞（第三位）を受賞し、中
島賛君（ＳＰⅡ５・戸田中
出身）がギタリスト賞を受
賞した。
多数の聴衆が駆けつけて演奏に聴き入った

第三十回定期演奏会開催

ルパンⅢ世のキャラクターが登場

吹奏楽部
一月九日（月）に沼津市
民文化センターにて吹奏楽
部「Ｂｌｕｅ Ｗｉｎｇ
ｓ」の定期演奏会が行われ
た。日頃の厳しい練習によ
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
った演奏で、詰め掛けた多
数の聴衆を魅了した。

第30回を記念してOBと現役部員との合同演奏を披露
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