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Cultivate your thoughts in your early days

Nurture your body in your early days

Develop your intellect in your early days

Aim your hopes towards the stars in your early days

若き日に汝の思想を培え
若き日に汝の体躯を養え
若き日に汝の智能を磨け
若き日に汝の希望を星につなげ

●発行日／2011年7月1日
●発行者/東海大学付属高輪台高等学校・中等部　校長・黒坂道生

「知性と品性、そして感性を」
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希望を星につなげ！希望を星につなげ！

「特別奨励入学制度」で内定した52名の栄えある笑顔（氏名の一覧は２ページに掲載）

「特別奨励入学制度」で５２名、「特別技能推薦（各校推薦）」

で３名、「特別学力推薦」で２４２名、「内部推薦早期内定」で４８

名、合計３４５名の３年生が東海大学への進学が内定しました。し

かも、９０％以上の生徒が第１希望の学部・学科への内定です。

付属推薦の早期化に伴いながら、推薦のしくみも改定されて

きました。今年度は、「特別技能推薦（各校推薦）」が新設されま

した。これは、「特別技能推薦」に該当する生徒を対象として、部

活動での競技で秀でており、将来の目標が明確で、学業・生活

態度等が良好な者を校長が３名まで推薦できるものです。また、

適性審査の実施日が６月２５日（航空操縦学専攻除く）となり、

審査結果も早く明らかになりました。適性審査実施の学部・学科

を希望する生徒を含むより多くの生徒が夏休み前に進学先が

内定して、入学前教育を受けられるようになります。

入学前教育は、７月９日または１０日、３０日に内定した学科の

あるキャンパスで開催される「内定者説明会」（保護者同伴）か

ら始まります。そこでは、①学科説明②個別面談が行われ、一

人ひとりに学科独自の個別指導課題が提示（夏休み明けに提

出）されます。そして９月以降に、提出課題に関する大学の先生

による巡回指導や、大学と高校が連携した授業が展開されてい

きます。

また、特別奨励入学制度で内定した生徒は、９月から始まる

大学の授業に科目履修生として参加し、大学の単位取得がで

きるようになります。高校在学中に内定した学部・学科で学び、

夢を実現する力が養えます。

１・２年生の皆さんも是非、日頃から学力の向上に努めながら、

志望する学部・学科への進学を早期に実現していきましょう。
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「東海大学特別奨励入学制度・特別学力推薦・内部推薦早期内定」「東海大学特別「東海大学特別奨励奨励入学制度・特別学力推薦・内部推薦早期内定」入学制度・特別学力推薦・内部推薦早期内定」「東海大学特別奨励入学制度・特別学力推薦・内部推薦早期内定」

名の内定、おめでとう名の内定、おめでとう名の内定、おめでとう名の内定、おめでとう345345345345
今年度より、海洋学部が生まれ変わり、新たに「環境社会学科」「海洋地球科学科」「水産学科」「航海工学科」が誕生して

６学科４専攻となりました。さらに来年度からは、札幌キャンパスに国際文化学部デザイン文化学科と生物学部生物学科、
同海洋生物科学科が開設されます。
「東海大学」は、全国に9キャンパスを擁し、19学部80学科・専攻・課程で、壮大なスケールと多様な学問領域の学びを展
開しながら、21世紀社会に貢献できる人材の育成を目指しています。

（学部・学科順）東海大学特別奨励入学制度による内定者（適性審査のある学部・学科を除く）
氏名 クラス 進学先（内定） 出身中学校

諸橋　　恵
柳橋　　龍
芦澤　優輝
槙　　健斗
銘苅　玲奈
土屋　裕暉
金野　紗也
石井　美帆
岩﨑　健太
坂庭　篤実
荒木　莉紗
小松　弘果
髙橋　礼奈
小口　夏海
髙橋　知子
杉垣　　真
山中　光一
黒澤　翔梧
山田　浩幸
神山　　遥
濟藤　賢一
桑子　拓矢
中山　晶太
菅沼美由起
北出　紘章
美馬　優貴
木村　　京
髙村　円香
澁谷　朋子
矢野　遥香
宮川とも子
佐藤　孔亮
福山　耕作
神田　真琴
岩田　昌也
細谷　和輝
尾山　俊平
長塚　弘晃
田中　　馨
奥田　知熙

2
3
8
1
2
4
2
4
8
6
4
3
3
4
5
7
3
8
5
3
4
6
6
9
9
9
7
3
9
9
3
3
6
5
9
7
4
5
8
9

文学部歴史学科西洋史専攻
文学部英語文化コミュニケーション学科
文学部英語文化コミュニケーション学科
文学部広報メディア学科
文学部広報メディア学科
文学部広報メディア学科
文学部心理・社会学科
文学部心理・社会学科
観光学部観光学科
政治経済学経営学科
教養学部人間環境学科自然環境課程
教養学部国際学科
教養学部国際学科
教養学部国際学科
教養学部国際学科
教養学部国際学科
理学部数学科
理学部数学科
理学部情報数理学科
情報通信学部情報メディア科
情報通信学部情報メディア科
情報通信学部情報メディア科
情報通信学部情報メディア科
情報通信学部情報メディア科
情報通信学部情報メディア科
情報通信学部情報メディア科
情報通信学部経営システム工学科
工学部生命化学科
工学部生命化学科
工学部生命化学科
工学部光・画像工学科
工学部電気電子科
工学部電気電子科
工学部材料科学科
工学部材料科学科
工学部機械工学科
工学部医用生体工学科
工学部医用生体工学科
工学部医用生体工学科
工学部医用生体工学科

大田区立貝塚中学校
目黒区立第九中学校
葛飾区立立石中学校
横浜市立金沢中学校
品川区立東海中学校
川崎市立南大師中学校
川崎市立南加瀬中学校
横浜市立大綱中学校
目黒区立第十中学校
三鷹市立第四中学校
葛飾区立高砂中学校
北海道教育大学附属釧路中学校
葛飾区立綾瀬中学校
千代田女学園中学校
名古屋市立今池中学校
ジャカルタ日本人学校
川口市立戸塚西中学校
足立区立第十一中学校
大田区立蓮沼中学校
目黒区立第三中学校
港区立三田中学校
文京区立文林中学校
大田区立大森第七中学校
世田谷区立奥沢中学校
横浜市立神奈川中学校
中央区立日本橋中学校
横浜市立南が丘中学校
川崎市立塚越中学校
横浜市立岩崎中学校
川崎市立川中島中学校
大田区立大森第四中学校
葛飾区立一之台中学校
横浜市立鶴見中学校
板橋区立志村第一中学校
横浜市立六角橋中学校
品川区立荏原第一中学校
横浜市立あざみ野中学校
大田区立大森東中学校
台東区立浅草中学校
大田区立大森第十中学校
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「東海大学特別奨励入学制度・特別学力推薦・内部推薦早期内定」

名の内定、おめでとう345

（学部・学科順）東海大学特別学力推薦内定者（適性審査のある学部・学科を除く）

（学部・学科順）
氏名 クラス 進学先（内定） 出身中学校

清水宏二朗
安井夏奈子
髙橋紗耶子
並木　　涼
上原　武志
村越　菜々
久下　侑子

体育学部競技スポーツ学科
体育学部生涯スポーツ学科
体育学部生涯スポーツ学科
海洋学部海洋生物学科
海洋学部水産学科生物生産学専攻
ハワイ東海インターナショナルカレッジ教養学科予科
ハワイ東海インターナショナルカレッジ教養学科予科

大田区立蓮沼中学校
大田区立出雲中学校
大田区立大森第四中学校
江戸川区立松江第三中学校
北区立十条富士見中学校
墨田区立本所中学校
横須賀市立大矢部中学校

8
6
8
9
3
3
6

特別技能推薦
体育学部体育学科
体育学部競技スポーツ学科
体育学部生涯スポーツ学科

小窪　勝太（6組）
古屋　諒児（4組）
永井　優仁（8組）

文学部北欧学科
文学部歴史学科日本史専攻
　
文学部文芸創作学科
文学部英語文化コミュニケーション学科
文学部広報メディア学科
　
　
文学部心理・社会学科
　
　
観光学部観光学科
　
　
　
　
政治経済学部政治学科
政治経済学部経済学科
　
政治経済学部経営学科
　
　
　
法学部法律学科
　
教養学部人間環境学科自然環境課程
教養学部人間環境学科社会環境課程
　
　
教養学部国際学科
　
理学部数学科
理学部情報数理学科
理学部物理学科
情報理工学部情報科学科
情報理工学部コンピュータ応用工学科
情報通信学部経営システム工学科

情報通信学部情報メディア科

成瀬　宏子（5組）　本間　桃子（9組）
工藤　誠也（4組）　幸福　趣得（5組）　福島　和彦（5組）　保谷　京香（2組）
安孫子　凌（9組）
向井　愛咲（1組）　山田　優太（7組）
石井絵里子（1組）　京増　有香（1組）　榑沼　理沙（8組）
青木さやか（1組）　古賀真珠美（1組）　鈴木　大貴（1組）　小川　美咲（2組）
平根　瑞穂（3組）　榎本　ライ（4組）　斎藤　彩華（5組）　中田　真史（6組）
片岡　円香（7組）　河内　美柊（8組）
宍戸　衿香（1組）　前森　香奈（1組）　武田あずみ（2組）　渡邉　泰葉（2組）
濱嶌　大輔（2組）　北風　愛佳（3組）　渡邊　裕美（3組）　茂木　彩乃（6組）
前田　直道（7組）　針生みどり（8組）　善田　大智（8組）
上野　由佳（1組）　越智　幸恵（1組）　片桐　彩花（1組）　木ノ内七佳（1組）
會田　　旭（2組）　川﨑　　優（2組）　中井茉莉絵（2組）　長岡茉利子（2組）
藤井　弘絵（2組）　井口　朋美（3組）　鶴飼恵美子（3組）　太田　　頌（4組）
関　　海馬（4組）　中松芽久実（5組）　横村　雄大（5組）　川杉恭一郎（6組）
小原百梨杏（8組）　菊地　　傑（8組）
　崎　航平（1組）　田中　秀征（4組）　北越　達也（6組 ）　松本　圭祐（6組）
大薗　涼介（3組）　渡邉　　脩（3組）　渡辺　　翔（4組）　立川　亮介（5組）
石渡　裕樹（6組）　鈴木　　龍（8組）
明石久仁彦（1組）　谷　　昴輝（1組）　浅川　慎介（2組）　飯沼　　奎（2組）
伊藤　　涼（2組）　坪井　武彦（2組）　百武揮志朗（2組）　福村　大樹（4組）
吉田　　茜（6組）　小林　篤鋭（6組）　井ノ浦黎太（7組）　高山　文達（7組）
戸田　有穂（8組）　酒巻　純一（8組）　下浦　　祥（8組）　山村　竜平（8組）
東　　良暁（1組）　山﨑　涼太（1組）　山名　俊嗣（1組 ）　吉﨑　大貴（1組）
菅井　昇太（2組）　井原　奨太（4組）　増田　貴行（6組）
吉井友理絵（7組）　五十嵐　司（7組）　大浦　弘亘（7組）
服部　　彩（1組）　田口　大暉（3組）　田中謙二郎（3組 ）　高橋　麻莉（4組）
大井　聡史（4組）　大津　駿亮（4組）　奥畑　涼平（4組）　神野　友輔（4組）
仲野　紘平（4組）　市原布舞貴（7組）　髙林明由子（8組 ）　西原　宗路（8組）
加留部宏明（3組）　沓名　俊樹（3組）　ハビック　マサト（5組）
高橋　彩子（6組）　長島　大樹（7組）
伊藤　優也（7組）　葉山亜美留（8組）　小藤　佳奈（9組）
松本　　悠（5組）　宮野　雅至（5組）　豊島　　彩（8組）　鴻﨑　拓弥（8組）
内山　寛之（9組）　増田　航大（9組）
佐藤　紀樹（8組）
福田真菜美（8組）
松本　篤史（3組）　大井　友貴（5組）　髙橋　涼平（7組）　保泉　　凱（7組）
田代　桜子（9組）
沖本　　優（3組）　森川　雄介（5組）　大岡　正晃（6組）　柿﨑　　大（7組）
伴　英里香（8組）　齋藤　遊磨（8組）　滝澤　巧樹（9組）　中河原優貴（9組）
二宮　淳夫（9組）　林川　　翔（9組）　本田　祐輔（9組）　矢野　琢弥（9組）
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新学習指導要領に対する指導方法の研究に取り組む新学習指導要領に対する指導方法の研究に取り組む

付属推薦早期化に対する取り組みと内定後の指導体制を確立する付属推薦早期化に対する取り組みと内定後の指導体制を確立する

（学部・学科順）内部推薦早期内定者

（学部・学科順）東海大学特別学力推薦内定者（適性審査のある学部・学科を除く）

工学部建築学科
　
　
　
工学部光・画像工学科
工学部航空宇宙学科航空宇宙学専攻
工学部材料科学科
工学部生命化学科
　
　
　
工学部精密工学科
工学部電気電子工学科
　
工学部土木工学科
工学部動力機械工学科
海洋学部海洋生物学科
海洋学部航海工学科航海学専攻
海洋学部水産学科生物生産学専攻
体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科
　
体育学部競技スポーツ学科
体育学部生涯スポーツ学科
体育学部体育学科
健康科学部社会福祉学科
東海大学短期大学部食物栄養学科
ハワイ東海インターナショナルカレッジ教養学科予科

荒井　亮輝（3組）　長谷川航大（3組）　笛木　大輔（3組）　堀田　貴大（3組）
髙橋　　司（4組）　土城　　峻（4組）　石橋　裕也（5組）　小川　龍太（5組）
林　　大地（5組）　守永　大貴（5組）　豊田　桃子（6組 ）　高橋　春香（7組）
石井　俊也（8組）　木村　勇人（8組）　武田　真慈（8組）　中川翔太郎（8組）
矢島　佑樹（3組）　江川　　開（6組）　原　　　涼（6組）　小林　啓悟（7組）
野村　周平（6組）　保坂　和明（8組）　大江　海斗（9組）
小林　佑樹（5組）　萩森　良平（5組）　篠田　有作（9組）　中西　雄大（9組）
斉藤遼太郎（3組）　田村　慎也（3組）　長嶺　優輝（3組 ）　増田　翔大（3組）
一見紗瑛子（4組）　丸山かをる（4組）　加藤　　優（5組 ）　杉山　拓吾（5組）
松島　　達（5組）　千葉　知美（6組）　藤巻　知央（6組）　渥美　大貴（6組）
岩﨑　朝子（7組）　木下　加菜（7組）　原　奈津実（7組）　古屋　真杜（7組）
伏見　浩邦（5組）
有馬　裕之（5組）　片山　優太（5組）　見上　翔太（5組）　大友　雄貴（6組）
川嶋　源太（6組）　　　　晃佑（7組）　中野　椋太（7組）　権藤　聖也（8組）
森　翔太朗（3組）　徳　　良介（6組）
齋藤　秀峻（6組）　西村　嘉展（7組）
平田　雄馬（5組）　永瀬　　碧（7組）　髙木　悠亮（9組 ）　藤城翔太朗（9組）
鈴木　力太（7組）　矢野　良一（9組）
富澤　祐介（7組）　菅野　勝利（9組）
吉田　綾香（2組）　小野沢翔多（4組）　勝田　航介（4組）　村田　明広（4組）
森田ちひろ（6組）　板谷　勇人（6組）
曽我　貴子（5組）　筒井　純平（8組）　廣岡　　潤（8組 ）
坂本　若菜（4組）　柳下　奈 （々4組）　百瀬　大清（7組 ）　福島　美香（8組）
津村　涼平（3組）
安藤舞里子（3組）　伊東　美優（6組）　近藤　雄太（6組）　石川　望瑛（7組）
川上　　灯（2組）　春木この実（7組）
馬場　冬威（1組）　遠藤　和正（2組）　平山　詩乃（3組）　岩田　華佳（5組）
宮﨑　　茜（5組）　田上　結衣（6組）　髙田真理菜（9組）　渡部　竜成（9組）

文学部ヨーロッパ文明学科
文学部英語文化コミュニケーション学科
文学部広報メディア学科
法学部法律学科
観光学部観光学科
政治経済学部経済学科
政治経済学部経営学科

政治経済学部経済学科
政治経済学部政治学科
教養学部国際学科
教養学部人間環境学科自然環境課程
教養学部人間環境学科社会環境課程
情報理工学部情報科学科
情報通信学部情報メディア科
情報通信学部組込みソフトウェア工学科
情報通信学部経営システム工学科
工学部生命化学科
工学部電気電子工学科
工学部材料科学科
工学部建築学科
工学部土木工学科
工学部動力機械工学科
海洋学部水産学科食品科学専攻
東海大学短期大学部児童教育学科
ハワイ東海インターナショナル教養学科予科

小林　航太（8組）
大原　　萌（1組）　松井友理佳（1組）　久保田早紀（5組）
嘉齋みちか（2組）　近藤　　駿（5組）
大井眞尚武（1組）　大村　光祐（2組）　石井　真仁（5組）
北島　眞子（1組）　田丸　桃子（2組）　木村　慎也（6組）　坂田　悠太（8組）
藤原　將貴（1組）
松浦　由幸（1組）　飯塚健太郎（2組）　大賀　有記（2組）　柏木　順多（2組）　林家　里奈（3組）
萩原　裕也（7組）　吉岡　優樹（7組）
河村　梓支（3組）　畠山　健大（4組）
佐々木拓馬（2組）
石渡　栞奈（1組）　小林　将也（1組）　田　　娜賢（2組）　飯田　隼也（6組）
晝間さよこ（2組）　阿部　樹生（7組）
菊田　秀平（2組）　森　　龍一（2組）　大垣　瑛雅（3組）
橘　　大輔（7組）
中目　将之（8組）
佐藤　悠磨（4組）
佐藤　友宣（6組）
田島　　翼（5組）
鈴木　　光（3組）
谷口　光輝（9組）
薄田　一平（5組）
伴野　　葵（9組）
鈴木　啓太（6組）
山本　　萌（9組）
門井　　優（2組）　小川　祥枝（6組）　小宮　瑠莉（6組）
横塚　奨之（4組）

情報通信学部組込みソフトウェア工学科
情報通信学部通信ネットワーク工学科
工学部医用生体工学科
工学部応用化学科
工学部機械工学科

加藤　充大（4組）　成島慶一郎（5組）
稲村　忠仁（3組）　安井　悠人（3組）　中山穂乃花（7組）
佐野　帆波（5組）　牧野　梨咲（6組）　三浦健太朗（7組）　櫻井　康裕（9組）
山形　菜摘（4組）　轟　万里絵（5組）
猪熊　大志（9組）
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2011年度東海大学学園オリンピック文化部門1次審査（音楽部門を除く）に学園の中等部・高等学校からのべ2,374名の応募

がありました。高輪台高校・中等部からは各部門に３５名が応募しました。

１次審査の結果が発表され、１１名の生徒諸君がめでたく２次審査に進むことになりました。１次審査の合格者は７月３１日～８月５

日に東海大学嬬恋高原研修センターで行う夏季セミナーに参加し、部門ごとに東海大学と付属校の先生方の指導のもとで、創

作活動やフィールドワーク等のアクティビティに励み、その成果によって各部門の優秀者が選ばれます。

国語部門
海老優之介
茂木　彩乃

（3年A組）
（3年6組）

理科部門
芦野　光祐
長瀬慶太郎

（3年B組）
（2年10組）

数学部門
北出　紘章（3年9組）

芸術（造形）部門
小山　拓哉（2年4組）

ディベート部門
美馬夕佳里
木内　一希
大関　翔輝

（1年9組）
（2年8組）
（3年3組）

知的財産部門
菊池　　弘
鈴木　佑佳

（1年4組）
（3年7組）

2011年度学校運営方針2011年度学校運営方針
さて、『飛躍』５月号でもお知らせしたように、2011年度は「重点目標」を２つ増やして５つ設定いたしまし

た。今回は「２０１１年度の重点目標」の内（４）と（５）をご紹介したいと思います。

新学習指導要領に対する指導方法の研究に取り組む新学習指導要領に対する指導方法の研究に取り組む新学習指導要領に対する指導方法の研究に取り組む新学習指導要領に対する指導方法の研究に取り組む新学習指導要領に対する指導方法の研究に取り組む

2011年度の重点目標　ＰＡＲＴ．2

付属推薦早期化に対する取り組みと内定後の指導体制を確立する付属推薦早期化に対する取り組みと内定後の指導体制を確立する付属推薦早期化に対する取り組みと内定後の指導体制を確立する付属推薦早期化に対する取り組みと内定後の指導体制を確立する付属推薦早期化に対する取り組みと内定後の指導体制を確立する

4

5

２０１３年４月入学生から年次進行によって段階的に適用される高等学校の新学習指導要領の改訂に伴い、現在本
校では新しい教育課程を作成しています。建学の精神や理念を基盤として、現代文明論的な視点を常に意識しなが
ら、文武両道や文理融合等に配慮したカリキュラムを編成するよう研究が進められています。
英語教育の充実、ＳＳＨ活動を通して習得した特徴ある理科・数学教育、アクティブボードを活用した双方向の授業

など、本校ならではの特徴ある教育スタイルを盛り込んだ新カリキュラムの編成が進んでいます。
理科と数学に関しては２０１２年４月入学生から先行実施されることになっていますが、こちらについては本校の原
案はすでに完成し、東京都への報告をする準備をしています。

昨年度から東海大学への推薦入試が大きく変わり始め、今年度も特別学力推薦や、早期内定など、すでに内定者
の発表が行われました。
東海大学の付属校であることを活かして、早期に内定した生徒一人ひとりにキメ細やかな指導を行い、希望する進
路への準備がしやすくなる環境を生み出させます。間もなく始まる事前学習や課題等により、入学前から基礎学力を
向上させ、勉学に目的意識を持つことができ、入学までの期間を効果的に過ごすことができます。
また、１０月から始まる東海大学への体験学習、１２月からスタートする特別講座、そして、ＳＨＩＰ、ＦＥＳＴ、カナダ中
期留学などを通して、受験勉強に費やす時間をそれぞれの進路にあった学習を早く始めることで、大学での学習がさ
らに充実するよう準備することができます。
間もなく進路指導の主役が高校２年生、１年生になります。付属推薦の早期化に伴い、高校１・２年生への指導も開

始時期を早め、時間をかけて丁寧に指導していきます。
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等中 部 1 学 年 だ よ り

校外活動（落語）を振り返って
掛川　慶大

１年Ｂ組　佐久市立岩村田小学校出身

毎日が何気なく風のように過ぎていき、中学生になって初めて迎える夏休みまであとわずかとなりました。
皆さんが楽しみにしていた「オリエンテーション合宿」が震災の影響で中止になってしまい、その結果、中等部入
学後、初の本格的行事になったのが５月27日（金）に実施された校外活動でした。
今回は、「落語」の思い出を余すところなくお伝えします。

５月２７日（金）の落語を聞いて２つのことを感じまし

た。１つ目は、実際にその世界に行ったような口調で

話していることです。普通の人がこの話をしたらおそら

く噛んでしまったり、あまりの長さにセリフを忘れてし

まったりします。しかし、落語家はそれを上手に話して

います。落語家は一生懸命頑張ってセリフを覚えたと

思います。このことから感じたことは、自分の好きなこ

とは一生懸命取り組むことができるということです。

２つ目はアドリブを用いていたことです。落語家は

その日のお客さんのことを少しネタにしてから話をし

ていました。つまり、すべて予定通りのことを話すので

はなく、自分の言葉も少しつけ加えるということです。

これら２つのことは全てにつながると思います。な

ぜなら、これら２つのことは自分の意志次第だから

です。落語を聞いて、一生懸命さがものすごく伝わり

ました。

校外活動（落語）を振り返って
二瓶　彩香

１年Ａ組　横浜市立西柴小学校出身

私は初めて生で落語を味わいました。テレビで見たことは

ありましたが、実際に寄席に行ったことがなかったので、とて

も楽しい思いをすることができました。落語とコントと講談が

ありましたが、その中で一番印象に残っているのは落語で

す。桂伸治師匠は小噺がとてもおもしろく、まだ落語につい

て詳しくない私たちにさまざまなことを教えてくださいまし

た。まず、落語に必要なものは扇子と手拭ということ。落語に

は「おち」があるということ。これは「おちさげ」とも言うそうで

す。羽織を着ていて、佳境に入ると、羽織を脱ぐということ。

このようなことを教えてくださいました。この桂伸治師匠とい

う方は、落語を始めてもう３８年にもなるそうです。弟子も２人

いると聞きました。私は、この校外活動の落語を、３月に発生

した東日本大震災で被災した方々に聞いていただいたら、

とても喜ばれるだろうと思いました。落語は日本に笑顔を戻

してくれると思います。

お江戸日本橋亭 落語の前に

共演？ 落語を終えて
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等中 部 2 学 年 だ よ り

中等部2年生になって初めての校外活動は、正直面

倒だなと思っていました。しかし実際行ってみると、見る

だけの展示物に限らず実際に体験できるものがあって、

電気などを身近に感じ楽しむことができました。私が見

た中で、一番印象に残ったのは「静電気発生装置」で

す。これは、ガラス張りの小さな部屋に置いてある、銀色

の大きな丸い形の鉄のようなものでした。友達一人と私

とアテンダントさんでその部屋に入って、丸い銀色のも

のに手を置きました。すると、髪の毛が一気に上がりまし

た。とても不思議に思ったし、乾燥しているのが実感で

きました。みんなの前で髪の毛が逆立って恥ずかしかっ

たけど、体験できてよかったです。

今回東芝科学館に行って、新しい発見がたくさんあり

ました。静電気が起きる仕組み、水力発電の仕組みな

どがとてもわかりやすく学べました。電気は生活に不可

欠なものなのだと改めて気付かされました。

僕は小学校3年生の時、友達とよく東芝科学館に行っ

ていました。しかし最近は行っていなかったのでとても久

しぶりでした。

久しぶりの東芝科学館は一階の展示がかなり新しいも

のに変わっていたので、進化したのだなと思いました。僕

が今回一番興味を持ったのは「動作捕獲術ＳＨＡＤＯ

Ｗ」です。これは人の動きをカメラで映しながら、ゲームの

主人公がそのまま同じ動きをするというものです。科学館

にあったのは忍者が巨人を倒すというゲームでした。これ

を応用すれば動物の細かな動きを研究したり、ゲームソ

フトを作る時、よりリアルに作れるのではないかと思いまし

た。今回、新しい展示品だったものは今までなかった技術

だと思います。つまり、技術は常に進化しているのです。

僕は物理化学部に所属していて、僕たちの班はモノ

レールを作っているので、東芝の技術のようにどんどん良

い方向に進めていきたいです。

都地　果穂
2年Ｂ組　千葉市立海浜打瀬小学校出身

赤須　東晃
2年Ａ組　世田谷区立東玉川小学校出身

中等部２学年は5月27日（金）に校外活動として東芝科学館を訪れました。グループ毎のアテンダントさんの説
明により、一つひとつを詳しく学ぶことができました。またさまざまな体験ができ、体で実感し、学習することができ
ました。

技術の進歩 新しい発見

いろんな体験を楽しみました☆ アテンダントさんの説明をしっかりメモ！ 自分の動きに合わせて忍者が敵を倒す！

海の中にいるみたい！ スマートグリッドって知ってますか？ 静電気の威力ってすごい！
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等中 部 3 学 年 だ よ り
今回中等部3年生は劇団四季のライオンキングを観に行きました。初めてミュージカルを観た人も多かったよ

うですが、ミュージカルの素晴らしさに感動し、ミュージカルが趣味の一つに加わった生徒もいたようです。これか
らもさまざまな文化に触れ、より感性豊かな人に成長していってほしいと思います。

公演前に諸注意をしっかり聞こう

早く始まらないかな～ 今からとても楽しみです！

ハクナマタータ

僕はライオンキングを見るまでミュージカルを見た

ことがありませんでした。だからミュージカルがどうい

うものかあまりわかりませんでした。しかし今回ライオ

ンキングを見て、ミュージカルはたくさんの人が事前

にかなり念入りに準備しているということがよくわかり

ました。衣装も非常に手が込んでいて、挿入歌もとて

も迫力がありました。

僕が一番印象に残ったのはシンバがプンバとティ

モンと一緒に成長していくところです。「ハクナマター

タ」（心配ない）という言葉が僕の胸にも響きました。

僕も何か悪い出来事があった時は「ハクナマタータ」

を思い出して乗り切ろうと思いました。

また、シンバがプライドランドを指揮しているスカー

に立ち向かっていく姿、その勇気に感動しました。

僕もこれまではミュージカルを見たこともなかった

し、興味もあまりなかったけれど、今回ライオンキング

を見て少し興味が出てきました。

笹原　滉平
３年Ａ組　練馬区立豊玉第二小学校出身

「真剣さ」と「感動」

私はライオンキングを見てとても感動しました。なぜ

なら、この劇をやっている人たちのパワーが本当にすご

かったからです。

私の席は最上階である３階の前列で、ちょうど真ん中

の隣の席で、劇はもちろん、ステージ下の演奏者まで見

ることができました。以前からライオンキングはすごいと

いうことを聞いていましたが、毎回こんな大声で迫力あ

る演技をしているのかと疑いたくなるほどのパワーで、出

演者の一人ひとりがとても印象に残っています。また、シ

ンバやムファサ役ではなく、動物役でもない植物役の人

が全く動かなかったのには驚きました。実は機械なので

はないかと思うほどでしたが、きちんと人間がやってい

て、本当に葉っぱになりきっているんだと思い、もう一度

驚きました。

今回初めてライオンキングを見て、真剣に演技をする

からこそ伝わる感動があるということが、とてもよくわかり

ました。私が今やっている吹奏楽にも応用したいです。

瀧澤　紗樹
３年Ｂ組　中央区立久松小学校出身



スポーツを楽しんでいます

下記の写真は、初めてのさいたま総合グラウンドスポーツ大会の様子です。天候も良く、予定通り行われることができました。

女子はテニス
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校高 1 学 年 だ よ り
先日、高校1学年の級長会が開かれ、学年のリーダーである学年委員が決まりました。今月は学年目標

を発表します。

高校1学年対象の体育移動教室が４/２６、５/９、５/１０の３回にわたって

行われました。生徒たちは、初めてのさいたま総合グラウンドを満喫して

いる様子でした。

１年生らしく生活・学習・部活動、どの前においても謙虚に、休み時間と

授業の切り替えを早くし、１年生・４４１人がどんな時でも団結できるクラス

にしたいです。

まだ長い高校生活が始まったばかりですが、一人ひとりが自分のやりた

いことを見つけ、１年生みんなが充実した１年間を過ごしたいと思います。

伊藤　将希
１年４組　板橋区立高島第三中学校出身

切り替えを早く謙虚な生徒４４１人

準備体操はしっかりと

真剣にプレー 男子はソフトボール

男子はサッカーも
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校高 2 学 年 だ よ り
２年生がスタートして３か月が経ちました。どのクラスも、自分たちが目指す理想の集団を目指して毎日の学校生活
を送っています。そこで、今月は２年生の学年目標と各クラスの目標を発表したいと思います。

私たちのクラス目標は、その言葉通り「心配をし過ぎ

ず、幸せになろう」というものです。また、ポジティブに行

動していこうという意味も含んでいます。この目標のも

と、クラス全員で行事などに取り組んでいき、みんなで

楽しいクラスにしていきたいと思います。

１組　Don’t worry, be happy!

学年目標：質朴剛健～心身強く誠実に 己に勝て～

有田泰介

私たちのクラスは、いつでも笑いが飛び交うクラスにし

たいです。もちろん、よい意味での笑いであり、それが充

実した１日に繋がると思っているからです。勉強、部活動、

恋愛と人それぞれ充実しているものは違いますが、クラス

全員が楽しい生活を送れるようにしたいです。

２組　充実した毎日を送る

恩地祥博

このクラス目標には、「けじめをつける」というテーマが

あります。学校行事やイベントで盛り上がる時は全員で

楽しみ、勉強のときはしっかりとけじめをつけて真面目

に取り組むクラスにしていきたいです。

３組　よく学び、よく遊べ！！ ～onとoffの切り替え～

森本優希

２年生になり、学校にも慣れてきました。そろそろ中だる

みしてしまいがちな時期ですが、そうならないようにもう一

度自分自身の生活を見直していこうと思います。そして遊

ぶときは遊び、勉強するときは勉強するという当たり前の

ことをできるようなクラスにしていきたいです。

４組　愚直とモラルを養う平和なクラス

小林直紀

このクラスで２年間過ごすので、一致団結して何事も

みんなで取り組んでいけるよう、覚えやすいクラス目標

にしました。行事や勉強に全員が全力で取り組める、前

向きで楽しいクラスを目指します。

５組　Let’s Go ５！

秋保利帆

勉強、部活動、その他さまざまな“夢”に向かって個

人やクラスで突き進んでいけるように、また、“夢”を叶

えられるように頑張っていこうということで、６組はこの目

標にしました。

６組　“夢”

田島修平

２年生は、周囲の人たちから中だるみと言われる学

年です。しかし、普段の学校生活や部活動の際にしっ

かりとした生活を送り、そう言われないように頑張ってい

きたいです。また、皆で一致団結し、たくさんの笑顔で２

年間楽しいクラスにしたいです。

７組　笑顔いっぱい一致団結

加藤優明

誰かのために何ができるだろう。クラスの皆が互いの

気持ちを思いやり助け合うことによって、素晴らしいクラ

スになると思う。朝読や授業中などに私語をしていた

ら、他人に迷惑をかけてしまう。他人の気持ちを考え、

行動することを念頭に置き、良いクラスにしていきたい。

８組　What can I do for someone

木内一希

まず整理整頓の理由ですが、中だるみと言われる２

年生の時期に周囲を整えることによって、たるむ気持ち

を抑えられるからです。残りの２つについては、気遣いや

笑顔によってクラスの仲間同士が仲良くなって団結し、

楽しく１年を過ごしたいからです。

９組　整理整頓、気を使い合う、笑顔と団結

横内裕哉

このクラス目標は、私の名字から文字をとってあいう

えお作文にしたものです。去年の１０組に欠けていたこと

を1年間の目標として取り入れました。課題実験も始ま

り、これから忙しい時期に入るので、クラス目標を胸によ

り一層みんなで頑張っていきます。

１０組 Ｏ
Ｇ
Ａ
W
A

おちつく
げんきに
あいさつをする
わがままをいわない
あきらめない

小川雄樹
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早いもので最高学年になりました。前期中間試験が終了し、進路先も徐々に内定が出始め、部活動、学校行事など
学校生活を思いっきり楽しめる状況になりつつあります。そんな中でもけじめをつけてやるべきことを行い、素晴らし
い思い出をたくさん作りましょう。

学年目標：３年生という自覚を持ち、悔いの残らない1年にする

校高 3 学 年 だ よ り

学年委員長　大関 翔輝
３年３組　北区立十条富士見中学校出身

学年副委員長：（２組）伊藤　涼・（６組）藤巻知央・（８組）中川翔太郎

私たち、３年生にとって、今年は高校生活最後の１年です。同時に自分たちが東海大高

輪台の顔となります。また、進路が徐々に決まり、部活動では引退試合や後輩への引き継

ぎ、建学祭、体育祭といったたくさん」の行事が待っています。

このような、私たち３年生一人ひとりが高い意識を持ち、高輪台生として、充実した学校

生活を送るために各クラスの級長が集まり、学年目標「３年生という自覚を持ち、悔いの残

らない１年にする」を決めました。

この中には、３つの具体的な目標があります。

1「進路が決まっても、授業を疎かにせず勉強に勤しむ」

2「部活動に最後まで全力で取り組み、後輩に思いを託す」

3「最後の行事を団結して素晴らしいものにする」

以上、３つのことを踏まえ、私たちが東海大高輪台の素晴らしい３年生として、今の仲間、クラスと共に充実した最後

の１年間を共に作り上げて行きましょう。
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月 J u l y7
1
2
5
9

10
12
13
15
18
19
31

日（金）
日（土）
日（火）
日（土）

日（日）
日（火）
日（水）
日（金）
日（月）
日（火）
日（日）

朝礼[正制服着用]、短縮授業
中等部受験生・保護者対象学校説明見学会①
校医相談日
中等部水泳実習①（東海大学湘南校舎）
湘南校舎等付属推薦内定者説明会
高校受験生・保護者対象学校説明見学会①
高輪校舎付属推薦内定者説明会、英検2次
剛健旅行開会式（７時限）
第43回剛健旅行［群馬県嬬恋村］（～14日）
剛健旅行閉会式　夏期休暇前諸注意・大掃除
海の日
希望者講習（～25日）
学園オリンピック文化部門（東海大学嬬恋高原研修センター、～8/5）

1
3
6

7
8
13
16
19
20
21
22
23
24
26
27

28
29
30

日（木）
日（土）
日（火）

日（水）
日（木）
日（火）
日（金）
日（月）
日（火）
日（水）
日（木）
日（金）
日（土）
日（月）
日（火）

日（水）
日（木）
日（金）

朝礼[正制服着用]、避難訓練（１時限）　短縮授業
後援会委員総会②
高校１年母校訪問　中学校巡回
高校２.３年、中等部生徒自宅学習日
専門医によるカウンセリング
生徒による授業評価アンケート②
前期期末試験（高校～16日、中等部～15日）
中等部写生大会（雨天時午前授業）
敬老の日
答案返却日
生徒休業日
成績不振者指導
秋分の日
中等部水泳実習②（東海大学湘南校舎）
平常授業
第10回中等部・高校合同体育祭［さいたま総合グラウンド］
雨天時10月9日の振替休日
平常授業
平常授業
中等部・高校合同体育祭予備日　雨天時平常授業
9/27体育祭実施の場合10月9日の振替休日

東海大学付属高輪台高等学校・中等部
ＴＥＬ.03（3448）4011　ＦＡＸ.03（3448）4020　ホームページ：http://www.takanawadai.tokai.ed.jp/

編集
後記

今年の「クールビズ」は例年より１カ月早く、５月から始まった。この「クールビズ」、もともとは電力不足解消のためというよりも、むしろ地球温

暖化対策のためのＣＯ2削減効果をねらって、６年前から政府の提唱で始まった「軽装運動」だ。「ノーネクタイ・ノージャケット」は体感温度を２

度下げる効果があるといわれている。官公庁をはじめ多くの民間企業で定着した「クールビズ」だが、軽装そのものが本来の目的ではない。

「クールビズ」を取り入れても、冷房設定温度を上げなければ意味がないからだ。この夏、昨年のような猛暑にならないことを祈りたい。（か）

編集
後記

行事 
 予定

6
25
27

30

日（土）
日（木）
日（土）

日（火）

学園オリンピックスポーツ大会、生徒会会長会議（湘南校舎、～8日）
授業開始　火曜日の授業
中等部２年英語体験研修（東海大学嬬恋高原研修センター、～29日）
東海カルチャーセミナー
振替休日（中2）

月 A u g u s t8

月 S e p t emb e r9

第43回 剛健旅行 7月13日（水）～14日（木）
はげまし合って皆でゴールをめざそう！
剛健旅行は地元の警察・役所・消防署・病院などの協力によって実施できています。嬬恋村の方々、応援し

てくださる後援会のお父さん、お母さんへの感謝の言葉と気持ちを忘れないでください。

雨具や着替え・防寒具の用意を忘れずに!!

第1部：本校吹奏楽部によるコンサート
　　　 指揮：畠田　貴生
第2部：講演会　講師：秋山  仁  先生
　　　 テーマ：「発想の転換で、不可能を可能に」

２０1１東海カルチャーセミナー 
日時：８月２７日（土）
１３：２０～１６：００（１３：００受付開始）
場所：本校アリーナ

ヨット 国際セーリング連盟
世界大会 日本代表として出場

２年１組 村山 仁美
横浜市立矢向中学校出身

※受験生・一般の方も参加できます。
　詳しくは本校ホームページをご覧ください。

希望を星につなげ！希望を星につなげ！希望を星につなげ！希望を星につなげ！希望を星につなげ！

節電レポート 月の本校の節電率：－37％（前年度同月比）4


