
学校説明会 

７/２４（日）  オープンスクール    10:00～ [予約制] 

８/６（日）  グローバルフェスタ     10:00～ [予約制] 

８/２０（土） フードフェスタ     10:00～ [予約制] 

 ８/２８（日） メディアアートフェスタ 10:00～ [予約制] 

９/１１（日） オープンスクール    10:00～ [予約制] 

９/２３（木） オープンスクール    10:00～ [予約制] 

今後の予定 

７月２１・２２・２５～２７日（木・金、月～水） 

 ：夏期講習 

７月２８日～７月３０日（水～金） 

 ：イングリッシュキャンプ（１年国際コース） 

９月１日（水）：始業式 

９月２日（木） 

 ：スタディーサポート・基礎学力テスト（1・2年） 

  大学共通テスト説明会（３年） 

９月１３日（火） 

 ：第１回ベネッセ駿台大学入学共通テスト模試 

（セレクト・国際） 

９月３０日（木）：記念祭準備（4限～） 

 部活動大会報告 

〇サッカー部 

神奈川県高校総合体育大会女子サッカー大会 ベスト８ 

〇体操競技部 

関東高等学校体操競技大会 

女子団体総合 ２位 石橋萌・岡本彩花・岩田七海・萩野咲羽 

女子個人総合 ４位 石橋萌 ９位 岡本彩花 

〇新体操部 

関東高等学校新体操大会  

女子個人総合 12位   花見結衣 

全日本新体操ユースチャンピオンシップ  

女子個人総合 ２７位  花見結衣 ４０位 田邊観世埜 

〇陸上部 

神奈川県高等学校総合体育大会 

800m ２位 髙橋ひより ５位 勝呂遥香 

1500m 4位 古田島彩   ５位 岡夢乃 ６位 高橋ひより 

3000m ２位 古田島彩   ３位  岡夢乃 5位 岡本姫渚乃 

5000m競歩 優勝 山田佳花 

関東高等学校陸上競技大会南関東予選 

800m  ５位 高橋ひより ７位 勝呂遥香 

1500m１０位 岡夢乃 

3000m4位 岡夢乃 5位 岡本姫渚乃 12位 古田島彩 

5000m競歩 4位 山田佳花 

〇ダンス部 

高校総体ダンスコンクール 13位 

〇ソフトボール部  

神奈川県高等学校総合体育大会 ５位 

神奈川県私立高等学校夏季大会 ３位 

〇バスケットボール部 

関東高等学校バスケットボール選手権大会神奈川県予選 優勝 

令和４年度年間優秀選手 ウェドゼイフェイバーオ二二ェ 

 水泳部水球部門 世代別日本代表選出！ 

〇水球部 

  本校水泳部水球部門の４名の生徒が初めて世代別あああ

ああ日本代表に選出されました。 

  日程：2022年7月31日～8月8日 
  場所：セルビア ベオグラード 
  大会名：FINA World Women’s Youth Water   
ああああああPolo Championships 2022ああああああ
あああああああああああああああ（18歳以下日本代表） 
    選出：3年 鈴木杏梨 
       3年 温井真心 

  日程：2022年8月21日～27日 
  場所：ギリシャ ラリッサ 
  大会名：FINA World Cadet (16U) Women’s あ
ああああああand Men’s Water Polo Championああ
ああああああships 2022（16歳以下日本代表） 
    選出：2年 石森愛椛 
       1年 松本小帆 

〇ソフトボール部 

7月23日 神奈川県民体育大会ああ8月19日 横浜市民大会 

〇体操競技部 8月7日～9日 全国高校総体 

〇陸上部 

8月3日～7日 全国高校総体ああああああああああああああああ 

9月17・18日/ 23・24日 神奈川県高校総体新人陸上 

〇バレーボール部 

8月21日 横浜地区高等学校バレーボール夏季大会あああああああ 

〇弓道部 8月21日 神奈川県大会個人兼関東個人選抜大会兼あ
ああああああああああa予選会 

〇ダンス部 7月27日 ダンススタジアム予選 

〇吹奏楽部 7月25日 第23回横浜市吹奏楽コンクール 

〇テニス部 

  7月27日～8月3日全国高等学校総合体育大会競技ああ
ああ神奈川県高等学校新人テニス大会 兼 全国選抜高等学校
ああ8月19日～9月17日テニス大会神奈川県大会ああああ
ああ8月23日～8月30日ユニクロ全日本ジュニアテニス選手権大会  

〇競泳部 

  8月14日～18日 ああああああああああああああああ
ああ全国高校総体兼日本高等学校選手権大会水泳競技大会 
ああ9月24日～25日 神奈川県高校新人水泳競技大会  

〇水球部 

  8月22日～26日 ああああああああああああああああ
ああ第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水球競泳大会 

〇競泳部 

神奈川県高校総体 女子総合 ５位  

100m平泳ぎ 優勝（大会新記録） 小畠優々美 

〇テニス部 

神奈川県高等学校テニス大会 団体の部 優勝   

関東高等学校テニス大会 団体の部 優勝 

ダブルス 優勝 入内島舞子・長谷川美愛 

6月28日の神奈川新聞に掲載されました！ 
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～１学期を終えて～ 

校長 玉川匡彦 

体育祭  彩涼華舞―個性で翔けろ― 
 令和４年６月６日（月）、川崎市のとどろきアリーナで

体育祭が行われました。今年度はコロナウイルス感染症対策

を徹底しながら、ほぼ例年に近いタイムスケジュールで開

催することができました。学年を超えて、赤・青・黄・白

の４つのチームに分かれ、各色が優勝を目指しました。あ

あどのチームも力を合わせた熱い競技となりましたが、今

年度は青組が見事総合優勝を勝ち取りました。 

応援合戦優勝チームは青組！総合優勝と２冠達成！

あ各色の応援団長を中心に、エネルギッシュな応援合戦が繰り広

げられた結果、青組が優勝に輝きました。チーム全体が一体と

なった熱気あふれるダンスは、会場全体を大いに盛り上げてくれ

ました。どのチームも個性あふれる演技を披露し、バラエティー

に富んだ応援合戦となりました。 

あ今日で令和４年度１学期が終了します。振り返ってみて、皆さんにとってこの１学期はどのような1学期でしたか。ああああ
あ４月、入学式、始業式で皆さんに「挨拶」についての話をしました。挨拶を通してお互いの心を開き、
友人と良い関係を築いてほしいとの願いからです。ああああああああああああああああああああああああ
あ令和４年度は、「withコロナ」ということで、感染対策を行いながら学びを止める事なく通常の学校生活を
送ることができました。４月は「カルッツかわさき」で入学式を行い、１年生は新しいコースが加わり９コース
制となりました。２年生は東京グローバルゲートウェイでの校外学習を実施しました。６月には、クラ
ス、学年、４色の応援団が一丸となって熱戦を繰り広げた体育祭が行われました。また、３年生は進路に
向けた活動が一層本格化し、模試や面接練習講座に熱心に取り組んでいました。カフェテリアも順次再開し、
特に３年生は入学以来、初めて利用するカフェテリアに喜ぶ姿が印象的でした。あああああああああああ
あ昨年、一昨年は、感染対策から時差短縮授業やオンライン授業が多い日々でしたが、今学期、毎日皆さん
が登校してくることで、学校にも活気が戻ってきたと感じています。ああああああああああああああああ
また各部活動においてもテニス部、陸上部、水泳部水球、競泳、体操競技部など素晴らしい成績を残してく
れました。この夏季休業期間に全国大会に向かう皆さん、ぜひ全国大会の本番で最高のパフォーマンスがで
きるよう日々練習に励んでください。あaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaあ
ところで、話は少し変わりますが、終業式を迎えるにあたり「主体性」という言葉についてお話をしたいと思います。あああ
日々の学習に対して、部活に対して、委員会に対して、友人関係についてなど学校生活にはいろいろな場面がありますが、皆
さんに意識してほしいのは「主体的に」取り組めているか、ということです。あああああああああああああああああああああ
あこの「主体性」とは自発的に率先して行動することに加えて、自分の人生に責任をもって生きていくことも意味しています。
反対に「主体的でない生き方」とは、「自分の人生に責任を持たない生き方」であり、「自分の人生がうまくいかないのは、
○○せいだ」と自分の責任を他の人にゆだねようとする生き方です。あああああああああああああああああああああああああ
あこれを日々の高校生活に照らしてみたとき、皆さんはどうですか？ぜひ、皆さんには主体的に学習に、部活に、日々の生活
に取り組んでほしいと思います。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あでは、この「主体的である生き方」を目指すにはどのようにすればいいのでしょうか。それは小さなことでいいので、何か
自分に対し約束を決め、これを守るようにすることです。ああああああああああああああああああああああああああああああ
あ自分で決めた約束を守ることで自信を持つことが出来るようになります。この小さな積み重ねが自信となっていくのです。
あ明日からの夏休み。夏期講習や進路に向けての学習、海外への留学、部活動などに取り組む人も多いことでしょう。ぜひ、
主体的に取り組むことで、自分に自信をつけていってほしいと思います。あああああああああああああああああああああああ
あ皆さん、どうぞ有意義な夏休みを過ごしてください。そして、２学期に元気な姿で会えることを楽しみにしています。 



海洋実習を行いました 

２０歳になるまでは！～保健部より～ 

フードコース出張授業 

 スポーツコースでは、生涯スポーツを見据え、

スキューバダイビングのライセンス取得を目指し

ています。スポーツコースの生徒を2グループに分

け、1グループ目は6月１８・１９日。2グループ

目は7月８・９日に静岡県でダイビング実習を行い

ました。 

 5月16日、23日にフードコーディネートコース

の２・３年生の授業で、山手調理製菓専門学校の

出張授業「フルーツロールケーキ」が行われまし

た。専門学校からは、先生2名の他に、現在専門学

校生である、本校の卒業生6名が助手としてお手伝

いにきてくれました。 

＜アルコールに潜む「害」とは＞ 
×体の正常な発育・発達を妨げる 
×脳や臓器に障害を起こす 
×判断力記憶力を低下させる 
×急性アルコール中毒の危険性がある 
×アルコール依存症の危険性がある 

 成人年齢が１８歳に引き下げられましたがお酒

に関しては変わらず、20歳にならなければ飲むこ

とは出来ません。知識を『盾』に、誘惑をきっち

りはねのけてほしいと思います。 

 期末試験最終日の翌日、7月8日から夏期講習が

始まりました。各学年、コースで設定された科目

ごとに、今学期の復習から次学期へ向けた内容ま

で学力の定着を目指した授業が行われています。

大学受験を目前に控えた3年生の演習授業から、グ

ループ学習、ICTを活用した授業など、多彩な講習

を通じて、生徒たちの真剣に取り組む様子を見る

ことができました。あああああああああああああ

あ今年度は進学、セレクトコースの講習の授業を

公開研究授業とし、先生方も見学を通じて更なる

授業力の向上を図っています。ああああああああ

また、講習期間中もSSラボで自学自習に取り組む

生徒達もおり、夏休みを前に学習意欲の高まりを

感じます。 

夏期講習の様子 

生徒会役員選挙の実施 

 7月1日（金）5.6時間目に生徒総会が実施され

ました。ああああああああああああああああああ

あ昨年に引き続き、オンラインで各委員会の委員

長紹介、連絡事項、予算審議が行われました。あ

あその後は生徒会補充選挙が信任投票で行われ、

立候補者の熱い演説、推薦者の応援演説が行わ

れ、終了後にはGoogleFormsを用いた投票が行わ

れました。 

第３５期生徒会補充選挙結果
１年１組 笹生 杏珠(799)信任
１年４組 村井 花 (879)信任
1年５組 鈴木 春菜(769)信任

深澤 弥 (673)信任
２年９組 渡邉 美羽(811)信任

おめでとうございます
（全体票数985、上記（ ）内信任票数）

 6月10日に1年生は3年生より受験の体験談を聞

きました。6月17日には2年生が卒業生より受験の

体験談を聞きました。今年は、1年生・2年生とも

にコースごとに分かれての体験談を実施しまし

た。その結果、より自分の目標にあったお話を聞

くことができたようです。そして、どのように進

路を考えるのか、希望の進路に向けて何をすべき

なのか、今、何をすることが大事なのかを知るこ

とができたガイダンスとなりました。先輩方への

質問時間でも、知りたいことが多かったようで活

発に行われていました。希望進路の実現に現実味

を帯びた時間だったと思います。より現実化する

ために、各自のすべきことをしっかり行い、結果

につなげてほしいと思います。 

先輩の受験体験談ガイダンス 

模擬面接を行いました 

 ３年生の受験がスタートしました。素晴らしい

未来像を描き、希望に向かって進んでいる生徒が

多くいます。また希望進路に進めるか、悩める時

期でもあります。進路指導部では、そんな頑張っ

ている生徒のために何が出来るかを考え、サポー

トしていきます。ああああああああああああああ

あさて、7月15日に、ヒロ・コンサルティングの

吉永裕司様・キャリアコンサルタントの川田智子

様にご協力いただき、3年生全体で模擬面接を実施

しました。社会に出ても恥ずかしくないように、

基本的な面接のマナーを学びました。その後、午

前の部と午後の部に分かれて模擬面接を実施し、

２～３名のグループ面接を行いました。 ああああ

あ真剣な眼差しで、面接官の質問に答える生徒が

多く、必死に自分の伝えたいことを話していました。

また、講師の方からのアドバイスもしっかりと聞

いていました。話をするにも礼儀があります。そ

のことを今回は学ぶことができました。これから、

自分の希望進路に合格できるように、話す内容を

しっかりと練っていくことになります。自分の希

望進路に進めることと信じています。あ 

マーセッドカレッジとの高大連携  

 6月17日にマーセッドカレッジ高大連携による

カンバーセーションパートナープログラムが行わ

れました。学校代表に選ばれた生徒13名がアメリ

カのマーセッドカレッジ高校の生徒とZoomを通し

て交流を行いました。ああああああああああああ

あ今回は1対1もしくは2対1という少人数で会話が

できたため、前回以上に楽しく会話が出来ている

ようでした。あらかじめ用意した画像などを使っ

て、自分の趣味や学校について紹介したり、日本

やアメリカの文化をお互いに教えあうなど、楽し

そうな声が響いていました。あああああああああ

あ交流が終わった後に生徒たちから、前回よりも

うまく話せたという意見が多く、中には「前回の

カンバセーションパートナーでは、あまり自分か

ら積極的に話せず、問いに対して答えるだけで終

わってしまい後悔しました。しかし今回は、事前

に持ってきた話題を話したり、問いに対して答え

るだけでなく、逆に質問し、話を広げることがで

きました。」という感想もありました。ああああ

あ日本にいながら異文化理解や教養も深めること

ができるこの活動は、本当に貴重な経験だと思い

ます。この交流を通して、色々なことを学んでほ

しいと思います。 

 国際コース３年３組の野口杏莉さん

は２年次にカナダに留学し、帰国後

ヒューマン大学機構のSuper Global 

Academic Bridgeコースに特待生とし

て選ばれました。また、野口さんは毎

日遅くまで学校に残り、独学で IELTS

の勉強を始め、今回見事7.0という高得点を取得しま

した。本人は「白鵬の図書館にはたくさんの良い参考

書が揃っていて、生徒のためにこんな素晴らしい本を

そろえてくださった学校に感謝です。」と話していま

した。野口さんは現在、第一志望の大学に合格するこ

と を 目 指 し、日 々 勉 強 を 続 け て い ま す。あ あ      

＊IELTS（International English Language Test-

ing System）は、米国、オーストラリア、ニュー

ジーランド、カナダ、および英国を含む英語圏の国々

に留学、就労または移住を希望する人々の英語力を測

定する、国際公認の英語試験です。 

 横浜にある姉妹校のホライゾンジャパンイン

ターナショナルスクールにて、本校国際コースの

生徒が2週間参加するサマースクールのインターン

シップが始まりました。あああああああああああ

あホライズンのサマースクールでは、3歳から小学

6年生までの幅広い年齢層の子供達がペイントや工

作、歌やゲームなどを週ごとのテーマに合わせて

活動します。ああああああああああああああああ

あ本校生徒達は、その活動が円滑に進むように英

語でサポートしていきます。あああああああああ

あ参加した生徒達は「すごく楽しい。子供達が自

分を頼ってくれているのが嬉しい。」「自分の英

語が通じているのが、嬉しい」など、短い期間の

中で、自分が感じたことを話してくれました。 

本校史上初IELTS7.0取得！ 

ホライズンのサマースクールに参加！ 


