
 

日本英語検定協会 
実用英語技能検定 ２級取得者 

普通科３年 林 詩織さん(千葉市立高浜中)  
普通科〈３月卒業〉  
吉澤 実佑さん(佐倉市立臼井南中)  
菱屋 風香さん(八千代市立高津中) 
川井   彩さん(千葉市立大椎中) 

情報処理科〈３月卒業〉  
吉川 沙里さん(千葉市立稲毛中) 

 

 

 

  あいにくの雨模様ですが、５９６名の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

本校は、創立８３年目を迎えた『勢いのある、懐の深い』学校です。本校を巣立った生徒は、５

万人に近く、様々な分野で活躍しています。 

入学にあたり、皆さんに「高く強い木は、深く広く根を張っている」という言葉を贈ります。高く

強い木は、最初から堂々と立っていたのではなく、少しずつ根を張り、幹を太らせ、大きな木に

成長したのです。私たち人間の成長も木と同じで、少しずつ成長していきます。本校での学習や

部活動などを通して、深く広く根を張り、より一層高い木・強い木になることを目指してください。 

本校は、『がんばるあなた』を心から惜しみなく応援します。 
 

 

 
 

全国高等学校女子ソフトボール選抜大会     優勝 
全国私立高等学校女子ソフトボール選抜大会  準優勝 

普通科３年 山口 舞夏さん(船橋市立御滝中) / 堀 奈々美さん(市原市立ちは
ら台南中) / 故島 愛さん(船橋市立御滝中) / 石井 美怜さん(船橋市立御滝
中) / 甲野 紋加さん(船橋市立七林中) / 戸邊 結衣子さん(市川市立第七中) 
川上 真奈さん(千葉市立椿森中) / 伊藤 貴世美さん(船橋市立飯山満中)  
杉田 萌さん(浦安市立富岡中) / 初芝 満里奈さん(市原市立八幡中) 
谷崎 美歩さん(八街市立八街中央中) / 小野寺 詩織さん(江戸川区立小松川
第一中) / 小谷田 有彩さん(八千代市立萱田中) 
情報処理科３年 青木 智映さん(千葉市立山王中) 
商業科３年 水澤 舞さん(神栖市立神栖第二中) 
普通科２年 上杉 緋呂さん(千葉市立稲毛中) / 植村 美波さん(船橋市立御滝
中) / 江野澤 みのりさん(八千代市立勝田台中) / 大石 沙和さん(船橋市立七
林中) / 小倉 美衣菜さん(市川市立福栄中) / 小野塚 菜奈さん(船橋市立御滝
中) / 加藤 舞さん(船橋市立法田中) / 切石 結女さん(船橋市立船橋中)  
佐々木 響さん(千葉市立緑が丘中) / 佐久間 桃香さん(柏市立柏第二中)  
鈴木 唯夢さん(八千代市立勝田台中) / 須見 友香さん(流山市立南流山中)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ラグビー部】 関東高等学校ラグビーフットボール都県対抗戦 
千葉県代表選手  普通科３年 佐藤   匠君(千葉市立都賀中) 

金子 京平君(習志野市立第一中) 

【バトントワラーズ部】 マーチングバンド全国大会 カラーガード部門 銅賞 
 

全国商業高等学校協会主催検定試験 

６種目１級合格 情報処理科〈３月卒業〉 渡邉 怜那さん（鎌ヶ谷市立第二中） 
５種目１級合格 情報処理科〈３月卒業〉 清野 真由花さん(千葉市立おゆみ野南中) 
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４月７日、平成２８年度入学式(第８３回)
が挙行され、普通科３３９名、商業科１４
５名、情報処理科１１２名、合計５９６名
の新入生を迎えました。 

 

 日本商工会議所主催 

簿記検定 ２級取得者 
商業科〈３月卒業〉 
百瀨 美奈子さん 
(千葉市立幸町第二中) 

情報処理科〈３月卒業〉 
清野 真由花さん 
(千葉市立おゆみ野南中) 

 

国家試験 
ＩＴパスポート取得者 

情報処理科２年  
槇島 蓮君(東金市立東中) 

情報処理科３年  
清水 希望君 

(四街道市立四街道中) 
情報処理科〈３月卒業〉 
清野 真由花さん 

(千葉市立おゆみ野南中) 
 

 

 卒業式が３月５日に執り行われ、５５３名が
巣立っていきました。褒賞された生徒につい
て、その一部を紹介します。 《》は同時受賞 

学校賞 

答辞 

中尾 彩乃さん(普) 千葉市立新宿中 
伊藤 希未さん(商) 東金市立東中  《産業教育振興中央会賞》 《学校賞》 
川島 七海さん(情) 千葉市立稲毛中 《千葉県知事賞》 《学校賞》  

渡邉 怜那さん(情)  鎌ヶ谷市立第二中  
《全国商業高等学校長協会賞》《全商商業検定全科目合格表彰》 
 
 

 
 

宮本 樹さん(普)     千葉市立稲浜中 
竹下 可向子さん(普)  千葉市立川戸中 
越川 七海さん(普)    船橋市立船橋中 
  

★千葉県私立中学高等学校協会賞 岡本 真里さん(普) 四街道市立千代田中 
★千葉県産業教育振興協会賞   
田中 佑樹君(商)     千葉市立椿森中 
清野 真由花さん(情) 千葉市立おゆみ野南中 

卒業証書総代 

外部賞 

校 式 長 辞 学 

め ま い 徒 活 ざ し 生 の 躍 ★ ★ 

 

さい。そして 3 年後に「最高に楽しい高校生活だった！」と思えるよ

うに、私達と一緒にたくさんの思い出を作っていきましょう。 

 

新入生の皆さん、ご入学おめで

とうございます。今ある自分はた

った一人で確立したものではな

く、常に多くの人から守られてき

たものです。そのことを自覚し、

いろいろな経験や多くの人との

出逢いをとおして、勉強だけでな

く、たくさんのことを学んでくだ

さい。そして三年後に「最高に楽

しい高校生活だった！」と思える

ように、私達と一緒にたくさんの

思い出を作っていきましょう。 

 

普通科３年 
Ｓ．Ｙ さん 

船橋市立七林中 

歓迎の言葉 
生徒会副会長 

普通科 
Ｉ．Ｋ さん 

市原市立南総中 

先生方や先輩方に温かく迎えて

頂き光栄です。ありがとうございま

す。これから始まる高校生活に、少

し不安がありますが、それ以上に期

待で胸が一杯です。３年後、高校生

活が楽しかったと思えるよう、温か

いご指導を受けながら、頑張ってい

きたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
 

宣誓 
新入生代表 

２０１６年４月２２日 

卒業式終了後、思わぬサプライズが！！ 

なんと、ＧＡＣＫＴが登場し５５３名の卒業生の

ために「野に咲く花のように」を熱唱してくれまし

た。突然の出来事に、生徒も保護者も大興奮！！ 

忘れられない卒業式になりました。 

髙井 愛日さん(四街道市立
四街道中) / 田中 雅さん(四
街道市立四街道西中 ) /   
樋口 暖珠さん(市原市立国
分寺台中) / 久本 美波さん
(読谷村市立古堅中) / 柗丸
優香さん (習志野市立第五
中) / 宮間 花帆さん(千葉市
立高洲第一中) / 山口 優実
さん(船橋市立八木が谷中) 

 


