
 

【ソフトボール部】 ☆インターハイ出場（県予選 優勝） 

普通科３年 小泉 里彩さん(船橋市立船橋中) / 西村 薫さん(習志野市立第七
中) / 水澤 沙姫さん(昭和学院中) / 甲斐 美音さん(船橋市立船橋中) / 中村 
奏さん(勝浦市立北中) / 前田 衣里奈さん(船橋市立七林中) / 光野 ターラさん
(八千代市立勝田台中) / 田村 優佳さん(松戸市立常盤平中) / 中田 美那さん
(四街道市立四街道中) / 栁 朱里さん(八千代市立高津中) / 石川 小暖さん(葛
飾区立奥戸中) / 木村 友奏さん(富里市立富里中) / 松田 歩実さん(船橋市立
法田中)  普通科２年 伊東 乃々香さん(横須賀市立野比中) / 笠原 朱里さん
(市原市立ちはら台西中) / 野口 楓さん(習志野市立第七中) / 眞嶋 花さん(松
戸市立常盤平中) / 米田 百々春さん(葛飾区立奥戸中) / 大江 真尋さん(松戸
市立常盤平中) / 大寄 なつみさん(松戸市立第一中) / 杉原 あみさん(松戸市
立小金南中) / 髙橋 愛生さん(市川市立福栄中) / 谷奥 琴乃さん(四街道市立四
街道北中) / 佃 彩妃さん(葛飾区立奥戸中) / 原田 理子さん(船橋市立船橋中)  
普通科１年 川地 葵さん(岐阜県大野町立大野中) / 杉浦 穂華さん(松戸市立
第三中) 

【バスケットボール部】 ☆インターハイ出場（県予選 準優勝） 

普通科３年 江原 萌さん(千葉市立草野中) / 白銀 菜々さん(木更津市立畑沢
中) / 冨樫 史花さん(豊島区立千登世橋中) / 藤﨑 歩さん(成田市立下総中) 
目黒 可奈さん(船橋市立海神中) / 片岡 唯夏さん(千葉市立天戸中) / 髙橋 菜
花さん(船橋市立海神中) / 斎藤 汐音さん(船橋市立習志野台中) / 原口 さくら
さん(白井市立大山口中) / 石井 輝さん(市原市立南総中) / 蒲原 菜々子さん
(佐倉市立志津中) / 玉田 和波さん(浦安市立堀江中) / 津田 三冬さん(四街道
市立四街道北中) / 山本 楓香さん(千葉市立貝塚中)  普通科２年 佐藤 優美
さん(市川市立第四中) / 優 博美さん(船橋市立海神中) / 遠田 未波さん(船橋
市立海神中) / 土屋 奈緒子さん(八街市立八街中央中) / 伴田 美緒莉さん(木
更津市立清川中)  商業科２年 外木 裕梨さん(市原市立八幡中)   
普通科１年 村松 ひよりさん(習志野市立第四中) / 髙𣘺 杜羽さん(船橋市立海
神中) / 矢野 里美さん(東金市立東金中) 

【写真部】 千葉県高等学校総合文化祭 合同写真展 入選 
情報処理科３年 神﨑 由依さん(千葉市立山王中)  「紅と市場」 
普通科２年    宇津木 遥名さん(船橋市立葛飾中) 「空と自転車」 
普通科２年    柴﨑 真愛さん(長柄町立長柄中)  「自慢の船」 
●国家試験 ＩＴパスポート試験 合格 
情報処理科３年 佐藤 大輔君(鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷中) 
情報処理科３年 森田 隆恭君(千葉市立都賀中) 
情報処理科３年 鈴木 将悟君(千葉市立貝塚中) 
情報処理科２年 関 秀輔君(四街道市立四街道西中) 
商業科３年    名古屋 輝君(千葉市立高洲第一中) 

●日商 簿記検定 ２級合格 
商業科３年 宮地 未斐瑠さん(千葉市立椿森中) 
商業科３年 光増 涼君(東金市立東金中) 

●日本英語検定協会 実用英語技能検定 ２級合格 
普通科３年 伊藤 明日香さん(船橋市立二宮中) 
普通科３年 福島 凜々さん(市川市立福栄中) 
普通科３年 並木 莉子さん(千葉市立高洲第一中) 
普通科３年 中田 龍翔君(市川市立妙典中) 

●秘書検定 準１級合格 
商業科３年 明石 未来さん(成田市立久住中) 

 

 

 

敬愛大学 国際学部こども教育学科４年の藤塚さんは、英語の教師を目指
すために、本校で３週間の教育実習を実施しました。 
 本校を卒業して３年半が経ち、教

育実習生として戻ってきました。３週

間の教育実習で大変多くのことを学

び、授業の回数を重ねるごとに自分

自身の成長を実感できました。そし

て、生徒との関わりも私にとっては大

変意味があるものとなりました。大学

受験を控えて不安を抱えている生徒

達に何かメッセージを残したい、とい

う思いで向き合いました。教育実習

で得たことを生かし、子どもたちとし

っかり向き合える教員になります。 

ンビアを転戦し、フランスでの世界

選手権に出場する予定です。「２０２０

年の東京オリンピックで結果を出して、

教員になりたい」と、夢を語ってくれま

した。そして高校生には、「今頑張って

いるものがあれば続けてください。辛

いことやトラブル、挫折があっても、そ

れに負けずに努力すればその先に新

しい世界が広がってきます。」とメッセ

ージをいただきました。 
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２０１８年１０月５日 

め ま い 徒 活 ざ し 生 の 躍 ★ ★ 

『笑顔満祭』というスローガンの下、中学生、同窓生、保護者、地域の
方々が約１２００名来場し、活気に満ちあふれた経高祭となりました。 

普通科２－１ 夏祭り 

 

 

千葉経済大学 及び 附属高校 

入試説明、在校生からのメッセージ 
校舎・部活動見学、個別相談等 

いずれの日も、９：００開始 
 

第１回 １０月２７日（土） 

第２回 １１月 ３日（土） 

第３回 １１月１７日（土） 

第４回 １１月２４日（土） 

第５回 １２月 １日（土） 

 

 
※本校ホームページよりお申し込みください。 

※上履きは必要ありません。 

※本校へはＪＲ西千葉駅より徒歩１３分、轟町循環バス｢千葉経済大学｣ 

下車すぐです。モノレ一ル作草部駅からは徒歩５分です。 

※８時３０分には、ご来校ください。 

会場 

内容 

開 

催 

日 

 

商業科３－２ 課題研究 

商業科３－３ 課題研究 折り紙同好会 

情報処理科３－５ ちぎり絵パネル 

 団体総合競技 

★優 勝★ 

商業科 
３年４組 

第４８回 校内計算競技大会  経高祭初日に開催 

 

 


