
令和４年度の前期選抜試験が１月１７
日に実施されました。教室での密を避け
るため、エアコン完備の体育館も使用し
て行いました。昨年に続き今年もコロナ禍
での試験となり、試験の内容を変更した
形での実施となりましたが、受験生は皆、
真剣な態度で取り組み、精一杯全力を尽
くしていました。 
また、合否はホームページで確認でき

ますが、掲示発表にも生徒・保護者の方
が来校し、喜び合う姿がみられました。 

【ソフトボール部】 ◆千葉県高等学校新人体育大会 優勝 
☆全国高等学校選抜大会出場決定 

【男子卓球部】 ◆関東高等学校選抜卓球大会  学校対抗 第３位 
☆全国高等学校選抜卓球大会出場決定 

【女子卓球部】 ◆関東高等学校選抜卓球大会  学校対抗 第５位 
☆全国高等学校選抜卓球大会出場決定 

【柔道部】 ◆千葉県高等学校新人柔道大会   
団体戦 （男子）準優勝 （女子）第３位 
男子  ６０ｋｇ級 優勝  [普通科２年］ 内山 真雄君(東金市立西中) 
男子  ６６ｋｇ級 優勝  [普通科２年］ 坂巻 莞爾君(木更津市立木更津第一中) 

男子 １００ｋｇ級 第３位 [普通科１年］ 田中 優翔君(市川市立第七中) 
☆全国高等学校柔道選手権大会出場決定(内山・坂巻) 

【将棋部】 ◆千葉県高等学校文化連盟将棋新人大会  
男子個人戦Ａ級 準優勝 [普通科２年］ 井尻 晟司君(船橋市立前原中) 

☆全国高等学校文化連盟将棋新人大会出場決定 

【軽音楽部】 ◆千葉県高等学校軽音楽部新人コンテスト 準グランプリ 
☆全国高等学校総合文化祭出場決定 

【スケート】◆国民体育大会千葉県最終予選会兼全国高等学校スケート選手権大会  

代表権獲得 [普通科３年］ 青木 実保さん(船橋市立宮本中) 
   ☆インターハイ出場決定 

●青少年読書感想文千葉県コンクール 

優秀賞 [情報処理科２年］ 鈴木 唯花さん(四街道市立四街道中) 
佳作   [情報処理科３年］ 中嶋 彩翔さん(千葉市立誉田中) 

●日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定 ２級合格 
［普通科３年］   
市原 柚季君(習志野市立第四中) / 浅野 里菜さん(名古屋市立植田中) 
今関 吏歩さん(九十九里町立九十九里中) / 太田 愛梨さん(船橋市立若松中)  
楠見 南海さん(野田市立第一中) 

●日本珠算連盟 珠算検定試験 三段認定 
［商業科１年］ 川部 杏梨さん(四街道市立四街道西中) 

警察官になる夢を実現させるために、校内での外部講

師による「公務員合格講座」に参加し、試験に出やすい問

題を中心にわかりやすく教えていただきました。自主学習

だけでは補えない部分が多かったのでとても役に立ち、効

率の良い勉強をすることができ、安心して試験に向けた準

備を行うことができました。 

自らの努力次第で道が大きく拓かれていきます。ぜひ、

公務員試験にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 

商業科３学年の課題研究で
は、３年間の総まとめとして模
擬株式会社を設立し、商品の
企画から販売を行います。販
売促進活動や利益の計算、販
売時のマナーを復習し、起業
家精神を養います。今年度は
新型コロナウィルスの影響で
販売実習ができず、西千葉駅
の近くにある「ゆりの木商店
街」の活性化プランを各社考え
発表を行いました。商店街活
性のイベント企画を提案するコ
ンサルティング業務、オンライ
ンを活用した集客、花の種を
集め商店街で育てる地元密着
型の提案、廃棄されるテキスト
を利用した自習室、料理教室
を行う貸しスタジオの運営と
様々な視点で幅広い企画が提
案できました。これまでの成果
を、校長先生をはじめ先生方
の前で堂々と発表しました。 

 こうした取り組みが認めら
れ、ピーナッツクラブ西千葉の
方より感謝状を頂きました。本
校伝統の科目は、コロナに負
けず、若い柔軟な発想力で挑
戦し続けます。 

 
 

 

●国家試験 基本情報技術者試験 合格 
[情報処理科３年] 中村 温斗君  (船橋市立御滝中) 

●国家試験 ＩＴパスポート試験 合格 
［情報処理科３年］  
福井 吏博君(千葉市立緑町中) / 稲葉 陽佑君(千葉市立打瀬中) 
小川 柊悟君(千葉市立蘇我中) / 澤田 知希君(千葉市立草野中) 
土田 涼平君(市川市立第六中) / 鴇田 創己君(千葉市立小中台中) 
成田 旭君(千葉市立高洲第一中) / 加藤 楠々さん(佐倉市立佐倉中) 
栗原 比奈さん(船橋市立湊中) / 佐藤 真佳さん(市川市立妙典中) 
中村 瑞輝君(四街道市立四街道西中) / 山本 蒼太君(千葉市立椿森中) 
今野 駿太君(軽井沢町立軽井沢中) 
[情報処理科２年]  
釋 陸空人君(君津市立八重原中) / 𠮷原 悠翔君(千葉市立幕張西中) 
[情報処理科１年]  
佐藤 明日夢君(袖ケ浦市立蔵波中) / 中島 空悟君(船橋市立旭中) 

●日商 簿記検定 ２級合格 
[商業科３年]  
太田 歩さん(千葉市立山王中) / 広瀬 瑠夏さん(船橋市立三田中)  
髙玉 祐樹君(千葉市立みつわ台中) / 平野 堅太郎君(八街市立八街中央中) 

●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]  
栗﨑 太一君(佐倉市立根郷中) / 小林 璃藍君(船橋市立宮本中) 
西木 樹さん(千葉市立幕張中) / 藤崎 海大君(富里市立富里北中) 
重松 陽与さん(千葉市立真砂中) / 仲田 光玖さん(船橋市立前原中) 
池田 りずむさん(千葉市立打瀬中) / 井上 美彩さん(四街道市立四街道中) 
[情報処理科３年] 足澤 春綺さん(千葉市立誉田中) 
[普通科２年] 清水 健太君 (千葉市立千城台南中) 
西岸 樹里さん(千葉市立都賀中) / 森川 里彩さん(千葉市立生浜中)  
[普通科１年] 弓削 舞花さん(千葉市立草野中)  

●実務技能検定協会 秘書検定 準１級合格 
[普通科３年] 細川 明日香さん(四街道市立千代田中) 
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コロナ感染対策を徹底し、６５名の生徒が「パスポートのいらない英国―Ｂｒｉｔｉｓ
ｈ Ｈｉｌｌｓ―」での英語研修に参加しました。Scienｃe やＣｏｏｋｉｎｇ、Ｍａｇｉｃなど様々
な分野の授業を、英語で受講しました。夜はイギリス式テーブルマナーを学び、フ
ルコースを堪能しました。フリータイムでは、パブやアフタヌーンティーを楽しみ、
日頃の英語学習の成果を実感した２日間でした。 

２日間の体験は、とても貴重で大切なものになりました。私は、英
語ができないからコミュニケーションは取れないと諦めるのではなく、知ってい
る単語を並べただけの言葉であっても、勇気を持って自分から話しかけていくこ
とが大切だと学びました。拙い言葉で伝わったことは私の自信となり、この英語
研修の前よりも、英語が好きになりました。勇気を持って行動に移すことを大切
にしていきたいです。     普通科１年 谷口 和奏さん（市川市立妙典中） 
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２０２２年の初日の出  

（新館 ９階より撮影 ）  
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 普通科３年 Ｉさん（八千代市立高津中） 

公務員 

感謝状授与の様子 

 

生徒の感想 
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