
【ソフトボール部】 ◆千葉県高等学校総合体育大会 優勝 
                                ☆インターハイ出場決定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

【剣道部】 ◆千葉県高等学校総合体育大会 女子団体戦 第３位 
普通科３年 岡本 佳瑶子さん(浦安市立入船中) / 川瀨 美桜さん(富里市

立富里中) / 鈴木 美帆さん(佐倉市立佐倉中) 
普通科２年 菅原 早桔さん(佐倉市立佐倉中) / 松浦 優花さん(佐倉市立

佐倉中) / 三上 風花さん(浦安市立入船中) 
普通科１年 村上 愛理さん(浦安市立入船中) 

 
 
 
 

【バスケットボール部】 ◆千葉県高等学校総合体育大会 優勝 
                                ☆インターハイ出場決定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

●国家試験 ＩＴパスポート試験 合格 
情報処理科３年  
錦織 大和君(千葉市立朝日ヶ丘中) / 本津 将太君(習志野市立第五中) 
武井 仁美さん(千葉市立打瀬中) / 戸塚 隼人君(千葉市立加曽利中) 

●日商 簿記検定 ２級合格 
商業科２年 境澤 凌雅君(佐倉市立佐倉中) 
商業科３年 井上 まりさん(千葉市立稲浜中)  

●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 中嶋 凜夏さん(千葉市立花見川中) 
普通科３年 井上 ひなたさん(千葉市立幕張西中) 

●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 鈴木 駆君(千葉市立越智中) 

普通科２年  

角 陽菜多さん 

バスケットボール女
子Ｕ17 日本代表に
選出され、７月９日
からハンガリーにて
開催される「FIBA 
U17 女子ワールド
カップ 2022」に出
場します。 

 

 

 

 

   

                                   

                                   

                                   

                         

千葉経済大学附属高等学校〈Chiba Keizai University High School〉 ■普通科 ■商業科 ■情報処理科 

【発行】千葉経済大学附属高等学校 入試広報センター  

〒263-8585 千葉市稲毛区轟町 4-3-30 TEL．043-251-7221(代)  FAX．043-284-0124  http://www.cku-h.ed.jp/ 

２０２２年７月１２日 

め ま い 徒 活 ざ し 生 の 躍 ★ ★ 

 

普通科３年 増渕 安月さん(高根沢町立阿久津中) / 林 希優さん(旭市立第
一中) / 宮崎 眞緒さん(船橋市立船橋中) / 千葉 友里亜さん(千葉市立みつ
わ台中) / 吉野 友梨香さん(市川市立第七中) / 在原 凛々さん(江戸川区立
小岩第五中) / 伊藤 智香子さん(四街道市立四街道北中) / 島野 愛望さん
(市原市立ちはら台西中) / 林 蓮菜さん(川崎市立王禅寺中央中) / 鈴木 
瑠々さん(浦安市立浦安中) / 渡邉 楓さん(市原市立ちはら台西中) / 渡邉 
萌香さん(草加市立瀬崎中) / 加瀬 生羽さん(旭市立第二中) / 内田 有羽さ
ん(千葉市立真砂中) 
普通科２年 菅野 結さん(船橋市立船橋中) / 北村 優有さん(船橋市立海神
中) / 小林 明音さん(白井市立大山口中) / 梅田 実優さん(千葉市立磯辺
中) / 大石 遥希さん(柏市立高柳中) / 渡邉 もえさん(茂原市立東中) 
須永 歩来さん(八千代市立高津中) / 関口 紗彩さん(柏市立柏第二中) 
加木屋 虹粋さん(瑞浪市立瑞浪中) / 稲村 唯花さん(松戸市立第一中)   
普通科１年 物江 陽南さん(松戸市立第三中) / 木田 愛海さん(大網白里市
立大網中) 

 

普通科３年 川井田 風寧さん(翔凜中) / 伊藤 紗友希さん(四街道市立四
街道北中) / 藤井 友菜さん(八千代市立高津中) / 林 朋花さん(銚子市立
銚子中) / 清水 七海さん(流山市立南流山中) / 川口 結愛さん(船橋市立
習志野台中) / 塚本 紗奈さん(翔凜中) / 藤井 梨寿さん(鎌ケ谷市立第三
中) 
普通科２年 坂口 彩花さん(習志野市立第一中) / 角 陽菜多さん(成田市
立西中) / 横田 美颯さん(さいたま市立大宮東中) 
普通科１年 メンディー シアラさん(君津市立八重原中) / 牧野 琉依さん(市
川市立第三中) / 田端 若菜さん(習志野市立第五中) / 丸山 芽衣さん(市
川市立第三中) 

 

 

す。物事を考えたり、人に

何かを伝えたりするのは、

すべて言葉を通して行われ

ます。また、現代はコミュニ

ケーションの時代と言われ

ています。自分の考えを持

ち、書いたり話したりする力

を身につけることは、社会

生活をより良いものにする

ために大切なことです。こ

のような「話す・聞く」「読

む」の言語活動を大切にし

ながら本校１年次では「現

代の国語」と「言語文化」を

学習しています。  
 

 

国語 人は言葉を使

って生活していま

す。 

情報 

と、世の中にはプログラ
ムがたくさんあることがわ
かります。自動販売機、
券売機、駐車場など、コ
ンピュータと関係なさそう
なところにも、たくさんプロ
グラムが存在していま
す。どのような仕組みで
動いているのか考えてみ
るのも面白いです。 
授業では、ソフトウェアを
作成する技術だけでなく、
身近なプログラムを取り上

げながら仕組みを考え、順

序だてて処理を組み立て

る方法を、実習を通して楽

しく学習します。 

皆さんはパソコンやスマ

ートフォンを使いこなせて

いますか？情報機器は、

データの収集・分析・編

集、そして取引など様々な

用途に利用でき、社会活

動に必要不可欠な存在に

なっています。 

新型コロナウイルスが

拡大する中では「オンライ

ン授業」「テレワーク」が注

目を集め、情報技術は

日々進化し 

プログラミン
グを学習する
と、世の中高校
数学では、規則

に気付く力や、 

授業では、ソフトウェアを作成する技術だけでなく、身近なプログラ
ムを取り上げながらその仕組みを考え、順序だてて組み立てる方法
を、実習を通して楽しく学習します。 

 

千葉経済大学学生相談
室カウンセラー 鈴木みき先
生をお招きし、「困難に負け
ない力、心の回復力『レジリ
エンス』の育て方」の演題
で、６月２４日に教員研修が
行われました。 
先生は日本ポジティブ教

育協会理事であり、悩み多
き高校生の心の成長を助
け、自分らしい「レジリエンス
（失敗・ピンチ・困難・ストレ
スからの回復力）」の育て方
を教えてくださいました。ネ
ガティブな感情は生きていく
上で大切な存在であること、
でも時々やっかいな友だち
になること。様々な事例か
ら、自尊感情・自己肯定感
の育て方をお話し頂きまし
た。 

本校では毎年、生徒・職員
の防災意識を高め、生徒の安
全を確保することを目的に、
避難器具を利用した訓練を実
施しています。使い方を学ん
だ後に、実際に体験しました。 

育協会理事で、悩み多き高校生の心の成長を助け、失敗・ピン
チ・困難・ストレスからの回復力の育て方について、ネガティブな
感情は生きていく上で大切な存在であるが、時々やっかいな友
だちになって、ドロ沼にはまってしまうことがある。様々な事例を
挙げて、自尊感情・自己肯定感の育て方をお話し頂きました。 

教壇に立ちました。国語、数学、英語、
体育とそれぞれ専門は異なりますが、授
業やホームルーム等に一生懸命に取り
組みました。この貴重な体験を将来に活
かして欲しいと思います。 

本校卒業生が、
教育実習生として
教壇に立ちまし
た。国語、数学、
英語、体育とそれ
ぞれ専門は異なり
ますが、授業やホ
ームルーム等に一
生懸命に取り組み
ました。この貴重
な体験を将来に活
かして欲しいと思
います。 

るために大切なことです。 

このような「話す・聞く」「読む」の言語活動を大切にしながら、本校１

年次では「現代の国語」と「言語文化」を学習しています。  
 

 


