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［主な内容］

●中学　林間学校
　　　　語学研修
　　　　学園祭 ――― 2

●高校　林間学校
　　　　短期留学
　　　　学園祭 ――― 3

●体育大会
　学校説明会
　入試日程 ――――― 4

学 校 長　太田 陽太郎　

　英国で行われたラグビーのワールドカップ大会、五郎丸歩選手の活躍、何よりもキックの際の
独特のポーズとキックの正確さに心躍らされました。
　五郎丸選手からは色々教えられる事があります。その一つは ｢普段できないことはここという
本番でもできない」という事実、逆に言うと、「練習を積んでできることは本番でもできる」と
いう事で、それを実際に証明しました。ここで見落とせないのが、自分の力を最大限に発揮でき
るよう「きっかけ」を工夫し自分の物にしていた事です。あらゆる人々の思いが五郎丸選手の一
蹴りに集約している、その精神的な重圧にさらされている中で、自ら「ルーティン」と呼ぶ独特
のポーズでゴールを見据え、儀式とも思えるステップで位置を定め、一気にボールを蹴りゴール
を決めていました。
　ただ技を極めるだけでなく、精神的に状況に流されない自分を作り上げていった姿勢は、ラグ
ビーという一つの競技の枠を超えて、どのような人にも当てはまる大切な心懸けです。そして、
いつでも今ここでベストを尽くす。まさに一所懸命の姿がそこにあり、日本人らしい清らな（美
しい）世界がそこにあります。
　「凛として生きる」…　和洋国府台の新たな key word。他に同情を求めず、一所懸命に生きる
生き方は「凛とした生き方」に通じます。今、私達誰もが「途中…道半ば」と思います。途中に
あって、誰もが方向を見誤らずにしっかり学び、歩んで行きたいものです。

一所懸命

一つになって、パワーアップ  発進！！
平成29年4月
中学・高校国府台にキャンパス統合予定
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中  学  校

１年生　嬬恋

２年生　会津

３年生　British Hills語学研修

阿部真理恵（市川市立稲荷木小学校  出身）
　和洋に入学し、初めての宿泊行事で少し不安もあ
りました。ですが、弁天山の登山やキャンプファイヤ
ーなどで、みんなで協力し助け合うことができ、友
情が深まったと思います。記録的な猛暑の期間でし
たが、それでも嬬恋村に吹く風は心地よく、夜はと
ても涼しかったです。とても楽しい高原生活でした。

新井瑠菜（市川市立国分小学校  出身）
　雄国沼までの道中には大きな「ブナ太郎」という名前の木などいろ
いろな自然がありました。そして沼に着くと、どこまでも広がる緑に、
周りを囲む山々。太陽の光を浴びて周りの景色をうつした沼はまるで
鏡のようで、すごかったです。とても気持ちよかったです。登山はや
はりつらかったですが、１年生の時より体力もついたような気もしま
す。

ブリティッシュヒルズ８／１～３
　英国の雰囲気を再現したブリティッシュヒルズで、挨拶、食事、授業すべて英語の３日間
でした。最初は控えめだった48名も、最終日には慣れ、積極的に英語でコミュニケーション
をとっていました。

３年　山野辺梨花（市川市立南行徳小学校  出身）
We visited the British Hills in Fukushima from August 1st to 3rd.  We did many things in English such as cooking, sports and calligraphy.  The staff , 
even the Japanese staff , spoke only in English there.  It was hard for me to change Japanese into English in my mind.  When we talk in English, our 
heart is more important than how we speak English.
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学園祭実行委員長　３年　小林 古都（市川市八幡小学校  出身）
　一年間の学校生活の中で、最大の行事である学園祭を無事に終えることが出来ました。舞台上の発表だけでなく、各学年展示や
部活動の発表・展示も、とても素晴らしいものでした。今回の学園祭のテーマである「star」のように輝いていました。全校生徒
ひとり一人の努力があったからこそ、充実した学園祭になったのだと思います。忙しい約５ヶ月でしたが、それ以上の達成感とや
りがいが感じられ、とても良い思い出になりました。
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高 等 学 校

１年生　白馬

２年生　オーストラリア語学研修（短期留学）

１年Ａ組　宮﨑琴子（墨田区立両国中学校  出身）
　私たち１年生は夏休みに4日間、林間学校で長野県へ行きました。良い天候に恵まれ、トレッキングをした時の青い空とその下にどこまでも連
なる山々は今でも忘れられません。大自然の中で生活し、不思議と心に余裕をつくることができました。おかげで、クラスのみんなもお互いに今
まで以上に優しく、また明るくなれました。

１年Ｂ組　青木千佳（千葉市立花園中学校  出身）
　夏休みに入ってすぐ、林間学校で長野県へ行きました。松本城では、国宝という日本の歴史に触れて偉大さを感じました。山登りは八方池まで
長く大変だったけど、仲間と協力し合い登り切ることが出来ました。黒部ダムでは日本一の水の大迫力に感動しました。四日間でクラスの仲を深め、
日本の伝統と歴史、大自然に触れ、貴重な体験ができました。

On July 21, 19 students and 2 teachers went to Perth, Australia to visit our sister schools. It was a wonderful trip. Many good friendships were made. 

２年　岩浅莉央（千葉市立土気南中学校  出身）
I learned that English is a language to speak rather than just a subject to study.  So, I tried hard to speak and I made many friends. I was so glad. Right 
now, when I study grammar, I remember I used that in our conversation during my time in Australia. It makes me happy and helps me to study 
English more. That experience was amazing! It’s one of the best memories in my life. 

学園祭委員長　３年Ｇ組　鈴木ゆりな
（和洋国府台女子中学校  出身）
　今年の学園祭は「雅 みやび」をテー
マに、生徒一人一人が協力し合って準
備を進めてきました。そして各クラス
の趣向を凝らした装飾からは、テーマ
に相応しい華やかな雰囲気が広がりま
した。今回特に力を入れたのは屋外で
の特設ステージ発表です。先生方のご
協力のもと、グレードアップしたステ
ージを設営し、そこで発表されるパフ
ォーマンスはこれまで以上に盛り上が
りました。新企画を実施するには準備
が大変でしたが、その分お客様に満足
していただけたと感じています。
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平成27年度　学校説明会

体 育 大 会

◆中学校 ─────────────── ◆高等学校 ──────────────

　「全体への伝達や、振付けを単純にするなど大変なこともありまし
たが、皆のおかげで頑張れました。全競技を行うことはできませんで
したが踊りで精一杯の力を出し切りました」

中学校 3年赤組団長　玉井紗帆（千葉市立幕張西小学校 出身）

　「クラス毎に朝早くから練習した成果がでて嬉しかったです。体育
館いっぱいに白組の元気なダンスを踊れました。いつも通りの力をだ
し、よい思い出になりました」

中学校 3年白組団長　今井菜摘（八潮市立大原小学校 出身）

　「ダンス経験の団員の中で、ダンス未経験の私がまとめたり指示す
る難しさを痛感しましたが、皆から助けられて無事、終えることがで
きました。」

中学校青組団長　塩野未玖（船橋立習志野台第二小学校 出身）

　前夜からの雨で体育大会は中止となり、変わって中学体育館にて雨天プログラムを実施しました。高校 3年生による詩吟舞踊「若きのぞみ」、
中学 3年生によるダンス「Viva la Vida」のほか、中学校、高校各々色別応援合戦が行われました。練習と準備を重ねてきただけに心残りでし
たが、全力で演技に取り組み充実した 1日になりました。

　今年度は雨のため、体育館にて雨天プログラムでの実施となりまし
た。予定よりも少ない競技数となってしまいましたが、各競技に全力
で取り組みました。３年生の詩吟は、和洋での学校生活の集大成らし
い、息の合った舞を披露することができました。クラス対抗の綱引き
では、各クラス一丸となり白熱した対戦もあり、盛り上がりました。

体育委員会委員長　高校３年　佐々木茉唯
（和洋国府台女子中学校 出身）

学校説明会
　12月12日（土）｝10:30～　 1月 9日（土）

学校説明会
　11月21日（土）13:30～

体験教室（HPより要予約）
　12月12日（土）一般入試問題対策講座　13:30～

体験教室ファッションテクニクス（要予約）
　11月28日（土）13:30～

平成28年度　入試日程　※インターネットによる出願
推薦入試　12月 1日（火）　入試会場：中学校 単願推薦　1月17日（日）

一般入試　　第1回　1月20日（水）　入試会場：中学校
　　　　　　第2回　1月24日（日）　入試会場：高等学校
　　　　　　第3回　1月27日（水）　入試会場：高等学校

併願入試　1月17日（日）または18日（月）

一般入試　1月17日（日），18日（月） 両日も可

中学校 高等学校




