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８月11日（水）～14日（土）、第33回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）
に出場し、入選した。３年生は、この大会を最後に引退が決まっており、有終の
美を飾ることができた。

　５月27日（木）・28日（金）、ユウケイ武道館にて全国高校
総体剣道大会県予選会が開催された。男子団体で優勝、個人
でも荒井孝征さん（３年・小山・小山第三中）が優勝し全国
大会に出場した。

　６月18日（金）～21日（月）、
等々力陸上競技場にて北関東
高校陸上競技大会が行われ、
男子1500ｍで６位に入賞した
滝澤愛弥さん（３年・日光・
藤原中）が、全国大会に出場し
た。また、女子棒高跳に出場し
た坂上凛璃さん（１年・加須・
加須西中）が８位に入賞した。

６月11日（金）・12日（土）に開催された関東高校
ゴルフ選手権夏季大会の男子団体で見事16年ぶりの
優勝を果たし、個人の部でも下記の３名が全国大会に
出場した。また、８月18日（水）からの３日間で開催
された日本ジュニアゴルフ選手権に康さん、松澤さん
が出場。松澤さんが16位と好成績を収めた。

広報佐野日大
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ゴルフ部 16年ぶり関東大会優勝！全国大会へ

剣道部 団体、荒井孝征さん全国大会へ 陸上競技部 滝澤愛弥さん全国大会へ

ダンス部 全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）入選！

松澤虎大さん
（２年・石岡・石岡中）

松枝靖悟さん
（３年・下野・石橋中）

康翔亮さん
（３年・日大豊山中）全国大会出場を決め笑顔を見せる３人
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前半は対面授業を実施したが、後半
は感染予防対策のため、各自が自宅

　特別進学コースでは既習事項の定着や問題演習を
通じた学力の一層の向上を目的として夏季特訓ゼミ・
セミナーを行った。

　スーパー進学コース・進学コースの夏季
校内セミナーでは、１・２年生は来年４月、
３年生は今月実施される基礎学力到達度
テストに向けた対策授業を行った。

　第41回高校生英語弁論大会（関東甲信越静地
区）において関田真愛さん（３年・樹徳中）が、
優秀賞（第２位）を受賞した。『The Future of 
Japan』という演題で「外国人労働者問題」に着
目して発表した。論の展開、内容だけでなく、表
現の仕方にも努力を重ねた成果が十分に発揮さ
れた。また、ブロック代表として全国国際教育
研究大会長崎大会（８月26日（木）・ビデオ審査）
に出場し、全国国際教育研究協議会会長賞を受賞
した。

一人１テーマで長期に渡って探究を積み重ね
ることで、学力や計画性、コミュニケーション能
力の向上を目指す。１年生は現在テーマ選択を
行っており、２年生は一年次のテーマを発展させ
た内容で、発表に向けた準備を進めている。来年

　５月31日（月）より佐野日大トップ層合同勉強会が実施され
た。４日間の勉強会を通じて、両校の成績優秀生徒がお互いに
研鑽を積むことで更なる成績躍進と第一志望合格への動機付け
を目的とするものである。通常の授業では触れることのできな
いハイレベルな問題を扱い、意識の向上を図ることができた。
交流の中でそれぞれが大きく成長することを期待したい。

BIG-Iの詳細は
コチラ

合同勉強会はとても新鮮で緊張感を持って臨む
ことが出来ました。普段は一緒に勉強する機会
のない中等教育学校の仲間と共に切磋琢磨
した経験は、学習への良い刺激となりました。
　　　　　　市澤　琴里（２年・太田・北中）

特訓ゼミの様子

スーパー進学コース・進学コースのセミナーの様子

両校の生徒がお互いに学び合う様子

佐野日大（高等学校・中等教育学校）トップ層合同勉強会 実施

夏季特訓ゼミ・セミナー開催

特別進学コース
トピック

夏の夏の

の３月には探究
の時間のまとめ
として、クラス
の代表者による
発表会が行われ
る予定だ。

疑問について追究することで探究
心を養うことができていると思い
ます。普段行っている様々な学習
や、経験を活かして研究を進めてい
きたいです。
石川　悠斗（１年・真岡・真岡東中）

スーパー進学コース・進学コースのセミナーでは、基礎学力
到達度テストに向けた実践的な内容であったので、より緊張
感を持って受講できました。質問もしやすかったので理解が
深められました。途中からZoomでの授業となりましたが、初
めてではなかったので、いつも通り授業に集中することがで
きました。　　　　　　　　吉井　大季（３年・座間・座間中）

特集特集

　昨年度受験を終えた卒業生からの後輩へのメッセー
ジを集めた『MILESTONE（里程標）』が完成した。東
京大学合格者４名のうち、３名の現役合格者（船越さ
ん、安藤さん、金居さん）のメッセージを始め、難関国
公立大学・私立大学に合格した卒業生の熱い思いが詰
まった一冊となった。ホームルームで配付後、生徒た
ちが真剣に読み入る姿が見られた。
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2021大学合格状況

『第27号MILESTONE（里程標）』発行

　外部模試や基礎学力到達度テストなど、学年ごとに
目的を絞って課外授業を実施した。ターゲットが明
確で、やる気にあふれた生徒同士が刺激しあい、実り
多き講習となった。

スーパー進学コース
トピック スパ進サポート

　定期テスト前に、必要に応じて受講できるように曜
日ごとに科目を設定し、実施した。生徒たちは真剣な
態度で取り組み、学習内容の定着を図った。

進学コース
トピック 進学サポート

合
格

名

2021大学合

4名 日本大学

状況合格状

390名 難関私立大学等 280名 
国公立大学
（大学校含む）

4名名名名名名名名名名名名名名名名名 日日本大
立大学学46名

立

合
格

立大学等 280名
59名 5555555555医歯薬獣医系大学学部

（医学部医学科  　　 ）

90名 難関学学大学393 立関私立

薬獣獣医系医 大医歯薬医 学大学学薬獣薬獣薬獣獣医系医系医系医歯医歯薬薬医医
学科科  医学部医学（医 学科科医学部医学（医 学科科科科科科医学部医学（医 　 ）））））））））））））））））））））14名 

（文Ⅰ、文Ⅲ、理Ⅰ２名）（文Ⅰ 文Ⅲ 理Ⅰ２名）（文Ⅰ 文Ⅲ 理Ⅰ２名）
東京大学

現役合格率

立立大学等 2

98.1%

でタブレット端
末を利用しての
オンライン授業
となった。

探究学習 関東甲信越静地区国際教育研究協議会
第41回高校生英語弁論大会
関東甲信越静地区国際教育研究協議会
第41回高校生英語弁論大会
関東甲信越静地区国際教育研究協議会
第41回高校生英語弁論大会

優秀賞受賞！優秀賞受賞！優秀賞受賞！
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SDGsオンライン講演会

　７月13日（火）、顕桜祭（文化祭）が実施された。昨年度は新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い中止となったため、2年ぶりの実施となった。
今年度は感染症対策で各教室内での映像発表という形をとり、午前中は
部活動、午後には各クラスで工夫を凝らしたクラス紹介ビデオの発表な
どが行われた。久しぶりの行事に生徒たちには喜びがあふれ、楽しい思い
出となった。

　６月14日（月）、北京市にある月壇中学との交流
事業の一環として「月壇中学国際交流プログラム中
国語講座」を開講した。鈴木愛勇先生（佐野日本大
学短期大学）を講師としてお迎えし、計19回の講
義が行われる予定である。ここまでの各回において
は、高校と中等教育学校あわせて約20名の生徒が
参加し、発音や会話における簡単なフレーズなどを
学習した。言語だけでなく文化の理解を深めるよい
機会となっている。

　本校のマスコッ
トキャラクター
（デザイン部門）の
投票結果が顕桜祭
（文化祭）の中で発
表され、勅使河原
由芽さん（３年・

月壇中学国際交流プログラム
中国語講座 開講

　７月17日（土）、本校大会議室において青木千
賀子氏（日本大学大学院国際関係研究科講師）に
よる『社会開発とジェンダー～ネパールのフィー
ルドワークから：SDGｓの推進～』という演題で
SDGsオンライン講演会が行われた。生徒たちは
熱心に講演を聴き、質問していた。

　８月10日（火）～ 13日（金）、「SLICEオンライン
プログラム」がZoomを使って実施された。ハーバード
大学の学生が講師となり、ワークショップやパネル
ディスカッション、プレゼンテーションなどを行った。
英語を実際に使用する機会を提供し、その重要性を
再認識させるとともに、自分の意志を相手に伝える
コミュニケーションスキルの向上に努めるよい機会
となった。

９月29日（水）～ 11月10日（水）の期間、栃木、埼玉、群馬、茨城
の４県において出張相談会を開催します。本校に関する質問や
相談に個別にお答えします。（要予約） 詳細については

QRコードから！
詳細については
QRコードから！

詳細については
QRコードから！

詳細については
QRコードから！

入学試験

11月23日（火・祝）第1回
一般（4・2科）/推薦入試

1月23日（日）第3回
一般入試（2科）

一般入試（2科）

2月6日（日）第4回12月12日（日）第2回
一般（4・2科）/英語アドバンス入試
自己アピール入試

入学説明会・進路相談会
10月10日（日）

11月3日（水・祝）

12月4日（土）

1月15日（土）

佐日中等模擬試験

9月26日（日）第2回

入学説明・進路相談会
10月23日（土）11月3日（水・祝）11月20日（土）11月28日（日）

進路相談会
12月4日（土）

●学力判定テスト●
受験料無料 受験料無料
10月9日（土）

出張相談会

マスコットキャラクター
デザイン決定

久喜・久喜南中）の作品が見事選ばれた。また、愛
称については今後の投票にて決定する予定である。

　８月20日（金）からの緊急事態宣言を受け、本校で
はZoomを用いたオンライン授業を行った。昨年度
からオンライン授業は行ってきたが、今年度はこれま
での経験を活かしてより質の高い授業を目指し、各教
員が工夫を凝らしている。

Zoom授業

イ
ベ
ン
ト
情
報

SLICEオンラインプログラム 実施
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由芽さん（３年・

月壇中学国際交流プログラム
中国語講座 開講

　７月17日（土）、本校大会議室において青木千
賀子氏（日本大学大学院国際関係研究科講師）に
よる『社会開発とジェンダー～ネパールのフィー
ルドワークから：SDGｓの推進～』という演題で
SDGsオンライン講演会が行われた。生徒たちは
熱心に講演を聴き、質問していた。

　８月10日（火）～ 13日（金）、「SLICEオンライン
プログラム」がZoomを使って実施された。ハーバード
大学の学生が講師となり、ワークショップやパネル
ディスカッション、プレゼンテーションなどを行った。
英語を実際に使用する機会を提供し、その重要性を
再認識させるとともに、自分の意志を相手に伝える
コミュニケーションスキルの向上に努めるよい機会
となった。

９月29日（水）～ 11月10日（水）の期間、栃木、埼玉、群馬、茨城
の４県において出張相談会を開催します。本校に関する質問や
相談に個別にお答えします。（要予約） 詳細については

QRコードから！
詳細については
QRコードから！

詳細については
QRコードから！

詳細については
QRコードから！

入学試験

11月23日（火・祝）第1回
一般（4・2科）/推薦入試

1月23日（日）第3回
一般入試（2科）

一般入試（2科）

2月6日（日）第4回12月12日（日）第2回
一般（4・2科）/英語アドバンス入試
自己アピール入試

入学説明会・進路相談会
10月10日（日）

11月3日（水・祝）

12月4日（土）

1月15日（土）

佐日中等模擬試験

9月26日（日）第2回

入学説明・進路相談会
10月23日（土）11月3日（水・祝）11月20日（土）11月28日（日）

進路相談会
12月4日（土）

●学力判定テスト●
受験料無料 受験料無料
10月9日（土）

出張相談会

マスコットキャラクター
デザイン決定

久喜・久喜南中）の作品が見事選ばれた。また、愛
称については今後の投票にて決定する予定である。

　８月20日（金）からの緊急事態宣言を受け、本校で
はZoomを用いたオンライン授業を行った。昨年度
からオンライン授業は行ってきたが、今年度はこれま
での経験を活かしてより質の高い授業を目指し、各教
員が工夫を凝らしている。

Zoom授業

イ
ベ
ン
ト
情
報

SLICEオンラインプログラム 実施
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関東大会出場

５月29日（土）～６月
23日（水）、全国高校総
体県予選会が開催さ
れた。本校は決勝ま
で順当に駒を進め、決
勝戦（vs矢板中央）は
後半までもつれた非常
に白熱したゲームだっ
たが、惜しくも準優勝
となった。

サッカー部 インターハイ県予選会準優勝

　６月20日（日）、まちづくり部は佐野
青年会議所主催の “GoToＫＡＲＡＳＡ
ＷＡＹＡＭＡ”「佐野市の魅力に触れ、
みんなの力で世界に発信しよう！」
プロジェクトに参加した。唐沢山に登
り、歴史を学んだ後、魅力ある写真をた
くさん撮った。この活動を通じて唐沢
山の魅力を発信し、佐野市に貢献する
ことができた。今後も佐野市活性化の
ために様々な活動に取り組んでいく予
定である。

　６月20日（日）、プラザ40にて第32回定期演奏会を、来場
者を関係者に限定し開催した。吹奏楽部・合唱部・管弦楽部・
和太鼓部のこれまでの練習の成果を十二分に披露した。

まちづくり部 唐沢山の魅力発信 第32回定期演奏会

●ゴルフ部●
●剣道部●
●ラグビー部●
●水泳部●

●サッカー部●
●硬式野球部●
●陸上競技部●

甲子園出場をかけた第103回全国高校野球選手権栃木大会が７月
９日（金）～ 25日（日）で行われた。今チームは投打のバランスが特
長のチームで、各試合においてその実力が大いに発揮された。決勝の
作新学院戦では、数々の白熱したプレーが見られ、最後まで勝敗がわ
からない一進一退の攻防が続いた。結果的に一点差の惜敗となったが、
チームで臨んだ総力戦に全員が清々しい表情で試合を終えた。３年生
は後輩に思いを託し、１・２年生は決意を新たにした。

硬式野球部 大健闘

決勝戦に先発した鈴木投手

初回先制のホームを踏んだ川崎選手

ダブルプレーを決めた古河選手

作新学院
佐野日大

　夏の甲子園に向けて硬式野球部が繰り広げた名勝負には、大いに勇気づけられ、
「佐野日大」の一員であることの誇りが心の底から湧き上がる思いであった。「コロ
ナ禍」と言われて久しいが、校内では非日常も日常であるかのように冷静に、しか
し力強く、活気のある生徒の姿が溢れている。「Go Sanichi」ともに進もう。（平野記）

編 集
後 記

広報佐野日大　VOL.230
佐野日本大学高等学校　栃木県佐野市石塚町2555
☎0283-25-0111㈹　https://high.sano-nichidai.jp/




