〈月例山行〉

教務部長 外 山 和 之
教 務 部…………………………………………………………………
浜石岳

部活動の成績

長寿命化工事進捗状況です。
運動部
■弓道部
〈第 12 回中日本大会〉
◇男子団体（望月陸、岩井駿之介、片瀨大祐、
望月啓光、山口駿平、大石恭平、城居巧）出場
〈総体中部〉
◇個人女子 杉浦光彩 優勝
◇男子団体（長畑翔太、村上竣哉、望月陸、片瀨大祐、
望月啓光）９位
〈総体県大会〉
◇団体男子（長畑翔太、村上竣哉、望月陸、片瀨大祐、
先日、防音シートに覆われている教室棟に侵入して
望月啓光）３位
中を覗いてきました（もちろん許可をとって）。
〈東海高校総体〉
◇団体男子（長畑翔太、村上竣哉、望月陸、片瀨大祐、
望月啓光）出場：ベスト８
■剣道部
〈総体中部〉
◇団体男子 10 位
◇団体女子 ６位
◇個人女子 大石 歩 16 位
〈総体県大会〉
◇団体男子（田代元彦、柴孝侑、狩野見恭平、
亀井幸多、望月隆仁、桂 謙、松永結斗）
1 回戦 ０－２ 富士市立
どの教室もコンクリートむき出しでガランと
しています。
◇団体女子（大石 歩、徳濱理沙、古澤美夏、
聞けば、７月からは本格的に大工さんや電気工事屋さ
市毛菜穂子、藤村千春、杉山珠璃、
赤堀華音） とでした。待望の新教室
んが入って賑やかになるとのこ
1 回戦 ０－４ 沼津城北
は、１月まで待っていて下さい。
◇個人女子 大石 歩
ということは、この酷暑をプレバブ校舎で過ごさなけ
1 回戦 １－０ 富士市立
ればならないということです。そして、県立高校である
2 回戦 ０－２ 浜名
がゆえにプレハブ校舎とはいえどもエアコンを限りなく

使えるわけではありません。今年は、以前にも増してエ
■サッカー部
アコン使用教室を限定していかざるをえません。３年生
〈総体県大会〉
は、受験を半年後に控えて、夏休み中は一日10 時間
２回戦 ２－０ 加藤学園
以上を普通に勉強する時です。昨年までは「どうぞ学
３回戦 ２－０ 藤枝明誠
校に来て勉強して下さい」
という方針でしたが、今年は
４回戦 １（４ PK １）１ 藤枝東
全員ウエルカムとは行かなそうです。1 年生から 3 年生
準決勝 ２－１ 常葉橘
まで、この機会に自宅で勉強する癖を是非身につけて
決 勝 ０－１ 静岡学園
下さい。私たちは、「家だとついつい・・・」という甘
準優勝 東海総体出場
えを受け入れてあげることが十分に出来ません。
〈東海総体〉
企業や組織のマネジメント研修で、
SWOT分析という
1 回戦 １－２ 中京大中京（愛知）
メソッドがあるそうです。SWOTとは、外部環境や内部
(Strengths)、弱み (Weaknesses)、機会
環境を強み
■山岳部
(〈総体県大会１次予選〉
Opportunities)、脅威 (Threats) の 4 つのカテゴリー
で要因の分析を行うこ
とだそうです。
千葉山・ロゲイニング男子第４位
清水東高校を
SWOT
弱み (Weaknesses)
〈新入生歓迎登山〉 分析すると、
の第一弾は絶対このプレハブ校舎でしょう。エアコンを
愛鷹山
かけると眠気が襲うし、廊下は強烈な蒸し暑さ。窓を
〈総体県大会２次予選〉
開けるとグラウンドの砂塵が舞ってきて机と椅子がザラ
竜爪山 男子７位、女子７位
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ザラになります。しかしながら、清水東高校の強み
(■男子ソフトテニス部
Strengths) もなかなか強靱で、少しの弱みではびくと
〈総体中部〉
もしません。清水東の強みは、生徒の “素直さ” や “真
◇団体戦
７位 県大会出場
面目さ”
です。この素直さと真面目さで、多くの生徒は
（牧野・鈴木充・久保田・浦部・平尾・飯田・
大学進学において自己目標を達成していきました。先
渡辺・松場）
生から与えられた教材を、指導された通りに勉強して
◇個人戦 牧野文哉・鈴木充喜 組 ８位
いけば普通に出来るようになっていきます。この頃は、
県大会出場
“頭がいい子” ではなく、真面目にコツコツと努力する
〈国体中部予選〉
生徒が成功していく状況になってきているのです。
牧野・鈴木充 組 第 10 位
(Strengths) なんでしょう
でも、これって本当に強み
平尾・齋藤 組 第 11 位
か？おそらく日
本
のどの
進
学 校 でも 近 年 の 強 み
県大会出場
(Strengths) を素直さと真面目さと分析するはずです。
東京の進学校でも素直で真面目、九州でも大阪でも素
■女子ソフトテニス部
直で真面目、日本全国素直で真面目になってしまった
〈総体中部〉
この日本は、決して強靱な国になっているとは思えませ
◇団体戦 ３位 県大会出場
ん。（石原莉子・稲葉るい・鈴木麻友・永島幸奈・
この1ヶ月、
ゆっくり副島隆彦の『ニーチェに学ぶ、
「奴
萩原花歩・石川樹香・井上
栞・大多和涼香）
隷をやめて反逆せよ」
』という挑戦的な題名の本をじっ
◇個人戦 石原莉子・稲葉るい 組 11 位
くり読んで勉強しています。この中で、今の日本の状況
鈴木麻友・永島幸奈 組 15 位
県大会出場
を５つの言葉で表しています。それは
「元気を出せ」
「頑
張ろう」「しっかりせよ」「よろしくお願いします」「仕方
■卓球部
がないなあ」だそうです。学校でも心当たりがあります。
〈総体中部〉
そしてこの20年間、こうやって一生懸命励まして送り出
◇団体男子 ろくに給料も上がらず、資産も増やせず、
した生徒達は、
１回戦 ０－３ 藤枝北
失敗したら自己責任だと言われて捨て去られる世界に
◇団体女子
11 位
飲み込まれていきました。素直で真面目に育てられ、
１回戦
３－０
静岡
「しっかりしろ」「頑張れ」と励まされてきた若者は、何
２回戦 ２－３ 焼津
も得られないまま社会の歯車となって労働させられるだ
９～ 10 位決定戦
けなのです。ニーチェは今から200
年前に、この人間
１回戦 ３－２ 清流館
達の悲惨さを見事に言い当てていました。
２回戦 １－３ 焼津中央
ニーチェはローマ教会を徹底的に糾弾した人物です
11 位決定戦 ３－２ 榛原
から「誰でもみな平等」を前提した社会を愚かな社会
◇ダブルス女子
として徹底的に嫌っていました。ずば抜けて頭のいい人
杉村果南・保本華子ベスト 24
間は大して恵まれない環境であっても、自分で伸びて
◇個人女子
いく。大事なことは社会が邪魔をしないことだと、この
杉村果南ベスト 12
本にも書いてあります。
以上女子県大会出場
では、も
う一度 SWOT 分析します。清水東高校の強
〈総体県大会〉
み (Strengths)
◇団体女子 のもう一つが、“ずば抜けて頭のいい人
間” が入学する可能性があるこ
とかもしれません。しか
清水東 ０－３ 浜松修学舎
しながら彼らは、時には変人かもしれませんし、得体
◇ダブルス女子
の知れない奴かもしれません。でもでも、我々凡人に
杉村果南・保本華子 １回戦敗退
は計り知れない才能を隠し持っているのです。中学校
◇個人女子
から送られる内申書は上限（９教科合計）が
45 です。
杉村果南 ２回戦敗退
でも、本当の能力は50とか100とかの生徒である可能
■男子バスケットボール部
性がある。素直で真面目な生徒を予定通りに育て上げ
総体中部大会５位
るだけはなく、“ずば抜けて頭のいい人間（ずば抜けて
県大会ベスト 16
高い特殊能力を持つ）人間”
をいち早く見抜き、邪魔
しないまま育てていくような面を併せ持つ学校にしなけ
■女子バスケットボール部
ればならないということです。清水東高校出身の有名
総体中部大会ベスト 16
人とか、静岡市清水区出身の有名人とかの顔ぶれをみ
ていると、そんな強み (Strengths) を感じます。

■男子ハンドボール部

■野球部

生徒部長 三 浦 昭 彦
生
徒 部…………………………………………………………………
〈総体県大会〉
〈定期戦〉

２回戦 ２０－１５ 星陵
大人の考え方とは
３回戦 １５－７
清水桜が丘
最近様々な会議に出ている中で、
「今の高校
準決勝 １４－１０ 静岡東
生の様子は昔と比べてどうですか？」などと
決 勝 １０－１３ 静岡西
いう話題が出て来ることがあります。何人か
準優勝 東海総体出場
〈東海総体〉
の人が、
「以前に比べて、幼くなったね。
」な
１回戦
９－１４
津島東（愛知県）
どという答えが返ってきます。みんな、そう
なんだというような顔で聞いていますが、一
■女子ハンドボール部
体「幼くなった」とはどのようなことかと聞
〈総体中部〉優勝
いてみたくなりました。
清水東 ２１－１３ 静岡城北
清水東
２２－１２ 静岡農業
以前私も、集会の中でツイッターに不適切
清水東
３６－５
静岡西
な投稿をしたり、自分の言動が周囲の人にど
清水東 １９－１８ 清水桜が丘
んな影響を与えるのかを考えないで、大きな
〈総体県大会〉準優勝・東海総体出場
迷惑をかけてしまったことを取り上げ、「考え
１回戦 清水東 ４４－３
沼津高専
が幼い」と断じたことがありました。全国的
２回戦 清水東 ２５－１４ 沼津東
に見ても、成人でありながらも子供みたいな
準決勝 清水東 ２０－１９ 御殿場
決勝戦 清水東 １９－２２ 富士
行動をする人たちを見ることがあります。逆
〈東海総体〉東海総体ベスト８
に、年齢はそんなにいってないのに「この子は、
１回戦 清水東 ２３－２２ 富田（岐阜県３位）
考え方が大人だね。
」などと思われる人もいま
２回戦 清水東 １４－２９ 四日市商業（三重県１位）
す。どのような行動を見て「大人だな」と感
じるのか少し考えてみたいと思います。
■陸上部
〈中部総体〉
まず、第１の段階として「脱子供」レベル
望月啓
(400mH), 小笠原 ( 走高跳 ),
で考えたいと思います。物事の判断を好き嫌
小林 ( 八種 ２位 ), 浅見 ( 棒高跳 ), 新屋 ( 走高跳 ),
い・快不快・楽しい怖い等の感情で判断しな
小穴 ( 三段跳 ), 太田 ( 棒高跳 ２位 ),
いことだと思います。これで動いているのは
近藤 ( 棒高跳 １位 ), 永本 ( 走高跳 ), 稲垣 ( 砲丸投 ),
まさしく幼児レベルですね。次の段階では、
髙畑 (1500m ４位 ,3000m), 仲澤 (110mH),
自分にとって「損か得か」だけで物事を判断
増野 ( 棒高跳 １位 ), 加藤 ( やり投 ),
清水 (110mH,400mH),
しない事だと思います。自分にとって得する
望月 ( 走幅跳 , 三段跳 ), 渡邊 (1500m,3000mSC),
ことを選ぶこと自体何の問題もありません。
大庭 ( 七種 ), 横山 (400mH), 4×100mR( 横山 , 浅見 ,
しかし、自分の信念や信条を曲げてまで、「得
太田 , 望月啓 )
すること」を選んでしまうのなら、とても大
以上県大会出場
人の考え方とは思えません。
３点目として、
「大
〈県総体〉
◇男子八種 小林祐大 ４位入賞 東海総体出場
人」は自分という一方向からの視点ではなく、
◇女子棒高跳 太田萌々華 ６位入賞
多方面からそのことを捉え、考える事ができ
〈中部選手権〉
る人だと思います。自分さえ良ければという
落合 (3000mSC), 小林 (400mH ３位 ),
考えではなく、他人の立場になって考える事
清水光 ( 砲丸投 ), 清水瞭 (110mH ４位 ,
ができる人だと思います。さらに、物事を目
400mH ４位 ), 永本 ( 走高跳８位 ),
先のことに捉われず、長い目で見てどうなの
山本 (3000mSC), 望月敦 ( 走幅跳８位 ),
加藤 ( やり投 ), 若山 ( 三段跳 ),
かを予見でき、事柄の本質・核心は何なのか
渡邊 (3000mSC ２位 ), 男子 4×400mR,
を見極める力を持つ人だと思います。
髙畑 (800m ４位 ,1500m ３位 ),
ここまでは、「脱子供」「大人として必要な
横山 (400mH 6 位 ), 浅見 ( 棒高跳 ３位 ),
こと」だと思います。年齢がいっていても、
小穴 ( 三段跳 ５位 ), 太田 ( 棒高跳 ２位 ),
このような考えに及ばない人は、
「子供だね」
新屋 ( 走高跳 ７位 ), 増野 ( 棒高跳 １位
),
望月啓
(400m),
女子
4×400mR
と言われないまでも、
「思慮が浅いね」とか「自
己中心的・刹那的とか言われてしまうかもし
れません。

清水東
３－２ 清水桜が丘
では、次にその上のレベルとして、
「本当に

大人だよね」と思われることはどのようなこ
文化部
となのかを考えてみたいと思います。１点目
は、
「自分より他人のことを優先して考える事
■囲碁部
ができることです。
」人間自分が一番可愛いこ
〈第 41 回静岡県高校囲碁選手権大会〉
◇男子団体
とを否定するつもりはありませんが、行動の
出場 加藤一誠、長澤樹、望月想太
基軸を「自分よりも他人のため」に置くこと
◇女子団体
のできる人は、素晴らしいと思います。「世の
３位 小泉舞歌、堀池香衣、望月貴子
ため人のため」とよく言いますが、自分の生
◇男子個人Ａ
き方のビジョンを周りの人の幸せに置く事が
出場 加藤一誠
◇女子個人Ａ
できる考え方だと思います。２点目は、
「謙虚
ベスト８
小泉舞歌、堀池香衣
である」ということです。謙虚というのは、
出場 石井梨々菜
とかく立場によって謙虚でなくてはならない
◇女子個人Ｂ
場合もあります。例えば上司の言う事や先輩
出場 羽生澪、望月貴子
の言うことには謙虚にならざるを得ない時が
◇十三路盤
あります。しかしながら、相当な地位・権力
出場 樋口幸輝、小室侯貴
を持っている人が謙虚な姿勢で他の人のいう
■放送部
ことに耳を傾ける事ができている人を見ると、
〈ＮＨＫ杯中部予選〉
「すごいなー」と思います。他の人のいうこと
◇アナウンス部門
を一旦は受け止める事ができる度量を持って
入賞 廣住環季
いるかどうかという事だと思います。３点目
入選 西ケ谷彩華 杉山明日香 菊地京香
◇朗読部門
は、「感謝の生き方」だと思います。他の人か
入選 片瀬萌々香
ら何かしてもらえば、感謝するのは当たり前
佳作 平野清花
です。しかし、今自分がここに存在する事や、
◇ラジオドキュメント
いつも当たり前だと思っていることに感謝す
１位 「十人十色
ることができること、さらに自分にとって好
２位 「ターニングポイント」
ましくないことに対しても、自分を成長させ
入選以上県大会出場
〈ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト県大会〉
てくれるものであり「ありがたい」と思える
◇ラジオドキュメント部門
ことができれば、本当に素晴らしい「大人の
佳作 「十人十色」 全国大会出場
生き方」だと思います。自分に不利益なこと
に対しても、ポジティブに向かっていける人
■写真部
を見ると感心してしまいます。
〈中部高校写真連盟コンクール〉
最優秀賞
長澤愛『純白』
人は年齢を重ねれば、考え方も、それ相応
優 秀 賞 細野響『大波乱』
の考え方になっていくというものではないと
入選 小川唯、塚本珠奈、貝森絢
思います。そこに向けてのトレーニングが必
要になります。本を読んだり、人の話を聞く
そのほかの競技
だけでは本質的な成長は望めないと思います。
■水泳
知識として得たことを今度は実際に自分の生
〈高校総体中部予選〉
活の中に落とし込んで行かなくては身につか
渡部夢叶 50m 自由形 ４位
ないと思います。
100m バタフライ ６位
このようなことを書いている私も全くの未
ともに県大会出場
熟であり、情けない姿を晒してしまうことば
〈高校総体県大会〉
かりです。しかし、こうありたいという思い
渡部夢叶 50m 自由形 14 位
100m「利他」
バタフライ
20 位
だけは持ち続け、
「感謝」
「謙虚」を実
践できるよう努めて行きたいと思いました。
静岡県立清水東高等学校
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