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特集：中体連

戦いは続く…サッカー部

王 者 ！ バ ド ミ ン ト ン 部

中学サッカー部は、今年の中体連でも

市内大会は男子ダブルスで富村・山城

今年の中体連の市内大会で、輝かしい

組が優勝。団体戦は 2 位。女子ダブルス

成績を収めた荻田健一くん（中３）と野

では、杉浦・渡邊組が優勝。早川・望月

島渚くん（中３）は県大会に出場した。

今沢中学校に 3 対０で勝ち、みごと沼津

組が 3 位。団体戦は 2 位という結果を残

荻田くんは競泳バタフライに出場し、

一位で県大会に進出した。

した。

良い結果を残すことができた。
市内大会は、沼津第三中学校に 5 対 0、

高 み を 目 指 す 水 泳 部

「県大会は前日から調子が悪い気がして

県大会では浜松市の強豪、富塚中学校

バドミントン部を引っ張ってきた渡邊

と戦い、惜しくも 0 対 1 で初戦敗退とな

さん、杉浦さんに感想を聞いた。「県大

ってしまった。サッカー部員からは、

会の団体戦は格上の相手に 1 セット取っ

野島くんは県大会で２００ｍ平泳ぎ５

「（冨塚中学校との試合は）勝てなくは

て勝てるかもと思ったけどやはり強くて

位、１００ｍ平泳ぎ１０位という成績を

なかった。」や、「すごく良い試合がで

負けてしまった。すごく悔しかったけど

残し、「東海大会に行けて良かったで

きた。」などという声が多数あがった。

次の日の個人戦に活かそうと思って持ち

す」と次の大会への意気込みを語った。

中学サッカー部の練習は基本、週 6

直した」と気持ちを切り替えて試合に臨

学校では、時折冗談を言ったりふざけ

回、平日はクラスによるが午後 4 時～7

んだ渡邊さん。「市内大会は決勝の２セ

たりしてクラスの雰囲気を和ませてくれ

時、週末は試合など、日々ハードなトレ

ット目、結構差が開いていてまずいなと

る二人だが、今大会で「やる時はやる」

ーニングをしてきた。だからこそ、沼津

思ったけど、もう 1 点も落とせないとい

という素晴らしい一面を見せてくれた。

市で優勝という結果を残せたのではない

う気持ちで頑張って 18-12 から巻き返し

今後も更なる高みを目指して頑張って欲

だろうか。

デュースで勝ったときは本当に嬉しかっ

しいと思う。

3 年生は引退したが、これからも来年の
中体連に向けて頑張ってほしい。
（中３・南）

た」と精神力の強さを見せた杉浦さんで
あった。
（中３・冨村）

結局実力を出しきれなかった」と悔しさ
がにじみ出る。

（中３・土屋）
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新たな戦いへ、男子バスケットボール部

0.1 秒が運命の分かれ道！陸上部

日 々 鍛 錬 の 剣 道 部

７月９日、バスケットボール部３年生

６月、少し早い中体連、陸上部１２名

7 月 14 日、剣道部は原中学校で試合を

最後の舞台、中体連。男子バスケットボ

の戦いが始まった。走り幅跳び、100m、

した。2 年生の部長・堤くんと１年生 5 人

ール部の戦いは、無念にも１回戦で幕を

200m、800m、1500m、長くても６分間

で試合に挑んだ。しかし、個人では無念

閉じた。

という短い戦い。だが、この６分間に全

の１回戦敗退に終わった。堤くんは「1 回

力を注ぐ。

戦敗退は悔しいが来年はこの初戦を勝っ

ｸｵｰﾀｰ

第 1,2,3 Q で一挙 20 点以上のリードを

100m では、１年生が良い走りを見せ、

奪うも、第 4Q に追いつかれ、延長にもつ

てベストを尽くしたい。」と悔しさをに

れ込む接戦の末、敗退。「最後の Q で甘

好タイムでゴール。200m、３年生の出

じませた。また、剣道は団体戦も行われ

くなってしまったこと、そして、ファー

番。その組の上位でゴールを果たす。

たが、力及ばず、こちらも 1 回戦敗退

ルが多く、自分も退場してしまったこと

800m、粘り強い走りで自己ベストを更

…。

が悔いに残っている。」と３年生の部員

新。1500m、仲の良い１年生二人がライ

「来年は最後の中体連なので個人と団

は語った。

バルとして走り切る。最後に、走り幅跳

体の記録を伸ばしたい。」と気持ちはも

新しく始まった男子バスケットボール

び。走るスピード、タイミングこれらが

う来年に向かっている。

部に、３年生の意志は引き継がれた。そ

そろわないと決して好記録を出せないこ

して、新たな挑戦が今、始まる。

の競技で、自己ベストを更新。

（中２・淺井）

皆、力を出し切った大会となった。

（中２・稲葉）

（中３・勝又、三須）

高

校

サ

ッ

カ

ー

部
て、２、３年生はしっかりしていて、「優しさ」をもって接し

高校サッカー部のいろいろな面を紹介する。
まず一つ目に「文武両道」ができている部員が非常に多いこと

てくれる先輩たちである。３年生と過ごす時間は残り少ない

だ。この勉学優秀で課題の多い暁秀高校で、ハードな部活と勉

が、色々なことを学びたいと思っている。

強を両立することはとても大変なことだが、実際に多くの部員

そして、選手権に向けて日々の練習をより一生懸命に頑張っ

が成し遂げている。こういうところから暁秀生のまじめで勤勉

ている。３年生はこれが最後の大会になるので、チームのため

な人柄が垣間見える。

に誰よりも本気を出して必死に練習している。全力で取り組む

二つ目は、先輩と後輩の仲が良いことだ。私達 1 年生から見

サッカー部の応援をよろしくお願いします。（高１・西尾）

部活動の今に迫る！
さらなる高みに向かって
高校男子バスケットボール部
1 年生の若菜翔くんにインタビューをし
た。
若菜くんは「攻めるバスケ」を実践し

さあ、歌おう♪心向くままに♬
合唱部
合唱部は 16 名の中高生で構成される。

忍耐強く取り組む！
高校男子テニス部
灼熱の太陽の中、高校男子硬式テニス

万年部員不足（？）だが、仲の良さはピ

部は 8 月 15 日から 18 日にかけて技術向

カイチだ。

上のための合宿を行った。木村聡志部長

ていきたいという。「僕はインターハイ

地味とは言わせないぞ！6 月の県民合

は合宿を終えて、「普段の練習を大切に

で試合に出たが、高校生のレベルに圧倒

唱祭では、合唱関係者からの高評価を得

し、目の前の試合を１つずつ全力で取り

され、予選敗退という悔いの残る結果に

た。次の舞台は合唱の祭典とも言われる

組んでいく」と意気込んでいた。

なった。そこで基本練習だけでなく、

高校コーラスフェスタ。ベストを尽くそ

個々の攻撃においての課題にも取り組ん

うと思っている。

でいる。我々はインターハイの県大会を
目指しているので、バスケット部の成長
を見届けてほしい。」と胸を張って語っ
た。
（高１・小林）

体力や技術面だけでなく、精神面も問
われるテニス。選手たちは夏の大会や合

今日も夏の風にのって、和気藹々と練
習する部員の歌声が聞こえてくる。
（中２・戸田）

宿を通して、諦めずに戦い抜く精神を少
しでも成長させたのではないか。
（高２・石川）
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合宿中の対戦相手は！？

職 場 探 訪 ～ 裁 判 所 ～

実は、まだ大人になりきれない高校生が職場を訪問して何か意味などあるのだろ
８月２６日から３泊４日の学習合宿が
あった。昨年同様、今年も虫と戦う合宿
であった。２日目の朝、部屋を出ようと
した時、私の靴に黒い虫がいた。外に追

うかと思っていた。しかし、この夏の職場探訪で裁判を傍聴して、その思いを改め
た。
というのも裁判というたった 1 回、数十分の中でそれぞれの立場の人がそれぞれ
の信念のもと被告人を更生させるために真剣になっている姿に感動したのだ。

い払おうとしたが、逆に部屋の中に入っ

人は知っているつもりでもまだ知らないことは多くあり、その知らないことに触

たため、ティッシュで捕まえようと奮闘

れていけばいくほどどんどん好奇心、興味が大きくなっていく。そうすることでそ

した。しかし、格闘むなしく虫は跳ね、
ソファーの下に入ってしまった。その上、
授業の時間が迫っていたため、諦めて部
屋を出るしかなかった。

の事柄がその人の夢につながる可能性も出てくるのだろうと私は思う。その夢につ
ながるきっかけの一つに職場探訪はなったと思う。
今後も、社会と積極的に関わって、自分の知らない世界にもっと飛び込んでいき
たい。

授業が始まったが、「もし私の荷物に

（高１・芦川）

紛れ込んでいたら…」と考えてしまい、
虫のことで頭がいっぱいになり、集中で
きないのであった。

オーストラリア短期留学

授業が終わり、直ぐに部屋に戻って、
ソファーの下を確認すると、あいつがい
ない！私が慌てて探していると、友達が
入り口にいるところを見つけてくれ、急

一つ目は、オーストラリアと日本の生活習慣、文化の違いだ。オーストラリアの

いで外に追い払った。その瞬間、私は安

学校では休み時間が長く、一日の授業数が少ないため放課後が長い。だから、自分

堵に満たされました。

で勉強することができるし、スポーツなどの習い事にも力を入れることができる。

夜になると、あいつは仲間を連れてや

しかし、日本では休み時間も放課後も短いので、自分で予定を立てて過ごす時間が

って来た。入り口付近に何匹もいたが、

少なくなっている。そのため大人に予定を立ててもらうことに慣れてしまい、大人

「二度と部屋には入らせない」と思いな

になった時に自分で計画できなくなる人が多いと思った。

がら追い払い、ドアを開けたりした。

また、オーストラリアの人は早寝早起きをして、健康的な生活を行っているの

最終日となり、やっと合宿が終わるとい

で、私たちも夜更かしをしない生活を送った方がいいと思った。更に、オーストラ

うより、むしろあいつとの戦いが終わる

リアの人は水や紙をとても大切にする。日本人は粗末にしすぎているので、そこは

という気持ちが強かった。私は虫が苦手

見習うべきだと思った。

であるが、勉強だけでなく、あいつとも

二つ目は、外国人のコミュニケーション能力の高さだ。日本人が特にコミュニケ

戦い抜き、苦手を克服したかのような達

ーション能力が低いということもあるが、外国人は初対面でもとてもフレンドリー

成感でいっぱいだ。帰路に着いてしまえ

に接してくれる。そのため、内向的で英語を話すことができない私でも気軽に会話

ば、良き合宿の思い出である。

をすることができた。また、プレゼンテーションでもこのコミュニケーション能力

（高２・加藤）

はとても重要になってくるので、海外で活躍するためにはこの能力を高める必要が
あると思った。だから、どんどん発言をしていきたいと思った。
これからは、この留学で学んだ生活習慣や文化の違いについてもっと調べて勉強
して、自分の価値観の幅を広げていきたい。また、コミュニケーション能力を高め
て、私が海外に出ても堂々と活動できるくらいになりたい。そして、ここで学んだ
ことを活かして、今後の学校生活での人との関わり方や、コミュニケーションの仕
方を変えて人間関係や自分の考え方の幅を広げたいと思う。
（高１・長田）
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挨拶は、熱い男の代名詞

中２が燃える！ちはやふる
今、中２では百人一首が流行ってい

暁秀一熱い男、「浅 T」こと浅倉良崇
先生は現在 2 年 B 組の担任をしている。
毎朝早く教室に行き、生徒に元気よく挨
拶をしてくれる。挨拶は浅倉先生が最も
大事にしていることだそうで、同じ生徒
に一日何回も挨拶することはいつものこ
と。挨拶をされた生徒もえっ？また？と

澄む空の色～日常の一コマ～
皆さんは普段空を見ているだろうか？

る。その証に朝と昼、そして時々放課後

私はよく見ている。季節によって、時間

にも教室の後方で百人一首をやっている

によって……。空の色はころころ変わっ

人がいる。

て面白い。

ほぼ毎日百人一首をやっているため、

夏の澄んだ青、秋の鮮やかな青、群青

１年前と比べてかなり強くなっている。

の明け方、夕方の茜。厚い雲に覆われた

中１のころは下の句が読まれなければ取

灰色、雲一つない純粋な青。その日の風

れない人が多くいたが、今では大体の札

の強さによって雲の流れる速さも違う。

が上の句で取れるようになった。さら

広々とした空は時間に揉まれる私たちな

に、それぞれに得意札を持つようになっ

ど気にも留めず、いつも変わらずそこに

たのも変化の一つだと思う。

ある。

今から闘志を燃やしている中２なの

たまには空を見てはどうだろうか。静

で、１２月に行われるカルタ大会が楽し

かに時を忘れるのも、良いのではないか

みだ。

と思う。
（中２・北島）

思ってしまうほどだ。そして、とにかく
浅倉先生は几帳面かつ真面目で、何事に

（高２・髙崎）

★次号予告

も本気である。もちろん掃除に関しては
結構厳しい。そんな浅倉先生は、授業が

【イベント特集】２学期はイベントが満

わかりやすいと評判の物理の先生であ

載。バザー、修学旅行、合宿、遠足など

る。だが、なにかと大場先生やクラスの

各学年充実した行事が計画されていま

男子とやたら波長が合うらしくその辺

す。去年に引き続き、オーストラリアの

は？？ですね。女心が全く読めないとこ

キャンベルハイスクールの生徒も来校し

ろや必要以上に熱血など、たくさん謎な

歌が作られた背景や歌意をもとに

ます。そして、３年生は受験に向かって

とこがあるが、生徒思いでとても良い先

歌クイズを作り、オリジナルのカルタを

一直線。各学年の様子をお届けします。

生だ。 みなさんも是非挨拶してみて下さ

グループで製作中！

い。一度顔を覚えられたら毎日 5 回は挨

【広報委員企画】高１の栁澤くんを中心

拶されること間違いなし…！

に広報委員による企画ページがスタート
します。どんな内容になるかは、次号の

（高２・中川）

お楽しみ★

笑いを人生にする男たち
することが出来るのか。笑顔の数だけ幸
2 年 A 組には２人のムードメーカーが
いる。日常生活の中で、彼らは突然、笑
いを引き起こしクラスのみんなを爆笑の
渦へと引き寄せる。不意打ちの面白さだ
から、みんなは彼らに引き寄せられるの
だ。今回はそんな彼らの笑いの原点につ
いて聞いてみた。
１人目は三好くん。彼にとっての笑い
とは？「多分、自己満足なんだと思う。
自分が面白いと思ったことを人に言って、

その人も面白いと思う。自分と相手が同

せが増えると思いますね。」

じことを思ってくれるって幸せなことじ

両者とも、笑いによって相手を楽しま

ゃない？？周囲の人にとっても『よく笑

せたり、幸せにしたいという目的は同じ

うこと』で身体の免疫力も高まるし、こ

なのではないか。‘笑いのツボ‘は人それぞ

れは一石二鳥じゃないか！よく周りの注

れ違うが、不意打ちの面白さを打ち出す

目を集めて『相手に笑われる』人もいる

彼らの笑いにはどんな人も必ず引きつけ

けれど、俺はそういう笑いを目指してな

られるだろう。是非一度、彼らの不意打

いね。」とのこと。

ちの面白さを皆さんにも味わってもらい

２人目は中村くん。「何気ない生活を
楽しくするもの。どれだけの人を笑顔に

たい。それぞれの笑いのツボを超えた
『真の笑い』にきっと出会えるだろう。
（高２・内藤）

