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2年2組5席

岩崎 赳大 （神戸中学校出身）

今回は大学の見学に行きました。高校とは全然違って、人数の多さ、建物の大きさ、広さな
ど、一つ一つに驚きが隠せず、見て回っているときはものすごく楽しかったです。大学で
は、たくさんの分野のことを学ぶことができ、国際交流も盛んで、すごく楽しそうでした。勉
強面の方でもサポートは素晴らしかったけど、就職面の方でも支えてくれることもわかり
ました。一人一人に先生方がついてくださり、完全に四年間サポートしてくれていることが
わかりました。
大学というところのいいところが知れて、
ものすごく楽しかったです。

2年3組34席

森 穂乃香 （白子中学校出身）

私は福祉系とリハビリ系の専門学校を見学しました。福祉系の専門学校では、車いすに
乗ったり、押したりしました。体験したことがなかったので貴重な経験になりました。今の
日本は超高齢化社会といわれているのですが、超という言葉がついていることに驚きま
した。
リハビリ系の専門学校では、理学療法士、作業療法士について学びました。理学療
法は生活に必要な能力の訓練、作業療法は食事、入浴動作などの身の回りの動作訓練を
行うという２つの職業の違いを知ることができてよかったです。今回の校外研修で、見学
した学校での職業について詳しく知ることができてよかったです。

2年4組9席

木下 桜和 （橋南中学校出身）

今年の校外研修では2校の専門学校に行かせていただきました。1校目の名古屋こども
専門学校では、保育について子どもの成長や保育士や幼稚園教諭としての人のつなが
プログラミング
り、仕事のやりがいを学びました。2校目の名古屋工学院専門学校では、
のやり方や仕組みを学びました。専門学校に行ってみて、自分の学びたい、伸ばしたいこ
とが専念できる環境を直接見て、体験できたのが嬉しかったです。進路について考えるこ
とが面倒くさいイメージがありましたが、実際に見学に行ったことで、進路についてもっと
考えなければならないと思いました。

2年5組13席
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南山 瑠杏 （内部中学校出身）

今日は、高校に入学してから初めて遠出をしました。今はコロナでどこにも行けず、楽しい
毎日を過ごしているつもりではいたけれど、
どこかで遠出をしたいと思っていました。やっ
と遠出ができて、
それもクラスの友達と京都に行けてよかったです。京都の街並みを見な
がら、
雨は降っていたけれどたくさんおいしい物を食べられてとても幸せな一日でした。
楽
しかった思い出を大事にしてこれからもっと友達との仲を深めていきたいと思いました。
次のスキー研修もとても楽しみです。

1年2組22席

樋口 真唯 （千代崎中学校出身）

校外研修の思い出はたくさんあって一つにしぼれませんが、
その中でも楽しかったのは
「この場所に行けたこと」
とかではなく、
グループみんなで仲良くワイワイしながら京都を
回れたことです。小学校修学旅行以来の京都でしたが、
またその時とは違って自分たち
の行きたいところを自分たちで考え、計画を立てて活動できたことは、新鮮で違う楽しさ
がありました。いい思い出になりました。
また、
クラスのみんなでたくさんの思い出を作り
たいなと思いました。

1年3組15席

佐野 彪峨 （亀山中学校出身）

自分が校外研修に行って思ったことは、時間が経つのは早いなって事を思いました。理由
は、
友達と自由な時間を過ごして、
とても楽しく、
もっと一緒にいたいと思ったけど、
楽しい時
間はすぐにたってしまったので、
もっと時間が欲しくなったから。
ただの移動の時間でも会話
などで盛り上がり、
時間は早く過ぎていった。
競技会や文化祭は、
終わってしまったけど、
ス
キーやクラスマッチがあるので、
友達と過ごす大切な時間を大事にしていきたいです。

1年4組8席

栗川 純奈 （南郊中学校出身）

今回の校外研修は、
雨で少し残念でした。
しかし、
たくさん話したりいつもよりみんなで関わ
れたと思います。
清水坂に着いたあと、
どう回るかを考えてくれたり、
率先して行き方を見て
くれたりと、
自分から行動してくれる人が多く、
とても協力出来てスムーズに移動することが
出来ました。
私たちは、
清水坂の周りだけで、
もっと周っても良かったかなと感じたけど、
歩
いているからこそたくさん京都の風景を感じることが出来たので、
雨でも京都を充分楽しめ
ました。
これからの残りの約5ヶ月もっとクラスのみんなと関わっていきたいです。

1年5組18席

田中 実絵子 （内部中学校出身）

あいにくの雨の中でしたが、清水寺に行きました。
しかし、
コロナウイルスの影響で、楽し
みにしていた清水の水が飲めなかったり、見学場所の制限があったりしていましたが、班
の友達と事前に計画を立てたおかげで、有意義な時間を過ごすことが出来ました。初め
て行った四条通りではオツモパールというお店でタピオカを飲んだり、オシャレなプリ
ンを食べたりしました。清水坂では家族へのお土産として西利で漬物を買ったり、京ばあ
むを買ったりしました。家に帰ってすぐ姉にお土産を渡したら、すごく喜んでくれて良かっ
たです。友達と過ごす時間の大切さを再確認出来ました。
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1年6組9席

北村 颯大 （橋南中学校出身）

清水寺の周辺からすぐ移動し、
京都タワーまで歩いて向かいました。
私が先頭に立ち、
途中、
京都タワーの
人気の少ないお寺を訪れるなど、
京都を楽しみながら3人班で行動しました。
最上階は、
人も多くなく、
十分に楽しめました。
友人はタワーの造りに興味を待ち、
景色とと
もに鉄骨も見ていました。
その後、
下の階でお土産を買いました。
昼食は京都駅の地下で食
べました。
長い時間迷った末、
班の友人が中学生時代に行った店に決まりました。
トンカツ定
食を注文しましたがとても美味しかったです。
雨の日の京都は、
とても楽しかったです。

1年7組28席

萩 成美 （平田野中学校出身）

学校の遠足で京都の清水坂に行きました。
私は、
京都へは何度も行ったことがありますが、
高
校の友達と行く京都はまた違った楽しみ方ができました。
例えば、
事前にＳＮＳで行きたいとこ
ろや京都のスイーツなどを調べておいたので、
今まで行ったことのない場所や食べたことの
ないスイーツを食べたりすることができました。
ＳＮＳで有名なスイーツを食べることができて
嬉しかったし、
映えることができたので良かったです。
帰りのバスでは、
自分用のお土産に買っ
た八ツ橋を友達と食べて帰りました。
京都をたっぷり感じられていい思い出になりました。

1年8組14席

永岡 凛 （亀山中学校出身）

小学校六年生の修学旅行以来に京都へ行きました。
四年前とは感じる事が違いました。
例
えば、清水寺を見たとき、大きいくらいにしか思わなかったのが、今では古典で学習した
検非違使忠明という物語の一場面を思い出しながら見ていました。視点が変わって成長
したことを実感しました。
また、
昔とは違う楽しみ方もできました。
少し高い料理を食べてみ
たり、遠くへ行ってみたりと高校生ならではの楽しみ方をしました。沢山思い出ができてと
ても印象深い校外研修となりました。

1年9組24席

村田 心 （芸濃中学校出身）

僕がこの郊外研修を通して経験したことは、
きちんと予定通りに動くことの難しさです。
移動
時間や店での待ち時間なども考えて行動していたら、
もっと色々な所を見てまわれたと思い
ます。
でも、
今回も班で色々まわることで、
皆満足しているようなので、
また次どこかへ行くと
きはしっかり計画をして、
どんなところに行ってどれくらいの時間がかかるのかなども配分し
て有意義な時間を過ごそうと思えました。
それが今回の校外研修で学べたことでした。

1年10組9席

倉田 一輝 （朝暘中学校出身）

校外研修（企業見学）
に行き、学んだことが3つあります。1つ目は礼儀です。
人と接する時
の第一印象は挨拶によって決まります。気持ちの良い挨拶を日頃から心がけようと思いま
した。2つ目は仕事をするうえでミスが取り返しのつかない状況になることがあることで
す。学校生活では提出物なども曖昧になってしまうことがありました。
「当たり前のことを
当たり前にできる」
ように自分が何をすべきで、期限がいつなのかなど、
しっかりメモを取
り確実に自分のすべきことを果たせるように工夫しようと感じました。3つ目は仕事の大変
さです。休日も勤務する場合があることや時間も残業があったりなど、働いてお金をもら
うということは苦労がつきものだと感じました。校外研修に行き、自分に合った進路先に
進むことが出来るよう、
しっかり準備をしていきたいなと思った1日でした。

2年6組15席

田中 乃瑛 （白鳥中学校出身）

今回の学校見学をして、
オープンキャンパスの大切さを学べたと思います。
なぜなら、今日
見学をした学校について詳しく知ることが出来たからです。特に進路や試験、資格につい
て詳しく知れるところが良いと感じました。今回見学した学校は医療関係でしたが、自分
の興味のある学校のオープンキャンパスにも参加したいと思いました。
その中で進路や
資格、就職について詳しく知ることが出来たらいいなと思います。今回の研修旅行で充実
した一日を過ごせました。

2年7組5席

内田 七海 （創徳中学校出身）

私はこの校外研修があるまで、
ある程度入学したい大学がありました。
でも、名城大学・中
部大学に行ってみて実際に学生の方や先生方から意見を聞いたり、
その場を実際に見て
みたりして、
もっといろんな選択肢の中から決めたいとすごく思いました。案内してくだ
さった学生の方々や校内にいらっしゃった学生の方々を見て、本当に楽しそうで生き生き
していて、でもこの大学に入るまでたくさんの苦労があったのだろうなと考えると、私も
もっと頑張りたいなと思いました。

2年8組18席

西河 栞依真（神戸中学校出身）

私はこの校外研修で、改めて大学の凄さ、大学生の先輩方のカッコよさを目の当たりにし
ました。
そもそも設備が見たことがないくらい綺麗で大きくて、たくさん勉強して合格すれ
ばこんなとんでもないところで勉強できるのかとびっくりしました。
それと、実際に大学の
先輩方が登校してくる様子、いろいろな所でパソコンや分厚い本を広げていた先輩を見
ることができました。
また、私たちの前で大学で学んでいることや、高校時代の話、勉強の
アドバイスをしてくれた先輩がキラキラしていてかっこよくて、めちゃくちゃにがんばったら
自分もああいう大学生になれるのかなあと考えていました。
ものすごく楽しかったです！！

2年9組18席

三谷 知諒 （三重大附属中学校出身）

「受験生なんだな」
と、二つの大学を訪れてそう感じた。
この校外研修に参加することで私
が考えていた大学生活が知れたような気がする。
たとえコロナ禍でも、学生は大学に行き
たい。学校の中を説明してもらっている時にそう感じた。
自分の中にあったぼんやりとした
大学生活が、実際に訪れたことで色づき始めた。
「高校二年生の三学期が高校三年生の
０学期」
というなら、今の私たちは「マイナス一学期」
と思ってしまう。
それならば私は何を
ゴールにしたらよいのか。模試ではなく、行きたい大学をゴールにしないと。
そのために
私は苦手をなくし、
勉強に励んでいきたいと思う。

3年1組12席

小西 眞梨奈（亀山中学校出身）

校外研修の一番の思い出は朝熊ヶ岳を登った事です。私は生まれて初めて山に登りまし
た。
スタートから急な坂で少し登っただけで疲れました。半分の十一町石に行くまでに心
が折れてしまい下山しようと思いましたが、諦めず最後まで登りきることが出来ました。晴
れたら展望台から綺麗な景色が見られたはずが、雨で見られずに残念でした。山を登っ
た事で辛いことがあっても諦めないことが大切だと実感しました。
この経験は勉強の面で
も同じことだと思います。
これからも、様々な事にも諦めずに頑張ります。朝熊ヶ岳に登れ
てよかったです。

3年2組7席

江藤 和 （一身田中学校出身）

私は校外研修で人生初めての山登りを体験しました。初めての登山は朝熊山でした。最
初は友達と話しながら楽しく登っていました。
けど途中から話す元気も無くなり、汗だくで
すごく大変でした。
でも最後まで登り切って、迎えのバスを見たときは達成感がすごくて、
ほんのちょっとだけ登っていい経験が出来たなと思えました。
その後は、雨の中おかげ横
丁を散策しました、雨だったけど、
しっかり満喫できて良かったです。他の学年の京都や愛
知をすごく羨ましく思っていたけど、終わってみたら私たちの登山もある意味、一生心に
残る良い遠足でした。

3年3組1席

荒木 颯太 （白子中学校出身）

校外研修で朝熊山へ行きました。最初、朝熊山を登るのは簡単だと聞いていましたが、
実際登ってみると暑くて急な斜面で、すごくきつかったです。ですが、登っていくにつれ
て、先頭集団に追いつきました。友達と最後のポイントに立ち、登ってくる子を案内して
いました。最後尾の子が来ると音楽をかけて最後の力を振り絞って仲よく最終地点まで
行きました。
なかなか道は険しく暑くて大変でしたが、その分すごく楽しく良い思い出に
なりました。

3年4組25席

廣田 虎大朗 （内部中学校出身）

十一月二日、伊勢朝熊へ校外研修に行きました。内容は、山登りとおはらい町の散策で
す。山登りは約二時間歩き続けました。走ったり歩いたり休んだりを繰り返し、山頂を目指
しました。
とても疲れました。バスに乗るとき、
あまりに疲れていたので、バスの段差がとて
も高く感じました。バスの手すりを利用し、
ようやく座席に戻ることができました。今まであ
まり意識していなかった手すりの存在を感じました。
この経験を通してバリアフリーについ
て興味を持ち、更に学習したいと思い、家に帰ってからインターネットでバリアフリーにつ
いて調べました。最後に、山登りは大変疲れるということを実感しました。

3年5組21席

藤井 宮妃 （朝陽中学校出身）

今回の研修で、私は色々なことを発見する喜びに気付きました。山を登り始めた時、ずっと
同じ景色で道のりは長く、険しく、たいへんでうんざりしていました。
しかし途中、大きく開
けた道の中心に空に向かって枝を伸ばした大木がありました。
その生きる力強さに、私は
感銘を受けましたが、力強いのは大木だけではありませんでした。周りを見渡せば、多種
多様の木々や、木の実や、動物、岩にこびりついている苔・・・、
その全てが力強く生きてい
るのだと気付かされました。自分たちの周りを観察して、何かに気付く喜びを、
これからも
心に残していきたいです。

3年6組18席

豊田 梨伽 （西陵中学校出身）

今回の校外研修は、人生初の山登りでした。正直、すごくなめていました。山は、想像の３
倍くらい急で、
もう足が上がらなくなるほどしんどかったです。
でも、山頂に着いてみると
すごく達成感を感じることができました。
この山登りで学んだことは、平らな道の楽さで
す。
これは、道だけの話ではなく、すべてにおいてです。楽なことばかりやるのではなく、
自分に厳しく頑張ることも大切だと改めて感じることができました。
でも、
もう絶対に山登
りはしたくないです。

川本 野々花 （内部中学校出身）

やっと迎えた遠足、久しぶりの県外。高校に入って初めて出会った友達と、京都で新たな
思い出作りのできる日をとても楽しみに待っていました。
待ちに待った当日は、
残念ながら
雨が降りお土産の紙袋の底が破れ取手も外れてボロボロになってしまうくらいのぬれな
がらの散策でしたが、友だちと京都の町を思う存分楽しみました。到着後、海鮮丼目当て
に一目散に向かったお店が居酒屋で入れず急いで代わりのお店を探したり電車の時間
を気にして猛ダッシュしたり…短い時間の中で沢山動き回って沢山笑って良い思い出が
出来ました。
京都での最高のひとときでした！

2年1組27席

宮野 桃花 （朝陽中学校出身）

愛知学院大学は、想像していた通り凄く綺麗で、多くの設備が整った学校でした。
クラブと
サークルの多さに凄くビックリしました。
「ＡＣＴ４Ｕ」の熱い想いを行動に変えていくこと
や、地域を大切にしている事が伝わってきました。私は今まで大学の見学へ行ったことが
無かったので今回の研修は嬉しかったです。
コロナが治まったら希望の大学を見学に行
きたくなりました。
先ずは、
希望大学の合格の為に、
今出来る事を頑張りたいと思います。
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硬式野球部

主将

矢野 孝士朗

サッカー部

神戸中出身

顧問

男子バレーボール部

鏡 康考

私たち硬式野球部は、“熱く、aggressive に”をスローガンに掲げ、次年度の春

の県大会で３勝、夏の大会で甲子園出場を目標に日々練習に取り組んでいま

第１位（3節終了時）
高円宮杯Ｕ１８サッカーリーグ２０２０ １部
２部Ｂ 第８位

まとまり、一人ひとりが成長し、自分たちの掲げた目標を達成できるよう日々努

令和２年 全国高等学校選手権大会三重県大会

力していきます。

重田 光雄

「鈴風一道〜鈴鹿旋風を巻き起こせ！目標に向かってまっしぐら！〜」
を合言

す。秋は県ベスト１６という悔しい結果でした。この結果をしっかりと受け止め、

春の大会、夏の大会に繋げていきたいと思っています。この冬で、チームとして

顧問

出場

葉に、県ベスト８を通過点にすべく、日々練習に励んでいます。
８月の代替大

会では、久居高校、久居農林高校と対戦し、久居高校には勝利したものの、久
居農林高校には、
フルセットの熱戦の末、惜しくも敗れてしまいました。
しか

し、冷静に相手を分析し、
自分たちの戦術を組み立てれば、十分に戦えること
がわかり、チーム力の向上を実感できました。今後の練習の中では、
より一

本年度よりトレーニングを

層、限られた時間の中で何ができるか各々が考えて日々練習していきます。
自

「 三 重 交 通 G ス ポーツ の

分たちの成長を今後の大会で証明したいと思います！

杜」にて開始！人工芝の上

で思い切りサッカーをしま

しょう！！
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山岳スキー部

顧問

戸田 大輔

ラグビー部

主将

古田 怜汰

今年度は新型コロナウイルスの影響を受けて日頃の山行や

目標も定まらない日々が続きました。10月からは週末山行も

生がラグビー部員として自覚を持ち学業、
クラブなど何事も諦めずに全力で最後までやり抜く

解禁となり、
リードユース日本選手権やクライミングジャパン

トーナメント
（ベスト16 のみ）
1 試合目
VS 津東 2 - 0 勝利（ベスト８）
2 試合目（準々決勝） VS 四日市商業 2 - 1 勝利（ベスト４）
３試合目（準決勝） VS 津商業 0 - 2 敗戦

努力を重ねていきます。
そして、
日々の練習については、
感謝の心を忘れず、
日々精進します。

ツアーなどスポーツクライミング関連の大会を皮切りに県総

体や全国高校選抜クライミング大会合同予選会も行われるま

でになりました。今後は秋の山々を楽しみながら選抜を含む

バドミントンサークル

各種クライミング大会や次年度の県総体や夏合宿を見据え

たトレーニングを積んでいきます。

田中 乃瑛

白鳥中出身

また、
スキー競技については今年度インターハイも開催予定

私達バドミントンサークルは、男女合わ せて約 40 人前後で活動していま

的な競技シーズンへ入ります。

む選手から大会で優勝を目指している選手たちがいます。
「 日進月歩」を

す。経験者、初心者各自のレベルに合わ せて練習し、バドミントンを楽し

9月 県内中学校と練習会・練習試合
10月 練習試合
奈良県
和歌山県

奈良文化高等学校（奈良県 1 位）
開智高等学校（和歌山県 1 位）
※県外チーム

全国出場チームと練習試合

心得として、団体戦ベスト8を目指し練習しています。過去には、団体戦ベ

主な大会成績
・三重県高等学校総合体育大会

不殿 絵里加

8月 三重県高等学校総合体育大会 代替大会
グループ戦 1 試合目
VS 津西高校
2 - 0 勝利
2 試合目
VS 伊賀白鳳
2 - 0 勝利

年生の引退時期が早まりました。
新チームとなり、
「One For All. All For One」
の精神と１・２年

となっており、選手はインターハイや国体出場を目指して本格

顧問

部活動報告

ラグビー部は未経験の人でも先生方や先輩の情熱の入った指導を受けられます。
人としても、
ラグビー選手としても、
成長することができます。
今年は、
コロナの影響で大会が中止になり、
３

合宿そして各種大会も悉く中止や延期となり、9月まで部員の

女子バレーボール部

創徳中出身

スト8 、初心者の大会で優勝しています。他にも県外へ遠征に行ったり、

登山大会
男子7位

楽しいイベントなどもしています。これからも顧問の西岡先生や外部コー

チと一緒に練習に励みながら、時々イベントなどをして活動したいと思い

・リードユース日本選手権南砺大会 柏 綾音
ユースＡ女子10位

ます。

・令和２年度高校選抜クライミング大会合同予選会
（愛知県・岐阜県・三重県）
男子 寺本 燦
優勝
（全国大会へ）
勝正 雄大 7位（全国大会へ）
魚井 亮太 9位（全国大会へ）
永末 天斗 14位
女子 柏 綾音 3位（全国大会へ）

軟式野球部

主将

橋本靖幸

朝明中出身

本年度の秋季大会は2回戦で高田高校と対戦しました。最後まで諦めず選手一丸と

なって戦いましたが、敗れました。
この悔しさをバネにして、来年の春季大会では秋季
大会以上の成績を収めることができるように努力していきます。
本年度成績
第 35 回秋季東海高等学校軟式野球大会三重県予選準優勝
（春季大会・夏季大会は全て中止）
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男子・女子バスケットボール部

顧問

安田 拓真

男子バスケットボール部は、2年生3人、1年生6人の計9人、女子バス

ケットボール部は現在2年生3人、1年生8人の計11人で活動していま

す。顧問は4 人いて、男女合同で日々チーム一丸となって練習に励ん

でいます。練習時間は、平日3時間、休日は4時間程度です（週１日休

み、
テスト1週間前、
テスト中は休み）。上級生にも高校からバスケット

を始めた部員もいるので、経験者も未経験者も大歓迎です。
よかった

ら部活見学・体験に来て下さい。
マネージャーも募集しています！

硬式テニス部男子

部長

笹岡 琉希

水泳部

山手中出身

私たち男子テニス部は、
現在１・２年生１０名で活動しています。
高体連関係の試

顧問

水谷 昌平

現在、部員は競泳で、
３年生男子１名です。部としての活動はなくスイミングス

柔道部

キャプテン 松山 竜也

名張北中出身

私達３年生は、
新チーム結成時
（１月）
の三重県高校柔道新人大会で３位入賞

合、
私学の大会などで、
ひとつでも多く勝てるように、
日々の練習に励んでいま

クールなどで練習を重ねてきましたが、今年度は新型コロナの影響で、県総

を果たし、
いよいよこれからだという３月頃から新型コロナウイルスの感染が

けていきたいと思います。
過去２年間、
団体戦ではベスト８以上に進めませんで

部活動報告

た三重県高校総体
（インターハイ予選）
も中止、
僕を含め３年生全員が悔しい

す。
また、
テニスの技術面の向上だけでなく、
規律ある生活を送り、
礼儀も身につ

体が中止で代替大会のみ開催となりました。

したが、
この秋の新人大会では、
団体戦で７位に入ることができました。
第３シー

競泳 県総体（代替大会） 男子 50 m 自由形で優勝
100 m 自由形で 2 位

ド校を２回戦で破ったことが大きな自信になりました。
次の大会でさらに上位を
目指したいです。

硬式テニス部女子

部長

後藤 由似

ソフトボール部

港中出身

現在、私たちは少人数で県内の強豪校相手に少しでも上に勝ち進める

ように日々の練習に励んでいます。たった５人のメンバーだけで夏休み

に行われた三重県の私学大会とこの秋の新人大会を戦い抜きました。
私学大会の団体戦では２年連続1位となり、個人戦では１〜３位を独占し

全国に広がり、
高校が休校、
５月に予定されていた僕たち３年生の目標であっ

顧問

活動報告
三重県高等学校体育大会ソフトボール競技夏季大会（県総体代替え大会）
明野
神戸

7‐10 鈴鹿
1‐11 鈴鹿

鈴鹿
鈴鹿

25‐3 高田
0‐7 いなべ（準決勝）

コロナ禍で、
インターハイ出場という夢も叶いませんでしたが、
その分こ

東海私学大会も残っているので、
これからも練習に励んでいきたいと思

球を楽しみ、仲間とプレーをすることで、3位入賞までこれました。

います。

の大会に気持をこめて臨むことができました。3年生の集大成。一球一
秋季大会

剣道部

監督

安達 正史

部活動報告
三重県高校体育大会剣道競技 女子団体優勝！
三重県高校剣道一年生大会 女子個人優勝！

てほしいと思います。

濱田 早紀

ました。
また、新人大会では０勝１敗からのスタートでしたが、
メンバーそ

れぞれが役割を果たし、何とか７位に入り、
シード権を守りました。
まだ、

思いをしました。
後輩たちには、
コロナ禍、
今できることを自分たちが進んでや

ることで、
僕たちが出来なかった東海大会出場の目標を達成できるよう頑張っ

準決勝
決勝戦

新チームで臨みました。

VS 神戸 24‐3 勝ち
VS 津東 14‐4 勝ち
VS 津商 10‐6 負け

準優勝

10月に新人戦（全国選抜予選）があります。

しっかりと力をつけ臨みたいと思います。

陸上競技部

顧問

中原 亮・宮口 真衣

活動報告
全国高等学校陸上競技大会２０２０
第１３位
男子やり投げ 仲松 正

３０日
（日）
亀山西野公園体育館にて開催されました。
コロナウイルスの影響で

三重県高等学校陸上競技選手権大会
男子やり投げ 仲松 正
優勝
女子４００ｍ H 服部 りら
第７位

大会となり、
大会としては１月の新人大会
（全国選抜予選）
以来の大会でした。
３

２０２０三重県秋季選抜陸上競技選手権大会
女子４００ｍ H 服部 りら
第２位

ハイ上位入賞の夢も絶たれ、いろいろなことが受け入れられない辛い日々が

第５９回三重県高等学校新人陸上競技大会
女子４００ｍ H 服部 りら
第３位

なり、
剣道が出来ることや高めあえる仲間の存在、
そして普段当たり前と思って

第８３回三重県陸上競技選手権大会
男子やり投げ 仲松 正
第３位
女子４００ｍ H 服部 りら
第７位

三重県高校体育大会剣道競技
（県総体代替大会）
・県高校一年生大会が、
８月
無観客・座席指定・試合中もマスク着用など感染対策を厳重に行った中での

月の全国選抜出場を決めてはいたものの大会開催が叶わず、
目標のインター

続きました。
学校の再開とともに、
ようやく稽古再開や大会が開催されるまでに
いたことに感謝の思いや喜びを感じるこ

とが出来たことでようやく前向きにとらえ

られるようになりました。
その感謝の思い
を胸に臨んだ今大会では特に悔しい思い
をした３年生の活躍により団体優勝、
一年
生大会では加藤里佳（神戸中出身）が優

勝、坂井結月
（菰野中出身）
が３位と、
コロ

ナ禍の中も前向きに取り組んできた結果
が実を結びました。今後は１１月開催の県
秋季大会、
１２月に沖縄で開催される全国

男女ソフトテニス部

顧問

宮田 一昌

第 2グラウンドにあるテニスコートと硬式テニス部のコートで活動していま

選抜大会の代替大会に向け、
まだまだ見
通しははっきりとしない状況ですが、今や

れることを精一杯取り組んでいきます。

す。9月に行われた三重県ソフトテニス選手権大会では、接戦の末、
ベスト３２

に勝ち上がることができました。学年をこえて仲が良く、男子・女子で協力して
練習に励んでいます。

ストリートダンス部

顧問

田畑 雅基

ストリートダンス部は創立4年目を迎えました。昨年度からのコロナ禍によっ
て今年度の活動できるイベントがほとんどありませんでしたが、今年で卒業す

る3年生や今までお世話になってきた保護者の方へのお礼として7月に自主

公演を行いました。
また、8月からは各種のオンラインコンテストなどに参加し

ています。
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放送部

顧問

文芸部

森 兆立

三重県高校放送コンテスト 朗読部門

優秀賞２名

奨励賞１名

6月に予定していた第67回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト県大会が
中止となりましたが、8月に1・2 年生対象で朗読部門とアナウンス部
門のみ録音審査で大会が行われました。朗読部門で木下桜和（2年）
と福森咲希（ 2 年）が優秀賞、小崎早瑛（ 2 年）が奨励賞を受賞しまし
た。
この大会は高文連関係の各種大会の選考を兼ねており、木下桜
和・福森咲希は12月にweb上で開催される
「近畿高等学校総合文化

祭（WEB KINKI NARA 2020）」の朗読部門に出場、小﨑早瑛は「第

41回みえ高文祭」舞台部門の総合司会に選ばれました。

「鈴call」放送中

7月から、鈴鹿市の地域コミュニティーＦＭラジオ局「鈴鹿ヴォイスＦＭ」

写真部

毎月第一火曜日の12時50分ごろからです。
番組名は
「鈴call」
で、
身近

での放送では、特進コースのマスクづくりや自然科学部のネコギギ保
護活動、
コロナ禍の中での文化祭などについて取り上げました。

三重テレビ放送「Ｍ ieライブ」に出演
休校期間中に本校が取り組んだオンライン授業について制作した番

組を、10月7日に放送していただきました。1年生が制作したもので、
放送当日は1年生2名が生出演しました。

顧問

太鼓部

前田 知聖

・活動日時 火曜日（生徒の都合に合わせて、月に１〜２回程度）
・活動場所 ５号棟 ２階 文芸部部室
・活動内容 主に小説を書きます。みえ高文祭に出品する作品や、
部誌を作っています。
基本的に活動は月に１・２度です。書いた小説の添削・
校正を繰り返し、完成度を高めていきます。
・活動目的 創造力や豊かな感性を磨くとともに、幅広い視野を持
つことを目的として活動しています。
入賞 １名
・活動実績 2018 年 みえ高文祭 小説部門
2019 年 みえ高文祭 小説部門
入賞 ２名
2020 年 みえ高文祭 小説部門
入賞 １名
イラスト部門 入賞 １名

にて、
自主制作番組を放送させていただくことになりました。
放送日は、
な疑問や出来事をテーマに10分程度の番組を放送しています。
これま

顧問

部長

森 穂乃香

白子中出身

伊藤 武摩

く、外部のコンテストにも作品を出展しています。河合塾学園主催の
「全
国高校生イラストコンテストvol. 14 」にて、堤優花さんの作品が入賞

大学の学園祭、文化祭な

（協賛企業賞を受賞）
しました。

ど学校以外でも演奏さ

本人のコメント
「制作にあたっては、何処に光があたるか、
またキャラクターデザイン

せてもらっています。初

心者ばかりですが、毎日

はどうしようかなど、短い期間で様々なアイデアを考えていくことが

皆で楽しく練習を頑張っ

本当に大変でした。
また、女の子達を可愛く描きたかったので、満足

ています。

できる表情にたどり着くまでが大変でした。その作品が、人生で初め

て応募した全国規模のイラストコンテストで入賞できたことに驚きも
感じましたが、
なにより嬉しかったです」

川北 敏喜

生徒の都合に合わせて、月に数回程度
2 号棟 ２階 写真部部室
生徒が撮影した写真の中から作品制作をしています。
最近はスマホが主流ですが、一眼レフで撮影したりもして
います。
出来た作品は文化祭や私学展での展示をし、
EMC
の常設コーナーでは年間を通じて展示を行っています。
・活動目的 写真の撮影に必要な基礎知識を学び、作品を通じて感
受性や創造性を養うことを目的として活動しています。
・活動実績 2019 年度 みえの森コンテスト 入賞 １名

顧問

顧問

イラストデザイン部では、文化祭時に校内で作品を展示するだけでな

太鼓部は週5日で活動し

ています。老人ホームや

くお〜れ（インターアクト・ボランティア部） 顧問 助田 友希

・活動日時
・活動場所
・活動内容

茶道部

イラストデザイン部

染井 久代

1年生7名・2年生5名・3年生1名で、毎週火曜日に活動しています。今年は新

吹奏楽部

顧問

●●●●●

Ofﬁcial髭
吹奏楽部は、
新たに８名の１年生が加わりました。
９月の文化祭では、

男dismメドレー、
紅蓮華、
マリーゴールドの３曲の演奏を披露し、
皆さんに喜んで

いただきました。
今後も私たちは、
良い演奏を心がけ楽しく日々の活動を行って
いきます。
これからの吹奏楽部の活動にご期待下さい。

型コロナの影響で様々なイベントが中止になったこともあり、校内を中心に活

動しています。新しく使い捨てコンタクトの空ケースの回収活動を始め、
まだ

1ヶ月も経っていませんが少しずつ集まってきています。
主な活動

①募金活動「令和 2 年九州豪雨被災者支援校内募金」
「新型コロナ対策助け愛募金」
②回収活動「ペットボトルキャップ」
「ベルマーク」
「使い捨てコンタクトの空ケース」

例年の活動

ライブ イン 愛宕 司会
10月17日に鈴鹿の愛宕小学校で行われた音楽イベント
「第13回ライ
ブ イン 愛宕」
で放送部が司会と音響を担当しました。

日常のお稽古…御点前の作法や心構え、お茶席での礼儀、お道具の扱い
方など一から教えていただきます。
夏休み…学校茶道研修会に参加し、京都の表千家家元を見学に行きます。
文化祭…御茶会を開き、
お稽古の成果を披露します。

しかし今年は新型コロナ感染予防のため中止になり、
思うように練習ができな
い日々が続いています。
自主練習など色々と工夫をしながら今できることを考え
て、
精一杯取り組んでいます。
また文化祭で温かいおもてなしが出来る日を楽し
みにしています。

書道部
みえ高文祭舞台発表部門
総合司会
10月24日（土）に、三重県総

合文化センター大ホールで
行 わ れ た第 4 1 回 みえ高 文

顧問

染井 久代・伊藤 美治・豊田 真樹子

部員が少ないので、
仲良く楽しく活動しています。
中国や日本の古典を手
本に公募展や
「みえ高文祭」
「
、私学展」
に出品する作品制作を行っていま
す。
先生に指導してもらいながら、
毎日コツコツと練習しています。
自分の
作品が評価を受け、
受賞したときは非常にうれしく、
やりがいを感じます。
活動日：火曜日 放課後〜18時まで
部 員：3年生1名・2年生2名・1年生2名

祭・舞台発表部門で、2 年の
小﨑早瑛が総合司会の一人

として進行を担当しました。

校内のイベントで活躍
文化祭では映像作品を制作し動画を各教室で上映しました。
また、競

技会でも場内アナウンスを担当しました。学校説明会やミニ説明会等

でも、司会とプレゼンテーションを担当させていただきました。

パソコン部

仲野 莉奈

川越中出身

顧問

西飯 信一郎

おかげさまで、
今年度も下記のように様々な活動をすることができました。
〇 2017 年に鈴鹿高校で誕生し、今年３歳になったネコギギ６個体
を６月13日（土）に放流しました。
〇三重県環境学習情報センターが発行する
「環境学習みえ」の夏号
で、自然科学部の活動について特集していただきました。合わせ
て、
８月〜９月の２か月間、同センターで自然科学部の企画展示を
開催していただきました。
「鈴鹿川のお魚観察会」
を開催しました。
〇７月26日と８月22日に
〇コロナの影響で延期になっていた「日本自然保護大賞 2020・大
賞受賞」の授賞式と授賞記念シンポジウムが９月16 日にオンライ
ンで開催されました。
〇「つなげ！生物多様性高校生チャレンジシップ」が９月26日にオン
ラインで開催され、審査委員特別賞を受賞しました。全国の高校
の熱意溢れる取り組みを知り刺激
を受けました。
〇第 64 回日本学生科学賞三重県展
で、最優秀賞（三重県総合館賞）を
受賞し、中央予備審査への出展が
決まりました。
引き続き、
研究活動と普及啓発活動を頑
張っていきます。

合唱部

顧問

原 知慈郎

合唱部は火曜日と木曜日にベルホールで練習を行っています。今年

は男声、女声がそろっているので、混声合唱曲を練習しています。曲
は生徒が自分たちで選んでいます。
まだまだ部員募集中ですので、興
味がある人は、是非見学に来てください！

美術部

顧問

山崎 和夫

・現在部員は １年生４名、
２年生６名、
３年生３名
合計１３名で活動しています。
・主な活動時間は毎週火曜日、水曜日の放課後です。
・今年度の主な活動実績は次のような内容です。
日本画の講習会に参加しました。
文化祭で皆さんの健康を願って
「アマビエ神社」
をつくりました。
１月に私学展へ出展します。
アットホームな温かい雰囲気で、
自分の得意と
するイラストやデッサン、
水彩画など作品制作

に意欲的に取り組んでいます。
また、
文化祭で

タイピング練習や Wordを使って検定の練習をしています。今年度は2年生1

は、みんなの健康を願い
「アマビエ神社」
を制

す。今後はExcelを使った表計算などの基本操作の習得だけでなく、中高生

を出し合い分担を決めて、
最終的には共同作

り組んでいく予定です。

の保護者会通信の似顔絵も担当しています。

人、1 年生 3 人で、火曜日と金曜日の放課後にパソコン室で活動をしていま

情報学研究コンテストに向けての研究など、ICTを活用した様々な活動に取
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自然科学部

作しました。
夏休み中からいろいろなアイデア
業で完成させました。
また毎年卒業に向けて
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1年

新コース 取り組み

総合コース

探究

取り組み
OBOGと語る会
8月21日
（金）
に実施しました。
様々な分野で
ご活躍されている先輩にお越しいただきました。

幼児教育を目指す生徒の取り組み 「初心者からの〜歌いながら弾くレッスン」
ピアノを基本から学ぶ事ができます。
（週2時間）

高大連携事業
10月22日
（木）
鈴鹿医療科学大学 國分真
佐代先生に医療系の職業について講演をしていただきました。

SDG'sの取り組み

7月2日（木）一般社団法人SDG'sコミュ
ニティ新海洋子先生に講演をしていただ
きました。
9月10日（木）海洋保全グループsom代
表 鈴鹿中等教育学校六年生 落合真弘
君に講演をしていただきました。
10月24日
（土）
サステナブル・ブランド国
際会議 学生招待プログラムSB Student
Ambassador西日本ブロック大会に1組
村生・2組村木・3組堀田・6組西澤の4名
が出場しました。
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特進コース

コース

取り 組み
総合的な探究の時間
（ビジネスプランと科学研究）
探究コースは2つのグループに分
かれて探究活動にとりくんでいま
す。身近な問題や社会の課題に
ついてビジネスによって解決を目
指す
「ビジネスプラン
（ＢＰ）」
と、身
近な疑問について、
実験・調査に
よって考察する
「科学研究（ＳＲ）」
です。
それぞれが2つのどちらか
に取り組み4〜6人の15グループ
に分かれて活動をしています。基
本的に生徒自身が課題を設定し
活動する時間が中心ですが、定
期的に外部講師の方から指導を
受けています。
ビジネスプランは、
日本政策金融公庫の名古屋創
業支援センターの前田愛さんに
プランの立て方の授業や各グル
ープへ個別指導をいただきまし
た。科学研究も三重県総合博物
館の寺村善樹さんに来ていただ
き各グループが調査・研究につ
いてアドバイスをいただいてい
ます。
また、私たちは、身近な課
題と社会の課題をつなぐテーマ
としてＳＤＧｓを意識しています。7
月 3 0 日 に は 、一 般 社 団 法 人
SDG'sコミュニティ新海洋子先
生にご講演いただき、
ＳＤＧｓに
ついて学びました。

中間発表会と文化祭
9月10日に、
探究活動の中間発表
会を校内で行いました。
各グルー
プの研究やビジネスプランにつ
いて、
現状と今後の方針を発表し
ました。
助言者として、
三重県総合
博物館から館長の大野照文さん
と、
主幹の寺村善樹さんに来てい
ただきアドバイスをいただきまし
た。中間発表の内容は文化祭で
も展示を行いました。2学期以降
は各グループが調査・研究を深
め、年度末に発表会を行う予定
です。
またビジネスプランは、
10月
に、
龍谷大学高校生ビジネスアイ
デアコンテスト
「ビジネスアイデ
ア×SDGｓ」
にエントリーしました。

取り組み

1
project

地域貢献活動編

4月〜11月

手作りマスク

1ヶ月の期間で４００枚のマ
スクを作成しました
（既製品
と合わせて1000枚のマスク
を寄贈）。作成したマスクは
鈴鹿市社会福祉協議会様ご
協力のもと、
庄野地区まちづ
くり協議会様に寄贈。
6/8(月)
には代表生徒3名と鈴鹿市
社会福祉協議会のスタッフ、
庄野地区民生委員の方とと
もに本校周辺にお住まいの
高齢者の方へ直接マスクを
配布させていただきました。

2
project

地元の飲食店応援事業「鈴メシ６」
「すずまる」

生徒が直接メールで鈴鹿市議会議員の方と連絡を取り合
いプロジェクトの実行に繋がりました。
に代表生徒とともに鈴鹿商工会議所で意見交流会。
6月4日
（木）
6月5日
（金）
からＳＮＳやLINEを通して情報発信。
6月6日
（土）
平田町駅周辺でチラシ配り、
宣伝活動。
鈴鹿市
プレミアム付商品券
「鈴鹿まるごと応援券 すずまる」
の情報
発信も行いました。

3
project

福島ひまわり
里親プロジェクト

育てたひまわりから採れた
種を福島に送り、福島の雇
用・教育・観光に繋げていく
活動に参加しています。

4
project

鈴鹿市新型コロナ対策 緊急助け合い基金への協力

9月19日（土）、20日（日）、26日（土）、27日（日）の4日間、鈴鹿市のショッピングセン
ターや駅周辺で募金活動を行いました。
また鈴鹿市の飲食店やスーパーの方々にも
店頭に募金箱を設置していただきました。
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2年
3年

コース 取り組み
取り組み

イベント
開催

コロナの影響で夏休みの大規模イベントは全て中止になってしまいました。
9月以降は、小規模のイベントを例年より多く設けて対応しています。

2年 創造コース
取り組み
校外研修では学校見学、企業訪問など進路選択の重要性を学び、将来の進路について学習しました。
また2月の研修旅行（九州）の
事前学習も兼ねて、文化祭ではクラスの垣根を超えてモザイクアート
（ハウステンボス）を作成しました。進路学習、平和学習、学校
行事等、様座な取り組みを通して、生徒たちの主体性、協調性を育んでいます。

2年 探究コース
取り組み

課題探究
2年生探究コースでは、本年度、総合的な学習の時間を利用して「課題探究」に取り組んで
います。これは各グループがそれぞれに課題を設定し、実験や実証をすることで、その課題
を解決していこうという取り組みです。設定する課題は自分たちの身の回りにある身近な問
題から社会の抱える問題について多岐にわたっています。先日の文化祭では，各グループ
のこれまでの活動を中間発表としてポスターにまとめて展示
しました。これからは実際に実験やアンケートを実施して、自
分たちの仮説を検証していく予定です。今後は，校内でのプレゼンテーション発表会(2月)や 外
部の大会への参加を予定しています。
「 課題探究」では、基本的に課題の設定から研究手法，研
究計画にいたるまで生徒自身がグループ活動の中で、お互いに意見を出し合い、考え、実行して
いきます。その中で、学力の3要素である
「主体性・協働性・多様性」を育んでいきます。
進路学習

施設見学会
9月12日（土）、20日（日）
1便から12便で校舎見学ツアーを実施しました。定員は各便10人
で、細かい時間設定もしました。参加者の声は『少人数でゆったり
と見学できた』
『 時間設定があったので待ち時間がなくてよかっ
た』
『 施設がすごすぎて驚いた』
といった好意的な意見をいただ
きました。

学校説明会
9月27日（日）、10月11日（日）
2日間学校説明会をしました。同じ内容の説明を1日2回実施しまし
た。2日間で計4回ともおかげさまで満席となりました。学校概要説
明では放送部の生徒が担当し、素晴らしいプレゼンテーションをし
てくれました。
『コースの特徴がとてもよく分かった』
『放送部の人た
ちの説明がとてもうまかった』
という声がありました。

進路学習では、
ワークブックを利用して志望大学や将来の職業について決定していきます。初めは自分自身の興味関心から進路を考
え、社会課題と学問の関わりからや学びたいことからなど様々な視点から自分の進路や志望学部・学科を考えています。今後は3学期
の志望校宣言に向けて志望理由書の作成をしていきます。
また、11月26日(木)には、河合塾の方に、受験に向けた心構えや3年生に向
けてやっておくべきことなど、受験について様々なお話をしていただきます。受験本番まで残すところ1年、
これからも進路学習を通して
受験に向けた様々な取り組みを行っていきます。

探究集会
探究コースでは、様々な機会に集会を行っています。模試の結果分析
や次の模試に向けた取り組みだけでなく、学期末には2年生探究コ
ースの表彰式も行っています。集会をする中で、
クラスをこえたコース
の一体感を持って取り組んでいくことを大切にしています。
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ミニ説明会 1 回目

3年 創造コース

3年 探究コース

取り組み

取り組み

受験や卒業へ向けて学習面での追い込みが佳境に入
ってきています。
また、各自の希望進路実現を目指して
ホームルームのみならず放課後や授業中の小論文指
導、面接練習を中心に毎日遅くまで各担任や教科担当
の先生方が「全集中」
で生徒たちと向き合っています。
新型コロナウイルスの
影響で創造コースの11
月2日の校外研修では
朝熊山登山を行いまし
た。厳しい中でも一歩
一歩前を向いて進み，
最後まで頑張れば山頂
（目標）
に到達
（実現）
出
来ることを体感し、今後
の進路実現などへ繋げ
ていくいい機会になっ
たと思います。
朝熊山の登山道で

現在、3年生探究コースは、皆が大学入試に向けて意欲的に
取り組んでいます。毎週のように模試や考査があり大変です
が、いつ何をするか計画を立てて時間を確保。合格目指してし
っかり勉強しています。課題や、大学入試の過去問など演習に
取り組 み、解らないと
ころは解らないままに
しないよう職員室には
毎日、生徒が質問に来
ています。この努力が
きっと実を結びます！！

10月17日（土）
前半は学校の説明、後半は昨年度の入試問題の問題解
説という内容で実施しました。
この回も学校説明会と同
様、放送部の生徒が、学校概要の説明をしました。行事
紹介では放送部制作の動画も流し参加者の関心を惹い
ていました。問題解説の部は理科でしたが、保護者の方
も参加し、熱心に受講していたのが印象的でした。

鈴鹿高校公式
m
a
初めました！
r
g
a
t
s
n
I
鈴鹿高校の公式Instagramを2020年4月に開設
しました。学校の取り組み、
クラブの様子、鈴鹿高校の
日常を伝えています。これ
からもどんどん鈴鹿の魅力
を発信していきたいと思い
ます。是 非フォローをお 願
いします。
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３年４組

仲松

正

を 感じ ︑少し不安

トル を 投 げ ４ 位

常に努力をしてきました︒投擲は自分を含めて２人だっ

いるライバルにも勝つことができ︑
目標の メートルを投

期間でも諦めずに練習をしたおかげで︑
全国で入賞して

そして︑
一年生の頃からの目標であった〝全国大会出

担当教科／国語
皇学館大学 文学部

い う プレッシャー

日 頃の 練 習の 成

で し た ︒し か し ︑

に入賞すること

さん
果を 発揮するこ

私は中学時代から 陸上競技 を 続けており︑やり投 げ

競技歴 ４年半

を 高校から 始めまし た ︒きっかけは︑肩が強かった ため
実に 記 録 が 伸 び

ができ ました ︒着

名が残るという条

件で︑全国総体の代替試合の開催が決まりました︒自粛

切り︑
標準記録を突破した中の上位

たので︑
２人で練習することが多く︑辛い時に挫け そ う

げ︑
標準記録を突破することができました︒

場〟
を 決めることができました︒そして迎えた全国大会

術 や 実 績 は も ち ろ ん ︑努

た ︒部 活 動 での３ 年 間 は

ものを 学ぶ 事ができ まし

〒513 - 0831 三重県鈴鹿市庄野町 1260

とができ ︑ メー

中学時代の顧問の先生にやり投 げを 勧めら れたからで
ていき ︑
一年 生の頃か らの目 標であ る〝 全 国 大 会 出 場 〟

す︒
しかし ︑入った 当初は投擲を する 人がいま せんでし
た ︒顧問の先生は短距離を 専門としているので︑槍の握
が少しではありましたが見えてきました︒

まし た ︒
しかし ︑新型コロナウイルスが世間 を 騒がせ始

させていただき ︑強い選手との練習がとても刺激になり

冬季練習はさ らに強度を 上 げ︑強化練習会にも 参加

り方な どの基礎 を 教 えていた だ き まし たが︑やり投 げ
やり 投 げ を 始めてすぐに︑顧 問の先 生か ら 六 年 制に

の専 門 的な 知 識 を 身につける 事はでき ま せんでし た ︒
やり投 げを 専門としている 先生がいるということを 伺
戸惑いが隠せませんでした︒
けれど︑
中止になったからと

め︑
目標としていた県総体やインターハイが中止となり︑
いって練習をしないのは違うと思い︑練習を 怠ら ず継続

いました ︒そして︑自分が投 げているとこ ろ を 見ていた
とが嬉しく︑やり投 げを 始めよ うと改めて思いました︒

し まし た ︒すると︑全国の標準記録であ る メートルを

ことから ︑自分でメニューを 考 え た り︑自分の動画 を 見

な りまし たが ︑自 分に甘 え た 時 点で自 分は弱い人 間だ
ると 思 うよ うにし た りして耐 えてき まし た ︒そのおか

め不 安でし た が ︑目 標の舞 台で楽し く投 げ ることがで

では︑肘の怪我が原因であまり練習できていなかったた

と 思 うよ うにし た り ︑休 憩が 長いと 他の人に抜かさ れ
げで︑去年よ りも 体が大き くな り︑
２年生でのシーズン

力する 楽しさ や競 技に貪

陸 上 競 技 を 通 し て ︑技

こそ自分はここまで成長できたと思っています︒

問の先生や部活動の仲間︑家族に支えていただいたから

き ました︒不甲斐ない記録と順位ではありましたが︑顧

が 始ま ると ︑大 会が 行われ るごとに記 録 を 更 新してい
しかし県総体で︑
いつも通りに投げていれば東海大会

きました︒
に進出でき たはずが︑
７位という結果に終わってしまい
習と 技術練習 を 徹底的に練習することにし まし た ︒す

欲にな る こと な ど 多くの

ました︒
だから 私は︑今のままじゃダメだと思い︑助走練

そこで迎 え た 新 人 大 会では︑ メートルを 投 げて優

ると︑助走のリズムが安定しスピードも 上がりまし た ︒
勝 す る ことができ ︑初の東 海 大 会への出 場 を 決める こ

分か ら 行 動 す る こ とに

あっという間でしたが︑自

とができました︒
初めて県外の競技場で試合ができるの
で︑
楽しみでもありつつ︑
期待に応えなければいけないと

よって 得 る こ と が 増 え る
きかったと思いま す︒
ここ

と 気 づけ た こ と が １番 大

陸上部の仲間︑宮口先生︑

まで強くしていただいた ︑
峰 先 生 ︑中 原 先 生に は 感
謝しても し き れ ま せん ︒
来 年 は さ ら に 強 くな り ︑

nyushi@suzukakyoei.ed.jp

059-378-0307

だいた 際に︑﹁お前は強くなれる ﹂
と言っていただいたこ
先 生は中 学 校の先 生なので︑練 習 を 見ても ら え ない
て分 析しど ういう 練 習 を すれば良いか を 自 分で考 え ︑
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担当教科／国語
愛知学院大学 文学部

木村 萌奈美
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次こ そ は 全 国で 入 賞し
ま す︒

私は鈴鹿高校の卒業生ではないですが、
とても楽しい実
習生活を送ることができました。皆さんには高校生活を
思う存分楽しんでほしいです。楽しむことで、自分の将来
の夢や、やってみたいことが見つかる可能性が高いからです。学生の本分
である勉強も頑張りつつ、人生で１度しか味わえない高校生活を全力で楽
しんでください。

私は 2016 年度に鈴鹿高校を卒業しました。私は高校 3
年間という期間があっという間でとても早く感じました。
高校生には高校生にしか出来ないことが沢山あります。
なので、色々な事に挑戦してみてください。そして、毎日の学校生活や、部活
動を後から後悔することのないように120％を出して取り組んでください。
鈴鹿高校のOBとして応援しています。

30

担当教科／国語
同朋大学 文学部

木村 彩乃

担当教科／保健体育
国際武道大学 体育学部 武道学科

小河 健人

私は鈴鹿高校で現代文や古典を学んだ結果、
「古典を学び
たい」
「国語の教師になりたい」
と思い、今の大学に進学し
ました。
「高校の勉強って何の役に立つのだろう？」
と思った
時期もありましたが、
まじめに取り組んだ結果、
今に繋がっています。
同じような
悩みがある人がいたら、
決して諦めずに頑張ってほしいと思います。

私は鈴鹿高校を卒業した後、
体育教師を目指し愛知学院大
学に進学しました。
高校時代はサッカー部に所属しサッカー
漬けの毎日を送っていました。
今となっても高校時代の時間
は自分の中で特別なものになっています。
皆さんも部活や勉強、
恋愛など自分の
好きなことにたくさん取り組んで後悔のない高校生活を送ってください。

今しかできないことをして楽しんでください。高校生活は
一度しかないので、楽しみながら将来やりたいことを見つ
けて欲しいと思います。
これから大変なことやつらいこと
があるかと思いますが、夢に向かって諦めずに頑張って欲しいと思います。

紹介

水森 誠人
担当教科／保健体育
愛知学院大学 心身科学部 健康科学科

本郷 真康
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