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　こんにちは。今年度、鈴鹿高校に着任し
た田中将吾です。教科は保健体育、陸上
競技部顧問を担当しています。昨年度まで
は公立中学校で１３年間勤務をしていまし
たが、一念発起し鈴鹿高校にやってきまし

た。これからよろしくお願いします。
　私には小学生の頃、将来の夢が２つあ
りました。１つは東京箱根間往復大学駅
伝、いわゆる『箱根駅伝』に出場すること。
もう１つは『体育の先生』になることでし
た。１つ目の夢は、日本体育大学へと進学
し、練習に明け暮れる日々を過ごしました
が、残念ながら補欠止まり。箱根駅伝を走
るという夢を叶えることはできませんでし
た。振り返ると単純に力不足もありました
が、目標が「出場する」という低い目標設
定だったのも叶えられなかった原因のよ
うに感じています。部員約６０名の中から
出場できるのは毎年１０名。実際選ばれて
走る選手たちは出場することは当たり前、
出場してどのような走りをするのか。チー
ム順位や個人記録はどうか。という目標設
定をしていました。その時点ですでに差が
付いており、目標の差が取り組みの差に
現れ、後悔する結果に繋がってしまったの
だと感じています。指導者になってからは
選手達の目標設定方法を工夫し、私と同
じような後悔をさせたくないという思いで
指導しています。

　大学卒業後、もう１つの夢はチャンスを
掴み、体育教師になることができました。や
りがいのある仕事。好きなことを仕事にで
きている幸せ。もちろん大変なことも多くあ
りますが、私にとって教師という仕事は天
職だと感じています。そして今回、中学教師
を退職し、残りの教師人生をこの鈴鹿高校
と共に歩むことになりました。これから先の
ことは私自身にも分かりませんが、『最大の
失敗は挑戦しないこと』。一度きりの人生な
ので私自身がワクワクする人生を歩んでい
きたいと思っています。今の夢は『鈴鹿高
校を日本一の学校』にすることです。
　生徒の皆さんもこれから先、迷ったり、
選択を迫られたり、岐路に立たされたりす
ることが幾つもあると思います。そのよう
な時にはまず自分の心に耳を傾け、問い
かけてみてください。周りからの言葉も大
切ですが、まずは自分の気持ちに正直に
なってほしいです。ひた向きに、そして一生
懸命に取り組んでいれば応援してくれる
人は必ず現れます。
これから共にワクワクする人生を歩んで
いきましょう。

教 育 実 習 生 紹 介

鈴
高
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名
物
先
生

田中 将吾先生

陸上競技部顧問の
スポーツ大好き体育教師

夢は、鈴鹿高校を
日本一の学校に
すること！

私は鈴鹿高校を卒業した後、社会科教師を目指し
皇學館大学に進学しました。高校時代は硬式野球
部に所属し、ほぼ毎日野球漬けの生活でした。今と
なっては高校時代の生活は自分の宝物となってい
ます。一度しかない高校生活を思いっきり楽しん
で、鈴鹿高校に来てよかったと思えるような高校生
活を送ってください。

◎担当クラス／1年3組 ◎担当教科／社会科（日本史）

坂下 蓮斗（さかした れんと）

◎皇學館大学文学部国史学科
◎高校生のときの担任の先生／
　１年:戸田先生 ２年:中川先生 ３年:戸田先生

大学では数学と教職を学んできましたが、実際に
実習をさせていただいて、まだまだ勉強不足だ
なぁと改めて実感しました。そんな中で、鈴鹿高校
のみんなはとっても明るくて、実習中ずっと元気を
もらっていました。ありがとうございました。
みんなが鈴鹿高校で充実した高校生活を送れるよ
うに、微力ながら応援しています。

◎担当クラス／2年8組 ◎担当教科／数学

打田 芽生（うちだ めい）

◎名城大学理工学部
◎高校生のときの担任の先生／助田先生 濱浦先生

教育実習では３週間お世話になりました。４年ぶり
の母校は変わらず、活気に満ち溢れていると感じ
ました。本館と５号棟を行き来していると元気よく挨
拶をしてくれたことが印象に残っています。短い間
でしたがとても充実した教育実習でした、ありがと
うございました！

◎担当クラス／3年7組 ◎担当教科／社会科（世界史）

伊藤 蒼空（いとう そう）

◎立命館大学産業社会学部
◎趣味／ヒップホップ音楽、スニーカー集め、
　　　　映画鑑賞、バイク



ベルアリーナで入学式が行われました。
新入生のみなさん、鈴鹿高校へようこそ!

1年生は人権講和、２年生と３年生は進路学習を
行いました。皆が真剣に話を聞いていました。

クラスで
一致団結 ! 全力プレーで

楽しみました !

最近日差しが強くなってきたので
これ以上日焼けしないように努力
します。生徒の皆さん、教職員の皆
さんよろしくお願いします。

かめい としひこ亀井 俊彦
●担当学年・クラス／２年２組 担任
●担当クラブ／サッカー部
●担当教科／社会
●休日の過ごし方／寝れるだけ寝
る、買い物、旅に出て食べ歩き

中学教諭を退職し、鈴鹿高校を日
本一の学校にする為に来ました。こ
れからよろしくお願いします。

たなか しょうご田中 将吾
●担当学年・クラス／１年５組 担任
●担当クラブ／陸上部女子（長距離）
●担当教科／保健体育
●休日の過ごし方／息子たちのサッ
カーを観戦

日常生活と教科の架け橋になれる
ように頑張ります。よろしくお願い
します。

とみた さち冨田 幸
●担当学年・クラス／2年総合コース 
副担任

●担当クラブ／ソフトテニス部
●担当教科／家庭科
●休日の過ごし方／ドライブ、情報技
術者の勉強、ときに洋裁

数学をゲーム感覚で楽しんでもらえたら
嬉しいです！ よろしくお願いいたします。

うちやま りか内山 里香
●担当学年・クラス／１年探究コース 
副担任

●担当クラブ／硬式テニス部
●担当教科／数学
●休日の過ごし方／数独、旅行（今は
自粛中なのでTVの旅番組を楽しん
でいます）自分を一言で言えば「凝り性」。県外の人

だからこそ見える三重の良さを三重県人
の方々ばかりでなく、多くの方々に伝えた
いとおもっています。

いとう ひろし伊藤 弘
●担当学年・クラス／１年探究コース 
副担任

●担当クラブ／美術部
●担当教科／英語
●休日の過ごし方／レコード鑑賞、PC
自作、山釣り、巨木撮影

楽しんでもらえる授業を作れるよう
に頑張ります。

かわばた ゆうま川畑 宥馬
●担当学年・クラス／２年３組 担任
●担当クラブ／ラグビー部
●担当教科／社会
●休日の過ごし方／アニメを見る、漫
画を読む、ショッピング、試合観戦

地元京都を離れて三重県に来まし
た。皆さんと一緒に充実した学校
生活を送りたいと思います。

まえかわ たけし前川 雄
●担当学年・クラス／２年総合コース 
副担任

●担当クラブ／陸上部男子（長距離）
●担当教科／国語
●休日の過ごし方／妻、子どもと出か
ける

「誠実で信頼される人に」なれるよ
うに努力します。よろしくお願いし
ます。

さかざき まりこ坂﨑 真理子
●担当学年・クラス／２年総合コース 
副担任

●担当クラブ／バスケットボール部
●担当教科／数学
●休日の過ごし方／寝る、洗濯、掃除
機をかける、観葉植物に水をやる

クラスごとにオリジナルのTシャツを着て各種目で盛り上がりました。
競技中以外も親睦を深めながら楽しむことができました。

1位：2組 2位：9組／3位：3組

新任の先生紹介

入学式 4月5日（月）

3年生クラスマッチ 6月11日（金）

進路学習

高校生活
スタートの日！

1年生

人権講話

2・3年生
進路学習

みんなで考えた
オリジナルの
ユニフォーム！
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クラブ活動報告クラブ活動報告クラブ活動報告クラブ活動報告

柔道部 サッカー部

軟式テニス部

バドミントン部

【県総体】
●男子個人90kg級３位 林 愛斗
●男子団体 ５位

ストリートダンス部
2020年度 三重県ダンスフェスティバル ヒップホップ賞
2020年度 DANCE IN OUR LIFE 優秀賞
2019年度 すずフェス 特別賞 など
ダンスコンテストで入賞を目指すこと
はもちろん，ダンスを通じて人間力の
育成を目的に活動しています。

現在のメンバー数は男女合わせて45名で日々活動しています。サークル発
足6年目で、徐々にメンバー数も増えてきました。男子も初めはメンバーが
いませんでしたが、今では女子と同数になる勢いです。今年初となるマ
ネージャー4名の助けも得ながら、「駑馬十駕（どばじゅうが）」を今年のス
ローガンに、大会でベスト8入りを目標に頑張っています。

ソフトテニスは、３年生男子９人、2年生男子２人女子
５人、1年生男子２人女子１人で楽しく活動していま
す。活動日は月曜日と水曜日から土曜日にあります。
OFFの日もあったり、試験前には力を合わせてみん
なで勉強を教えあったりして、先輩後輩関係なく和気
あいあいとしたクラブです。次の大会ではよい結果
を残せるように頑張ります。

硬式テニス部
●男子団体 5位　●女子団体 ベスト１６
●個人戦：男子ダブルス ベスト１６
　　　　  （笹岡琉希・坂口右依ペア）

ソフトボール部
春季大会ベスト４
強豪津商業高校と対戦しましたが惜敗しました。

男子バレーボール部
「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！～」を合言葉に、県ベスト8を通過点にすべ
く、日々の練習に励んでいます。三重県大会では、ベス
ト16には進出するものの、なかなかベスト8に進めずに
いますが、県内ベスト4のチームから1セットを奪うなど
着実に力をつけてきています。冷静に相手を分析し、自
分たちの戦術を展開することができれば、県内上位の
チーム相手にも戦うことができるようになりました。
今後は、より一層限られた時間の中で質の高い練習を
行い、その中で何ができるのかを選手それぞれが考え
た上で練習を行っていきます。自分たちの成長を今後
の大会の結果で証明していきたいと思います！

高円宮杯 JFA
U-18サッカーリーグ ７位

【県総体　結果報告】
●女子2部ダブルス／8組16名出場 2組ベスト16
●女子2部シングルス／16名出場 1名ベスト32
●男子2部ダブルス／3組6名出場
●男子2部シングルス／7名出場
●女子団体 ［1回戦］ 3-2 桑名西 ［2回戦］ 2-3 宇治山田
●男子団体 ［1回戦］ 2-3 松阪

山岳スキー部

国民体育大会三重県予選会
スポーツクライミング競技
【1位】森 奈央／三重国体出場
【３位】柏 綾音

県総体（登山競技） リードユース日本選手権大会

女子バレーボール部

校訓「誠実で信頼される人に」をモットーに、学校生活はもちろんのこと、
人として信頼される人格になれるよう、また、チームの目標や個人の目標に
向かう強い気持ちや姿勢が学校生活やコートの中でも表現できるよう
日々活動していきます。

【令和３年度　大会予定・結果】
三重県高等学校バレーボール春季大会兼中部総合県予選 ４位
三重県高等学校総合体育大会バレーボール競技 ４位

７月
９月
１１月
１２月

１月
２月

３月

天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権三重県ラウンド
全国ヤングバレーボールクラブ男女選手権大会
三重県高等学校バレーボール選手権大会（春の高校バレー）
三重県私立高等学校バレーボール選手権大会
東海高等学校バレーボール選抜大会
全国高等学校バレーボール選手権大会（春の高校バレー）
三重県高等学校バレーボール新人大会
東海市立高等学校選手権大会
全国私立高等学校バレーボール選手権大会
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剣道部 陸上部
【三重県高校剣道春季大会】
●女子団体 優勝
●男子団体 ベスト８
【三重県高校剣道総合体育大会】
●女子団体 優勝（全国・東海大会出場）
●男子団体 3位（東海大会出場）
●女子個人 優勝

4位　 
ベスト8 

加藤 里佳（全国・東海大会出場）
黒木 春那（東海大会出場）
坂井 結月(東海大会出場）

春季大会でベスト８に終わり、とても悔しい思いをしました。その
悔しさを忘れず日々稽古に励んだ結果、県総体ベスト４に入賞し、
東海大会出場を決めることができました。日々応援してくれる多く
の人に感謝の気持ちでいっぱいです。

男子コメント

今回インターハイ予選で優勝することができたのは、自分たちの
努力はもちろんですが、たくさんの人の支えや応援のおかげで
す。インターハイでは「感謝」の気持ちを持って、日本一で恩返しし
ます！！

女子コメント

【服部 りら】
県総体では400mHで2位という悔しい
結果になってしまったので、東海大会で
は6位以内に入賞してインターハイに出
場できるように頑張ります。マイルリレー
では、4人の力を合わせて優勝すること
ができました。チームの仲間や先生方の

応援のおかげでここまで来れたので、感謝の気持ちを忘れず
に日々練習に励んでいきたいです。

生徒コメント

【松本 未空】
800mとマイルに出場しました。800
ｍではタイムは納得いかなかったも
のの優勝することができました。東
海大会でも少しでも高い表彰台を目
指し、インターハイに出場します。マ
イルではチームの多くの応援に押さ
れ、自分たちとしてもとても嬉しい優勝を勝ち取ることができ、
とても嬉しかったです。東海大会でもたくさんの人に感謝し、
感動を届けます。
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もらっていました。ありがとうございました。
みんなが鈴鹿高校で充実した高校生活を送れるよ
うに、微力ながら応援しています。

◎担当クラス／2年8組 ◎担当教科／数学

打田 芽生（うちだ めい）

◎名城大学理工学部
◎高校生のときの担任の先生／助田先生 濱浦先生

教育実習では３週間お世話になりました。４年ぶり
の母校は変わらず、活気に満ち溢れていると感じ
ました。本館と５号棟を行き来していると元気よく挨
拶をしてくれたことが印象に残っています。短い間
でしたがとても充実した教育実習でした、ありがと
うございました！

◎担当クラス／3年7組 ◎担当教科／社会科（世界史）

伊藤 蒼空（いとう そう）

◎立命館大学産業社会学部
◎趣味／ヒップホップ音楽、スニーカー集め、
　　　　映画鑑賞、バイク


