
　本年度から鈴鹿高校に赴任いたしまし
た亀井俊彦と申します。2年2組の担任を
しており教科は社会科を担当しています。
部活動はサッカー部の顧問をさせていた
だき日々指導に励んでいます。大学を卒
業してから公立高校・中学、高専で勤務。
非常勤講師の期間も含めると1４年目の
教員生活になります。昨年は教育機関か
ら離れ、自分探しの旅に出ていました。と、

かっこよく言いましたが大した成果はあり
ませんでした…（笑）。しかし、その中で自
分は人と関わること、特に子どもたちの成
長に関われることの素晴らしさを思い出
しました。鈴鹿高校サッカー部監督の鏡先
生のありがたいお誘いもあり迷うことなく
返事をさせていただき、今日こうして鈴鹿
高校で教員生活を再開することができて
います。自分に関わる生徒一人ひとりを大
切にし、少しでも成長の手助けができれば
と思っています。
　私は小学生の頃からサッカーをしてい
ます。1993年にJリーグが開幕し、私の
サッカー人生も始まりました。それまでは
野球少年でしたが現在鈴鹿ポイントゲッ
ターズに所属する三浦知良選手の活躍を
見て大ファンになり、完全に野球少年から
サッカー少年になってしまいました。そして
同時にプロサッカー選手になりたいとい
う夢を持つようになりました。しかし、中高
大とサッカーを続けましたがプロサッカー
選手という一番の夢はかなえられません
でした。一握りの人間しかプロサッカー選
手になれないのは分かっていましたが現
実は厳しいものだと改めて感じました。あ
のときもっとできた、こうすればよかったな
ど、後悔ばかりが残っています。ただそこ
にチャレンジをしたことにより、たくさんの

ものを得たと思います。努力することの大
切さや謙虚さ、そして何よりも信頼できる仲
間を得たことが自分の一番の財産です。
　現在、プロサッカー選手になるという第
一の夢は叶いませんでしたが、第一の夢
に並ぶくらいの夢がかなっています。それ
が学校の先生になるということです。私が
中学生のころ、サッカー選手として引退し
た後、サッカーに携わる仕事は何かと考え
た時に真っ先に出てきたのが学校の先生
になって部活動でサッカーを教えるという
ものでした。浅はかかもしれませんが、中
学生の頃の担任にそのことを伝えたのを
今でも覚えています。何よりも私自身がぶ
れなかったのは、サッカーという『軸』が
あったからだと思います。生徒の皆さんも
自分が極めようとする軸をもつこと、そして
夢や目標を持ち続けることで道は切り開
けると思います。僕たち教員はその夢や
目標のサポートをするので共にチャレンジ
していきましょう！ ちなみに今の夢・目標は
鈴鹿高校サッカー部の全国大会出場とプ
ロサッカー選手の輩出、あとは私事です
がマスターズでの全国優勝です。温かく
見守っていただければと思います。よろし
くお願いします！
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　１月１３日、同月の１５日と１６日に実施される「大学入学共通テ
スト」に向けて出陣式が行われました。今年は探究コース65名、
創造コース11名の生徒が共通テストに臨みました。
　松井校長、進路指導の山田先生、学年主任の西飯先生、そして
各担任からも注意事項だけでなく、多くの激励の言葉がありまし
た。受験生は皆真剣な眼差しで耳を傾けていました。
　今年も昨年に続き、コロナ禍での共通テストとなりました。そ
れでも今やれることをしっかりとやる、最後まであきらめない、そ
ういった気持ちを強く持ち最後まで頑張りましょう！

共通テスト出陣式

　１月２２日（土）と１月２９日（土）にそれぞれ推薦・特色選抜入
試と一般入試が実施されました。一般入試の志願者は３６０５人
でほぼ昨年と同数の生徒さんが受験をしました。
　推薦・特色選抜入試は本校会場で感染症対策を万全にして
実施、一般入試は昨年に続き県内複数の会場で分散受験とな
りました。
鈴鹿高校、鈴鹿大学、桑名会場、津会場、上野会場、加えて亀
山・鈴鹿市内の各中学校会場も準備して新型コロナウイルス感
染拡大予防対策としました。
　推薦・特色選抜入試も一般入試も、受験生はとても緊張して
いた様子。それでも帰りには笑顔で挨拶をしてくれました。
　本校会場で受けた受験生たちは「校舎が綺麗！」「広い！」と休
み時間に嬉しそうに話をしていたのが印象的でした。いつも皆
さんがしっかり清掃している成果ですね！
　他会場でもしっかりと席と席の距離を取り、感染症対策を万
全に試験を実施しました。

推薦・特色選抜入試
一般入試

1月22日（土）

1月29日（土）

　卒業生の皆さん、ご卒業まことにおめでとうございます。心よ
りお喜び申し上げます。
　鈴鹿高校で学んだ年月はいかがでしたか。精一杯頑張ってき
た皆さんにとっては、鈴鹿高校で過ごした時間がきっと素晴らし
いものであったと思います。
　皆さんへは機会あるごとに

　1、 挨拶を大切にしよう
　2、 気づきを大切にしよう
　3、 命を大切にしよう
ということを繰り返しお願いしてきました。
　この３つのお願い。簡単なようで、当たり前のようで、なかなか
難しいものかも知れません。しかし、ここは鈴鹿高校卒業生。前を
向き、胸を張って、自信と誇りを持って行動に移してください。きっ
と皆さんの夢を叶える近道だと思います。
　皆さんと出会えたことに感謝しています。ありがとうございまし
た。今後の活躍をずっと祈っています。
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●三重県知事賞　5組：松原佑莉 
●鈴鹿商工会議所会頭賞　8組：藤田大雅
●鈴鹿享栄学園理事長賞　9組：尾﨑未琉
●私立中学高等学校連合会賞　3組：田中乃瑛
●私学大会優良生徒児童表彰　9組：森下偉然
●学校賞（クラス）
　1組：羽田瑞稀　　2組：森下藍　　3組：古市彩奈
　4組：坂下優希　　5組：勝又龍生　6組：朝里水稀
　7組：南条明仁香　8組：宮﨑響己　9組：平松美玲
●学校賞（クラブ）
　〇陸上競技部／1名
　　2組：伊藤綺更
　〇剣道部／8名
　　2組：岡田愛理、伊藤瞳月、松林そら
　　4組：坂下優希
　　5組：黒木春那、松原佑莉、伊藤千尋、濱口大瑚
　〇女子バレーボール部／12名
　　1組：遠矢愛沙美、羽田瑞稀、村瀬ひなた
　　2組：後藤詩葉、中村紗菜
　　3組：清水夕莉、関根滉歩、吉留萌夏
　　6組：朝里水稀　8組：内田七海
　　9組：兼浦二菜、服部結衣

　〇ラグビー部／5名
　　1組：打田匠吾、古田怜汰　5組：乾舜吾
　　8組：宮﨑響己　9組：羽木凌
　〇軟式野球／5名
　　3組：橋本靖幸　4組：谷口太希　5組：倉繁廉人
　　8組：藤愛有菜　9組：平松美玲
　〇硬式テニス／2名
　　6組：後藤由似　8組：矢田実来
　〇山岳スキー部/1名
　　4組：永末天斗
　〇放送部／3名
　　3組：小﨑早瑛　4組：木下桜和　5組：森川裕貴
　〇自然科学部／3名
　　2組：伊藤勇誇　7組：尾﨑伯、仲尾亮人
　〇書道部／1名
　　8組：村田夢実
●生徒会賞／4名
　7組：仲尾亮人　8組：安藤伊織
　9組：岡田桃佳、髙森啓斗
●3年間皆勤賞／37名
　1組：櫻井航、竹内翼、吉澤康　
　2組：伊藤勇誇、海野由紀子、中村紗菜、納富香奈、
　　　 原田好、森下藍
　3組：伊藤柊、喜多村歩、杉田奏仁
　　　 高野春翔、田中乃瑛、森穂乃香
　4組：安藤遥希、小林俊輔、坂下優希
　　　 長谷川千苗、松山享佑、山形彩乃
　5組：倉繁廉人、佐々木優希、瀬尾智遥、

　　　 丹羽彩華、松井大河
　6組：神田志織、樋口恵美、陸玥倩、渡邉司穏、
　　　 渡邉竜司
　7組：後藤慶真、澤谷朱音、立石ありさ
　8組：村田夢実
　9組：坂本涼輔、中村宜滉
●精励賞／22名
　1組：稲葉菜桜、坂本大晟、鈴木花音、遠矢愛沙美
　2組：後藤詩葉
　3組：大橋栞奈、豊田陸、橋本靖幸、矢野孝士朗
　5組：岡田大地、黒木春那、服部秀駿、森川裕貴、
　　　渡邉洵太
　6組：早川恋実
　7組：今村啓暉、澤野雄空、羽場大晃
　8組：河村咲良、河村良菜、田中鈴夏、冨永悠登
●努力賞／36名
　1組：一尾千愛、打田匠吾、亀田大揮、松本姫星、
　　　宮野桃花、山崎倫生、米川稜真
　2組：小黒佑太、中川春香、渡辺唯人
　3組：清水夕莉、田中こころ、鳥居風花、西村陽菜、
　　　 古市彩奈
　4組：伊藤遥、前川甲希、柳太助
　5組：岩崎赳大、内山岬、勝又龍生、水谷天飛、　　
　　　 山本至恩、山本大樹
　6組：今村桃、城戸健世、髙野海渡、髙橋龍平、
　　　 西川航平
　7組：尾﨑伯、佐藤乃々、田畑風華、仲尾亮人
　8組：稲垣杜和　9組：平松美玲、森下偉然

Message
卒業生の皆さんへ
校長　松井 愼治

たくましく、幸せに
３学年主任　西飯 信一郎

　ご卒業おめでとうございます。入学時には誰も予想できま
せんでした。皆さんの一生に一度しかない高校生活は、振り
返ってみればコロナに翻弄された３年間でした。研修旅行は
実施できることを信じて沖縄、九州、四国と３回企画しましたが

結局実施できず、他にも、様々な面で不便なことがあり、我慢
が必要な場面も多くありました。
　いつの時代も社会は変化を続けるものですが、コロナを
きっかけに、世界中が急激な変貌を遂げました。変化を敏感
に察知して柔軟に対応していく力の必要性を再認識しました。
みなさんが、今後も変化する社会にしっかり順応し、たくまし
く、それぞれの場所で幸せな日々を送る事ができるよう祈って
います。

将来の姿を楽しみに
進路主任　山田 明生

　卒業おめでとうございます。皆さんは高校生活の多くの期間を
「コロナ禍」の中で過ごしてきました。勉強、クラブ活動、行事など
の活動にさまざまな制約があったかと思います。進路を決める上
で困惑もあったことでしょう。しかし、これらの困難も皆さんの工

夫や努力により克服してきました。皆さんが活躍する未来は、社会
や産業構造、職業の在り方そのものが大きく変化していると考え
られています。予測困難な時代を生きるために必要なのは知識を
得ることとそれを生かす工夫や努力だと思います。いきなり社会
環境が一変するような時代にあっても、それに対応できる普遍性
の高い学びとその習慣を身に着けることが大切です。学び続ける
ことで社会とつながり、そのつながりがあなたを必要とします。社
会で活躍する皆さんの姿を楽しみにしています。

各賞受賞者
令和3年度 ３年生表彰

2022年１月末現在
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Event

1年生だった

頃
卒業生が

入学式

校外研修

校外研修

競技会

校外研修

文化祭

Event

2年生だった

頃
卒業生が

Event

3年生だった

頃
卒業生が

　２月５日（土）と２月６日（日）には一般入試受験生の成績開示と個別相談が実施されました。多くの受験
生から申し込みがありましたが、時間を分散させた予約制としたため、お待たせすることも駐車場がいっ
ぱいになることもなくスムーズに終えることができました。
　成績開示後の個別相談は相談内容別にブースを分けて対応しました。学校全般について聞きたい人、
奨学金について聞きたい人、またそれぞれのコース（特進・探究・総合）について聞きたい人に各ブースの
教員が丁寧に説明を行いました。
　その後は「校舎を見学していきたい」といった声や「時間がかかっても待ちますので他のコースのことも
聞きたいです」といった声も聞かれました。
　両日とも寒い日でしたが、受験生や保護者様とのやり取りで心温まるイベントとなりました。

当日の様子

成績開示 & 個別相談会成績開示 & 個別相談会成績開示 & 個別相談会
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松本未空さん、田中将吾先生を取材！

三重県代表として出場
地元の
さだごろう
新聞さんが

に
皇后盃 全国都道府県対抗女子駅伝

松本未空　がさん本校１年の 京都で
開催された

この度は、京都女子駅伝へのご出場、おめでとうございます。
お答えいただけるのだけでよろしいので、お願いいたします。

①どの様な経緯で三重県代表になられましたか。
　県高校駅伝1区区間賞を含
む、2021シーズンの競技実績
を評価していただいて。

②京都女子駅伝の代表になられ
た、ご感想をお聞かせください。
　あまり調子が上がらない中、
それでも選んでもらえたことは
素直に嬉しかったです。その分
楽しんで走ろうと思えることがで
きました！

③走っている時は、何を考えてい
ましたか。
　前に2チーム見えていて、少し
でも追いついてやろうという気持ちでした。それでもなかなか
追いつかなくて。だけど下り坂が多いコースだったので、気持
ちを切らさずに最後まで楽しんで走ることができました！！

④体調は如何でしたか。
　レースの1週間前ほどから貧血気味という診断がでて、正直
不安も多かったですが、この大会は大人の方から中学生という
とても新鮮なチームなので、とても楽しく前日まで過ごすことが
できていて、とても元気でした！

⑤先生からのアドバイスは、何かありましたか。　
　先生も本調子じゃないというのは分かってくれているの

で、それに合った目
標を立ててもらい、と
にかく楽しんで走って
きてほしいと言われた
ので、とにかく楽しみ
ました！

⑥日頃は、どの様なトレー
ニングをされていますか。
　秋くらいから徐々に距
離の長い練習が増えた
と思います。8 0 0 m、
1500mが走れるように
することを中心に、プラス
アルファで4kmから6km
も走ることのできるように、
持久力だけでなく、スピー

ド力もしっかり保てるような練習を
しています。また、練習以外の時間
で少しだけでも補強をするなどとい
うこともしています！

⑦将来の夢は何かありますか。
　実業団に入りたくさんの人から応
援され、世界と勝負できるような選手
になることです。
　応援を力に変えるタイプなので、
楽しんで陸上競技をしているところを見てもらい、たくさんの
応援をこれからも力に変えていきます。

⑧お兄様も三重県代表とお聞きいたしましたが、中止になったご
感想をお聞かせください。
　悔しかったです。女子が開催されたことは嬉しかったですが
少し複雑でした。お兄ちゃんが高校3年生で、全国高校駅伝で
悔しい思いをしたことも知っていますし、そのため、都道府県駅
伝にかけていた思いも知っていたので、自分ががんばらない
と。という気持ちと、お兄ちゃんが活躍している姿を見たかった
し、応援したかったという思いでいっぱいでした。お兄ちゃんは
優しいので背中を押してくれました。とても嬉しかったです！
なので、結果がまだまだで悔しい思いもたくさん残りました。
これからもっとお兄ちゃんを追いかけて追い越してがんばって
いきたいです！

⑨その他、読者の皆さんにお伝えしたいことはありますか。
　三重県の応援をほんとうにありがとうございました！ 自分が
いるから大丈夫と頼んでもらえるくらい強くなってまた都道府
県駅伝に挑みたいと思います。これからも三重県チームの応
援をよろしくお願いします！

①未空さんはどの様な選手ですか。
　競技面だけでなく人間的に魅力のある選手です。中学生の
頃から指導していますが、競技に対する考え方が大きく成長し
ています。

②三重県代表になられたご感想を、お聞かせください。
　昨年度は中止になり、今回は男子駅伝が中止になる中、三重
県代表に選んでいただき、チャンスをもらえたことを嬉しく思いま
す。今後は三重県のエースに成長していくことを期待しています。

③その他、何かございましたらお聞かせください。
　コロナ禍で、大会が中止になったり、思うように活動できな
かったりすることもありますが、地域の方から温かいお言葉を
いただくことがあります。今後の活動で少しずつ恩返しをして
いきたいと思います。今年度から新体制となった鈴鹿高校陸上
競技部をよろしくお願いいたします。

未空さんにお聞きいたします

田中将吾先生にお聞きいたします

剣道部 全国大会出場決定！全国大会出場決定！

女子 準優勝 伊藤妃生 3位 浅岡咲陽 5位 奥村優藍

男子 3位 仲 優冴 5位 田中 斗

個人戦

三重県高等学校剣道一年生大会
12月12日 ／ 東員町総合体育館

女子団体 3位
坂井結月・加藤里佳・堀田莉杏・
伊藤妃生・浅岡咲陽

びわこ杯全国優秀高等学校剣道大会
12月26日 ／ 滋賀県湖南市総合体育館

女子団体 優勝

坂井結月・加藤里佳・堀田莉杏・
伊藤妃生・浅岡咲陽・喜多美月・
山本いつき・奥村優藍

三重県高等学校剣道新人戦大会
1月22日 ／ 三重交通Gスポーツの杜 伊勢

全国高等学校
剣道選抜大会

出場

東海高等学校
剣道選抜大会

出場
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　本年度から鈴鹿高校に赴任いたしまし
た亀井俊彦と申します。2年2組の担任を
しており教科は社会科を担当しています。
部活動はサッカー部の顧問をさせていた
だき日々指導に励んでいます。大学を卒
業してから公立高校・中学、高専で勤務。
非常勤講師の期間も含めると1４年目の
教員生活になります。昨年は教育機関か
ら離れ、自分探しの旅に出ていました。と、

かっこよく言いましたが大した成果はあり
ませんでした…（笑）。しかし、その中で自
分は人と関わること、特に子どもたちの成
長に関われることの素晴らしさを思い出
しました。鈴鹿高校サッカー部監督の鏡先
生のありがたいお誘いもあり迷うことなく
返事をさせていただき、今日こうして鈴鹿
高校で教員生活を再開することができて
います。自分に関わる生徒一人ひとりを大
切にし、少しでも成長の手助けができれば
と思っています。
　私は小学生の頃からサッカーをしてい
ます。1993年にJリーグが開幕し、私の
サッカー人生も始まりました。それまでは
野球少年でしたが現在鈴鹿ポイントゲッ
ターズに所属する三浦知良選手の活躍を
見て大ファンになり、完全に野球少年から
サッカー少年になってしまいました。そして
同時にプロサッカー選手になりたいとい
う夢を持つようになりました。しかし、中高
大とサッカーを続けましたがプロサッカー
選手という一番の夢はかなえられません
でした。一握りの人間しかプロサッカー選
手になれないのは分かっていましたが現
実は厳しいものだと改めて感じました。あ
のときもっとできた、こうすればよかったな
ど、後悔ばかりが残っています。ただそこ
にチャレンジをしたことにより、たくさんの

ものを得たと思います。努力することの大
切さや謙虚さ、そして何よりも信頼できる仲
間を得たことが自分の一番の財産です。
　現在、プロサッカー選手になるという第
一の夢は叶いませんでしたが、第一の夢
に並ぶくらいの夢がかなっています。それ
が学校の先生になるということです。私が
中学生のころ、サッカー選手として引退し
た後、サッカーに携わる仕事は何かと考え
た時に真っ先に出てきたのが学校の先生
になって部活動でサッカーを教えるという
ものでした。浅はかかもしれませんが、中
学生の頃の担任にそのことを伝えたのを
今でも覚えています。何よりも私自身がぶ
れなかったのは、サッカーという『軸』が
あったからだと思います。生徒の皆さんも
自分が極めようとする軸をもつこと、そして
夢や目標を持ち続けることで道は切り開
けると思います。僕たち教員はその夢や
目標のサポートをするので共にチャレンジ
していきましょう！ ちなみに今の夢・目標は
鈴鹿高校サッカー部の全国大会出場とプ
ロサッカー選手の輩出、あとは私事です
がマスターズでの全国優勝です。温かく
見守っていただければと思います。よろし
くお願いします！

鈴
高
の

名
物
先
生

亀井 俊彦先生

地歴・公民＆
サッカー部顧問

夢や目標を
持ち続けることで
道は切り開ける

鈴鹿高校
サッカー部の
全国大会出場！

プロ
サッカー選手の

輩出！

マスターズでの
全国優勝！

鈴鹿高校
S U Z U K A

H I G H  S C H O O L通信
Vol.

2022.02

卒業おめ
でとう!

〒513-0831 三重県鈴鹿市庄野町1260
059-378-0307 nyushi@suzukakyoei.ed.jp

http://suzukakyoei.ed.jp/suzukah/

WEBでも学校をご紹介
しています。よりタイムリー
な情報が得られます。

鈴鹿高校
公式インスタ
グラム開設！

@suzukahs

動画で
施設を
ご紹介
します！


