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今年度、４月４日（木）に行った始業式で、私が一番伝えた
かったことは、次のとおりです。
「50歳まで現役でありたい」と希望を語っていた、そして、
自治質實剛健勤勉努力
自ら反りみて縮︵なお︶くんば︑千万人といえども吾往かん︵校是︶

「彼ならきっとできる」と誰もが信じていた、日米で数々の記
録を塗り替えてきたイチローこと鈴木一朗選手も先月３月
22日、ついにバットを置きました。イチロー選手は、現役引退
表明の記者会見で「自身の生きざまは？」と問われ、
「人より
頑張るなんてできない。自分の限界をちょっと超えることを繰り返す。その積み重
ねでしか自分を超えられない。」と応じました。彼にとって、人との比較で自分の立
ち位置を決めるということは、毛頭なかったのではないでしょうか。目標は、今の
自分を超えること。そして、そのために自分に課したのは、自己の限界を意識した
テーマの克服、その毎日の積み重ね。
また、日本人で初めてノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士は、
「一日生き
ることは、一歩進むことでありたい」という言葉を残しています。
イチロー選手も湯川博士も、活躍の世界、時代は、全く異なっていても、超一流を
極めた人たちの言葉には、共通点があるように思います。超えなければいけないの
は、他者との比較ではなく自分自身だということ。そして、日々の努力の積み重ね
がそれを可能にするということです。
がんばりましょう。

学校生活のようす
授業 風景（美 術、1年生 ）

入学式

クラスマッチ

の思い出、
生から清陵
昨年度卒業
大学の 様子な どを聞 かせて もらい ました 。

皆さんこんにちは。私の通う東北大学は杜の都、仙台にあります。都会のなかにたくさんの緑が調和して
おり、とても過ごしやすい場所です。今回は、私の大学生活と高校での様子などについて書いていきたいと
土屋 郁真
思います。
東北大学
私の学部では、週に2時間実験の授業があります。実験自体は高校のときよりも本格的でとてもおもしろ
工学部
工学科
空
航
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いのですが、
高校との1番の違いはレポートの提出があることです。実験の目的や原理、結果、考察などを
知
機械
記述し、必要なときには図書館で文献調査をしたりして書きます。長いときにはA4のレポート用紙15枚近く
になることもあります。毎週あるのでかなり大変ですが、やりがいがある授業です。また、高校とは違って大学の授業には空きコ
マと呼ばれる、授業がない時間があります。人によって使い方は様々です。私は図書館で友達と勉強したり、家に帰ったり、仙台駅の方ま
で遊びに行ったりしています。周囲の学生たちに様々な刺激を受けながら、忙しいながらも充実した大学生活を送れていると思います。
高校の頃はソフトテニス部に所属していました。休日にもほぼ毎日部活があったり、大会と学校のテストが近かったりと、勉強との両立
をしていくのはなかなか大変でしたが、小さなすきま時間を有効に使うことで勉強時間を積み重ねていくことができました。忙しい部活で
あっても、高校の頃にあれだけ全力で打ち込めるものがあったことは幸せだったと思います。皆さんも是非、高校時代に勉強、部活、学友
会など自分が思いっきり力を注げるものを見つけてほしいと思います。それは受験勉強のときに自分はあれほど頑張れたのだという自信
になり、さらに将来の宝物にもなると思います。
ここまでいろいろと書いてきましたが、私が伝えたいことは今を大事にしてほしいということです。大学生活でも高校生活でもそのとき
にしか経験できないことがたくさんあります。そのようなことを全力で楽しみ、後悔のないようにしていくことが大事だと思います。そうす
ることで、苦しい受験勉強もやり遂げられるのだろうと思います。皆さんが充実した中学校、高校生活を送ることができるよう、祈っていま
す。
Fi le no .1

皆さんこんにちは。静岡県は４月上旬でも26度を超えるほど暖かいです。私の住む地域は海も近く海
F il e n o. 2
の幸が美味しいので、静岡県は地震の心配以外は暮らすにはとても良いところです。まだ、一ヶ月しか
古谷 亮太
経っていませんが忙しい大学生活は大変でもあります。ですが多くの発見や出会いがあってとても楽し
静岡県立大
学
いです。
食品栄養科
学部
私は清陵高校では、端艇部に所属していました。端艇部は清陵高校の中でも一番といっていいほ
栄養生命科
学科
ど、練習が体力的に厳しい部活です。ですが、練習時間は他の部活よりは比較的短いので、両立も難し
くはないです。ぜひ、端艇部に入っていただきたいですが、端艇部ではなくても何かの部活に入ることを強くオススメします。
清陵高校は特に部活の繋がりが強いので三年間で大切な仲間ができます。また、三年間部活を続けて得た経験は今後得ることのできないく
らいの価値があります。
大学生活はというと、一言でいうと「全てが自己責任」です。そこは少し清陵と似ているかなと思います。専門的な学修もありますが、教
養学問もあり、それは自分の興味のあることを選び、自分で時間割を決めます。学部によりますが私の学科は毎日一限から四、五限までフル
にあります。週に二回実習で帰宅が19時過ぎるなんてこともたまにあります。また、授業の予習復習、課題、実習や実験などのレポート、サー
クルやバイト等、慣れるまでは時間に追われる生活かもしれません。そして言わずもがな、勉強は専門的で難しいです。高校では理科を二科
目しか勉強しませんでしたが、大学では化学、生物、物理と三科目勉強する必要があるので、私は、物理は独学で学習しています。
私は高校で多くのかけがえのない経験をしました。皆さんも勉強、部活だけではなく様々な経験を積んでください。失敗もたくさんしてく
ださい。それが一番楽しめるのは学生の時だと思います。何事も頑張ることと楽しむことを大切に、学校生活を謳歌してください。

２学年進路係より
１年間は、あっという間に過ぎて２年生も３ヶ月が過ぎようとして
います。落ち着いた雰囲気で授業に臨んでいる生徒や掃除をよく
やっている生徒が多数を占めています。２年生は清陵祭、研修旅
行、そして進路決定に向けてと目標の多い学年であります。学友会も
我々が主体となって運営していく時期です。どのような清陵を作り上
げていくのかを共に考え、その時々の目標に向けて成長を感じても
らえるような指導をしていきたいと思います。
２学年は大学入試が変わる学年として注目を浴びており、学年と
しても対応を行っています。共通テストについては、思考力や表現力
を養うために、生徒が発言する機会を増やす、生徒に対する問いか
けを工夫するなど生徒が主体的に授業に参加するような工夫を行っ
ています。また、模試の形式も共通テストに対応するように変化して
きていますので、事前、事後指導を重視していきます。入試で求めら
れる思考力、表現力、判断力は従来の５教科の入試科目の学習だけ
ではなく、体育や芸術、問題発見などの授業を通しても身につける
事が出来るものであると考えます。すべての授業を大切にして、真剣
に臨む姿勢がより重要となります。英語の外部模試については、６月
にGTECを全員受験しました。また、朝学習の実施により英語力の
強化を図っています。ポートフォリオについては、Classiの導入によ
り、生徒が常時、日々の活動を入力することが可能となっており、学

年としても３ヶ月に１回の割合でLHRを利用して、「ポートフォリオ
シート」を記入させて入力する機会を作っております。学年としても
入力を促してはおりますが、ご家庭でも声がけをしていただけると
助かります。
近年、自分の進 路が決まらない生徒も増えています。社会の変
化、価値観の多様性、情報量の多さなども原因とされています。７月
の夢ナビライブ、８月の清陵高校が企画する大学見学会、各大学が
企画するオープンキャンパスなどに参加することにより、実際に人の
話を聞く、自分の目で見る、雰囲気を体験することにより考えるきっ
かけが出来ればよいと思います。進路が決まれば次はそれに見合う
学力が必要となります。２学年では考査２週間前から自反週間をス
タートさせ、クラブ活動を行いながらも考査 への意識付けを行って
います。考査１週間前からは自習室を確保して学習する場所を提供
しています。考査前の学習時間は他学年と比較しても差は見られま
せんでしたが、考査前でない普段の学習時間はどうでしょうか。１日
５分でも１０分でも積み重ねた学習時間は、考査前の時間とは比較
にならないほどの時間数となり、成績も上向いてくるはずです。これ
からも学年の取り組み、入試の制度や仕組みなど進路通信を通して
発信できればと考えています。保護者の皆様にもご協力いただいて
生徒の進路実現のために尽力していきたいと思います。
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学友会コーナー
生徒活動紹介のコーナーです

運動系クラブ
陸上部
南信総体
中澤新 100m 1位
200m 5位
林泰希 200m 4位
400m 4位
二見優輝 800m 1位
1500m 1位 3000m障害 2位
當銘岳 5000m 5位
木内万璃 3000m障害 4位
4×400ｍリレー（井手翼、林泰希、菊池樹輝 二見優輝） 1位
飯澤優里 100m 7位
200m 6位
吉川円香 100mH 4位 混成七種 2位
長田美羽 走高跳び 1位
田村明日香 走高跳び 2位
女子4×400ｍリレー 8位
県総体（県大会）
二見優輝 800m 1位
1500m 2位
男子4×400ｍリレー（中澤新、林泰希、菊池樹輝、二見優輝） 2位
以上 二見優輝 ﾘﾚｰ 北信越大会出場
長田美羽 走高跳び 7位
吉川円香 混成七種 7位
剣道部
南信総体 男子団体6位，女子団体5位，県大会出場
県総体
男子団体，女子団体，ともに予選リーグ敗退
ソフトテニス部
県総体 男子団体戦 1回戦 諏訪清陵０ー３上田染谷丘
男子硬式テニス部
南信総体
（団体）４位 県大会出場
（シングルス）矢嶋泰地 ５位 県大会出場
（ダブルス）矢嶋泰地・小川音央 優勝 県大会出場
県総体
（団体）１回戦 諏訪清陵０−３上田
（シングルス）矢嶋泰地 １回戦敗退
（ダブルス）矢嶋泰地・小川音央
２回戦敗退
女子硬式テニス部
南信総体
（団体）南信４位県大会出場
（シングルス）伊藤恭子 南信８位県大会出場
（ダブルス）竹村結・細川実紘 南信４位県大会出場
県総体
（団体）１回戦 諏訪清陵０−３屋代
（シングルス）伊藤恭子 １回戦敗退
（ダブルス）竹村結・細川実紘 １回戦敗退
男子バスケットボール部
県総体 １回戦 諏訪清陵62−72松本深志
女子バスケットボール部
県総体 １回戦 諏訪清陵44−102岩村田
ハンドボール部
南信総体 優勝
県総体 1回戦 諏訪清陵30−41上田東
卓球部
南信総体 女子ダブルスベスト12 女子シングルスベスト８
バドミントン部
南信総体 女子団体１回戦 諏訪清陵３−１岡谷東
２回戦 諏訪清陵１−３飯田女子
女子個人戦シングルス（小平海由） ベスト16
サッカー部
南信総体 １回戦敗退
諏訪清陵０−３諏訪二葉
山岳部
南信総体 女子優勝
県総体 女子5位入賞
端艇部
2019年U19日本代表最終選考会
女子シングルスカル（2000ｍ）
６位 武井愛奈 8 26 07 U19日本代表選手に選ばれる
2019年ドイツ国際ジュニアレガッタ
女子シングルスカル（2000ｍ）
女子シングルスカル Bファイナル７位 武井愛奈 8 20 76
女子シングルスカル Aファイナル２位 武井愛奈 8 35 41
第64回中日本レガッタ
女子舵手付クオドルプル
２位 諏訪清陵
（吉池咲里・大槻美奈海・朝倉弓奈・矢崎彩南・川瀬春音） 3 45 87

■ 発行・編集

平成31年度 南信高等学校総合体育大会ボート競技大会
女子ダブルスカル
３位 諏訪清陵（渡辺美結・武井ちひろ） 4 07 40
女子舵手付クオドルプル
１位 諏訪清陵
（吉池咲里・大槻美奈海・朝倉弓奈・矢崎彩南・川瀬春音） 3 54 94
令和元年度 長野県高等学校総合体育大会ボート競技大会
男子舵手付クオドルプル
３位 諏訪清陵A
（松木大成・小松壱成・濱淳一朗・茅野清・伊藤竜成） 3 17 45
女子シングルスカル
１位 武井愛奈（諏訪清陵A） 4 03 72 インターハイ出場
２位 板花果穂（諏訪清陵C） 4 17 35
４位 篠原まりん（諏訪清陵B） 4 21 22
以上北信越大会出場
女子ダブルスカル
３位 諏訪清陵A（武井ちひろ・渡辺美結） 4 02 65
女子舵手付クオドルプル
２位 諏訪清陵
（吉池咲里・大槻美奈海・朝倉弓奈・矢崎彩南・川瀬春音） 3 45 51
北信越大会出場
野球部
第140回北信越地区高等学校野球長野県大会春季南信予選会
１回戦 対伊那北11対１ 勝ち
２回戦 対伊那弥生ヶ丘１対３ 負け
柔道部
県大会（県総体柔道競技） 73kg級 朝倉（清陵）敗 対永田（松本第一）

文化系クラブ
音楽部
諏訪日赤病院祭にて、附属中と合同発表
吹奏楽部
第38回定期演奏会（６月２日、カノラホール）
囲碁将棋部
第43回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会長野県大会
男子団体第３位（菅沼瑶野・山口錬太郎・天野航輔）
女子団体準優勝（諏訪清陵Ａ 徳田しほり・萩原未結・伊藤美月）
第３位（諏訪清陵Ｂ 北澤友里・上条心咲・海沼怜）
個人戦Ｂクラス １位 山口錬太郎 ３位 菅沼瑶野
Ｃクラス ３位 徳田しほ里
かるた部
全国高校総文祭 長野県代表（3-2笠原想一郎）
長野県高校かるた大会 団体戦 ３位
天文気象部
全国高等学校総合文化祭出場
イングリッシュ同好会
長野県高校生英語キャンププレゼンテーションコンテスト 3位

演劇部
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おはようございま
す。演劇部です。演
劇部は1年生8人、2
年生7人、3年生8人
の、計23人で活動し
ています。年間に約
5回の公演を行って
います。今年度は関
東大会が茅野市民館
で開催されるなど、長野県の高校演劇が熱い年です。廃部から
復活した清陵演劇部も3年目に入り、部員も増え、規模も大き
くなってきています。是非とも私たちの舞台を観にきてくださ
い。それで気に入っていただけたら、今度は一緒に面白い舞台
を作りましょう。

長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校

教務係

