
H30 部活応援共闘（教頭）日記 5 月   横田 滋 

 私は星陵 33 回の卒業生であります。昨年度、教頭として赴任し、いろいろな部活の応援をして

きましたが、それを共闘（教頭）応援日記として書き留めることにしました。生徒の活躍、顧問の

先生方の努力、保護者の皆様の熱い応援を伝えることができればと思います。 

 

５月３日（木） サッカー部 総合体育大会１回戦 

 VS 東播工業高校 於：東播工業高校 

 ３年生にとっては最後の総体。チームとしてのリズムを崩し、それに改善の兆しが見えてきたところでの１回

戦。多くの保護者が見守る中で試合が始まった。 

 前半立ち上がりから落ち着いてボールを支配し、中盤で中から外へ、

外から中へ、そしてサイドチェンジ、時折縦への早い攻撃と、非常に

リズムがよい。東播工業も粘り強いディフェンスで得点を許さない。

ペナルティーエリア外から放ったシュートがバーを叩く場面が惜しか

った。０－０で迎えた後半、さらに攻撃のバリエーションが増えた星

陵がゲームを支配したが、東播工業を崩しきれない。後半２０分、相

手の速攻を許し、凌いだかに思われた瞬間、DF 同士の連携ミスでオウ

ンゴール。０－１となった。怪我で戦列を離れていた FW を投入し、縦に早い攻撃を仕掛ける戦術に変更。チャン

スメイクするが、得点には至らず。応援の声もヒートアップするが、「これで終わりか」と思われた残り１分、コ

ーナーキックから執念の同点ゴール。ベンチ、保護者応援団も大いに盛り上がり、延長戦へ。しかし、延長開始早々

に相手にゴールを許し、１－２で初戦敗退となった。 

4/30 の試合と同様、ボール支配率は相手をはるかに上回り、流れるようなパスワークで相手を切り崩していく

プレーも見せ、見ていて楽しい（素晴らしい）サッカーを展開したが、最終の場面で相手を崩し切れず、という本

当に残念な結果となってしまった。ただ、最後まで諦めずに同点ゴールを奪い、走り切った星陵イレブンは胸を張

ってほしいと思う。保護者の皆様、応援ありがとうございました。岡本先生・田中先生もお疲れ様でした。午後か

ら男女ソフトテニス部総体へ移動。 

 

女子ソフトテニス部 総体個人戦 於：総合運動公園 

ソフトテニスの試合を観戦するのも、生まれて初めてだ。会場に到着し

てコートの多さにびっくりし、どこで星陵生の試合が行われているのかわ

からない。他校の生徒・保護者も多く、「頼むから見つかってよ。」と祈る

気持ちで歩き出した。センターコートの横を通ったとき、今年度から顧問

をお願いしている楢原先生を見つけてほっとした。１回戦を突破した生徒

が２組、２回戦がちょうど始

まるところで、しかもセンターコートという最高の舞台だった。星陵

は思い切ったショットでポイントを重ねる。また、凄いサーブ（ボー

ルを横から切るようにして打つ）で相手を翻弄したりと、危なげなく

勝利。もう一組は一進一退の試合となったが、最後に粘ってこれまた

勝利。楢原新監督に「大監督！」と一声おかけして、男子のしあわせ

の村へと移動。 

楢原先生、お疲れ様でした。 



男子ソフトテニス部 総体個人戦 於：しあわせの村 

しあわせの村もコートが１０面以上あり、星陵をすぐに見つけるこ

とができるのかどうかと不安になったが、星陵一長身の高橋秀和先生

は容易く見つけることができた。男子も２組勝ち残っており、１組の

試合がすぐに始まった。なんとタイミングの良い日。高橋先生に生徒

のことやルールなどを解説していただきながら観戦した。やはり男子

のボールスピードは速く、迫力がある。相手は伊川谷高校の生徒で、

よく練習試合をしたので、互いに知り尽くした中での対戦ということ

だった。力は互角、どれだけ勝利への執念が強いかの勝負とみたが、

星陵が接戦をものにして勝利。もう一組も勝利し、一つでも多く勝ち

進んでほしいものだ。頑張れ、星陵！ 

高橋先生、お疲れ様でした。 

 

５月４日（金） ダンス部 総体神戸予選 於：県立体育館 

 今年度から「同好会」から「部」へと昇格したダンス部。 

いつもアーチ下で一生懸命練習する姿が印象的で、いつも皆がしっかり

と挨拶してくれる。「部」に昇格して初めての総体。期待して会場に入

った。顧問の松尾先生から写真撮影の注意点を聞いた。「自校の発表し

か撮影してはならない」「スマホやタブレットでは撮影してはならない」

ということで、それに目を光らせている先生も傍にいて、別に悪いこと

をしていないが、少し緊張しながらの鑑賞となった。 

 他校の作品もすべて見たが、自分には美的な感覚がないので、どの学

校も素晴らしいと感じてしまった。だから星陵がいいのか、そうでないのかということがわからない。普段一生懸

命頑張っている姿を見ているので、「どうか良い点数をつけてくれますように」と祈るしかなかった。保護者の方々

も応援に駆けつけて来ておられるとは思ったが、なにせ声を出して応援できず、静かに鑑賞といった感じなので、

ご挨拶もできずだった。最後に審査員から１・２位だけの発表だったので、「３位やったね！」と松尾先生に言葉

かけをして、次の卓球部の会場へと向かった。松尾先生、お疲れ様でした。 

 卓球部 総体団体・個人神戸予選 於：神戸中央体育館  星陵０－４御影 

 会場に着いてすぐに顧問の山本先生と國政先生に状況を聞くことが

できた。団体戦はすでに県大会出場を決め、しばらくして御影高校と

対戦するということだった。男子部員も応援の中、一斉にシングルス

４試合が行われた。相手は力が上ということで４人とも緊張していた

のか、次々とポイントを取られる。ショットがうまく決まると、「その

まま乗って行け！」と声援を送る。卓球の試合も初めて見たが、この

至近距離で打ち合うスピードが速く、「よく反応できるなあ」と感心し

てしまう。練習の賜物。御影の選手は皆動き良く、結局４人とも負け

てしまった。しかしながら、県大会には出場できることだし、まだま

だやれることはあると思うので、練習を充実させて本番に臨んでほしい。山本先生・國政先生、お疲れ様でした。 

 

 

 



５月５日（土） アメリカンフットボール部 星陵１４－１３啓明 

県高校春季大会 VS 啓明学院 於：関西学院大学 

 「今年のアメフト部は強い。昨年の王者・啓明にも勝つんじ

ゃないか？家からちょっと遠いけど行ってみよう」と良い予感

のもとに、西宮にある関西学院大学目指して出発した。今日は

暑い。阪急甲東園から歩いたが、大学に着いてもアメフト会場

がわからない。スマホで地図を見るが、住宅街に入り道が細く

て「こんな道通っていいんかいな」と思いながら、汗だくにな

りながらやっとの思いで到着した。 

 会場は観戦するスタンドがあり、その半分が啓明の保護者応

援。紫のシャツを着ているのですぐにわかる。星陵応援団は？と半分より南側に座った。スタンドの半分が啓明、

半分の半分、すなわち1/4が星陵の応援団と分かった。残る1/4は複数の高校アメフト部が試合を観戦していた。

星陵の保護者の方にドーナツどうぞとすすめられたが、口の中が乾いていて、これを食べたらもっと喉が乾くだろ

うなと思い、申し訳ないが遠慮させていただいた。その保護者の方は応援に来た星陵３年生にも配られ、「ありが

たいなぁ」と思った。 

 第１クォーター ０－７ 

啓明の攻撃でいきなりファーストダウンを奪われる。星陵、ちょっと動きが硬い。「無理もないか、王者・啓明

相手やもんな」次の啓明攻撃は阻止し、星陵攻撃。自陣ゴール前からの攻撃となり、ファーストダウンを奪えず啓

明に攻撃権が移る。啓明はランプレーからタッチダウン。先制を許す。 

第２クォーター ０－７ 

星陵、ランプレーからファーストダウンを奪う。しかしロングパスで攻撃するも実らず、啓明攻撃へ。啓明の攻

撃も QB サックでファーストダウンさせず、再び星陵の攻撃。徐々に星陵の動きが良くなり、一進一退の攻防とな

った。互角の勝負だ。 

 第３クォーター ７－１３ 

 啓明の粘り強い攻撃で２つめのタッチダウンを奪われる。エクストラ・ポイントのキックは見事にチャージして

阻止、６点のみ。 

 星陵の攻撃はランプレーでファーストダウン。星陵応援団が沸く。続く攻撃はロングパスが見事に決まり連続で

ファーストダウン。他校の高校生たちが騒ぎ出した。「星陵ええやん、いけるんちゃう？」「やばいやばい、星陵す

ごいで」次の攻撃でとうとうタッチダウン！１/４だった応援団が一気に１/２に。他校の高校生たちが星陵を応

援しだした。エクストラ・ポイントも決まった。７点ゲット。 

 第４クォーター  

 啓明の攻撃も鋭いディフェンスでファンブルを誘う。星陵ファーストダウン獲得。星陵ペースだ。QB のランプ

レーで連続ファーストダウン獲得。あと２０ヤードと迫る。続いてランプレーで残り１０ヤード。俄然応援団は盛

り上がる。スタンドの１/２は星陵の応援団となり、叫ぶよう

なお母さんの声援も。あと５ヤードまで迫るも攻撃権は啓明に。

しかし星陵のナイスディフェンスで再び啓明ファンブル。星陵

の攻撃へ。その頃応援団は興奮の坩堝！これを取れば逆転だ！

あと２ヤードに迫り、フェイクプレーでとうとうタッチダウ

ン！！エクストラ・ポイントが決まり逆転、１４－１３、星陵

大応援団が総立ちで喜びを爆発させる。 ドラマはこれで終わ

らない。（これで終わってほしかった）まだ時間がある。啓明

の攻撃、ファーストダウンを奪われる。続く啓明の攻撃は星陵

よく粘って、啓明第４ダウンを迎える。啓明はフィールドゴー



ルを狙う。これが決まれば３点ゲットで逆転できるからだ。距離はさほどでもなかったが、角度が悪い。今度は啓

明の応援団が盛り上がる。緊張の瞬間、啓明のキックが外れた！「まだ勝っている！」残り２分。星陵攻撃権が移

り、もうタッチダウンは必要ない。時間をゆっくり使いながら攻撃すれば試合終了。誰もが勝利を確信した瞬間、

星陵ファンブルで啓明に抑えられ、攻撃権が啓明へ。「そんな盛り上げ方せんでもええねん！！」と心の中で思い

っきり叫んだ。ファーストダウンを奪われ、残り１０ヤードに迫られる。残り５ヤード、あと２秒。また啓明フィ

ールドゴールを狙う。「外れると勝利、入れられると逆転負け。もう２回目はないか。いやそんなこともある！」

心が激しく揺れ動く。「頼む・・・」外れた。やった！勝利や！昨年王者の啓明に勝った！！スタンドの１/２が

スタンディングオベーションで選手を迎えた。「すごい瞬間に立ち会えた」歴史的勝利！選手は涙、涙。保護者の

皆さんも涙、涙。他校の高校生も純粋に星陵がいいプレーをしていたので、自然と応援団になったと思う。そんな

試合はまずできない。選手のみんなは本当に頑張った。山下先生・田中先生のご指導のお陰もある、これまで育て

てくれた最高の応援団、保護者の皆様のお陰であることを忘れないでほしいと願う。感動をありがとう！！ 

 

５月１３日（日）  

女子バスケットボール部 星陵９６－２７関西学院大学高等部 

県総体 2 回戦 VS 関学 於：星陵高校 

バスケットボール部も 3 年生は総体が最後の大会。 

いきなり先制されるも、星陵は次々と得点を重ね、１P で早くも

35-10 と引き離す。続く２P でも 49-14 と相手を寄せ付けない。３

P では 83-23 で 4 倍近くの点差が開いた。４P では大怪我で満足にま

だプレーできない 2 人の 3 年生を投入。出場を果たしコートに立った

瞬間にこらえ切れず涙する場面も。（私も思わず涙しました）出場時間

は短かったが、生き生きとした 2 人のプレーは感動的。シュートも決

めてベンチ・応援団が大いに盛り上がった。中根先生・前平先生の選

手の心に寄り添った采配に拍手。結局９６－２７で完勝。 

3 回戦 VS 武庫之荘総合高校 於：星陵高校 

続く 3 回戦。１P では互角の戦い。相手は動きもよく、３ポ

イントシュートも次々と決めてくる。対する星陵も相手ゴール

下に鋭く切れ込みシュートを決めたり、３ポイントを決めたり

と序盤から激しい対戦となる。18-18。２P も一進一退の攻

防が続くが、相手シュートがよく決まり、31-38 とリードを

許して後半戦へ。「大丈夫なんか？頼むで」 

３P では星陵がトップギアに入れたのか、一気に相手を引き

離す。相手は星陵ゴール下に入りこめず、仕方なく３ポイント

を狙うが、精度が落ちて決まらない。星陵は落ち着いて次々に

ゴールを決めていき、３P だけで 37-15 の大差をつけた。ト

ータル 70-53。４P も相手の体力が落ちていき、星陵はどんどん選手を入れ替えて戦う。選手層の違いを見せつ

けて、91-70 の差をつけて 4 回戦進出。毎朝 7:30 には体育館でﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの音がするのを聞いてきた。「こん

なに早く来て自主練習をしているんだ」今日の勝利は練習量の違いなんだろうと思う。次は８シードの園田高校。

強豪だが、勝利を信じて頑張ってほしい。中根先生、前平先生、お疲れ様でした。 

 

 



ラグビー部 第 3 回ラグビーカーニバル  

招待試合 VS 熊野高校（和歌山） 

今年で 3 回目となったラグビーカーニバル。顧問・渡辺先生の熱

い思いで実現したイベントであり、本校の地域貢献活動の一環でも

ある。兵庫県の中学生のチームを招待し、朝早くから数多くの試合

を行う。本校ラグビー部員はホスト役に徹し、本校部員の保護者の

皆様は模擬店でおもてなし。今年は和歌山から熊野高校に来ていた

だき、朝から土砂降りの雨の中での招待試合となった。勝ち負けは

別にして、和歌山という遠方から、また中学生と保護者の皆様も天

候の悪い中、星陵高校にご来校いただき、ありがとうございました。中学生のみんなは是非星陵高校に入学して、

本校ラグビー部を盛り上げていただきたいと思います。星陵ラグビー部保護者の皆様、雨の中大変だったと思いま

す。ありがとうございました。駐車場係をしていただいた濱谷先生・高倉先生、お疲れ様でした。 

 

５月２０日（日）  

ラグビー部 星陵１７－２７村野工業 

 県民大会 決勝トーナメント VS 村野工業高校 於：灘高等学校 

 今年度も「タックルの星陵」を見せてくれるのか。昨年は報徳と 2

度も対戦し、トライは取れなかったものの、あと２ｍと迫る場面が何

度かあり、それは星陵のタックルがもたらしたものだ。顧問の渡辺先

生の指導の根底にあるものでもある。今年度は副顧問の濱谷先生、コ

ーチに来てくれている弘津さんに加え、非常勤講師でお世話になって

いる高倉先生が指導に加わり、充実したコーチングスタッフで期待も

マックス！ 

 前半 

立ち上がり両チームともに堅いディフェンスからミスを誘い、互角

の戦い。５分、自陣でペナルティを取られ、ペナルティゴールを許す。

０－３。星陵１１分、繋いで繋いでトライをあげる。５－３。その後

も相手にハーフラインを超えさせない。ボールを支配し優位に進める

が、肝心なところでミスが出る。徐々に相手にもゲインを許し、２７

分村野工業トライ。５－８と逆転され前半終了。 

 後半 

 フォワードは一目見て村野工業の方が体重が重い。立ち上がりからモールで押し込まれ、自陣でディフェンスが

続く。相手ノックオンから連続攻撃で敵陣深く攻め込む。相手ラインアウトを奪って、あと５ｍでポイントを作り、

左へ展開してトライ！再び１０－８と逆転した。その後相手の連続攻撃を受けるが、それでもタックルで押し返す。

長い連続攻撃のあとトライを許し、再度逆転され１０－１５。２０分、星陵は残り５ｍのラインアウトから長い長

い連続攻撃からトライ！キックも決まって１７－１５で逆転。しかし相手にまたもモールで押し込まれ、残り２ｍ

からトライを許し１７－２２。とまたも逆転、これぞシーソーゲーム。「何回逆転があった？数え切れん！」星陵

残り時間は少ないが、諦める様子なく必死で攻撃。しかしミスから相手の攻撃となり、ロングランを許してトライ

を奪われ突き放される。結局１７－２７で敗退・・・。 

 春はまだまだチームが成熟していない時期。チームとしても個人としても課題が出たのではないか。暑い夏を越

えて秋の総体、花園目指して頑張ってほしい！また昨年のような、見ている人に感動を与えられるチームを作って

ほしい。「頼むで、雅哉！」 

  



５月２６日（土）  

アメリカンフットボール部 星陵 0－42 高槻 

関西高校選手権大会 1 回戦 VS 高槻高校 於：王子スタジアム 

昨年王者・啓明学院に勝利して手にした関西大会。相手は関西大会常連校の

高槻高校。他府県のアメフト事情が分からないので、どんな戦いになるのか予

想もつかない。1 時間半も前に会場に到着、自分の興奮度が分かる。 

第 1 クォーター 

 高槻、キックオフリターンから 80 ヤードのランを許し、タッチダウン    

を奪われる。サッカーでいう「ノーホイッスルゴール」だ。続く星陵の攻   

撃は、3 回連続のファーストダウン獲得。「調子がいいのでは？」しかしタ 

ッチダウンには至らず、高槻攻撃へ。またまた高槻に 50 ヤードのランを 

許してゴール前 1 ヤードまで迫られる。次の攻撃で再びタッチダウン。 

0-14 とリードされた。 

第 2 クォーター 

 星陵攻撃もパスをインターセプトされて高槻の攻撃へ。高槻、ランプレー

も素晴らしいが、パスも素晴らしい。中央突破も星陵のタックルを振り切るようにゲイン。そして 3 つ目のタッ

チダウン。「相手は相当強い」残り 7 秒から 75 ヤードのランを許し、0-28 と大きくリードされてしまう。 

第 3 クォーター 

星陵、出足のよいディフェンスで QB サックを決める。一進一退の攻防で両チームともタッチダウンできず。 

第 4 クォーター 

開始早々に高槻に 5 つ目のタッチダウンを許し、0-35。星陵は連続ファーストダウンを奪うも、ゴールが遠い。

高槻のディフェンスの出足よく、QB に対するプレッシャーが厳しい。高槻の素晴らしいタッチダウンパスが成功

し、6 つ目のタッチダウンで 0-42。試合終了。 

ひとつもタッチダウンできなかったが、何度かファーストダウンを奪った。その奪い方にキラリと光るランプレ

ーやパスがあり、見ていて楽しく素晴らしと感じた。点差は開いたが、最後まで諦めずにタッチダウンを目指す姿、

また、足を負傷しながらもプレーを続けた選手が、気迫のこもったタックルを見せた場面もあり、感動的だった。

高槻は強烈なディフェンスで相手を自由にさせず、終始自分たちのペースでゲームを支配した。ここまで鍛えるに

は相当な努力をしたことがうかがえる。素晴らしいプレーを見せてくれた相手の高槻を褒め称えるべきだろう。応

援に来られた保護者の皆様も同感だと思う。応援、ありがとうございました。また、顧問の山下先生・田中先生も

よくご指導くださいました。また秋に向けて良いチームを作っていただければと思います。 

 

５月２７日（日） フェンシング部 県総体 於：星陵高校 

 フェンシングも生まれて初めての観戦。50 歳を超えて生まれて初

めてが何度あるか。まだまだ未熟です。 

 会場は本校トレーニング室。普段ここで練習しているので、他校

の生徒からはアドバンテージがあるはず。期待に胸を膨らませての

観戦となった。 

 開会式では本校 OB、20 回生の西山さんが兵庫県フェンシング協

会の会長としてご挨拶された。ご挨拶だけでなく、大会をサポート

してくださるという。また、本校 OB 数名も手伝いに駆けつけてく

れていた。なんとも有難いことだ。その中に 54 回生 2 名が含まれ

ていたが、私が星陵に教員として勤めていたころの教え子であり、久しぶりの再会が嬉しかった。 

 競技が始まった。トレーニング室全体が張り詰めた空気となり、室内にいる全員が競技者に視線を注ぐ。5 点先



取で勝利と聞いた。互いに間合いを取り、一瞬の踏み込みで相手を突く。剣先の動きが速すぎてわからない。同時

になることが多く、どちらがポイントを取ったか、素人の私にはわからない。特に「老眼・乱視」の私には見えな

い。老いが身に染みる・・・。電光掲示板に表示が出るのでそれで確認する。ポイントを取った方が、「よっしゃ！」

とガッツポーズを取るのでそれでも判断できるが、互いにガッツポーズを取り、電光掲示板も両方のランプがつく

こともあり、最終的に審判がジャッジする。星陵の男子 1 人目は勝利した。次々とリーグ戦方式で試合が行われ、

サーブルという種目で本校 3 年生が全国大会出場を決めた！見ていた女子部員が泣いている。昨年は男子は個人・

団体とも全国に行けなかったので、喜びもひとしおだ。この後は女子バスケの試合を応援するために失礼させてい

ただいたが、男女とも団体戦は全国出場、個人戦も男子 2 名、女子 2 名が出場を決めたと聞いた。男子団体は 7

年ぶりの出場だという。全国大会でも暴れまくってほしい。大会を支えてくださった関係者と OB の皆様、ありが

とうございました。応援に来てくださった保護者の皆様もありがとうございました。大松先生、平野先生、平賀先

生もご苦労が多かったと思います。お疲れ様でした。 

 

 女子バスケットボール部 星陵５７－９２園田学園 

県総体 4 回戦 VS 園田 於：兵庫高校 

さあ、いよいよ強豪私学・園田との対戦。星陵保護者の皆様も大勢応援に

来られている。私も気合を入れて２F ギャラリーへ。カメラを構えてアング

ルを確認、と思ったら痛恨の電池切れ。「やってしもた･･･」ipad で撮ること

に。相手は強いが、怯まずすべてを出し切って戦ってほしいと願う。 

試合が始まった。いきなり３P シュートを立て続けに決められる。それも

リングに触れずに入るという、なんと正確なシュート。「上等やないかい」 

それでも星陵は気合十分のプレーを見せて逆転。このまま行くとは思わな

かったが、互角の戦いになるのではと予想。互いに激しい、素晴らしいプレ

ーで、１P を 12-24。12 点差があったが、２P では 8 点差に迫る戦いで 34

－42。ゴール裏での観戦となったが、ゴール下の攻防の凄まじさを見た。ボ

ールを持って切り込んでくる相手にも体をぶつけて阻止したり、ボールがな

くても、ゴール下のポジション取りで激しい体のぶつかり合いがあったりと、女子でもすごい迫力。チームのレベ

ルが上がれば上がるほど、それが激しくなるのだろう。前半 8 点差で折り返したということで、後半が期待され

る。 

３P が始まった。園田がそれまで見せなかったスピードで攻めてくる。ゴール下へのカットイン、３P シュート

が次々に決まる。ギアを 2 段上げた感じ。対する星陵は園田のディフェンス、特に相手へのプレッシャーの体の

間合いをさらに詰めた感じで、自由を奪われ良い判断ができない。ミスも多くなる。ゴール下へ切り込みシュート

を放つが、ことごとくリングに嫌われる。「リングに見えない蓋がしてあるんか？」と思うほど入らない。あっと

いう間に差を開けられ、39－66 と 27 点も差がついた。４P でも攻撃の手を緩めない園田に圧倒され、結局 57

－92 で敗戦となった。しかし、星陵の最後まで諦めず全力を尽くしたプレー、強豪相手に怯むことなく向かって

いったメンタリティは立派で、素晴らしい「負け様」だった。スポーツは基本的に勝者と敗者のどちらかに分かれ

る。勝った方はどんな相手にも最後まで手を抜くことなく全力で勝ち切る「勝ち様」、負けた方は最後まで諦めず

全力でプレーする「負け様」が大事だ。それが「フェアプレー」だと私はとらえている。星陵は「フェアプレー」

に徹していた。3 年生は残念ながら引退だが、後輩たちはそれを部の伝統として受け継いでくれるものと信じてい

る。3 年生、これまでよく頑張ったね。怪我や病気で泣いた選手もいただろうけど、この戦いを見てこれまで頑張

ってきたことが感じられた。保護者の皆様もご苦労が絶えなかったと思います。最後までサポート・応援ありがと

うございました。中根先生、前平先生、お疲れ様でした。また良いチームを作ってください。 


