
「中学日本一、湘南クラブの“文武両道”進学校に合格するワケ」 

 勉学も野球も――。昨年の中学のクラブチーム日本一を決める大会で二度の優勝を飾った湘南クラブ（

神奈川）は、文字通り「文武両道」を貫くチームだ。週２回はコーチが先生役となり、塾での授業も受け

る。プロのドラフト１位入団選手２人を輩出する一方で、選手は県内屈指の進学校、湘南や慶応にも合格

する実績を持つ。 

 丸刈り頭の「受験生」たちが、クラブ事務所の静かな一室で学習塾さながらの「冬期講習」に励む。講

師役の事務局長兼コーチは「子供たちは野球と勉強、並行して伸びていく。嫌いな勉強に取り組むことで

、野球でいえばきついトレーニングに耐えられるようになり相乗効果がある」と説明する。 

 「野球だけできても駄目。社会に出て困らないように勉強も教える」と野球も教える学習塾として設立｡ 

指揮を執る田代監督はＵ―１５侍ジャパンのコーチも務めた。「みんながプロ野球の世界に進むわけでは

ない。社会に出て通用する人間を育てる」ことをモットーとしながら「やるからには勝つ」と文武両道に

取り組ませる。能力別に１学年が３クラスに分けられ、授業は週２回。慶応など難関校に入学する卒業生

も多い。  

 事務所横には整骨院も併設。故障防止に最善を尽くしている。Ａチーム、Ｂチームとして活動し、多く

の選手にチャンスが与えられる。監督は「自分の経験から試合で身についたものが一番の力になる」とラ

イバル心をあおる。「私は先を見据えて、というよりは、今が大切だと思っている。壁にぶつかったら、

そこから逃げないことを教えたい。それは野球も勉強も同じです」と。勉強机に向き合うときも、グラウ

ンドで真剣勝負するときも、選手たちは、生き生きとした表情をしている。 

 

「夢を形に」        

                                 学校長 森脇 忠之 

新年度一ヶ月が過ぎ、いよいよ総体モードに入りました。結果を残したいと思うのは皆同じですが、「勝負は

いなもの」スキルの違いが勝敗に出るのかというと決してそういうものではありませんね。 

ポテンシャルが高くても、試合の中では、心模様がプレーに反映するもの。だからこそ高校生として平生の有

り様が問われるのです。下の記事は、クラブチームの取組を紹介したものです。 

このクラブチームの取組は、体と心の汗をしっかりかく習慣ができています。高校生も同じで勉強と部活動は

両輪。本校体育科生の日常と照らし合わせた時、創設当時より脈々と受け継がれた魂であり、その教育環境があ

ります。嫌なことに向かうとき、疲れているときほど人の弱さが出ますが、先延ばしせずにやり切る力をつけな

ければなりません。日常の微差が夢への近道になります。今年度のキーワードとして「やり切る」を伝えたとこ

ろです。 

中国のことわざに「水滴石穿(すいてきせきせん）」があります。 軒下から落ちる僅かな水滴でも、長い間、同

じ所に落ち続けると、ついには固い石にも穴をあける。小さなことでも継続すれば大きな成果を挙げることが出

来るという喩えです。成功者は、「情熱」や「諦めない粘り強さ」が備わっています。 

揺るぎのない目標がある限り、目先のことにぶれることなく、行動が意図的・計画的で確かな方向を向いてい

なければなりません。 

「夢を形に」するために社高校体育科での学びは何だったのかをもう一度確認し、潜在能力を引き出すために、

大いなる「変化」に期待します。 
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☆平成29年度入学式・東雲寮入寮式 

 

 ４月１０日（月）平成２９年度 社高等学校入学式および東雲寮入寮式が行われました。体育科1年生40名は、

新しい制服に身を包み、少し緊張した様子もありましたが、堂々と入学式を終えることができました。 

また、今年度は28名の生徒が東雲寮に入寮しました。早く学校生活や寮生活に慣れ、社高校体育科の一員とし

て大いに活躍してくれることを期待します。入学式・入寮式の様子は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         入 学 式                     学年団紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        東雲寮入寮式                    新入寮生28名 

 

 

☆東雲寮 寮長 および 副寮長より 
 

＜寮長＞ 寺道 雄規 
 

 

  東雲寮寮長の寺道雄規です。１年生は寮生活にも慣れてきたことだと思

います。部活動も総体、夏の大会等に向けて、さらに活発的に取り組んでい

く時期になってきましたが、目標を持ち、自分に甘えず頑張ってほしいと思

います。２．３年生は、自分たちがこの東雲寮に入寮した頃を思い出し、も

う一度気持ちを引き締めて寮生活を送っていくべきだと思います。また、部

活動の中心的な選手になっている人が多くいるので、今年は全ての部活動で

『全国優勝』が出来るようにこれからも頑張っていきましょう！そして、寮

生全員で快適に生活できる寮環境を作っていきましょう。寮生のみなさん、

協力お願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜副寮長＞ 坂口 大輔 ・ 藤本 辰彌 

 

  

新入生も加わり、より活気の溢れる東雲寮となってきました。これ

からは、より横のつながりを大切にし、協調性を学び、人間力を高め

合っていきたいと思います。もちろん、部活動にも力を入れます。各

部が少しでも良い結果を残せるように頑張ります。その為にも、寮長

をはじめ寮役員、寮生全員で良い環境を作れるようにしていきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

☆アジアユース陸上競技選手権大会出場  
 

 ５月２０日からタイ・バンコクで開催されるアジアユース陸上競技選手権大会に、陸上競技部１年生の 

久保田倖輔君が出場します！ 

 

 

＜久保田選手より＞ 

  

陸上競技部１年の久保田倖輔です。今回初めて、国際大会のアジアユ

ース日本代表として選出していただきました。今年度のアジアユース陸上

競技選手権大会は、タイ（バンコク）で開催され、私は110ｍハードルで

試合に出場します。もうすぐインターハイ予選も始まり、スケジュール的

にも慌ただしい時期でもありますが、この大会に出場するからには、優勝

目指して頑張り、日本代表、社高校代表として、全力で試合に臨みたいと

思っています。応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆５月の予定【部活動】 
 

 陸上競技部                    柔 道  

 

 5月3日                       5月5日 

    郡市区対抗大会  （ユニバー記念競技場）      全日本ジュニア柔道体重別選手権大会予選 

5月13日･14日                     

   東播総体     （加古川陸上競技場）                 （県立武道館） 

  5月26日～28日 

   県総体      （ユニバー記念競技場） 
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  野 球                      バドミントン  

  

  平成29年度春季播淡地区高等学校野球大会              5月3日・4日 

   5月3日４回戦 VS 神港学園 （姫路球場12:30）   兵庫県総合体育大会東播地区予選 個人戦 

    5月5日準決勝          （明石球場12:30）                 （日岡山体育館） 

   5月6日決勝or3位決定戦    （明石球場10:00）    5月27･28日 

                            兵庫県総合体育大会 個人戦 

                                         （神戸中央体育館） 

 

 サッカー                      バレーボール  

 

 兵庫県高等学校総合体育大会              第61回兵庫県高等学校総合体育大会 

                             

5月 6日(土) 2回戦 VS 淳心（社高校）          6月3･4日 および 6月7･8日  

5月13日(土) 3回戦     （西宮浜多目的総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 

5月27日(土) 4回戦     （西宮浜多目的総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 

5月28日(日) 5回戦     （関西学院大学第4ﾌｨｰﾙﾄﾞ） 

 

 

 

☆試合・大会結果  
 

 陸上競技部                   柔 道  

 

  ４月22日・23日                 ４月22日・23日 

   兵庫県リレーカーニバル 第３位         兵庫県総合体育大会東播地区予選（加古川武道館) 

                               男子団体  優 勝 

  野 球                    男子-60㎏級 長谷川晃己 優勝 

                            -66㎏級 藤本 大晴 優勝  佐藤竜太 準優勝 

 平成29年度春季播淡地区高等学校野球大会        -73㎏級 本田 凌万 優勝  砂田隆晟 準優勝 

  ブロック決勝                     -81㎏級 長谷部 龍 準優勝 

  ４月6日 VS 西脇工業 １１－１            -90㎏級  山本 義生 優勝  内田健太 準優勝 

 平成29年度春季兵庫県高等学校野球大会        -100㎏級 井関 篤司 優勝 

  2回戦 VS 龍野北 ６－２            100㎏超級 琴岡 歩夢 優勝 

  3回戦 VS 関西学院高等部 ８－５ 

 

 

 サッカー  Aチーム               バレーボール  

 

 高円宮杯U-18サッカーリーグ兵庫県東播リーグ１部      ４月15日・16日 

                            平成29年度 東播高等学校 春季リーグ戦 

  4月 4日 VS 加古川東  ２－０                 １部 優 勝 

  4月 8日 VS 小 野   １－３           社 VS 東播磨 2-0 社 VS 東播工業 2-0 

  4月15日 VS  東播工業  ３－０                        社 VS 西脇  2-0  社 VS 明石清水 2-0 

    4月22日 VS  加古川東   １－０             

    4月29日 VS  明石西    １－１                              優秀選手賞 堀田 晃雅       

 

 

 サッカー  Ｂチーム                剣 道  

 

高円宮杯U-18サッカーリーグ兵庫県東播リーグ２部    4月29日 

                            兵庫県剣道東播予選 

  4月 1日 VS 明石高専   １－１ 

  4月 9日 VS 明石南    １－２           男子団体 県大会出場 

  4月22日 VS  東播工    ２－１           個人 ﾍﾞｽﾄ8 橋間 祐生 県大会出場 

 



 

☆１学期中間考査が行われます 
  

下記の５月行事予定にも掲載されているように、５月１７日(水)～２０日（土）において、１学期中間考査が

行われます。１年生にとっては、初めての定期考査となりますが、毎日学習の為に机に向かう習慣は身について

いるでしょうか。５月１０日～考査１週間前に入りました。しっかり計画を立てて学習を進めていきましょう。

また、どの部活動も県総体、夏の大会に向けて熱心に練習に取り組んでいる時期ですが、体調を崩さないよう、

各自で身体のケアも念入りにしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆５月の行事予定 

月 火 水 木 金 土 日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 
尿検査① 

 
 

     

８ ９ 10 11    12 13 14 

内科検診予備日 

 
眼科検診 

45分×６ 

全校集会 

考査1週間前 

 
耳鼻科検診 

  

母の日 

15 16 17 18 19 20 21 

  
尿検査② 中間考査① 中間考査② 中間考査③ 

中間考査④ 

PTA総会･寮閉鎖 
 

22 23 24 25 26 27 28 

教育実習開始 ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ 生徒総会 

 
耳鼻科検診 代休日 

  

29 30 31     

  

ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ予備日 

 

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 
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