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うな︑学習で深い知識を深める機
会や︑経験を深める機会を用意し

藤

自分で調理して食べたりすること
は︑質素な生活ではありますが︑
健康を実感しっつ長生きができる
のではないでしょうか︒体を動か
して自然と共に長く健康に生きら

高年齢となっても生きがいや目
的をもって介護を必要とせずに生
きていくことは︑家族にとっても
負担の軽減となります︒地方の家
庭菜園で畑を耕し︑肥料を与え︑
自分で野菜を作り︑とれた野菜を

はなく︑鍛えた体を動かして人生
や社会と積極的に向き合い︑豊か
な毎日を創造することです︒﹂ と
言っています︒

れていると考えられていました︒
しかし︑最近の研究では︑必ずし
もそうではなく︑筋肉から出てく
る物質が脳の神経細胞を増やした
り︑保護したりする働きがあるこ
とも指摘されるようになってきて
いるのです︒もちろんこれは︑運
動さえすれば頭がよくなったり︑
認知症の低下を防止できたりとい
う意味ではありません︒頑をよく
使い︑そこに運動も加えることで
二つの相乗効果によって脳の効果
を高めていくことができるのです︒
日本は︑今後高齢者がただ長生
きをするだけでなく︑社会の力に
なれる時期を少しでも長くしてい
く必要があります︒大切なことは︑
体を鍛えることそのものが目的で

斎

校を目指す方︑就職をして社会人
としての道を切り開いていく方︑

ないでしょうか︒動くのが面倒と
思うからです︒ところが︑筋肉は
使わなければ衰えます︒頭も使わ
なければ衰えます︒
地方に住むことは︑確かに都会
と比較すると不便な部分は沢山あ
るかもしれませんが︑元気に暮ら
していくという点では大きな利点
があると思います︒
東京大学大学院教授の石井直方
氏が﹁筋力こそ生きる力の根源﹂
という話の中で次のように言って
います︒
﹁これまで長い間︑人間の体は

長

様々かと思いますが︑高校生活最

すべて脳によってコントロールさ

校

ていただいてます︒是非この機会
を利用して︑これから皆さん自身
が羽ばたけていけるような実力を
蓄えていって下さい︒

後の年を後悔が無いようにすごし
てください︒
いずれにしても︑生徒の皆さん
方は︑学校側で︑これ以上無いよ

骨活澗諸錮
なく医療技

機関だけで

3年生は︑もう進路を決定する

でできることをしてしまうのでは

術や住居︑道路︑電気︑機械︑食
品など安全に配慮しっつ非常に便
利になってきています︒
先日︑テレビで九十歳以上の高
齢者が元気に畑仕事をしている番
組を見ました︒そこは︑坂道が多く︑
都会と比較すると非常に辺都︵へ
んぴ︶な場所でした︒毎日坂道を
上り下りしながら生活しています︒
しかし︑非常に健康にというより
頑健に暮らしているのでした︒
私たちはともすれば︑利便性を
追求するあまり身体を動かさない

時期ですね︒大学等︑更に上の学

ください︒
2年生の皆さんは︑部活動等で
も3年生の後を継いで責任が伴っ
てきているかと思いますが︑学校
生活では慣れている点もあり︑中
だるみしやすい時期かと思います︒
ただし︑2年生と云う時期は重要
で3年生になるとすぐに進路を決
定していく為︑進路を決定してい
く上で重要な準備段階は︑今の時
期が最後だという事です︒又︑精
神的にもゆとりを持てる時期だと
思いますので︑様々な事にチャレ
ンジをしてください︒

く日本︑及び世界において︑非常
に重要な分野での教育と思われま
す︒これは子供達が高校生時代と
云う︑様々な事を吸収︑学ぶ事が
出来る時期︑又︑今後の将来につ
いてのビジョンを明確にしていく
時期において︑とっても非常に良
い機会であり︑良い環境だと思わ
れます︒我々PTAも協力をして
いきたいと思います︒
生徒の皆さん︑松尾高校での高
校生生活は如何ですか︒1年生も
早いもので半年を経過し︑学校生
活にも慣れ部活動等にも取り組ん
でいますでしょうか︒松尾高校は
部活動も盛んですので︑是非︑厳
しくも楽しい高校生生活に励んで

PTA会長

︵スーパーグロー

云うだけでは無く︑世界の福祉ま
で視野を広げた教育となります︒
今後︑益々高齢化社会となってい

が進められます︒又︑更に福祉と

バルハイスクール︶ の認定を受け︑
福祉活動を重点においた教育活動

5年間︑SGH

この度︑松尾高校は本年度より

ます︒

お願い致します︒保護者の皆様方
には日頃より松尾高校のPTA活
動にご協力いただきましてありが
とうございます︒
昨年度は副会長として松尾高校
のPTA活動に参加させていただ
きましたが︑保護者の方々︑後援
会の皆様方の非常に多数の参加︑
及びご協力があり︑桔梗祭の時の
PTAバザーや︑マラソン大会の
時の餅つきが盛況である事に驚き︑
又︑非常に皆様方が松尾高校の学
校教育に関心を持たれている事を
実感いたしました︒今年度は事情
によりマラソン大会が実施出来な
い為︑恒例の餅つきが無い事が残
念ですが︑PTAバザーは例年通
りに実施いたしますので皆様是非
ご協力のほど宜しくお願いいたし

す村本です︒本年度1年間宜しく

今年度P
TA会長を
勤めさせて
いただきま

Aム
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れることを考えると︑不便な点も
ありますが︑地方の良さに改めて
気づかされたような気がします︒
現在の日本は︑大都市に多くの
企業が集中しています︒これから
地方の良さの見直しが進み︑地方
で暮らすことの良さを発見し︑多
くの企業や人々が地方に移り︑地
方の活性化が図られていくのでは
ないかと予想しています︒
地方がアイディアを出し︑国に

河野安勝

って来ることでしょう︒

大きく発信する時代がまもなくや

教頭

本校は平成27年度から5年間︑

文部科学省のスーパーグローバル
ハイスクール︵SGH︶ の指定を
受けました︒SGHの指定を受け
ることができたのは︑これまでの
本校の教育活動が全国的に高く評
価されたものと考えています︒特
に︑保護者の皆様の御支援と御協
力の賜と感謝しております︒
SGHというのは︑世界を舞台
に活躍するグローバル人材の育成
をけん引する高校のことです︒生
徒は︑グローバルな社会課題をテ
ーマにした課題研究に大学や研究
機関と連携して取り組みます︒
本校の生徒は﹁地域から学ぶグ
ローバルエイジング研究﹂という
テーマで課題研究に取り組みます︒
今後︑地球全体で進む高齢化社会︑
世界中で老人が増加するグローバ
ルエイジングへの対応について考
える研究を行います︒
具体的には︑山武市役所の職員

の方から高齢者福祉の状況につい
てお話を聞いたり︑山武市内の福
祉施設を視察したり︑タイやスウ
ェーデンの高齢者福祉の状況を調
べるために生徒を派遣する計画で
す︒山武市や筑波大学︑城西国際大
学と連携して取り組んで参ります︒
実際に見て︑体験して︑高校生
の視点で課題を発見し︑その課題
解決の方法を考えていきます︒机
の上で本やインターネット等で調
ベても︑新しい考えやアイディア
はなかなか生まれてきません︒し
かし︑実際にお爺さんやお婆さん
と話をしたり︑海外に出かけて介
護の現場を比較したりして︑課題
解決の方法を研究してもらいたい
と考えています︒

今後も職員が一丸となってSG
Hの事業に取り組んで参りますの
で︑PTAの皆様にも一層の御理
解と御協力をお願いします︒

六月五日〜七日に群馬県前橋市

3∪ 須郷理佳子

主年間の部活を終えて

ソフトテニス部 ︼石澤・須卿ペア
開票大会に出場しました

岩澤美幸

関東大倉に出場して
3D
私達は︑六月五日から始まった
関東ソフトテニス大会に︑須郷・
岩澤ペアとして出場することがで
きました︒
三年生である私達にとっては︑
大会の一つ一つが最後という意識
も強くありました︒その為︑いつ
も試合に対する緊張に加え︑また
違った緊張をしていたことを強く

五位
︵県大会出場︶
七位

◆関東大会県予選
︻
卓
球
部
︼
第3地区予選会
男子学校対抗
女子学校対抗

男子ダブルス
根本傾平・勝田慎也五位

松尾②11我孫子

︵二回戦︶

︵県大会出場︶
関東大会県予選
男子ダブルス2回戦
根本・勝田ペア0−3木更津総合
︻ソフトテニス部︼
男子団体戦
松尾②−1柏中央 ︵三回戦︶
松尾0−②昭和学院︵準々決勝︶
ベスト8

男子個人戦
大江・滝口ペア ベスト32
佐瀬・加藤ペア ベスト32
井上・土屋ペア ベスト64
神子・中島ペア 二回戦
西岡・端 ペア一回戦

一回戦

松尾48−50長生

一回戦

松尾75146大多喜

松尾79−53大原

松尾70−45東金

敗者復活トーナメント
二回戦

松尾54−73成東

三回戦
代表決定

松尾−茂原

︵勝︶

︻ソフトボール部︼
関東高等学校第三地区予選会
松尾−東金商業 ︵勝︶
関東高等学校千葉県予選会

2回戦

松尾−君津＋君津商業︵負︶

組

︻
弓道部
︼
第三地区予選
男子団体9中
女子団体12中
県大会
女子団体36射20中

◆関東大会
︻ソフトテニス部︼
岩澤・須郷

準々決勝

松尾1−2西武台千葉

松尾88−32九十九里

︵負︶

︵勝︶

女子個人戦
岩澤・須郷 組 4回戦
鶴岡・寺内 組 4回戦
増田・桑田 組 2回戦
︻バレーボール部︼
総合体育大会県大会出場

対薬園台高校

一回戦 対実籾高校

二回戦

予選リーグ

︻バスケットボール部︼
第三地区予選

松尾101−46千乗学芸

代表決定

松尾78159君津

松尾73−50東金

決勝トーナメント

一回戦

県大会

松尾−茂原

︵負︶

︵負︶

二回戦 松尾44−72八千代松陰
︻ソフトボール部︼
総体第三地区予選会

松尾1東金

松尾1習志野

︵負︶

松尾−東金商業 ︵勝︶
総体千葉県予選会

︻
陸
上
部
︼

◆総合体育大会
︻
卓
球
部
︼

総体県大会出場者
女子走高跳 遠藤優柔
女子走幅跳 菅紗弥佳

︻ソフト一三一ス部︼

︻吹奏楽部︼

松尾0−9茂原

伊藤美紅
土屋勇人

参加

◆山長夷吹奏楽無

︻演劇部︼
創作脚本賞
優秀演技賞

◆春季地区発表会

一回戦

3中予選敗退

男子団体 80射49中 第6位

女子団体

︻弓道部︼
県大会

菅こ遅藤・津嶋・太田︵名︶

女子4×100mリレー

総合体育大会県予選
男子学校対抗2回戦
松尾0−3県立千葉

ベスト8

男子個人戦

ベスト32

二回戦

ベスト8
松尾2−1国府台
松尾2−0流山北
松尾2−1幕張総合

ベスト16

二回戦
男子団体戦
二
回
戦
︶
松尾③−0専大松戸 ︵
松尾②11鎌ヶ谷 ︵三回戦︶
松尾1− ②四街道 ︵四回戦︶
女子団体戦
2回戦
3回戦
4回戦

︻サッカー部︼
総体地区予選

ベスト64

男子ダブルス2回戦
根本・勝田ペア2−3千葉商大付
松尾2−0津田沼
松尾2−1市立相

3回戦
︵ベスト64︶

3回戦
︵ベスト64︶

2回戦

ベベペペ
アアアア

覚えています︒
私が関東大会に出場できたのも

山口・小林ペア一回戦
豊田・奥住ペア一回戦
伊藤・暫藤ペア一回戦
2回戦
3回戦

松尾1−2千葉黎明

女子団体戦

準々決勝

組

組

組

女子個人戦
岩澤・須郷 組 5回戦
︵ペスト16・関東大会出場︶
鶴岡・寺内

櫻田・桑田
増田・寺本

決勝トーナメント

︻バスケットボール部︼
第三地区予選

小加土滝
林藤屋ロ

今までお世話になった先生方や︑
ご指導してくださ
った方々︑支えて

で行われた関東ソフトテニス大会
に出場しました︒
当日の予報は雨でしたが︑天候
に恵まれ快晴の中大会は行われま
した︒試合は︑自分の力を十分に
発揮することができず︑ふがいな
い結果になってしまいとても悔し
いです︒今まで練習してきたこと
を本番の大会で出せなかったのは
自分のプレイヤーとしての未熟さ
であり︑甘さなのだと思います︒
私達三年は総体を
終え︑三年間の部活
動を引退しました︒
全く悔いがないと言
えば嘘になりますが︑
充実した忘れられな
い三年間となりまし
た︒その陰には︑顧

問・外部コーチの先
生方を初めとする沢
山の方々の支えがあ
り︑本当に感謝の気
持ちでいっぱいです︒

くれた家族や︑ペ
アである須郷さん
のおかげです︒
インターハイ予
選も終わり︑部活
を引退した今︑関
東大会に出場でき
たことは︑強く心
応援してくださ
った方々︑本当に

ありがとうございま
した︒

に残っています︒

ありがとうござい
ました︒

山佐井大
口瀬上江

平成27年7月17日
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