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学 校 だ よ り 
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                         夏の甲子園 2022のエピソードから 

                                                                校長 駒 崎  彰 一 

今年も全国高等学校野球選手権大会が甲子園球場で開催されました。コロナ禍による中止、そして無観客大会を経

て、３年ぶりに観客が入っての大会となりました。仙台育英学園高校が１００年を超える歴史の中で東北勢での初の優

勝校となり閉幕しました。 
 

１６年前、早稲田実業のエースとして夏の甲子園を制した元プロ野球選手の斎藤佑樹さんの始球式で開幕した本大会。 斎藤佑

樹さんが日本郵便「夏のお手紙キャンペーン」の一環で高校球児に宛てて書いた直筆の手紙が 8月 6日に公開され反響を呼んで

います。手紙の全文は以下の通りです。 
 

この夏にすべてをかける君へ 

暑い日が続きますが、体調など崩していないでしょうか。 

体格も投げかたも似ている、そして夢が叶うことを 1ミリも疑っていない君と出会ったときから、僕はずっと、１６年

前の自分を重ねていました。 

その夢は、きっと叶うよ。 

とは、僕は言いません。勝負はわからないから。おなじ夢を持った人たちのぶつかりあいだから。 

ただ、今のまっすぐな君のまま、どうかこの夏のマウンドに立ち続けてください。これから先、グラウンドでもグラウ

ンド以外でも、君をいろんな出来事が待ち受けています。僕のように、不安だらけの時期を過ごし、挫折を味わうことも

あるかもしれません。それでもなんとか前を向くために必要なもの。それは、記憶だと思います。過去の栄光、だなんて

言われることもあるけれど。 

最後まで闘い抜いた記憶は、未来を生きる大きな力になります。 

なんて、大舞台がすぐそこだってときに、先の話なんてされたくないか。 

この夏、いちばん速い球を投げるのは、君じゃない。いちばん熱い球を投げるのが、いちばん強い球を投げるのが、な

んだかいちばん凄い球を投げるのが、君であってほしいと思っています。 

今から君の過ごす夏が、君を一生奮い立たせる夏になりますように。 よし、 頑張れ。    2022夏 斎藤佑樹 
 

直筆の画像を日本郵便サイトで観ることができます。 https://tegami.yu-bin.jp/summer-letter/  

また、イメージ動画も公開されています。            https://youtu.be/N14w65FZZEI 

“超高校級”プレーヤーとして甲子園での大活躍。プロ野球で活躍を期待されましたが、実力を発揮できず

に「挫折」を味わった「甲子園のスター」が書いたストレートな表現が心に・・・。 

「最後まで闘い抜いた記憶は、未来を生きる大きな力になる」「よし、頑張れ」のフレーズには説得力があ

ります。 斎藤佑樹さんは、現在「株式会社 斎藤佑樹」を設立。 https://saitoyuki.jp/ 「野球による未来づくり」

を目指して様々な活動を続けています。 
 

茨城代表の明秀学園日立高校の金沢成奉監督のエピソードが心に残りました。まったく無名だった光星学院（青森：

現・八戸学院光星）の監督に就任、ゼロから鍛え上げ、全国屈指の強豪校へと導きました。そして 2012 年秋から明秀

日立に移り、この夏、甲子園に導いてきた監督です。これまで選手を徹底的に鍛えるスタイルでチーム創りをしてきてい

ますが、コロナ禍で転機が訪れたそうです。金沢監督は、２０２０年夏の甲子園の中止が決まった時の選手たちの姿が忘

れられないと次のように語っています。 

「喪失感というんですかね。今まであったものがなくなった時、人間ってこうなるんだなと・・・。それに対して、ど

う対応して良いかがわからない。ここまで落ち込むのかという姿を見て、指導者としての無力感がありました。甲子園で

勝つことだけを考えていて、野球をやることの意味を指導者が見失っていた。そんな指導者に教わっているから、子ども

たちは喪失感を持ってしまった。それにハッと気づかされました。」 

この日から金沢監督は自ら変化することを決断し、毎日の練習では、グラウンドに一番乗りし、水まきや整備をして、

「甲子園はなくなったけど、明日に向かってやりきる姿勢を監督が見せること。」に取組み始めたそうです。そして、「チー

ム創り」についても変化していきます。また、これまでは試合で起用する選手を固め、練習もその主力選手たちを中心に

しており、それは社会同様の役割分担とも考えていたそうです。「補欠には補欠の役割がある」という固定観念があり、

社会に出てどの組織に入っても、営業する人、モノを作る人、経理をする人もいるというように役割があると考え、同じよ

うに、試合に出られなかったとしても「メンバーの手伝いをすることも役割の１つ」と、メンバー以外の選手には補助に徹

https://tegami.yu-bin.jp/summer-letter/
https://youtu.be/N14w65FZZEI
https://saitoyuki.jp/


してもらっているチーム創りでした。しかし、2020 年の夏の甲子園の代替大会となる茨城県の独自大会に向けて、部員

全員で同じ練習をやり、代替大会では特別ルールで試合ごとにベンチ入り選手の入れ替えができたことから、３年生全

員が背番号をつけて試合に臨みました。このような中で、３年生は「勝ち上がって34人いる３年生全員を出そう」と必死

になったそうです。この経験から「補欠を作らない」チーム創りになったと金沢監督は次のように語っています。 

「メンバーに選ばれず、諦めたり妥協したりしていたかもしれない選手たちが、最後までやり切る姿を目の当たりにし

ました。そこで、これまでの固定観念や建前で選手たちのやる気を失わせていた部分もあったなと思いました。」 

「補欠を作らない」という言葉の本質は「最後までベストを尽くし、最後までやりきる人間を作る」ということ。練習効率

の面でのデメリットは大きかったそうですが、それ以上に、同じ練習をすることで全選手の意識とともにチーム力が高まり、

結果としてメリットの方が大きいと感じているとのことです。「勝ち負けにこだわるけれど、それがすべてではない」と気付

くことができました。もちろん勝ちにこだわるからこそ、見つけられるものがあります。「勝ちにこだわる」過程を重視しなが

ら、「勝つことがすべてではない部分」を選手たちに理解してもらいたい。「人生は常に勝負だ」と私は思っています。で

も、だからといって、負けたら終わりかというと、終わりではないんです。負けたり勝ったりしていく中で、負けた反省を生

かしながら、新たな進歩を成し遂げていく。勝負の繰り返しの中で得るものがあると思いますと語っています。 

 「人生は常に勝負だが、負けたら終わりではない」  

負けること、失敗することの方が多い人生。そこから何を学び、どのように進化するのか、「何があっても

明日に向かってやりきること」大切なポイントです。  指導者も躊躇せずに進化を続ける必要がある。 
 

優勝した仙台育英学園高校 須江 航 監督の優勝インタビューでの素敵なコメントがありました。コロナ下での子ど

もたちの苦労に、自校だけでなく全ての高校生を念頭に「入学どころか卒業式もちゃんとできなくて、僕たちが過ごして

きた学生生活と違う。青春って凄い密。そういうものが全てなくなった。活動していてもどこかでストップがかかる」と現在

の若者の苦しさを思い、「全国の高校生に拍手してもらえたらなと思います。」という涙でのコメントが話題となっていま

す。 「青春ってすごい密」・・・素敵な表現です。 

この須江監督は、２０１４年仙台育英学園秀光中学校で全国大会優勝を導いており、中学野球でも高校野球でも日

本一という「異例」の監督です。監督自身は、高校に入学して間もなく控え（補欠）となり、２年生の時に学生コーチとし

て裏方に。「遠方から野球留学をしたものの、箸にも棒にもかからず、努力しても埋まらない実力差を感じ、学

生コーチとして裏方に回るしか生きる道がないと思った。」このような自身の経験を活かし「練習や出場機会に

関して、レギュラー優先にならないよう、控えの子たちをしっかりケアすることにはすごく気を使います」と

全部員の育成に重点を置き、医者やトレーナーと協力して故障防止にも注力しているそうです。そして、中学校でも高校

でも全国制覇に導いた秘訣は「データ重視」の戦略にあるとのことです。球速はもちろん、回転数やスイングスピード、走

力、守備力など、あらゆる能力を細かく数値化して、誰が見ても成長過程がわかるように分析し、データという「根拠の

ある自信」をもって試合に臨んでいます。選手のデータを徹底管理することで、選手個々の目標が定まり、努力する方向

性を明確化、データを介した競争が生まれるシステムを創り上げています。 試合後にも、「個々の能力をポジションで

比較すると、戦力差はそれほどない。だからこそ、打線のつながりを切ることを意識した」とデータを用いて勝

因を語った須江監督。 

「根拠のある自信」を身につけること、大きな成長につながると感じました。 
 

選手の活躍はもちろんですが、アルプススタンドから応援する部員、吹奏楽部やチアリーダーたちの応援でも、心に残

るエピソードがありました。出場校の吹奏楽部が演奏する曲の中で、チャンスが生まれ得点に繋がることが重なると、そ

の曲は”魔曲”（最近では“神応援曲”）と呼ばれるようになります。元祖は智辯学園和歌山高校の「ジョックロック 

(Jock Rock) 」が有名です。 今大会で、話題になったのが千葉の市立船橋高等学校の「市船ソウル」です。この曲を

作曲したのは、野球の応援が大好きな同校の吹奏楽部員だった浅野大義さん。甲子園で流れることを夢見て作曲。 し

かし、５年前の 2017年に癌により 20歳で亡くなってしまいました。このエピソードが今年２０２２年５月に、映画「２０歳

のソウル」（秋山純監督https://20soul-movie.jp/ ）として公開されました。映画の公開により、あらためて注目され

た「市船ソウル」は、この夏、演奏されると得点が入る“魔曲（神応援曲）”として、１５年ぶりの甲子園出場となる快進撃

を支えます。そして、甲子園では 1回戦の逆転サヨナラ勝利、2回戦で敗戦したものの、この試合の最終回の演奏には、

甲子園の雰囲気を一変させる“魔曲（神応援曲）”としての力がありました。 

スポーツには「する」以外にも多様な関わり方があります。「みる」「支える」「知る」などのスポーツへの多

様な関わり方が人生を豊かにします。 

https://20soul-movie.jp/


原宿表参道元氣祭「スーパーよさこい２０２２」 

｢地域の祭り｣ 原宿表参道元氣祭実行委員会（原宿表参道欅

会）主催の元氣祭「スーパーよさこい２０２２」が 2 年間の中止

（2020･2021）を経て､８月２７日（土）・２８日（日）に開催されまし

た。 これまで有志の生徒のみで演舞に参加していましたが、「原宿よ

さこい連」の皆様の協力により、コラボレーションが可能となり３年生

全員で参加できることになりました。（次年度以降も３年生での参加

予定です。）    

チーム名「原宿よさこい連と渋谷区立原宿外苑中学校」での参加となりました｡ 



表 彰 
陸上競技部 

〇 第６１回東京都中学校総合体育大会陸上競技大会    ・河野真弥(3A) 共通男子四種競技 東京都第３位 

〇 第６８回全日本中学校通信陸上競技東京都大会      ・河野真弥(3A) 共通男子四種競技 東京都第４位 

〇 第１４回渋谷区ジュニア陸上競技大会               ・柳澤夏南(3A) ３年女子 100m   第３位 

〇 第３１回墨田区中学校陸上競技大会              

・河野真弥(3A) 共通男子走高跳第２位  ・会田 奏(3C) 共通男子 800m第４位  ・キングレイ(2C) 共通男子 110mH第３位 

・村上永遠(1B) １年男子 100m 第６位  ・横内瑠叶(1C) 1,2年男子砲丸投 第６位 

男子バスケットボール部 

〇 U15東京都バスケットボールリーグ戦 グループ B 第 3位 

〇 渋谷区中学校バスケットボールシード権大会 グループ B 優勝（新人大会シード権獲得） 

女子バスケットボール部 

〇 東京都中学校バスケットボール選手権大会 出場 

〇 渋谷区中学校バスケットボールシード権大会 グループ A 優勝（新人大会シード権獲得） 

吹奏楽部 

〇 第６２回東京都中学校吹奏楽コンクール B組銀賞 

その他 

〇 第６１回東京都中学校総合体育大会水泳競技大会  ・今野里沙子（２Ｃ） 女子 800ｍ自由形-優勝  400ｍ自由形-第 4位 
〇 第１６回居合道会国際大会                      ・土信田紗羅（３Ｃ） 学生の部 第３位  
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