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岡村学院長より

皆さんは宗教という言葉にどのようなイメージをお持ちでしょうか。宗教を騙る悪い人たちが、
時折、マスメディアを騒がせることもあって、あまり、ポジティブな印象を持っていない人もいるか
もしれません。また、自分には関係ない言葉として、捉えている人も多いことでしょう。私は、人が
自分の幸せを考えるとき、それは、その人にとっての宗教の始まりだろうと考えています。 
さて、人はどのようなときに幸せを感じるのでしょうか。おいしいものを食べたとき、素晴らし

い景色を目の当たりにしたとき、ゲームに勝ったとき、目標に到達したとき…。私が思いつく幸せ
をいくつかあげてみましたが、たぶん、それらの多くは、皆さんも幸せを感じるものでしょう。し
かし、幸せの形こそ似ているものが多くあっても、では、幸せとは何ですか、と問われたとき、端
的にどのように答えたらいいのでしょうか。私は、かつて、幸せとは欲求が満たされた状態のこと
だ、と思っていました。 
少し前のこと、外部の宗教に関わる先生方とある研修会に参加しました。途中、１０人ほどの先

生方とグループワークを持つ時間がありました。ある先生が次のようなことを述べました。 
「自衛隊が新しく導入する戦闘機は、１機あたり１００億円をこえる価格であるといわれていま

す。戦争をするためにそんなお金を出すのなら、貧しい国々に学校や病院、道路や鉄道などのインフ
ラのために使ったら、より多くの人が幸せになる。」 
一つ一つの言葉は違いますが、だいたいこのような内容のことを述べました。このこと会話の中

に、私は、釈然としないことがありました。それは、貧しい国の人が全員不幸のような捉え方をし
ている、つまり、貧しい国の中には幸せがない、その考えが前提となっているということです。

クリスマスに。

実に、医者も学校も、大きなエネルギー源
のない世の中は、日本にもありました。たぶ
ん、江戸時代以前は、今の日本人から考えれ
ば、貧しい国だったのだろうと思います。し
かし、その時代に住む日本人は、皆、いつ
も、不幸だったわけではありません。それ
は、その頃のお話や随筆を読めば、あちらこ
ちらに幸せを見つけている人々を知ることが
できます。つまり、幸せはどのようなところ
にもあるのです（たぶん、不幸もどのような
世の中になってもあるのかもしれません）。
幸せには多くの形があり、いつでも、どこで
も、人はそれを見つけることができるに違い
ないということです。
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私は、若い頃、キリスト教の信者になりました。その頃は、若さ故の熱さと勢い、それと少しの周り
の古くさい人たちへの反抗心、…、そんな理由で洗礼を受けました。しかし、その頃の私は幸せなんて
言葉が口から出ることもありませんでした。また、幸せという言葉を敢えて意識したこともありません
でした。それから４０年以上になります。長く働いている学校という職場で、そして、家庭という憩い
の場で、全ての場所で、多くの幸せの一部を目の当たりにし、ときに自分も感じてきました。その多く
の場面では、いつも、自分以外の誰かがそこにいました。人と人との繋がりの中での幸せ、人の笑顔を
見て感じる幸せ、与える幸せ、…、若い頃は考えたことのない幸せがいつもどこかにありました。それ
は形によらない、場所や時間にもこだわらない、永遠へとつながるものだと感じたこともありました。
それが「愛」という言葉にも深く関係してくる、そんなことも考えました。イエスはそういう幸せや
「愛」の大切さを教えてくれたのだと思います。教義や儀式、それは、後の問題で、今、私は、イエス
と出会えて良かった、と思っています。 
もうすぐ、クリスマスです。クリスマスは与える幸せ、笑顔を見る幸せがいつもよりたくさん見るこ

とができる一日です。だから、私はクリスマスが大好きです。私の宗教や信仰って、そんなものです。ご
家族とすてきなクリスマスをお迎え下さい。 

▲ クリスマス委員会と有志の生徒たちが、放課後にイルミネーションの飾り付けをしてくれました。
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本校の新しいチャレンジをご紹介します。

聖光コラボ

静岡聖光 、コラボしてるってよ 
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『誰もいない夜の学校。教室に置き忘れた宿題を取りに、校舎へ一人の生徒が入った。 
　宿題を見つけ、校舎の外へ出ようとするが、野外へ出る扉が開かなくなってしまう。 
　戸惑いながら校舎を歩く生徒へ次々と恐怖が襲いかかる…。』 

　８月７日、本校の生徒有志がビデオアプリZOOMを使った肝試しのライブ配信に挑戦し
ました。当日は全国から約１６６人もの視聴者が集まり、画面上で恐怖体験をしていただ
きました。 
　 
　企画には中１～高２の１５人が参加し、６月から準備が始まりました。学校自体もまだ
分散登校をしていたため、なかなか集まることができない中、ZOOMやチャットツールで
あるSlackを用いて話し合いを進めました。 

　ストーリーや驚かせ方は全て生徒の発案でした。カメラの角度や、動き回る主人公の立
ち位置を研究し「どうやったら画面の向こうへ怖さが伝わるか」を追求しました。何度も
練習をしていくうちに、「扉を開ける音がZOOMでは伝わりにくい」という問題点に気づ
くと「事前に音を別撮りして合わせよう」といった解決策も生徒から出されました。

　配信終了後、「とても怖かったです！」
と多くのコメントをもらい、大成功で終わ
ることができました。「ライブ配信とは思
えない！」「事前に動画を撮ったので
は？」と言われるほどクオリティが高いも
のとなりました。 

　オンラインではリアルと違う制約が多く
ありますが、その中でも生徒たちが主体的
に活動できる可能性を感じる素晴らしい企
画となりました。 
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　この企画が始まったきっかけは、京都大学の塩瀬隆之准教授より「オンライン肝試
し」について提案をいただいたことでした。 

　全国の大学でも多くが生徒が登校することができず、オンラインでの授業が実施され
たそうです。しかし、リアルの授業と勝手が違うオンライン授業に多くの先生方が難し
さを感じられいたそうです。 
　 
　そんな中、塩瀬先生は「オンライン授業がうまくいかないのは、オンライン上で楽し
む経験が不足しているため」と考えられ、その仮定を証明すべく、本企画を本校に提案
してくださったのでした。本校生徒は初対面の京都大学の生徒からもアドバイスをいた
だき自分たちの目標に近づくことができました。 
　 
　配信後、塩瀬先生はこの企画について論文を書いてくださいました。「初対面であっ
ても、テーマがプレイフルであり、かつ明瞭な役割分担の下に適切な制作過程が共同で
きれば、その過程そのものがチームビルディングに寄与するものと考えられる」とまと
めていただき、オンラインを用いた校内活動へ非常に希望がもてる結果となりました。 

　塩瀬先生はじめ、京都大学の学生の皆様、本当にありがとうございました！ 

オンライン肝試しの動画はこちら！ 
https://www.youtube.com/watch?v=PXU2skT2jpE 

https://www.youtube.com/watch?v=PXU2skT2jpE
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F×ED PROJECT始動！ 
食と循環をテーマに実社会と学校を結ぶ新しい学びのカタチ
～食・料理から得る学びから実社会での生産・販売活動まで～

FOOD × EDUCATION 
　本校ではコロナ禍によって再度問われている「学校での生徒の学びの在り方」につい
て検討を続けています。そんな中、生活に欠かせない食・料理を軸に生きた学びを普段
の授業から実社会に至るまで生徒に届けられないかという想いで、食と教育の新たな生
きた学びを創造する「F×ed(フェッド)プロジェクト」を始動しました。
　本プロジェクトにあたり、企画段階からクックパッドさんの全面的な協力を得て共同
で進めています。また「活きた」課題解決を実現するために、実社会の最前線で活躍さ
れる５名の講師をお迎えした起業塾や、クックパットさんから投資して頂いた資金を元
手に食品開発を行い、店頭での商品販売と利潤の追求までを行います。
　『食・料理×教育を通して、人・社会・世界が変わること』をビジョンとして、今回は、
食と(経済的・環境的・社会的）循環をテーマに、学校での学びから子どもたち自ら主
体的に実社会で活躍できるようになることを目指します。

◉プロジェクトロゴ作成 
　F×edプロジェクトのロゴを生徒から募
集したところ、90件近い作品が集まりま
した。その中から、生徒と教員の投票に
よって、高１生の小野洋敏くんの作品が
選ばれました。今後はクックパッドのデ
ザイナーさんと小野くんとで打ち合わせ
をしてもらい、ブラッシュアップと完成
を目指します。
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◉食の授業実践 
　「美味しいかたちとは何か」（中学数学）、「大正時代のレ
シピ調べ」（高校社会）　など多くの教科で食を取り入れた授業
を行いました。中学英語では「もったいないキッチン」を鑑賞
し、食べ物に関わる問題とその解決策をプレゼンしました。この
プレゼンを英語訳し、オーストリア人の映画監督さんに送る予定
です。また、プレゼンにはクックパッドさんからも2名参加して
いただき、生徒の発表をフィードバックしていただきました。

◉企業塾 
　シリコンバレー在住の新聞社の方、マーケットイノベーター、
元PR戦略担当者などの素晴らしい講師の方に来ていただき、オ
ンラインやリアルで生徒へワークショップをしていただきまし
た。「ビジョンはどうやったら持てるのか。」「会社のお金は
どう使うのか。」「人気SNSをつくにはどうしたらいいか。」
など実社会でのリアルな経験を伝授していただきました。

◉商品開発&販売活動 
　１２月に希望者を募り、商品開発企画がスタートしま
した。ただ、誰でも参加できるのではなく、説明会に参
加しクックパッドの社員さんとの面接を行った上で、選
抜された生徒のみが参加できます。先日行われた説明会
や面接はまさに就職活動そのものでした。今後は選抜生
徒たちが「食べ物を売る」ことを本気で考えていきます。
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「学びの自走化を実現しよう！」 
　７月。本校教員が株式会社リバネスさんとタッグを組み、より深い学びができるコラボ
授業の計画がスタートしました。本物の研究者さん、最先端の情報を本校生徒に体感して
もらいました。 

　株式会社リバネスさんは研究者が多く集まる企業であり、新規事業や人材育成などを行
なっている会社です。その高い研究スキルを活かして、全国の学校で実験教室や探求活動
も多く行っています。今回は、その専門性から多くのアドバイスをいただき、生徒たちが
「本物に触れる」機会を手助けしていただきました。 

　またこの授業は、文科省の目指す「資質・能力の３つの柱」も意識して行われました。 
生徒が自走して学ぶことができるようになるために、生徒の「感情」を揺さぶり、学びの
原動力にすることを考えました。生徒の感情が出やすくするようなテーマ・機会を設定
し、体験・学習・創造を繰り返すことで、生徒が主体的・対話的になる学びの自走化を目
指しました。
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水中ドローン作成し、 
　海の可能性を知ろう！ 
　現在の海洋探査で使われている水中ドローン
を作成し、その動きを体験します。その後、実
際に海の謎を解明したり、海洋開発にチャレン
ジしている研究者さんの話を聞き、自分たちが
海にできることを考え発表をします。 
対象：希望者

食を豊かにする 
　　微生物の力とは！？ 
　食べ物に関わっている微生物の力について、
生徒は研究員となり研究をしていきます。最終
的に独自のテーマを立ち上げて、誰も知らない
食と微生物の関係を探求していきます。 
対象：希望者

人類が直面する 
タンパク源不足とは！？ 
　現在注目されている人工培養肉の研究所をオ
ンラインで見せていただき、タンパク源不足が
起きる背景と人工培養肉のメリット・デメリッ
トを生徒同士で話し会いました。最終的に、学
んだことを作品にしてもらい発表会を行いまし
た。代表生徒はラジオ出演もし、学んだことを
社会へ発信しました。対象：中１生
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　クイズを活用した教育
活動

2020 

静岡クイズ王座

決定戦  新人王

   かわむら　　　      た
くや 

川村　拓也先生に聞く

　　まだ暑さが厳しかった9月17日，中学二年生全員でクイズ大会を行いました。 
   クイズの問題は夏休み前までに習った5教科の知識と，夏休み周辺に話題になった時事から約100問を作成し，オーソドックスな早押しクイ
ズだけでなく様々な種類のクイズを用意しました。応援に徹した生徒，ボランティアとして運営に携わってくれた生徒らも含め学年全体で大い
に盛り上がるイベントとなりました。 
     
     今この記事を書いている川村はこの一年半ほど趣味でクイズをしています。休学中，かつ中退まで決めていた静岡大学でクイズ研究会を立ち
上げてしまうぐらいにはクイズを愛しています。(今回の問題作成はその静大のクイズサークルのメンバーにも手伝ってもらいました。)しか
し，今回中学二年生全体でクイズ大会を開催したのは自分の趣味をみんなと共有したかったから(だけ)ではなく，クイズには高い教育的価値が
あると考えているからです。 

     「クイズの価値」 

     クイズは知識を競い合う競技で，大会と名の付くものであれば大抵の場合「対戦相手」「出題者」「観客」といった他者が多くいます。
「知っていればマル」「知らなければバツ」というあまりにも明快な「評価」を多くの他者の目の前で下されることになります。思春期の男子
達にはなかなかハードルの高い遊びかもしれません。最近テレビやYouTube等で活躍しているQuizKnockのCEO伊沢拓司さんはそういった意
味で「クイズには暴力性がある」と言います。 

　早押しボタンを押す(あるいは答えを書いたボードを掲げる)という行為は，自分の知識を信じ，勇気を振り絞って初めて可能になる行為で
す。そこに勇気など必要とせず「わかった！」という気持ちのままにボタンを押すことのできる生徒もいますが，そういった生徒は(間違えて
も心が折れることはないという)高い自己肯定感や大きな自信をすでに持てている生徒といえるでしょう。素晴らしいことです。 
　しかしそれ以上に，ボタンを押すのに大変な勇気を要する生徒がそれでも勇気を振り絞ってボタンを押し，正解のベルの音を聞いた時，そこ
で得る自信の大きさは計り知れません。また，不正解のブザーの音を聞いたとしても，チームメイトはボタンを押した勇気を讃え「ドンマイ！
ドンマイ！」と声をかけてくれます。間違えても案外平気なものだと知ることは正解することよりも遥かに価値があるでしょう。 

　クイズは「一つの答えが決まっている」「知識をひけらかす事で他者より上に立とうとする」という点に焦点を当てれば本校の教育理念・教
育実践とは馴染みづらい部分もあります。しかし，クイズを通して「こいつこんな知識あるんだ」「この分野に俺より詳しいやついるのか！」
「よくそこでボタン押す勇気あるなぁ！」といった周囲の人間に対する再発見があります。そしてクイズを通して出会ったどんな知識もその分
野への更なる探求の入り口となります。 
　現代は何でも検索できてしまう時代，これまでの「知識偏重」が見直される時代，時に「知識不要」とまで言われる時代です。しかし，生き
る上で必ずしも必要ではないことを学ぶことは地球上で人間にのみ許された特別な贅沢です。自分もクイズを通して人間が根源的に持つ「知識
を得る喜び」「知への探求心」を強く抱くようになりました。
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「クイズ文化」 
　中学二年生にはもはや早押しボタンやクイズという遊びそのものが目新しいものとは思われないぐらいにはクイズ文化が醸成されたと思いま
す。その表れとして，アニメが大好きな生徒がアニメに関するクイズを大量に作ってきて，休み時間や放課後にアニメ好きの生徒を集めてクイ
ズ大会を主体的に開いています。主催した生徒はアニメが好きな同級生が予想以上に沢山いたこと，自分が見ていないタイプのアニメにもコア
なファンがいることに気付き，様々なアニメを鑑賞したり語り合ったりする「アニメ研究会」を立ち上げてもっと多くの人と色々なアニメを楽
しみたいという気持ちを形にしつつあります。まさにクイズが周囲の人間に対する再発見となり，更なる探求の入り口になった良い例といえる
でしょう。 

「最後に」 
　中学生・高校生は好きなもの・興味のあるものがどんどん分かれていきます。教室では時に他人の知識に対して「そんなこと知らねーよ」と
いった声も聞こえてきます。趣味の話だけでなく，授業で習った知識に対してまで「知らね～」と得意げに言う生徒もいます。そのまるで知ら
ない者の方が偉いかのような物言いが少し気になります。どんな知識であれ，学んで身につけた者が学んでいない者に馬鹿にされるということ
はあってはいけないと思います。 
　全ての先生や生徒にクイズを好きになってほしいとまでは思いませんが，「人の知識を正当に評価する」そして「知識を得ること自体を面白
がる」というクイズプレイヤーにとっての常識を静岡聖光学院全体に文化として浸透させていけたらと思っています。 

    

中２クイズ大会
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4th Headmaster Award

　Headmaster Awardとは・・・「Man for Others」に基づく生徒の行いを
表彰し、大会優勝と同等に褒め称えられる賞です。 
　今回は、冬休み前の全校集会にて表彰されました３件をご紹介します。 

①　公共バスにて、荷物をたくさん持たれた方への手助け 
　　　中学３年　小長谷武くん　　　高校３年　山田武くん 

②　小鹿マムにて、雨に濡れてしまっていた足が不自由なご老人への手助け 
　　　高校３年　青柳昇くん　　　　　高校３年　松永風雲太くん　 
　　　高校３年　田島廸旦くん　　　　高校３年　矢野健太郎くん 

③　中３学力向上プロジェクトの立ち上げ、運営 
　　　中学３年　有志生徒１８名 

　①②は外部の方より学校へメールをいただいたことでわかりました。 
校外でのMan for Othersな行動を素晴らしく思います。 

　③は放課後の勉強会や夜のZOOM学習会を運営しているメンバーです。 
この冬休みには、勉強だけではなく親睦をはかるイベントを企画してくれていま
す。まだまだ改善点はありますが、今後の活動への気体を込めて、授与します。
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・中学バスケットボール部 
　新人戦予選リーグ(10/3,10/10) 
　　本校６０ー１２由比 
　　本校１０ー５６清水第二 
　　本校　７ー８０静岡大成 
　　リーグ３位予選敗退　　 

　中部選手権大会(11/15) 
　　本校５３－３４岡部　 
　　本校１７ー１５８静岡城南　　 

・高校剣道部 
　10/11   静岡市民大会　個人　常葉幸太朗ベスト8 
　11/1     新人戦中部地区　団体　二回戦敗退 
　　　　本校　４ー１　相良 
　　　　本校　０ー５　駿河総合 
　11/8     新人戦中部地区　個人　二回戦敗退 

・中学剣道部 
　9/22    葵杯争奪剣道大会　団体　ベスト8 
　10/11   静岡市民大会　個人　梅津巧ベスト32 
　10/25   新人戦静岡地区　団体　予選敗退 
　　　　本校　０ー５　豊田中　　　本校　０ー４　静岡付属 
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１２

・中学ラグビー部 
　9/13　静岡県内交流会へ参加　草薙グラウンド　 
　10/4　７人制ラグビー静岡県内交流会へ参加　遠州灘グラウンド　 
　対戦チーム：ヤマハRS、静岡RS合同、清水RS合同、清水南中学校

・高校テニス部 
中部新人戦シングルス(8/11)　　　中部ＳＴＴダブルス(8/12) 
青野優大９位　　　　　　　　　 青野・岡部９位 

中部新人戦団体戦(9/5)　　　　　中部新人戦ダブルス(11/22) 
４位　　　　　　　　　　　　　青野・岡部６位 

・中学テニス部 
令和2年度　静岡県中学校テニス連盟新人テニス大会 
（10/11,24）シングルス中部地区大会　 
7位　中1A　横沢悠斗　 

（11/7）団体戦静岡県大会　 
1回戦　対星陵中 2-1（勝利）　　2回戦　対浜松西 0-2（敗退）



１２

・人文科学部文芸班　 
　本校の文芸部の顧問となり8年を迎えました。退職された先生から引き継いだ
文芸雑誌「あくがれいづる」ですが、今年も何とか発行することができました。

３９号になります。内容は「本の紹介」と『古事記』についてです。少ない部員

ですが、生徒はそれぞれ自分の言葉で書いてくれました。今年は頓に、コロナ禍

に於いて、本を読む機会が多かったと思います。 

本来、今年の３月の春休みに奈良へ文学旅行を企画していましたが、中止となり

ました。文芸部として文学旅行に行きたい気持ちに変わりはありません。読書ほ

ど主体的な行為はないと思っております。読書を通すことで己を知る、それは古

今東西変わらぬものだと思います。 

・静聖鉄道模型クラブ 
第12回全国鉄道模型大会に参加致しました。 
　例年、東京ビックサイトにて開催されている大会ですが、今年度は参加校の全て
がオンライン参加でした。出場校は105校、静岡の参加校は本校のみでした。当日は

完成したものを会場に送り、それに対して、工夫した点や見所等のプレゼンテーショ

ンを行いました。他の学校のクオリティーの高さ、細部まで表現された技術には圧

倒されました。本校は結果として「ベストファンタジー賞」「努力賞」をいただきま

した。鉄道模型に対する想いと奮闘ぶりが伝わった結果だと思います。会場主催者の

言葉の中に、鉄道模型・ジオラマ作りは「ＳＴＥＡＭ」教育と深い関係があります

という言葉がありました。Ｓcience（科学）、Ｔechnology（技術）、Engineering

（工学）、Ａrt（芸術）、Mathematics（数学）、鉄道模型の代表的な規格「Ｎゲー

ジ」は本物の世界の１５０分の１の世界です。その世界を表現する上でのコンセプ

ト、自然界と人工物の観察、車両の速さを決める上での電流、電圧の問題、細部ま

で表現するに必要不可欠な材料と工具、確かに「ＳＴＥＡＭ」教育と大いに関連性

があります。この大会参加が一過性のものではなく、まだまだ本校には「鉄道模型」

を趣味として、詳しい生徒が数多くいると思います。来年度は夏に開催されます。昨

年以上のものができるように今から準備をしていきたいと思っています。



１２

・美術部 
令和2年度　静岡県高等学校総合文化祭（美術・工芸部門） 
静岡県高等学校美術・工芸展　第36回中部展　入選 
絵画　‘American Stunt’          

高1  奥津 秀斗 
　ワイルドスピードやニードフォースピードなど、カーアクション系の映画を見て
きました。自分が思い浮かべるカースタントというものを絵にしてみたらどうなる
のかと思い、作品を創作しました。イエローのアメ車が爆破と共に、崩れた道路か
ら飛んでいるところを表現しました。 

・個人表彰 
　　第１１回　いっしょに読もう！新聞コンクール 
　　　奨励賞　高校１年　大石　勇成 

　　静岡県高等学校ボクシング競技 
　　　新人体育大会　ライト級　 
　　　優勝　高校２年　柴田　玲央
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