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はじめに

母校が2014年に100周年を迎えた。校訓は「大

平凡主義」である。大正３年、初代校長・瀧澤又

一先生が当時の修身の授業で「平凡主義で世の中

を渡るよう」と教えられたことに端を発してい

る。大正デモクラシーから時間の経過とともに

「大」の字が付せられていたり、人により解釈が

変わってきてはいるが、決定的な統一された解釈

はない。人口に膾炙される代表的なものを提示す

ると「中道を重んじ突出した行動をしない」「当

たり前のことをすべて当たり前にできる人とな

れ」である。

校訓・校是は大平凡主義。大平凡主義は、初代

校長・瀧澤又市が、当時の修身の授業で「人をか

き分けて 生きてゆくようなことをしてはならな
い。偉大な平凡主義で世の中を渡っていきなさ

い。」と教えたことに始まり、後に「偉大な平凡

主義」から「大平凡主義」と言われるようになっ

た。その意味するところを、

１．中道を重んじ極端・突出した行動をしない。

２．当たり前のことを当たり前にできることを目

指す

などと表現したが、名誉や地位などばかり利己的

に求めずに市井の偉人となって世の中のために尽

くしましょうという考えかたである。

瀧澤は「人間はあるがままに伸びよ」という

教育理念に基づいて、「平凡主義」を説いた。本

校以前に瀧澤が校長を務めた福井県立大野中学

校（現・福井県立大野高等学校）の思い出を語る

中で、「自分は此亀山に登って、先ず今後の教育

指導の大方針を練って見た。此閑寂な田舎町、伝

統的旧習の多い事であろう其良習美俗は飽くまで

維持し助長すると同時に、最新の帝都文化の美点

長所を移植して見やう。即ち剛健質実、勤倹力行

の輪郭に最も進歩的な積極的な文化の程度と施設

とを与ふる事にしやう。又狭い所だけに感化力刺

激性は偉大であるから、一挙手一投足も粗末にせ

ず、勉めて人格の涵養、品性の陶冶に主力を注ぐ

事に致さう。秀才教育よりも偉大な平凡主義を採

らう等々、種々なる指導精神が浮んで来た。……

自分が烏滸がましくも、偉大な平凡主義を考察し

始めてから一年程たった或日、福井新聞の投書欄

に次のような学校短評が出た。「福井中学生は悧

巧だ、武生中学生は乱暴だ、大野中学生はウスノ

ロだ」と云うのであった。「自分は此ウスノロを

頗る興味ある事に感じ、又平凡主義を発表するに

絶好の機会と思ひ、右の投書を切っかけに全校生

を集めて我が平凡主義を大に説明し大に強調した

次第であった。爾来校外にて講演を頼まるる場合

には、ウスノロジー主義と云ふ演題を掲げて平凡

主義や大器晩成論、鈍重成功談などを振り廻す様

になり、目から鼻に脱けると云ふ横浜に来てから

も、大都市青年の軽佻浮薄、才走った小悧口さ、
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度胸と意欲とに缺けた点を警醒するため、折々此

ウスノロジー主義を宣伝した事もあった。」と述

べている。

自由と個性を尊重

翠嵐は、自由と個性の尊重を教育方針としてお

り、校風もこれに倣う。この校風と上に示された

校訓・校是は、一見矛盾するが、いずれも確かに

翠嵐および翠嵐生に当てはまる。

私の入学式の時の校長、河鰭源治先生の話をよ

く覚えている。４月にしてはひどく寒い体育館で

「平凡」の偉大さについて、「積み木を重ねるよう

に、毎日コツコツと大切にいきてもらいたい」と

得々と話された。縁あって母校の野球部監督を４

年間務めた時に、理念の「平凡」の「積み上げ」

が時として非凡な大きな成果をもたらすことを選

手とともに知ることになる。

愛甲猛擁する横浜高校（渡邊元智監督）が全国

制覇した、昭和55年の公式戦：横浜市市長杯２回

戦（１回戦は横浜隼人にコールド勝ち・佐久間

毅満塁本塁打）で、県立高校である本校が勝利し

たのである。

当時、選手やOB、保護者、学校の理解にも恵
まれ、夏の甲子園の予選・神奈川大会でも籤運次

第では上位進出もと思われていた。その年の甲子

園の夏の大会の予選、名将香椎瑞穂監督率いる日

大藤沢高校に緒戦では１点差で惜敗はしたもの

の、「翠嵐、日藤に肉薄」「泣くな翠嵐」と報道し

日本大学の名将香椎瑞穂は「横浜高校に勝ったの

も頷ける」「実力がある。横浜高校の金星もフロッ

クではない」というコメントを残した。試合後香

椎瑞穂監督から握手を求められた。余りにも謙虚

な名将に思わず落涙。各マスメディアは大きく報

道した。緒戦で敗退するには惜しい、力のある大

型のチームだった。

横浜翠嵐高校は文武両道の公立高校の強豪と評

価され、あれから40年の歳月が流れた。当時のナ

インは全国に、海外に、それぞれの分野で活躍し

ている。１年に１回だけだが当時のナインと横浜

で会うことにしている。みんな腹の出具合が気に

なり、仕事も忙しく、子育てにも大変な毎日だが、

今も「平凡」の偉大さを知り、当時鍛えた体力と

精神力の「お釣り」で今を乗り切っている感じで

ある。

私はたいした監督になれなかったが、素晴らし

い選手たちに恵まれた。毎日の「平凡」の積み上

げが、いつかその人の「非凡」な才能を開花させ

ることを信じ、この球史に残る試合を子どもたち

や後輩たちに語り継ごうと思っている。

グラヴを忘れたエース

～校訓「大平凡主義」と高校球児たちの成長～

その日、横浜の空は雲ひとつない皐月晴れで

あった。脇達朗は横浜翠嵐高校の宿直代行員のア

ルバイトを終え、小川教頭に鍵と業務日誌を渡

し、教員の年次有給休暇の連絡を済ませた。教頭

から「今日は試合ですね。頑張ってください。」

と激励を受け、横浜駅に向かった。今日は横浜高

校野球部との公式戦（横浜市長杯２回戦）という

こともあり、横浜翠嵐高校野球部の監督でもある

脇は多少緊張気味で生徒と約束した集合場所に急

いだ。横浜駅のミルクスタンド前で生徒と合流し

た脇とナインは京浜急行に揺られながら、横浜高

校に向かった。金曜日だが車内はオフピークであ

りガラガラであった。横浜高校に着くときびきび

とした横浜高校の１年生が着替えの教室に案内し

てくれた。着替え始めるとナインは金曜日なの

で、翠嵐高校を出発する時、クラスメイトから激

励を受けて来た話をし始めた。「窓から鮫島あ頑

張れよお」と大きな声が聞こえてきたそうだ。

ご存じの通り横浜高校は渡邊元智監督率いる全

国でも屈指の高校野球の名門校である。愛甲猛

（ロッテ・中日）擁する横浜高校は新チーム以来

無敗であり、春の関東大会で優勝を果たし凱旋し

て、この日は久しぶりの公式戦であった。教室で

着替えている間、センターの小野和伸が「愛甲に

― 82 ―

06研究活動報告-脇 達朗様（翠嵐）CS5.indd   82 15/03/19   3:13



神奈川県立横浜翠嵐高校野球部・グラヴを忘れたエース－校訓「大平凡主義」と「高校球児たち」の成長－

サインをもらったらまずいかなあ」と冗談をとば

し、ナインの気分をほぐしていた。

着替えを済ましグランドに出ようとする脇を

ピッチャーの松本良孝が呼びとめた。「監督さん、

すみません、グラヴを忘れてしまいました。」「仕

方がないなあ。渡邊元智監督にお願いして、グラ

ヴを貸してもらおう」そんな話をしながら、グラ

ンドに出ると横浜高校ナインがトンボでグランド

を整備していた。松本良孝を連れて、渡邊監督に

挨拶に行った。「よろしくお願いします。申し訳

ありませんが、左利きのグラヴを貸していただけ

ないでしょうか」そう切り出した脇に渡邊元智監

督は「そうですか。貸しましょう」と背番号17の

長身の選手を１塁側ダッグアウトに呼んだ。松本

は御礼を済ませると、すぐにグラヴに指を通し

た。ローリングスの手入れの行き届いた茶色のグ

ラヴだった。「グラヴを忘れるようじゃ、どうし

ようもないな」と主将の室伏正俊は呆れていた。

新チーム以来、個性溢れる選手を束ねる室伏の苦

労を脇と捕手の高橋誠は知っていた。坊主頭の室

伏の白髪が増えてきたのである。松本は「そんな

ことはないですよ。横浜高校のツキをもらったよ

うなものですよ」と言い返し、グラヴの中心をパ

ンパンと叩いた。

横浜高校　渡邊元智監督

３塁側のダッグアウトに入ると、選手はウオー

ムアップの準備をしながら、横浜高校のベンチを

見た。愛甲猛がいる、安西健二（巨人軍）がいる、

片平保彦（大洋・横浜）がいる、そうそうたるメ

ンバーだ。ブルペンでは川戸浩（日産自動車）が

投げている。今日の先発は川戸浩だろうと、誰も

がそう思った。

ウオームアップを済ませて、ベンチに帰ってき

た翠嵐ナインはアンダーシャツを着替えながら、

横浜高校のシートノックに息を呑んだ。正確な

ボール回しが延々と続き、渡邊監督のノックのう

まさにただ茫然として見ていた。その中で松本良

孝だけは高橋誠相手ににこにこしながらダッグア

ウト前でキャッチボールを続けていた。これから

起こる快挙を予感させるリラックスさであった。

主将の室伏正俊がジャンケンで勝って後攻を

とった。「後攻か、やだなあ、サードに凄い打球

が飛んできそうだ」三塁手の鮫島正洋が緊張して

いた。鮫島は横浜高校との試合を内心、楽しみに

していた。

試合が始まった。「集合っ」田中美一主審の掛

け声とともにホームを挟んで整列した。横浜高校

の選手のからだの大きいこと大きいこと。比較す

ると翠嵐ナインは一回り小さかった。挨拶が終わ

り、後攻の翠嵐ナインは元気よく守備位置に散っ

た。ネット裏から横浜高校ファンから大きな拍手

が起きた。

レフトの佐久間毅がセンターの小野和伸とライ

トの木下正明に声を掛けた。センターからホーム

方向に強い風が吹いていた。この風が翠嵐に味方

した。

【横浜高校１回表】好調な滑り出し

１番バッターの安西健二（巨人）が打席に入っ

た。独特の雰囲気を持った選手だ。松本はニコニ

コしている。初球はストレート。外角の高めに伸

びのある球だった。バックネット裏の横浜高校

ファンは「おお」という歓声をあげた。

安西は初球に反応している。「今日の松本はい

いぞ」と脇は思った。安西は粘りに粘って松本に

７球投げさせた。８球目、松本はプレートの右側
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からクイックでサイドから投げた。安西は振り遅

れた。打球は風に押し戻され、センターの小野が

１，２歩前進して捕った。松本はショートの相沢

卓司から「今日は球がきているよ」と声を掛けら

れ、頷いてボールを受け取った。横浜のベンチか

ら指示がすぐ出た。「高めに手を出すな」。２番の

宍倉俊足巧打・バントの名手。その指示通りに、

宍倉は高めのボールに反応せず、四球を選んだ。

３番の愛甲猛が打席に入った。風格さえある。

「これが愛甲猛か」ナインは緊張した。京浜急行

の中で松本は捕手の高橋から、愛甲には「タイミ

ング」を外すようにアドバイスを受けていたのを

思いだした。愛甲は２球目をフルスウィングし

た。その瞬間、捕手の高橋は「もっていかれたあ」

と思い打球に目をやった。打球は向かい風にどん

どん押し戻され、ライトの木下は、その風に押し

戻された打球を拝み取りした。２死。４番は背番

号15を付けた吉岡だった。１塁ランナーの宍倉が

打席の高橋に声を掛けた。「自信を持って行け」。

しかし、松本の方が一枚上手であった。振り遅れ

てセカンドゴロ。北山泰宏がガッチリ捕って１塁

の室伏へ。スリーアウト。守備についていたナイ

ンが全力疾走でベンチに帰ってきた。一様にみん

なホッとした表情であった。

【翠嵐１回裏】これが川戸浩か

１番の相沢卓司が打席に入った。リストが強い

攻守走３拍子揃ったトップバッターだ。先発の川

戸浩は左腕投手。サイドから投げている。愛甲猛

の影に隠れているが他チームならばエースであろ

う。春の関東大会の優勝で川戸は自信をつけてい

た。相沢は川戸に９球投げさせ、よく選んで四球。

ランナーに出た。２番の鮫島は３球目を送りバン

ト。３番の松本は止めたバットにボールが当た

り、サードゴロ。２死２塁。４番の小野に任せた。

川戸は小野には変化球攻め。１ボール２ストライ

クと追い込まれて空振り三振。「ああー緊張した」

小野はそう一言、言い残してセンターの守備位置

に走った。

【横浜高校２回表】横浜高校ベンチの指示

５番の片平保彦が打席に入った。いつもは４番

を打つ。３球目を打った打球はあわやセンター前

へ抜ける当たりだった。それを相沢卓司が好捕。

矢のような送球で一塁に刺した。「ナイスプレー」

ベンチから相沢に声がかかった。松本良孝が相沢

卓司にピョコンとお辞儀をした。６番は牧田圭一

郎。横浜ベンチから指示が出る。「ベースよりに

立て」。牧田はベースにかなりかぶさって打席に

入った。松本は内角を攻めきれず死球。７番沼沢

もベースの近くに立った。松本はプレートの一塁

よりを踏んで、クロスで投げてきた。沼沢はまっ

たくタイミングが合わずセカンドゴロ。８番川戸

浩は初球を引っ張ってセカンドゴロ。北山泰宏が

丁寧にさばいて３死。

【翠嵐２回裏】キャッチボール

５番佐久間毅が打席に入った。佐久間は最近調

子を上げてきている。横浜隼人戦では満塁本塁打

を打っている。川戸浩はこの回からインターバル

を殆んどとらずに投げ始めた。渡邊監督の指示だ

ろう。「それでいいんだ」と大きな声が聞こえた。

打者には狙い球を絞るゆとりがない。ポンポン投

げてくる。佐久間はピッチャーゴロ。脇は木下に

「自分のペースで打て」と指示を出した。木下は

バットの芯に当たれば飛距離はチーム一だ。しか

し、木下は当てにいってしまい、ショートゴロ。

７番高橋は外角球に泳がされてしまい空振りの三

振。
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【横浜高校３回表】絶体絶命のピンチ・無死満塁

９番は左打者の足立。やはりベースにかぶさっ

ている。松本は投げにくそうだ。四球でランナー

に出した。１番にかえって安西健二。ベースにか

ぶさって左肩を突きだすように死球でランナーに

でた。足立、安西とも避けておらず死球ではな

い。脇は「避けていないじゃないか」と伝令に吉

沢俊明を出して田中美一主審に抗議したが無駄で

あった。無死１塁２塁。四死球で崩れるのがいつ

もの松本のパターンだ。ここは100％送りバント

だろう。高橋は「バントだ」と内野に指示をだし

た。１塁の室伏と３塁の鮫島がダッシュを繰り返

す。２番宍倉はバントの名手。２球目を３塁前に

バントした。サード鮫島がダッシュよく捕り、１

塁ベースカバーの北山に投げた。鮫島の送球はセ

カンド寄りにそれて、北山泰宏の足が僅かにはな

れた。「セーフ！」。無死満塁。打者は愛甲猛。脇

はこの試合は僅差になると思い、内野を前進さ

せ、バックホーム体制で臨んだ。同学年の北山が

松本に「悪かったな。すまん」と声を掛けた。松

本は「気にするな。打たせるよ」と返事をした。

愛甲猛は打ち気まんまんだった。松本がなげた４

球すべてに反応していた。この反応を見て捕手の

高橋は打ち損じを期待して、松本にサインをだし

た。５球目にクイックで左アンダースローから緩

いカーブを投げた。「よしっ！」高橋は声を出し

た。愛甲は巻き込むように体をたたんでフルスィ

ングした。「しめたっ！」地を這うような強い打

球がセカンドの北山の正面に飛んだ。北山は落ち

着いていた。腰を落としてガッチリ捕って、バッ

クホーム。捕手高橋はしっかりと送球をつかん

だ。１死。だがまだ満塁だ。４番吉岡。前回は

カーブにぜんぜんタイミングが合っていなかっ

た。脇は内野を定位置に戻した。捕手高橋は風が

気になる。「風に注意。ポテンヒットを警戒しろ」

外野はやや前進守備に変えた。打者吉岡は初球か

ら打ってきた。ふらふらとセンターに飛んだ飛球

は風に押し戻され、ショート相沢卓司が好捕。２

死になった。５番片平保彦。捕手高橋誠がこの試

合初めてタイムをとった。高橋は内外野の足が止

まっていることを指摘し、足を動かせと指示を出

した。５番片平に松本はタイミングを巧みに外し

てセンタ̶フライに切ってとった。横浜高校相手

に無死満塁を失点なしで切り抜けた自信は大き

かった。この回のポイントは何と言っても北山の

バックホームであろう。ナインは全力疾走でベン

チに戻ってきた。

【翠嵐・３回裏】「翠嵐先制」

無死満塁のピンチを切り抜けて、帰ってきたナ

インの表情は明るかった。只一人捕手の高橋誠

は「３回で１試合分の疲れだ」と呟いた。苦難

のリードというところか。円陣で主将の室伏が、

「好投を続ける松本に先制点をあげようじゃない

か」とナインにハッパをかけた。８番北山からの

攻撃。北山には普段から若いカウントから打って

行けと言ってある。２球目を打ってセンターに抜

けようという当たりだった。セカンドの安西は難

なくさばいた。さすがに安西だと唸らせるポジ

ショニングだった。９番室伏の打席。横浜市長杯

の１回戦の横浜隼人戦では勝負強さを発揮してい

たが、４球目を引っ掛けてピッチャーゴロであっ

た。室伏は打席に入る１番の相沢卓司に「頼むぞ」

と声を掛けた。相沢はリストをきかせたバッティ

ングが持ち味のリードオフマン。打球の速さは

チームでも一番だ。川戸浩は外角でストライクを

２つとった。相沢は外角に反応している。４球目

の外角のストレートをセンター前に弾き返した。

野球部監督時代
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鋭いライナーだった。「ナイスバッティング」ベ

ンチから声が掛かった。２番鮫島正洋は初回に正

確な犠牲バントを落ち着いて決めている。川戸は

ランナーの相沢を気にしている。３回牽制球を投

げた。鮫島には投げにくそうだ。２ボールの後、

外角のストレートをセンター前に弾き返した。２

死ランナー１塁２塁とチャンスが広がった。３番

松本が打席に向かう。緊張感を楽しむかのように

ニコニコしている。川戸は初球カーブを投げた。

松本は外角球をきれいに合わせてレフト前に運ん

だ。相沢はスタートよく３塁を回りホームイン。

先取点は翠嵐がとった。

捕手の片平保彦がさかんに横浜高校ベンチの渡

邊元智監督を見ている。川戸浩の調子が悪いとみ

ているのだろう。集中力を欠いていた。脇は初球、

鮫島に３盗を指示した。だが鮫島はスタートを切

らなかった。打席は４番の小野和伸。パンチ力

がある勝負強いバッターだが、川戸にはタイミン

グが合っていない。３球目を、当てただけのピッ

チャーゴロだった。スリーアウト。鮫島はベンチ

に帰るなり、「監督、スタートが切れませんでし

た。すみません」と声を掛けた。「ドンマイ、ド

ンマイ、切り替えろ」と脇は答えた。先制点をとっ

たナインは全力疾走で守備位置に散っていった。

【横浜高校４回表】高橋誠捕手苦心のリード

打順は下位打線だった。６番遊撃手牧田圭一郎。

ベース寄りに立っている。松本はクイックで投げ

ている。牧田はタイミングが合っていない。３球

目を思い切り引っ張ってショートゴロ。相沢が軽

快にさばいて１死。７番ライト沼沢。２球目を打っ

てショートゴロ。難しい当たりを、相沢が難なく

さばいて２死。８番ピッチャー川戸浩。粘ったが

平凡なライトフライ。木下が捕って３死チェンジ。

下位打線だが三者凡退だった。高橋誠が「松本、

ボールがきているぞ」と松本に伝えると「リード

がいいんですよ」と返した。高橋はすでに２順目

の５回からの松本の配球を考えていた。

【翠嵐４回裏】：翠嵐追加点

打順は５番佐久間毅。「打ってくる」と室伏に

言い残して美津濃の金属バットを選んで打席に向

かった。前回の横浜隼人戦では打った瞬間にそれ

と分かる満塁ホームランを打っている。川戸が投

げにくそうに四球を与えた。無死１塁。６番木下

は２球目を打ち、三塁強襲の内野安打。無死１・

２塁とチャンスが広がった。７番高橋誠は２球目

を三塁前に送りバント。ランナーを２塁・３塁に

進めた。８番北山泰宏はミートのうまいバッター

だ。２球目を引っ張ってショートゴロ。ランナー

は進めず２死２・３塁。９番は主将の室伏。フル

カウントまで粘って、安西健二は動けず、痛烈な

当たりのライト前ヒット。佐久間毅が手を叩きな

がらホームイン。追加点は翠嵐がとった。部長の

志村晋は落ち着きがなく、ベンチ内を行ったり来

たりしている。なおもチャンスは続くが相沢は

ピッチャーゴロに終わり、１塁３塁残塁、追加点

は１点だけであった。

【横浜高校５回表】横浜高校の早打ち

横浜高校は早打ちに出てきている。「初球の甘

い球をねらえ」という指示が渡邊元智監督から出

ているのだろう。それが松本にとっては好都合

だった。気温は５月なのに、もう初夏を感じさせ

る暑さだった。「省エネ」投球が課題の松本が弾

むようにポンポンとストライクを先行させてい

る。打順は９番足立。初球を打ってセカンドフラ

イに倒れた。１死。１番に戻り安西健二が打席に

立った。独特の雰囲気を持っている。松本はク

イックで投げたり、プレートの１塁側を踏んでク

ロスで投げたり、安西には苦心の投球だった。ベ

ンチから見た限りでは、どこに投げても打たれそ

うな感じがしたが、打ち損じ、カーブを引っ掛け

て３塁ゴロに終わった。２死。２番は宍倉。ボー

ルがよく見えている。３ボール２ストライクから

軽打。レフト前に落とした。３番は愛甲猛。初球

からフルスウィングだ。４球目に宍倉が２盗に成

功した。捕手の高橋誠は好送球だったがスライ
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ディングがうまくタッチの差でセーフだった。し

かし、松本の集中力は切れなかった。愛甲はク

イックで投げたストレートを引っ張ってセカンド

ゴロ。３死。チェンジになった。ベンチに戻る選

手は皆笑顔だった。

【翠嵐５回裏】「ひょっとして」

５回になって翠嵐ベンチには「ひょっとして」

という雰囲気が出てきた。脇は円陣でそれを戒め

た。それにいち早く気付いたのは室伏だった。円

陣で「守りにまわってはダメだ。攻める気持ちを

持とう」と大きな声で引き締めた。打順は好打順。

２番の鮫島だ。脇が２番に拘って使い続けた努力

の選手だ。川戸の４球目をミートしてライト前に

運んだ。３番松本は犠牲バントを２回失敗し、大

きなライトフライに倒れた。４番は小野。相撲も

強い。２打席凡退しているので、きっちり微調整

をしてきた。追い込まれる前に目の覚めるような

センター前ヒットで繋いだ。５番は佐久間毅。今

日はボールがよく見えている。しかし、２球目を

打って投手ゴロだった。６番木下正明は９球粘っ

たが空振りの三振。追加点はならなかった。

【横浜高校６回表】「長い長い円陣」

横浜高校の長い円陣が続く。円陣の中心の渡邊

元智監督の指示が長い。それが脇は気になった。

横浜高校は４番の高橋に替わり代打を出してき

た。代打は鳥飼。背番号は14だった。しかし、松

本のリズムは崩れなかった。フルカウントからス

トレートで空振りの三振。続く片平保彦もフルカ

ウントから見逃しの三振。簡単に２死をとった。

心の中に隙があったのだろう６番牧田圭一郎はラ

イトオーバーの３塁打を放った。捕手高橋誠は松

本に「走者はいいからバッターに集中しろ」と声

が飛んだ。７番沼沢は初球を打ち損じて大きなレ

フトフライに倒れた。風も味方してくれた。３死

チェンジ。まだ横浜高校の無得点が続く。

【翠嵐６回裏】「時として」

打順は７番高橋誠。時として天狗になる松本の

気持ちを引き締めることができる捕手だ。３球目

を打ってショートフライ。高橋は終盤のリードが気

になっていた。スコアブックを丹念に頭に入れてい

た。８番はセカンド北山。松本と同学年の選手だ。

２打席凡退している北山は川戸の４球目をレフト

前に運んだ。９番室伏が丁寧に送りバントを決め２

死２塁。次は当たっている相沢卓司。４球目をラ

イト正面のライナー。北山はすでに３塁を回って

いたがライトの好守備で追加点はならなかった。

【横浜高校７回表】「川戸浩に代打」

打順は８番川戸浩。代打が告げられた。代打は

伊藤。背番号は12番。代打のことよりも川戸に

代打が出たということは８回から誰が投げるの

か。１塁のベンチ前では愛甲猛が片平保彦相手に

キャッチボールを始めていた。代打伊藤は３球３

振だった。９番足立はセンタ̶フライ。２死に

なった。打順は１番安西健二。どこに投げても打

たれる気がしてならない好打者だ。初球を難なく

レフト前にヒットした。松本の球数は100球を超

えた。脇は暑さが気になっていた。２番宍倉の時

に安西は２盗に成功。松本を揺さぶる。松本は

リードの大きい安西が気になり、宍倉に四球を与

えた。打者は３番愛甲猛。初球から打ちにきてい

る。２球ファウルのあとクイックで投げたカーブ

を打ち損じてセカンドゴロであった。まだ横浜高

校の無得点は続く。

左手前より鮫島（５）・佐久間（７）・板橋・松本・坂
本・高橋・神代・室伏・脇（右端・帽子）
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【翠嵐高校７回裏】「愛甲猛登板」

愛甲猛が登板した。春の関東大会で優勝して凱

旋し、横浜高校は未だに無敗である。投球練習が

始まった。速い。ネット裏の横浜高校ファンから

「おお」という歓声が上がる。最初は捕手のミッ

トにワンバウンドで収まっていると思っていた

が、そうではなかった。

最後にホームベース上でピッと伸びているので

ある。打順は２番鮫島正洋。当時のことをこう語

る。「対決したエース愛甲。力を抜いて投げてい

るのにボールが揺れながら伸びてくる。それまで

対決した速球投手とは全く次元の違う球質。才能

がボールに乗り移っているように思えた。『大学

でも本格的に野球を』という夢はこの瞬間に諦め

た。こんな連中と互角に戦えるわけがない。」

鮫島は普段からグリップを短く持っているが、

さらにもう一握り短く持って打席に入った。愛甲

猛の初球はストレート。高めに浮いてボールに

なったが、バックネット裏に陣取った横浜高校

ファンから再び「おおーっ」と歓声が湧いた。鮫

島はよく選んで四球で出塁した。３番松本は良く

振れている。初球と２球目に手を出したが振り遅

れている。片平保彦は３球勝負。松本はフルスィ

ングしたがバットは空を切った。４番小野和伸。

ベンチを出るときに「追い込まれる前に打っちゃ

います」と言い残して２球目を打ってライトフラ

イだった。５番は佐久間毅。ファウルでよく粘っ

たが最後は見逃しの三振だった。愛甲登板で試合

の流れが横浜高校に傾きかけた。

【横浜高校８回表】「試合の流れ」

横浜高校の長い長い円陣が続いている。松本良

孝は気にもせずトップバッター鳥飼をサードゴ

ロ、次打者片平保彦を大きなライトフライに打ち

取った。またも風が味方をしてくれた。球数は

100球を超えているがボールにはまだまだキレが

あった。６番牧田はショート内野安打で塁に出

た。俊足の牧田が気になり松本は次打者の沼沢に

四球を与えてしまった。打順は代打福田。初球に

ダブルスチールで２死２・３塁のピンチを迎え

た。

松本はニコニコしながらセカンドの北山泰宏と

口元をグラヴで隠して何やら話している。福田は

クイックで投げる松本にタイミングが合っていな

かった。松本はボテボテのサードゴロに打ち取っ

た。鮫島は落ち着いていた。まだ横浜高校の無得

点は続く。

【翠嵐高校８回裏】「翠嵐高校最後の攻撃」

愛甲がマウンドにいる。このままリードが続け

ば最後の攻撃になる。６番木下は４球目を打って

ピッチャーゴロ。７番高橋は３球目を打ってセカ

ンドゴロ。８番北山は良い当たりのライトフライ

であった。愛甲猛は自由に打たせてなるものかと

３人で斬って取った。

【横浜高校９回表】「宍倉のバント・翠嵐の勝利」

再び横浜高校の長い長い円陣が続いていた。渡

邊元智監督は選手を座らせて指示を出している。

打順は９番足立勝。ネクストバッターの安西健二

が盛んに大きな声で球種のことを足立に指示して

いる。松本は執拗に内角を攻めてサードゴロに仕

留めて１死。トップバッターの安西が打席に入っ

た。左肩を固める仕草をしながら素振りをしてか

ら打席に入り直した。２球目の内角ストレートを

左中間に弾き返し、２塁打を放った。風が翠嵐高

校に味方した。ここでたたみかけるような攻撃に

転じたい横浜高校は愛甲の前にランナーを置きた
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かった。

２番宍倉。サードの鮫島はこの時の場面をこう

述懐する。「宍倉という俊足のバッターがいるこ

とはわかっていて、彼のセーフティバントを刺し

たかった。だから、なるべく警戒しない振りをし

た。普段の定位置より後ろに守ったり、目を合わ

せないようにしたり。もっとも、これは俊足バッ

ターに対するいつもの対応だった。セーフティバ

ントをしてもらえればアウトが確実に一つ取れる

という自信があった。９回、三塁線に落ちて止ま

る絶妙のバントがきた。しかし、彼がボールを転

がしたときは、私もすでに塁間中間くらいまで来

ていた。通常、セーフティバントの処理は捕球し

てからワンステップおいて投げるのだが、右足が

前に出た瞬間に捕球すると、ノーステップで投げ

ることができる。三年間、研究し尽くした技だっ

た。

タイミングは微妙だったが、当方の気力が勝っ

た。宍倉が『あのバントでなぜアウトに……』と

言わんばかりに腕を腰に当てて首を振っていたこ

昭和55年度横浜市長杯２回戦・昭和55年５月23日：快晴

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計

横浜高校 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

翠嵐高校 0 0 1 1 0 0 0 0 × 2×

（横浜高校）川戸浩・愛甲猛―片平保彦

（翠嵐高校）松本良孝―高橋誠

横浜翠嵐：先発メンバー 横浜高校：先発メンバー

1 相沢卓司・横浜国大 6 1 安西健二 巨人 4

2 鮫島正洋・東工大 5 2 宍倉一昭 8

3 松本良孝・慶應義塾 1 3 愛甲　猛 ロッテ・中日 3

4 小野和伸・国学院大 8 4 吉岡浩幸－鳥飼照明 5

5 佐久間毅・慶應義塾 7 5 片平保彦 大洋・横浜 2

6 木下正明・早稲田大 9 6 牧田圭一郎 6

7 高橋　誠・大阪大学 2 7 沼沢　尚 9

8 北山泰宏・立教大学 4 8 川戸　浩 日産 1

9 室伏正俊・東学芸大 3 9 足立　勝 7

コーチ：富士浩一（上智大学・高32回）

記録員：高木千春・若尾知世・藤本由花・江口奈華子
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とを今でも覚えている」。宍倉はサード前に送り

バントをした。よいバントだった。宍倉はアウト

をコールした塁審に執拗に抗議を繰り返したが判

定は覆らなかった。鮫島は落ち着いて処理し、２

死。３番は愛甲猛。１塁の室伏が「１点はしょう

がないよ」と声をかけると、松本は笑顔で答えた。

愛甲猛は目の覚めるようなライト前タイムリー

ヒット。バックネット裏の横浜高校ファンから歓

声があがった。安西が生還し１点差。２死１塁。

４番は鳥飼。松本はクイックで投げている。鳥

飼はまったくタイミングが合わずカウントは２

ボール２ストライク、松本渾身の一球は高橋誠の

ミットにおさまった。球審の田中美一の右手が高

くあがった。見逃しの三振。ゲームセット。バッ

クネット裏の横浜高校ファンの歓声がため息に変

わり、マネージャーの高木千春・若尾知世・藤本

由花・江口奈華子は思わずスコアブックを握りし

めた。翠嵐高校ナインは誇らしげに整列した。横

浜翠嵐高校野球部の球史に残る試合になった。

結びにかえて

学生監督として４年間、神奈川県立横浜翠嵐高

等学校の野球部の監督をさせていただいた。上智

大学４年生の夏、甲子園の予選を終えて安井弘明

校長にお礼の挨拶に校長室を訪ねた。安井弘明先

生からのねぎらいの言葉のあと、感謝状と色紙を

２枚いただいた。色紙にはそれぞれ

「教師となっても学生であれ」

「嫌われてもいいから尊敬される教師となれ」

と揮毫していただいた。逆説的にも受け取れる

この２つの言葉はずっと私の課題になっている。

これからもそうだろう。校長室を辞するとき校長

室に飾られた額の言葉に目がとまった。出典はわ

からないが、校訓「大平凡主義」の神髄とも言え

る言葉として大学ノートに書きとめた。

「あたりまえのことを」

あたりまえのことを　あたりまえにやれて

あたりまえのことに　感動できる人になりたい

あたりまえのことを　あたりまえにやることが

おろそかになっては　いないだろうか

あたりまえのことに　感動できなくて

狂った刺激のみ　　　追ってはいないだろうか

人間は人間らしく　　あるという

あたりまえのことを　大切にしたい。

創立100周年を迎え、ますますの母校の発展を

祈りつつ、「平凡」の積み重ねが「非凡」をうむ。

「夢」は消えるが、しかし「目標」は消えない。

その後選手たちは文武両道を実践し第一志望校に

全員合格した。「大平凡主義」の校訓を後輩の学

生たちにしっかりと受け継いでもらいたいと願っ

ている。
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神奈川県立横浜翠嵐高校野球部・グラヴを忘れたエース－校訓「大平凡主義」と「高校球児たち」の成長－

神奈川県立小田原高校定時制１年２組学級通信：

文責・脇　達朗

百段坂物語74 2008.９ .１（月）　第74号

慈
じ ひ

悲の心

横浜高校教諭：硬式野球部監督　

　　　　　　　渡
わたなべ

邊元
もとのり

智

情熱は渇
かつあい

愛と同じでかならず／

渇いてしまう

慈悲とは普遍的な愛である

100回教えてダメなら／

1000回

1000回教えてダメなら／

10000回と

指導とは／

忍耐力であると思う。

横浜高校野球部監督の渡
わたなべもとのり

辺元智先生から、私が

いただいた言葉である。横浜高校は言わずと知れ

た高校野球の名門である。先生の今までの道程は

決して平坦ではなかったと思うが、名将の言葉と

して重みがあり、今も私の仕事や生活の指針に

なっている。

神奈川県立小田原高等学校定時制１年２組学級通

信：文責・脇　達朗

百段坂物語67 2008.７ .10（木）　第67号

第一歩

横浜高校創立者

黒土四郎

三
み か さ や ま

笠山に登る第一歩
富士山に登る第一歩
同じ一歩でも覚悟が違う
どこまで登るつもりか？
目標が／その日その日を支配する

　横浜高校野球部渡辺元智監督の座右の銘が上記

の言葉である。横浜高校の創立者である故黒土四

郎先生の「第一歩」という詩である。野球部の大

きな目標の一つは甲子園に出て優勝することであ

る。そのことを渡辺元智監督は、この詩とともに

生徒に説いている。富士山とエベレストと置き換

えてもいいだろう。富士山に登頂しようと思うな

ら登山靴の一足でも携えていけばよい。しかし、

エベレストに登ろうとすると、そうはいかない。

遭難しないためには、それなりの訓練を積み、重

装備を施さなければならない。文字通り、その日

その日の行動も違ってくるはずだ。その点、横浜

高校は甲子園というエベレストを目指している。

だから日々全力で練習に取り組まなければならな

い。加えて最近は、登頂に成功しても無事下山し

なければならない。つまり目標を達成しても、そ

れに浮かれることなく原点に戻ることが大切であ

る。みんなはどこまで登るつもりですか。目標が

その日その日を支配します。心して。出典：「もっ

と自分を好きになれ」：渡辺元智著・青春出版社
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