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記事を考えたり、取材した

先生に声をかけて頂き、委

た。進級するたびに顧問の

この委員会が大好きになっ

原動力となり得るのである。

りもした。二年生になって

員長という重役にもつかせ

学校に行くバッグには、少し

にこぎ出す僕の心に、いつ

新聞委員会

からはより進歩した新聞を

て頂いた。責任を持って行

の教科書と、夢と、希望が詰

―

求めて、たくさんの人を取

動できるかとても不安だっ

僕にとってこの三年間の

追憶 夢
― と希望

材し記事を書き続けた。そ

たが、アドバイスを下さっ

聡美

私が三年間を通して頑張

して何よりも嬉しかったの

て本当に助かった。この三

年間、新聞委員会の皆さ

新井

ってきたものは委員会であ

が、毎回新聞を楽しみにし

僕はいま十五歳である。

ろうか。新聞委員になろう

てくれる友人や先生がいた

らゆるものが輝いて見えた。 これからの人生という大海

友達 全
―てが新鮮だった僕
にとっては、身の周りのあ

と思ったのは、ある目的を

生活は、その全てが輝きを

憲吾

達するためだった。

までも灯り続ける光 そ
―れ
が中学時代の思い出だと信

野村

じる。

め込まれていたのである。
時間とは悠久の旅人である、

いつかの俳人は云った。

持っている。その中から、
わずかではあるが一握りを
紹介しよう。

ソフトテニス部『 最 高 』

ことだ。

中学校生活で、林間学校

りたい。

を忘れずに高校でも頑張

んにお世話になったこと

「人より早くテスト範囲を

とんど別れを告げていたの

優奈

活動を始めると実に充実し

で、三年間継続してできた

高橋

だが人は、過去の過ぎ去っ

私は、ソフトテニス部に

ていた。先輩と共にコラム

と。確かに時間は戻らない。

のは、一年生の時のことで
た一瞬をつなぐことで未来

入部して本当に良かったで

中でも記憶に残っている
ある。特に行事についてで
へ歩を進めていく。つまり

す。テニス部では、たくさ

知りたい。」と、最初はこ
私は部活も一生懸命では
んな気持ちだった。しかし、 なかったし、習い事にもほ

はない。一年生の時の、登
輝かしい思い出は、未来への

ん。なぜなら、義務教育だ

や体育祭や予餞会など、た

„

となんて普通ならできませ

全校生徒を縦割りに組を

„

白鷗は私立です。強制では

作り、学年の壁を越え、全

直樹

壁にぶち当たりました。そ

ありません。したがって、

員で力を合わせる体育祭。

平澤

の時は、本当につらかった

を持てるの

私たちはこのような早い時

“

„

編成ができた時から私達は

自らの仕事に 誇 り

た。特に力を入れたのが、

うに話し合い、練習してき

赤組は日本体育大学の「集

のテーマは「絆」だった。

„

に大人への第一歩を歩んで

„

いたのです。だから、私は

団行動」を基本に構成した。

“

この学校で培った 誇 り

“

初めは歩幅が合わなかった
„

した。失敗をしても何度も

校風景、学校生活、そして

した。私が、テニス部で学 後輩・先生方、そして仲間
んだことは、仲間の大切さ、 にめぐり会うことができ、
本当に良かったです。感謝

からです。強制的に行かさ

くさんの思い出ができた。

んのことを学び、経験しま

しています。ありがとうご

など持てる

れているだけだ、と考えて

体育祭の思い出
いるということです。テニ

ざいました。

いては 誇 り

を持つこ

ス部の仲間と、たくさんけ

中学校に 誇 り

んかし、先生に怒られたり

はずもありません。しかし、 その中でも私は、体育祭が
特に印象に残った。
ですが、そういうことが

期から 誇 り

まわりの方々に支えられて

もしました。何度も何度も

あったから、今の私達があ

今思えばこれが大人の社

今年度私は赤組だった。組

です。

るから、何かできるのだと

って大人たちは働いている

「組別集団演技」だ。今年

会なのではないでしょうか。 優勝を目指し、種目で必ず
を持 得点を取ることができるよ
分かりました。今の環境を

のだと思います。つまり私

泰督

たちは知らず知らずのうち

ないということもわかりま
私は、白鷗中のソフトテ

した。

私が白鷗中に入学して、

何度も練習した。体育祭当

り、接触をしてしまったり

三年間を過ごして一番学ん
だことは 誇 り について
です。

日、私達は心を一つにして

を胸に高校生活を送りたい

「君たちの行動は一校を

演技に挑んだ。最高の出来

と思います。

代表する。」「君たちは白

レッシャーという言葉では

っているのだよ。」などプ

赤組は組別集団演技の最優

に満足感が湧いた。結果、

いました。高速道路が使え
りました。停電により道は

鷗という大きな看板を背負
二〇一一年の海外研修旅

あり、心配でたまりません

暗く地震のすごさを初めて

行はある意味でとても大変

秀賞と総合優勝で、二冠を

メラを片手に楽しんでいま

五日目にホストファミリ

実感しました。
て感動した後はディナーク

言い表せない程の言葉の圧

ず、五時間かけて学校へ帰
ーと涙のお別れをし、最後

ルーズでした。鮮やかな青

なものでした。来年研修旅

でした。
三日目から五日目までは

の観光へ。雄大な景色を見
ら十五日までオーストラリ の子二人と男の子一人の五
アに研修旅行に行きました。 人家族の家へ行きました。
そして三日目の昼、ちょうど

い海の上で楽しいひと時を

達成した。私達はお互いの

私とペアの須藤さんがパー
とき私達は外国にいたの

絆を確かめ、喜び合った。

行に行く人達がこんな辛い

っていました。しかしこれ

本当にうれしかった。最後

過ごしました。

思いをしないよう、日本に

の体育祭が、私達にとって

日本に帰って来た時、成
る時に日本では地震が起こ

は公立校では体験できない

最高の思い出となった。

と気付きました。つまりそ

です。自らの

早く安全と平和がきてほし

れが 誇 り

いです。

ティーのお手伝いをしてい
最初の二日間は観光をし

です。
ました。きれいな海、柔ら
かい砂、オペラハウス。ど
れも始めて見るものでカ

りました。たまたまテレビ 田空港はガラスが割れてい
を見たら 「 Monster TSUNAMI たり壁にヒビが入っていた
（モンスターツナミ）」と りと、震災の傷跡が残って

力。当時はうるさいとも思

した。
ホームステイです。私は女

ニス部に入部して、先輩・

時田

当たり前と思うのはいけ

まわりの方々が支えて下さ

一人では何もできません。

るのだと思いました。自分

誇りを培った三年間

“
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薫乃

私達は昨年の三月九日か

広町

震災中の研修旅行

卒業おめでとう
日本に大きな地震があった

“
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成長を願う
夢を叶えよう

みなさんも夢を持って、

その夢の実現のために頑

張ってください。その過程

感謝の心で

苗

くれました。ありがとう！

早

多くの行事を通じて、意

地

小学校を卒業したばかり

見を出し合って協力するこ

三組担任 菊

の、まだあどけなかった入

と、力を合わせて一つのこ

枝

ボコの整地されていない道

学式の頃が懐かしいです。

由

かもしれません。でも、一

この三年間で、からだも心

とを成功させる達成感や充

林

た時に「夢は見るものでな

生懸命に目の前に転がって

実感を学んだ皆さん、最強

一組担任 小

く、叶えるもの」とおっ

いる石を一つ一つ取り除き

も立派に成長しましたね。

は平坦な道ではなく、デコ

しゃっていました。男の子

皆さんは、私が中学で担任

ご卒業、おめでとうござ

の中に混じってジュニアの

ながら、邁進するパワーを

堀口 智津子
卒業・入学の門出の季節

頃から一生懸命にボールを

校 長

には、桜の花が満開に咲き

追いかけ、大変な環境の中、 みなさんは持っていると信

を胸に秘めているのかは聞

今、みなさんがどんな夢

あります。

またちょっぴりさびしくも

だ見ぬ自分を発見してくだ

い、もっともっと学んでま

に皆さんの卒業はうれしく、 高校でたくさんの人に出会

います。

添って暮らす当たり前の日
ます。そのトンネルを抜け

る国是がある。家族が寄り
常生活の中に幸せを見い出
ながら、みなさんは何を思

つ一つ地道な努力を積み上

きません。十年後、二十年

今、日本ではブータンの

す国民性がある。

げて、やっと夢を達成させ

後のみんなの姿を楽しみに

「井の中の蛙（か

この一年日本では、なで

た澤選手の言葉だからこそ

です☆

考え方に刺激を受けて新た
しこの花がきれいな色を付

重みがあり、私の脳裏に焼

わず）」にならないように、

な幸福の指標作りが始まっ
けて咲きましたね。その

として三年間関わった最初

二〇一一年三月の東日本
ている。二十一世紀を担う
リーダー、澤穂希選手が、

じています。

大震災、それによって引き
卒業生諸君にとって、様々

勝てない悔しさを糧に、一

起こされた福島第一原発の
な視点からの考察力は不可

しています。

うのでしょうか。

事故を契機に、価値感や物

き付いています。

の生徒たちです。それだけ

の見方が大きく変化したよ

ワールドカップで優勝をし

さい。皆さんはダイヤの原

欠となるだろう。既成概念

石なのです。そして、恵ま

にとらわれることなく、さ

思い起こせば書き尽くせ

うに思う。物質文明の真っ

進

ないほどのたくさんの出来

只中に身を置く私たちは便
まざまな視点に立った考え

ふれあい
野

ってもらいたいと思う。

皆と一緒に過ごした三年間

はたくさんのことを教えて

一人は、皆のために。

ご卒業、おめでとう。

すように。

君はこれからどう生きる？

古川

らの人生において、挑戦の

ん。常に前を向いて未来を

人生にピークはありませ

卒業おめでとうございま

れ、学校や家庭に非難が集

気持ちを忘れずに生きてく

大平洋一
中する。もちろん全く責任

悟

あなたの心が、今日も笑

き、次はあなたが 人の夢

“

保健室を思い出したらい

つでも来てね。校舎の端っ

こで変わらずいます。体大

外丸幸子

藍場由莉子

かな人生を歩んでください。

中学校で得たものを糧に豊

卒業おめでとうございます。

事にね。

„

中島隆行

になってください。

三年間でまぶしいほど成

長しましたね。次なるステ

後悔することなく、よし、 ージが楽しみです。

藤川くみ子

切り開いていってください。

滝沢

顔でありますように 。
…
半田悦子

皆は、一人のために。

す。何事にもチャレンジす

夢を追い、夢を叶えたと

渉

る勇気を忘れず、成長して

祝卒業！

皆さんの輝かしい前途に
笑ったり 。
―そのたびにた
くさん話し合ったものです。 幸せがたくさん見つかりま

れた環境で学べたことに対

方ができる人へと成長して

二組担任 星

少年による凶悪犯罪がお

なれないことも多い。

のではなく、他者の様々な
が深かったのかもしれない。 才能を認め、互いに高め合

して、ご両親への感謝の気

利さや快適さを追求し、そ
欲しいと願っている。卒業

昨年白鷗中創立五十周年

事がありましたね（特に三

れを享受してきた。物の所
にあたり、視点を変えると

今の学校では友達をつくる

れあいこそ重要なのではな

有に躍起となり、人との関
こんなにも大きな違いにな

のが難しいという。多くの

組は）。怒ったり、泣いた

わりより個人に重きを置い

の同窓会が行われました。

場面で選択肢が多いことが

り、悩んだり、苦しんだり、 持ちを忘れないでください。

た結果、孤立化が進んだ無
るのかと、強い衝撃を受け

時が経つのも忘れる程思い

一因である。ただアニメが

いだろうか。皆さんには、

縁社会へと足を踏み入れて
た金子みすずの「大漁」と

出話に花が咲き、皆口々に

好きというだけでは仲良く
得てして思い出は美化し

ください。

イやパソコンはなく、今と

がないとは思わないが、そ

の教育はどうした？と騒が

症候群という言葉まである。 こるたびに、心の闇とか心

がちで、あの頃はよかった

競争意識で他者を排除する

しまった。
いう詩を紹介したい。

あの頃は良かったと言って

災害に遭遇したことは不

いた。
大漁だ
大漁だ。

ようだけど

浜は祭りの

大羽鰮の

朝焼小焼だ

大漁

幸な出来事だったが、幸せ
とは何か、真の豊かさとは
何かを今までとは異なる視
点から問い直す機会を得た。
昨年秋にブータンのワン
チュク国王夫妻が来日した

卒業おめでとう。これか
比べて入手できる情報は少

ださい。

自分の中学時代は、ケータ
何万の

なかった。逆に考えれば、

れ以前に日常的な人とのふ

海のなかでは
鰮のとむらい

そのために人との結びつき

を選びます。

「国民総幸福」を憲法に盛
り込んだ国で、物質的な充

するだろう。

には十分すぎるほど採れま

柴崎純子

なく野菜も無農薬・有機栽

「ありがとう」みんなに

ど前から、暇に任せて六十

もう一度同じ人生を繰り返

三年生のみなさん、卒業

人も同じ事がいえるので

そう、と思える人生を送っ

感謝の気持ちを込めて、心

おめでとう。また、保護者

はないでしょうか。派手で

河内洋子

す。見た目は悪いが、味と
安全は保証付きです。近所

て下さい。

培です。収穫機には、ヒヨ

もなく決して美しくはなく

く」誠実な努力は必ず何ら

友達を

自分を大切に

宮崎由子

ても、着実で味があり、そ

の存在が他人に喜ばれる人

大切に

山口直実

いろいろな発見がある二

十一世紀、わくわくするね。

から伝えます。

にお裾分けすると大いに喜

になることが大切であり、

かの形で報われます。

「天は自ら助くる者を助

ばれます。
さて、ここで皆さんに質

自然の姿です。そこからの

自然の恵み

坪ほどの宅地を畑にして耕

の皆様、本当におめでとう
ございます。逞しく成長し
巣立っていく子供達の未来

問です。皆さんは、農薬を

「自然の恵み」を保護者と

栄 二

使い完全ガードしたき れ い

ともに確かめる日が来るこ

中

ドリやシジュウカラ、ムク

で成長が速い野菜と、見

奥
ています。皆さんの新たな

ドリなどのオンパレード、

た目は悪く収穫も少ない

副校長

門出にあたり、餞の言葉を

中には夫婦で朝晩食べにく

新井重利
贈ります。

る鳥もいます。虫も多く、

とが、教師冥利です。

出会いを大切に
昨年の秋、我が家の庭の

が、安全で美味しい野菜
すか。私なら迷わず後者

のどちらに魅力を感じま
し始めました。我が家は健

も、私と妻の二人が食べる

数種類の揚羽の幼虫や青虫
何十個も実ったのは記憶に

康志向が強く、柿ばかりで

など切りがありません。で
新しいことです。十五年ほ

柿の木に、大きな甘い柿が

は、大きな夢と希望に溢れ

山田典之

足よりも心の豊かさを求め

が、ブータンは独自の指標

Congratulations
on your
graduation!
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掲げよ！未来を照らすかがり火を
～卒業生の皆さんへ～

科学部

文芸部

しかし、こうして辛いこ

とや大変なことを部員全員

大切さを強く感じることが
なことを学びました。その

ール部に入部してさまざま

私は白鷗中バスケットボ
した。

長としての責任を教わりま

ました。そこから私は、部

い。」と喝を入れて下さい

っていない、泣くんじゃな

くれたおかげでどうにかや 僕が科学部で部長をやり遂
ってくることができました。 げられたのは部員のみんな

が、部員のみんなが支えて

いけるか当初は不安でした

活です。僕は部長をやって

に類を見ない伝統を持つ部

に関係ない人の紛れ込む他

校一の部員数を誇り、たま

のですが、この段階で様々

です。印刷して冊子にする

すが最も忙しいのが三学期

は、一年をかけて作るので

を作ったことです。「雫」

部員全員で協力して「雫」

合える部活です。そのよう

はみんなで乗り越え、喜び

んなで楽しみ、つらいこと

文芸部は楽しいことはみ

強くなったと私は感じます。

によって、部員同士の絆が

私の部活動での思い出は、 で助け合いながらやること

できたのだと思います。部
まだまだここに書ききれ

科学部は部歌を持ち、学

私は本当に仲間に助けら
活動を通じてたくさんのこ
中でも顧問の大平先生から
ないほどのたくさんのこと

六人という少ない人数だっ

れたと思います。この三年

はたくさんのことを教わり
を学びました。思い出の部

男子バスケットボール部

間、特に先輩が引退してか
とを学んで、私なりに成長
ました。

バレーボール部

らは大変なことがたくさん
することができ、本当によ

たからこそ協力することの

ありました。でも仲間と協
かったと思います。

僕が一番心に残っている活

と菊地先生のおかげです。

刷をし直すなどといったこ

ミスが見つかり、慌てて印

大量に印刷しているときに

ともありました。

ありがとうございました。

拓矢

を学びました。別々の道に

間と過ごした笑顔あり、涙

思い起こすと、八人の仲

谷・高橋・まぁちゃん・吉

ちゃん・菜々子・香穂・正

きます。最後に、和泉・優

に、夢に向かって歩んでい

進むけれど、この経験を胸
るよい活動だと思いました。

あり、衝突ありの二年半で

田

ソフトテニス部

高柳

動は班別研究です。これは

私が入部して間もないあ

班でテーマを決めてそのこ

る日の部活の時、私のバス

るというもので、縦割りな

僕たちの班は宇宙について

した。テニスはペアとして

とについて研究し、発表す

このバレー部の思い出は

ので、学年の壁を取り払え

大平先生は、「ひもの緩み

研究しました。実際の惑星

の個人戦のイメージがあり

宙孝

いつまでも自分の人生の宝
ケットシューズのひもが解

した。県大会へ三度も出ら
は、心の緩み」と私を注意

の距離を知るのに校舎を何

山口

越えることができました。

けてしまいました。すると

活動でした。

つらい時、壁にぶつかった
怜華

物として残ると思います。

れたのも、部員同士の協力
してくれました。それから

周も走ったりしました。最

須藤

時、そんな時は決まってチ

があったからだと思います。
私はその言葉を心において

れも時間がたてば元に戻り

も大変でした。しかし、そ

たので、対立した時はとて

戦の時に退場してしまい、

びました。他にも、私が接

ボールに対しての礼儀を学

そしてそこからバスケット

固く結ぶようにしました。

に指導して下さった先生。

チームメイト、そして熱心

後まで一緒に戦ってくれた

本当に嬉しかったです。最

ポイントで発表しました。

後には模型を作り、パワー

団結力が強まりました。

ことで試合を重ねるたびに

いの試合を見て、応援する

戦だったと思います。お互

じ目標に向かって全員で試

ますが、心を一つにして同

久保塚愛美

『
…ありがとう』。

バスケットシューズの紐を

ました。これもバレー部の

ベンチで泣いている私に大

星

本当に良かったです。

日々練習しました。

陽子

中等部での三年間は、と

ても充実していました。先

生方、先輩方には本当に感

合に挑むことができた団体

いいところだと思いました。

平先生が「まだ試合は終わ

信頼できる素晴らしい仲

本当にありがとうございま

謝しています。そして最後

してくださるようになりま

先生もいっそう熱心に指導

顔でした。それから顧問の

た。負けたけど、みんな笑

ームをすることができまし

はいままでできなかったゲ

り越えた三年の春、僕たち

時もありました。けれども

つくて逃げ出したくなった

ました。夏休みの練習はき

多くの壁を全員で超えてき

数でした。経験者も少なく

七人という本当に少ない人

は、一年生が入部する前は

女子バスケットボール部

に指示し、先を読んで行動

してきました。部長は部員

ッカー部の部長として活動

僕は二年になってからサ

最後にみんな笑って写真を

負けて悔しかったけれど、

最後の試合では二対一で

させる薬です。

します。失敗とは人を成長

して成長できたような気が

観戦などもしました。白鷗

た、自分たちの試合だけで

の悔しさを学びました。ま

勝った時の喜び、負けた時

出されます。この三年間、

みると、様々なことが思い

道漬けの生活を振り返って

卒業にあたり、三年間柔

した。

に、高校生になってもこの

僕が部活動を通して学ん

した。夏に臨んだ最後の大

部員全員が同じ目標に向か

しなければなりません。時

柔道部一丸となって色々な

もありました。それらを乗

間に出会えたこと、テニス

中学三年間を忘れずに全国

会、僕たちは負けてしまい

には、自分に関係ない時も

とることができました。自

目標に向かって挑戦し続け

野球部

ができるのはあたりまえで

大会などの大舞台で白鷗中

だことはチームワーク、部

ましたが、後悔のない結果

って頑張りました。お互い

られたりもします。自分に 分は本当にいい仲間に恵ま
とっては大きな壁でしたが、 れたと思うし、とてもいい

部長の責任として一緒に怒

先生方に教わりました。サ

爽香

はなく感謝しなければいけ

員同士の絆です。今だから

でした。涙を流す部員もい

に声をかけ励まし合い、と

ッカー部は最高です。

阿部

ないこと、たくさんのこと

言えますが、野球部はあま

ましたが、学校に帰ってか

きには先生に怒られ 。
…本
当にたくさんの経験をし

みんながフォローしてくれ

そして迎えた最後の大会。
チーム一丸となり戦いまし

りチームワークがよくあり

らは笑顔でした。チームワ

ました。一年生が入部し

ました。ここで僕は仲間の

敬也

とが多く、そのことで人と

カー部は全員で怒られるこ

ませんでした。部員同士の

ークの良さは最初とは比べ

人数が増えると同時に、ど

横山

ました。歯を食いしばって

荻原

将大

りがとうございました。

したいと思っています。あ

の魂を見せつけて、大暴れ

た。結果は県大会ベスト８。

柔道部

トラブルやアクシデントが

ものになりませんでした。

のように教えてあげれば

サッカー部

結構ありました。チームが

それでチームワークの大切

大切さを学びました。サッ

なく高校生の先輩方の試合

さを改めて実感しました。

よいか戸惑うこともありま
大関

元紀

女子バスケットボール部

一年生が入る前、たった
バラバラになりかけたこと

そのように私はいつもチ

した。

ームメイトに支えられてい

ームメイトが支えてくれま

なハプニングがおきました。 な部活に入ることができて

力し合うことで何とか乗り
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渚

根岸

千夏

宮地

彩華
２年２組

表

帆那

赤荻

佳樹

川俣

美智

石井

美沙
３年１組

小島

規敬

和泉

美希

菊地

麻衣子

小林

香穂
３年２組

萩原

遼太

広町

薫乃

君島

有咲

久保塚

愛美
３年３組

吉田

真彬

鈴木

大貴

金子

由芽

大江

有加

心ひとつに
響 く 歌声

森 田

合唱祭

優喜

これらのことに気をつけな

蓮沼

がら、一人一人が自信を持

汐理
２年１組

十二月十五日に行われた

奈央
豊田

合唱祭で、一年生はお互い

前原
愛理

って歌ってほしいと思いま

憲曉
君島

す。また来年もぜひ頑張っ

岡本
みのり

の声をよく聞き、一年生ら

臣史
時田

しい明るく爽やかな演奏、

西村
愛

て下さい。
街子

智允
川岸

二年生は豊かな響きで活気
秋田

渡邉
１年２組

音楽担当

１年１•３組

溢れる演奏、三年生は強弱
やフレーズ、言葉の発音な

審査結果

三年二組「３月９日」
優秀賞

大江有加

」
二年二組「 Oh happy day
吉田真彬

指揮者賞
伴奏者賞

自 由 曲
課 題 曲

ど細かい部分にまで気を配
ったまとまりのある演奏と、 最 優 秀 賞
どのクラスも毎日の練習の
成果が出たとても良い演奏
をしていたと思います。
来年の合唱祭に向けて、
皆さんに気をつけてもらい
たいことが三つあります。
まず一つ目は、自分たちの
クラスに合った自由曲はど
れか、よく話し合って決め
ること。二つ目は、響きの
ある良い声を作る努力と工
夫を一人一人がすること。
そして三つ目は、「一人では
合唱は出来ない」という自
覚のもとに、クラス全員で

立志を機に思うこと ２年

大島 淳

第2回シーガルセミナー 白鷗大学教授海原純子先生講演会
もある海原純子先生の講演会が一

博士でもあり、ジャズシンガーで

どう思われるのか、と考えてしま

ちに嫌われてしまうのではないか、

・自分が意見を言いたい時、友だ

生徒の感想から

月十四日、本校で開かれ、七十余

い、意見を言えなくなってしまっ

白鷗大学教授で心療内科の医学

名の保護者と全校生徒が熱心に聴

歳末助け合い

募金活動に参加して

たり、親の思いと自分の思いが異
講しました。
第一部は保護者向けの講演会で、 なっていたりと自分の中にもふだ
んたくさんの葛藤があることに気

りました。始めた頃はなか

頭でこの募金活動は始ま

寒空の下、市内大型店の店

実加

づくことができました。弱い自分

小林

に打ち勝てる強い自分になりたい

一年

けるべきことがアドバイスされま

なか募金が集まらず、これ

協力お願いします。」冬の

「歳末助け合い募金にご

した。「よい関係をつくための六

です。

スキー教室は

行く前からとて

も楽しみでした。

当日のバスの中

では、朝早いと

いうのにとても

盛り上がってい

ました。志賀高

原に着き、三日

間はスキー漬け

の日々でした。

スキー場はとて

も寒く、手足が

凍りそうでつら

もの心理的耐性を高める」など示

入れられているという感情が子ど

にせず土壌を豊かに」「親に受け

・自分の本当に好きなことは何か

ま し た。

うに自分を大切にしようと思い

持ちや行動範囲を狭くしないよ

多い中で人に流されずに自分の気

たのは、「私も障害がある

その中でも私の心に残っ

した。

りと嬉しいこともありま

たちが募金をしてくれた

というとても楽しい行事で

きました。このスキー教室

言って笑顔で帰ることがで

日にはみんな楽しかったと

いこともありま

唆に富むお話を聞くことができま

最後に、仕事以外に好きなことを

のがよい」と助言がありました。

読むなど自分の好きなことをする

そういう人がいないときには本を

い時に話し合える仲間をもつこと、

ていくか、という話では、「つら

されました。葛藤をどう乗り越え

ました。

とがわかり

だというこ

つには大切

ィティを保

アイデンテ

込むことも

それに打ち

います。

に参加できたらいいなと思

です。また来年もこの活動

支えあう思いやりの気持ち

の心の温かさと、お互いに

募金活動から得たものは人

なと感じました。私がこの

を見て、本当に助け合いだ

がありませ しながら募金をしてくださ
んでしたが、 った方のことです。この方

できました。

たと思った。

た。日本に生まれて良かっ

多くの人達に支えられてい

就職は厳しい状況だ。大学

ンで高校、大学に進んでも

円高でこのままヴァイオリ

な経済状況の低迷、歴史的

皆が真剣に温かい心で演奏

思う。合唱祭の最後に二年

つ身につけていくものだと

を積んでいく中で、少しず

自信を持って語れるように

させて頂く機会に恵まれた。 いかに社会に貢献したかを

連続でヴァイオリン独奏を

なりたい。

役に立ったかを考えた時、

たか、自分の仕事は社会の

これまで自分は何をしてき

と信じている。五十年後、

紙面でお伝えできたでしょ

きにがんばっている様子が

中の生徒が各分野でひたむ

集に取り組みました。白鷗

新聞委員の生徒が入力と編

寒波が日本列島を覆う中、

紗彩

圧倒的な破壊の模様を記録

立志を機にあの時の思い

ると実感した。自分さえよ

生の就職は超氷河期で、出

を聴いてくださったことが

うか。校庭のケヤキの大樹、

一年

した写真や映像が報じられ

を改めて振り返り、自分を

ければという生き方ではな

口が見えないと言われてい

とても嬉しかった。あの時、

ソメイヨシノ、思川桜など

度ではなく、社会や人から

二〇一一年の

た。首都圏からは、帰宅困

取り巻く人達との関わりを

く、人と人との結びつきを

るが、ヴァイオリンは更に

人に支えられていることを

感謝されることを基準にす

漢字に「絆」が

難となった大勢の人々が不

考えた。最近携帯電話や、

大切に生きていきたいと強

厳しい現実を突きつけられ

実感した。このような経験

置かれた環境と成長してい

選ばれた。震災

安と恐怖の中、静かに駅の

パソコンの普及で、人との

立志式のねらいの一つに

る傾向が進んだように思う。 く思う。

関わりより、個人を重んじ

「自分を見つめ、自分の生

ている。しかし、苦難な時

く過程で次第に獲得してい

に接し、人々は

階段に座っている姿が写し

しかし震災が起き、財産や

き方を考える」とある。僕

こそチャンスと考え目標に

の木々も芽吹きの季節を迎

思ったからだ。だが時とし

幸福や希望には

ことのない極限状態の中で

と感じただろう。 出された。今まで経験した

絆が欠かせない

も、人々は互いに気を配り

物があてにならないことを

は小さい頃からヴァイオリ

えています。卒業生の前途

た時から備わってはいない。 と考えている。企業や知名

自分らしさとは、生まれ

て悩み苦しみ、何度もやめ

三月十一日東

ながら収束するのを待って

痛感した。人々から当たり

ンを習い、それを中心に生

に貢献出来る仕事をしたい

向かっていく力を蓄えたい。 を通じ、自分らしく、社会

いこんでいた日常は、実は

日本を襲った未

いたように思う。一方被災

前の生活を奪い去ってしま

活があった。白鷗中に入学

人と人との多くの関わりの

曾有の大震災。

地でも、少ない食糧を皆で

った。震災直後に家族や仲

したのも、ヴァイオリンを

れば、きっと素晴らしい職

十カ月が過ぎよ

分けて、順番を待つ長い行

間を気づかい、自分を気に

業に出会う機会は必ずある

うとしている今

列を作っていた。「暴動」

かけていてくれる人の存在

くものだと思う。たくさん

でも、原発の問

や「略奪」など全く無縁の

の人に出会い、様々な経験

題や、避難所生

世界だった。その時、日本

ている問題もある。世界的

活など復興には

優先し、生かしていけると

中にあったと気づかされた。 ようと思った。今、直面し

程遠いのが現状

を意識した。当たり前と思

に幸あれと祈ります。

編集後記

だ。あの日以来、 人としての誇りを強く感じ

若山

した。でも最終

した。

よい思い出をつくることが

見つけて将来充実した人生を送っ

を織り込みながら、生徒向けに話

てほしいと結びました。

第二部では自身の思春期の経験

んだけどね。」と足を指さ

スキー教室 in 志賀

ということをしばらく考えたこと

子育てに関しては「枝のことは気

・自分が社会のためにすべき職業 でいいのかと少し不安でし
積極的な聞き手になる、質の高い
と自分の好きなことを両立させて た。それでも募金をすると
時間をもつなど、実生活でも役に
立つ話題が提供されました。また、 いるのはすばらしいと思いました。 きに温かい言葉をかけてく
社会人になって守るべきルールが ださったり、小さい子 ど も

よい親子関係を築くために気をつ

つのスキル」という話の中では、

思春期の心理を親子で学ぶ

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

協力して取り組むことです。
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