日現在報告のあった

ソ ンと読みま す︒︶の小さ な
駅 での乗り換 えは︑ホーム が
一 つ︒乗ってきた 列車はこ こ
が終点︒ホームに降り立つと︑
反 対ホームに乗 り換え列車 が
待 っています ︒﹁さあ︑み ん
な 乗ったかな？ ﹂何の心配 も
なく︑全員の乗り換えが完了︑
列 車は新しい行 き先を表示 し
て 出発してい きます︒乗客 は
み な同じ行動 をとっていれ ば
良 く︑あえて ﹁考え悩む ﹂必
要もなく︑心穏やかです︒
ところが︑山村線の終点は︑
大 都市の終着 駅です︒乗り 換
え にはどうして も自覚が必 要
です︒どの通路を進むべきか︒
前 後左右？ 何 番線？ 何 時
発？ 何号車？ 改札は１Ｆ？
２ Ｆ？それとも 地下？ただ 前
を 歩く人の後を ついていけ ば
よ いというもの ではないの で
す︒
入学後の３ 年間︑卒業生 の
皆 さんは︑多く の体験を積 み
重 ね︑十分に自 らの人生観 も
構 築し︑そして 卒業を迎え ま
し た︒卒業後は どうぞ自分 で
探 りつつ︑ゴ ールを目指 し︑
臨 機応変︑弾力 的に身をこ な
し ︑努 力を続け てほしいと 思
います︒そ
して︑いず
れは多くの
人から信頼
される常識
ある人間に
﹇２月
もの﹈
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だ応援合戦︑クラス対抗リレー
や部対 抗リレーで 仲間を応 援
したこ となど︑ど れをと って
も全部良い思い出です︒
木下： 私は生徒 会長とし て︑
﹁文化祭 ﹂の運営 を通して 自
分自身を すごく成 長させて も
らったと 感じてい ます︒文 化
祭ってテ ーマはも ちろん本 当
に何も ないとこ ろから作 って
いくん です︒みな さんの協 力
で少し ずつ形に なっていく の
を見て いると︑ ちょっとず つ
の努力が みんなの 力で大き い
ものに なっていく んだな あっ
て感じました︒それに今年は︑
生徒会役 員に男子 が立候補 し
てくれたのがとてもうれしかっ
たです︒
高階：修 学
旅行も楽 し
かった ︒飛
行機を降 り
てあの暑 さ
にびっく り
したけ れど︑どこ もみんな 感
動しましたね︒
星野： 私は︑高２ の時に姉 妹
校のあ るニュージ ーランド に
２週間 行ってきま した︒そ し
てニュー ジーランド からの 研
修生が 私達の学 校にやって き
た時は ︑私の家に ホームス テ
イをし てもらって 同じよう に
楽しい 時を過ご しました ︒そ
の時でき たたくさ んの外国 の
友人と は今でも メールのや り
取りを毎 日のよう に続けて い
ます︒
Ｑ３・・部活 動での思い出 を聞 か
せて下さい︒
所：私 はバスケ ットボール 部
に所属 していま した︒３年 間
バスケット漬けの毎日でした︒
でも全 国大会を 通して︑全 国
のレベ ルを知った ことや ︑そ
ういう大 会を経験 するたび に
部員同士がさらに団結していっ
たことなど︑得るものは多かっ
たと思 います︒弓 道部もイ ン
ターハイ出場ですよね︒
河地： そうそう ︒今回が初 出
場でし た︒弓道 部は︑﹁文 武
両道 ﹂を１
年生 の時か
ら徹 底的に
たた き込ま
れ︑ 部活が
理由 で成績

が下がる
こと︑勉
強が理由
で的中が
下がるこ
とは許さ
れず︑模
試や ゼミで部活に参 加するこ
とが できない時は仲 間との差
に不 安や焦りを感じ て悩んだ
こともたくさんありました︒
Ｑ４・・今年度最後 となる特別進
学 英語 コースと情報 進学 コース
を代表 して３年 間の思い出 を教
えて下さい︒
星野：私はイギリス生まれで︑
アメリカにも住んでいたので︑
英語 を活かせる高校 がいいと
思って 本校の﹁特別 進学英語
コ ース﹂を受験しま した︒１
年間 カナダに留学し た人達も
いました︒副担任はニュージー
ラン ド人のダラン 先生で︑英
語で 話すことができ てとても
うれ しかったです ︒英語検定
やＴ ＯＥＩＣも満足 のいく結
果ま で獲得できた ので良かっ
たと思います︒
高階 ：情報進学 コースは︑商
業科 目や︑情報に関 する授業
が他のコースよりたくさんあっ
て︑社 会に出てすぐ に役立つ
実学 が身に付いた のは良かっ
たと 思います︒３年 間で取得
した 検定は︑簿記検 定・情報
処理 ビジネス部門 検定・ワー
プロ 実務検定・ワ ープロ早打
ち検定などです︒

山村学園高等学校

年度入試状況

１月 日︵木︶・ 日︵金︶・
日 ︵土 ︶の３ 日間 に渡 って
本 校の 入学 試験 が行 われ まし
た︒今年の 総受験者数は︑１︐
８ ０８ 名︵ 昨年 より １０ ０名
増 ︶で した ︒初 日は ︑雨 の降
る 寒い 日で ︑会 場を 探す 受験
者 の手 や頬 は赤 くと ても つら
そ うで した ︒し かし ︑欠 席者
も なく 順調 に試 験が 始ま りま
し た︒ 今年 の特 徴は ︑受 験者
の 伸び 率が 女子 より も男 子の
方 が伸 びた こと です ︒最 終的
に は︑ ３月 ９日 に今 年の 入学
者数が決定します︒
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育 ってほし い︒私はこ う願っ
ています︒
山村線の次 の列車の 中では
車 内放送が ありまし た︒﹁ご
乗 車ありが とうござ います︒
次 は終点で す︒もし もし︑そ
こ の居眠り をされて いる方︒
そ ろそろ目を 覚まして くださ
い ︒あなたは 次の終着 駅でど
う なさるつ もりです か︒終点
で この列車は 回送にな ります
よ︒﹂
自覚があればトランスファー
︵転 移︶は興 味津々︑ わくわ
くの楽しさがあります︒

が︑そう
いうこと
があった
ので︑今
の私があ
るのだと
思ってい
ます︒自分 としては 成長した
と思って います︒そし て何よ
りもクラ スが良か ったです︒
３年間ずっと一緒だったので︑
私にとって は家族の ような存
在でした ︒このよう な高校生
活を送る ことができ たのは︑
先生方は もちろんで すが親に
も感謝したいと思います︒
木下：私 は︑生徒会 長をやら
せて頂い たこと︑生 徒会活動
を通じて たくさんの 人と出会
えたこと ︑自分に自 信がつい
たことな ど︑私にと ってはと
ても有意義な３年間でした︒
星野：３ 年間同じク ラスで︑
担任の先 生もずっと 変わらず
きたので ︑受験の時 は色々な
アドバイ スを親身に なってし
て頂けま した︒私は ︑担任の
先生のお かげで受験 を乗り越
えることができたと思います︒
３年間皆 勤を通すこ とができ
たこと︑い い友達に 出会えた
ことなど ︑この学校 で学んで
本当に良かったと思います︒
河地：私 にとってこ の３年間
は とても充
実 したもの
で した︒選
抜 クラスで
あ ったので
勉 強と部活
動 の両立が
とても大 変でしたが ︑くじけ
ることな くやり通す ことが出
来たのは とても嬉し かったで
す︒
猪又：私 は文理コ ースで︑ほ
ぼ同じメ ンバーで３ 年間を過
ごしまし た︒学校の ゼミは豊
富で︑担任 の先生が いつも適
切なアドバイスをしてくださっ
たので安 心して３年 間勉強に
取り組むことができました︒
Ｑ２・・
学校行事で何か思い出はあ
りますか︒
所：私達 のクラスが 体育祭で
３年間優 勝したこと が一番う
れしかっ たですね︒１ つの目
的に向か ってみんな で頑張っ
たこと︑学 年全体で 取り組ん
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高校３年間を
過ごして
ご卒業おめでとうございま
す︒卒業生のみなさんは今日
という日をどのような思いで
迎えていらっしゃいますか︒
早いもので︑真新しい制服に
身を包み校門をくぐってから
３年という月日が経ってしま
いました︒本日は︑みなさん
に卒業を機にそれぞれの高校
生活を振り返っていただき︑
さまざまな角度から自分の３
年間について語っていただき
ました︒
︵対談２月 日︶
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Ｑ１・・
皆 さんにとって山 村学園高
校 の３年間とはどんな３年間でし
たか︒
所 ：３年間 とても楽 しかった
で す︒楽しい ことばか りでは
な く︑いろい ろ悩ん だり︑苦
し んだりした 時もあり ました
20

家政︵１︶女子栄養︵２︶白
百合女子︵２︶清泉女子︵４︶
実践女子︵９︶女子美大︵１︶
大東文化︵ ︶東海大︵１︶
東京経済︵２︶拓殖大︵２︶
亜細亜︵２︶帝京︵９︶国士
舘︵１︶神田外語︵６︶文京
学院大︵ ︶東京薬大︵１︶
明星︵２︶目白︵ ︶立正
︵６︶城西︵４︶東京国際
︵７︶埼玉医科大︵６︶日本
獣医生命︵１︶跡見学園女子
︵ ︶文化女子︵１︶十文字
学園女子︵ ︶日本女子体育
︵１︶他
﹇進路指導部﹈
10

トランスファーは慌しい
校長 牧野彰吾
３年 生の皆さ ん︑本日は ご
卒業お めでとう ございま す︒
皆さんは︑小学校から中学校︑
中学校 から高校 と︑友達と 共
に進ん できまし たが︑いよ い
よここから先は様々に分かれ︑
各自が自 分の道を 歩むこと に
なります︒﹁みんないっしょ﹂
は︑小学校から高校までの話︒
高校に 入学する 時のこと は︑
多少の別れがあったとしても︑
高校から 先の進路 のことを 考
えれば ︑やはり﹁ 仲良く手 を
つない で﹂の域を 出るもの で
はないと私は考えております︒
３年間 をあらた めて振り 返
るとき ︑喜びもさ ることな が
ら︑つま ずきが幾 度かあ った
と思う のです︒し かし︑そ の
つまずき を自分の ものとし て
しっかり 受け止め ︑解決策 を
見い出 してきた こと︑この 課
題解決の 力を身に つけて卒 業
するこ ととなった 皆さんに 対
し︑私は 大きな拍 手を送り た
いと思 っておりま す︒人間 の
価値は悲 しみや苦 しみを真 摯
に受け 止め︑それ をどう乗 り
越えた かで決ま ります︒悩 み
考え行 動した結 果として ︑こ
こに卒業 生一人一 人の進路 が
あります︒
卒業と いうのは 例えて言 う
なら︑列 車の乗り 換えに似 て
おりま す︒山村︵ これはサ ン

を終えて
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慶応︵２︶早稲田︵４︶青山
学院︵１︶立教︵４︶中央
︵２︶法政︵３︶成蹊︵１︶
成城︵１︶武蔵︵３︶日本
︵４︶東洋︵ ︶駒澤︵６︶
専修︵３︶東京女子︵２︶日
本女子︵４︶國學院︵２︶明
治学院︵１︶学習院女子︵１︶
東京農大︵４︶武蔵野大︵３︶
獨協︵８︶玉川︵１︶桜美林
︵２︶共立女子︵３︶大妻女
子︵４︶昭和女子︵５︶東京
16

年度大学入試

今年の 大学入試 もそろそ ろ
終盤に 入り︑既に 結果の出 て
いる人 ︑これから 出る人 ︑さ
らにこれ から受験 を控えて い
る人な ど︑３年生 の皆さん は
さまざま な形で卒 業式を迎 え
ていることと思います︒さて︑
今日 ま での 受験 結果 四( 年 制
大学 の み一 部 を
) 以 下に 発 表
します ︒３年生の 皆さん ︑最
後まで頑張って下さい︒
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竹にフシがなけれ
ば︑風雪に耐えるあ
の強さも生まれてこ
ないでしょう︒竹に
はやはりフシが必要
です︒同様に︑流れ
る歳月にもやはりフ
シが必 要です ︒ともす れば︑
とりと めもなく 過ぎて いきが
ちな日 々です が︑人生 には大
きな節 目となる 機会が いくつ
かあるものです︒
その 節目の一 つでも ある卒
業式を 迎える にあた って︑今
までい ろいろな 形で支 えてく
れたご 両親をは じめ多 くの方
に感謝 の思いを 伝えて みるの
も良いと思います︒
パナ ソニック の創業 者︑松
下幸之助氏は︑感謝の心は
﹁幸福 の安全 弁﹂と言 ってい
ます︒そしてその安全弁を失っ
てしま ったら ︑幸福の 姿は︑
瞬時の うちに こわれ 去ってし
まうだろうとも︒
さて ︑皆さん は︑今 まで多
くの﹁勉強﹂をしてきました︒
﹁勉強 ﹂には︑ ２通り ありま
す︒そ れは︑ ﹁教育 ﹂と﹁学
習﹂と いう言葉 です︒ 高校時
代まで は﹁教育 ﹂を受 けてき
たので す︒﹁教 育﹂と いう言
葉には ﹁教育を 受ける ﹂とい
うよう に︑受け 身の言 葉がつ
ながります︒それに対して
﹁学習 をする ﹂と言え ば︑自
分から自発的にすることです︒
﹁学習 を受ける ﹂とい う言い
方はしません︒学校の﹁教育﹂
で最も つまら ないの は︑答え
がすぐ 出てし まうこ と︒﹁お
や？これはどうするんだろう？﹂
と思った後︑先生がすぐに
﹁これ はこうす ればい い﹂と
言って 答えを教 えてし まう︒
﹁なる ほど﹂ と思って ︑生徒
は覚え 暗記し ます︒し かし︑
この﹁ なるほど ﹂が弱 いから
自分の 身に付 かない し︑すぐ
に忘れ てしま う︒﹁ど うすれ
ばいい んだろ う﹂と悩 む時間
が長け れば長 いほど ︑答えに
たどり 着いたと きの感 動は大
きいも のです ︒﹁聞い たこと
は忘れ ︑見たこ とは覚 え︑し
たこと は理解 する﹂と 言いま
す︒こ れからも 自分の 頭で考
え行動 できる ︵自修自 得︶人
になって下さい︒

La fine.

この 先も 忘れ るこ とは ない だ
ろう ︒私 のこ れか らの 人生 ︑
何が 起こ るか わか らな いが ︑
乗り 越え るパ ワー は今 まで に
築いた︒
自 分の 居場 所は 自分 で作 ら
ねば ダメ だ︒ 用意 され た椅 子
を待 って も誰 も用 意し てく れ
ない ︒そ して 生涯 学習 はず っ
と続 く︒ この 大地 で大 きな 人
間になりたいと願っている︒

︵全文は生徒会報に掲載︶

福祉委員会より

副 委員 長 ２ １- 大 和田 歩
福祉 委員 会で は︑ 皆 さん に協
力してもらってペットボトルキャッ

プ の回 収を 行っ て いま す︒ ２月
日現 在４ ２︐ ３ ６９ 個が 回収

ポ リオ ワク チン ︵ １人 分 円︶
や 注射 器な どの 医療 器具 をミ ャ

を 出す より もこ の回 収運 動に 参
加 する こと で︑ 収 益金 を使 って

の 二酸 化炭 素が 発生 して しま う
そ うで す︒ ゴ ミと して 有害 物質

と ころ が︑ そ れを ゴミ とし て燃
や すと ４０ ０個 で３ ︐ １５ ０ｇ

り ︑ 車の バン パー や壁 や床 のパ
ネ ル材 に再 生さ れる そう です ︒

さ れま した ︒ あり がと うご ざい
ま す︒ こ のキ ャッ プ は︑ ポリ プ
ロ ピレ ンと いう 材質 で出 来て お
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蒔き ︑人 生を 刈り 取る ︒﹄ と
いう 言葉 があ りま す︒ 日々 の
習慣 を少 し変 える のは ︑実 は
とて も大 変な こと です ︒し か
し︑ その 少し の努 力が 自分 の
未来 に繋 がっ てい るの です ︒
思い が変 われ ば︑ 行動 が変 わ
る︒ 行動 が変 われ ば︑ 結果 が
変わ る︒ そし て︑ 結果 が変 わ
れば ︑ま た︑ 思い は強 くな っ
ていきます︒
自 分の 未来 を自 分で 掴み 取
るた めに も︑ 毎日 の家 庭学 習
をお ろそ かに せず ︑日 々努 力
する こと を忘 れず に頑 張っ て
ほしいものです︒
で走 り込 みや 素振 りな ど を続
けて いま し たが ︑春休 み には
既に 練習 試 合が ５試 合入 って
おり ︑そ れに 続い て春 季 大会
西部 地区 予選 が始 まる と いう
ことです︒

回山村杯杯

中学女子バスケットボール大会開催

第

ブリケッラの仲間たち

30

家庭学習のススメ
人︑ あと幾 つか の受 験を 控え
てい る人 など 様々で す︒ 皆さ
んは 自分 の進 路を︑ そし て３
年間 をど のよ うに振 り返 り︑
受け止めているのでしょう︒
受 験ま での １年間 ︑好 きな
漫画 を絶 ち︑見 事第 一志 望の
合格 を掴 み取 った人 ︒第 一志
望の 受験 の日 まで︑ 全て を調
整し ︑完 全燃 焼した 人︒ ずっ
とＥ 判定 だった 第一 志望 の大
学に合格した後︑﹁やっぱり︑
諦め ちゃい けな いん だ﹂ と心
から そう 思った 人︒ こう した
達成 感と 充実 感は︑ 努力 した
人にしか味わえないものでしょ
う︒
１ ︑２年 生の 皆さ んは ︑自
分の 卒業 する時 の姿 を想 像し
て下 さい ︒その 時に ︑ど んな
自分 であ りた いです か︒ 自分
の未 来を 想像 し︑こ うあ りた
いと 強く 思う ことが ︑ま ずは
第一歩です︒
﹃ 思いの 種を 蒔き ︑行 動を
刈り 取る ︒行動 の種 を蒔 き︑
習慣 を刈 り取 る︒習 慣の 種を
毎 年恒 例 とな った山 村 杯も
今年 で 回 を数 える まで にな
りま した ︒２月 日 祝
( に
)行
われ た大 会 には ︑埼玉 県 内は
もち ろん 東 京か らも チー ムが
11

〜君たちは何故︑学ぶのか〜
﹁勉強しなさい﹂と言われて︑
す ぐに ヤル 気に なる 人は 殆ど
い ませ ん︒ しか し︑ 心の どこ
か では ﹁や らな くち ゃ︒ ﹂と
は 思っ てい るで しょ う︒ けれ
ど 中々 やる 気が 出な い⁝ ︒勉
強 した って 無駄 ⁝︒本 気 を出
せ ば自 分は 出来 るけ ど︑ やっ
て ない だけ ⁝︒ 次の 試験 はこ
ん なこ とが ない よう にし たい
け ど⁝ ︒心 の中 に色 々な 葛藤
が 湧き ︑実 行に 移せ ない でい
る 人は 多い ので はな いで しょ
う か︒ それ は何 故で しょ う︒
そ して ︑そ の一 方で 充実 して
学 習に 前向 きに 取り 組ん でい
る 人も いま す︒ その 違い は一
体 ︑ど こか ら来 るの でし ょう
か︒
卒業 生の 皆さ んは 今す でに
受 験を 終え ︑進 路が 確定 して
い る人 ︑結 果を 待つ ばか りの
位 と)賞を総なめし た形となり
ました︒

硬 式 テ ニ ス部

23

11

10

１ 年生 は﹃ ２・ ５﹄ です ︒
皆さ んは この 数字 が何 を意 味
して いる か覚 えて いま すか ︒
これ は１ 年生 が目 標と する 家
庭学 習時 間︒ 平日 ２時 間︑ 休
日５ 時間 のこ とで す︒ ２年 生
であ れば ︑平 日３ 時間 ︑休 日
６時 間︒ そし て︑ ３年 生と も
なる と︑ 平日４ 時間 ︑休 日
時間 は必 要だ と言 われ てい ま
す︒
し かし ︑各 学年 でこ の学 習
時間 を超 えて いた 者は １年 生

4.2

10

で平 日約 ％︑休 日は 僅か 約
％ しかい ませ ん︒２ 年生 に
なる と更 に︑平 日約 ％︑ 休
日約 ％と減少していました︒
この状態で３年生を迎えた時︑
果た して 自分 の希 望す る進 路
に近 づく こと がで きる でし ょ
うか ︒後 悔す るこ とは ない で
しょうか︒
8.0

部活 動 報告

いた ま市 ︶の計 ４チ ーム が出
場し ます ︒特に ︑東 京代 表の
強豪 早稲 田実業 学校 との 試合
では ︑本校 が勝 って ５位 通過
で全 国へ ︑早実 は６ 位通 過で
した ︒全国 でも 頑張 って きて
ほしいものです︒

いよ いよ 公 式戦 スター ト

野 球部
本 校野 球部 は︑高 野連 の正
式加盟のもと︑春の訪れを待っ
てい よい よ本格 的な 活動 が始
動します︒冬の間も部員達は︑
黙々 と朝 早くか ら夕 方遅 くま

ン マー や ラオ ス︑ ブー タ ンな ど
に 送る こと が出 来る ので す︒ 今
回 は約 人 分の 子供 にワ クチ ン

20

を 送る こと がで きそ うで す︒ こ
れ から もご 協力 の程 よろ しく お

願 いし ます ︒

伝言 板

■３月４日︵水︶〜７日︵土︶
１・２年生後期期末試験
■３月 日︵木︶・ 日︵水︶
登校日
■３月 日︵火︶
平成 年度生
﹁入学準備説明会﹂ 時 〜
■３月 日︵水︶
卒業生と語る会
■３月 日︵土︶
後期終業式
■３月 日︵火︶〜 日︵土︶
春季進学対策講座
■３月 日︵水︶
新２・３年教科書販売
時〜 食堂ホール
■４月７日︵火︶
入学式

10

5.0

36

１(位 を) ︑手 具編成 ポ(ンポ ン
編成 に) おいて は最 優秀 賞 １
(

アスパラガス・ キノコ ポ(ル
イタリアの空から
チーニ ・)栗⁝自然 の富と共に
暮らす ︒そ れら があ る場 所は
後輩の皆さんこんにちは ︵第２回 ︶
人には教えない︒これが鉄則︒
柴田陽子 ︵坂戸市立住吉中学校出身︶
どの辺 にあ るの かと 聞か れる
と指 を指 して ﹃あっ ち﹄ と答
ア ニョ ハセ オと 返 える︒
す ︒こ んな 事は 朝
農園 によ る文 化活 動︒ 日本
飯 前︒ 日本 人は 敬 からた くさ んの 方が 見え た︒
意 を払 われ るこ と つつみ ・能 ・尺 八・ 琴・ 日本
が 多い から ︑人 種 の童謡 ・落 語︑ ２０ ０人 収容
差 別を 感じ るこ と するバ ルコ ニー 付の 小劇 場や
はない︒人はいつ︑ アッシ ッジ のサ ンフ ラン シス
ど こで 生ま れた か コ派の 作る 庭園 でさ まざ まな
に よっ て人 生の 殆 日本文 化を 披露 した ︒草 の根
どが決まると思う︒ 文化交 流だ ︒私 も参 加し イタ
知 人に コン ゴ人 の リア語 と日 本語 で宮 沢賢 治の
シ スタ ー︑ パレ ス 雨にも 負け ずの 詩を 劇朗 読し
チ ナ人 の俳 優が い た︒久 しぶ りの 演劇 活動 に興
る が︑ 彼ら の故 郷 奮した︒
の こと を思 うと 胸
母の 作る 太巻 きを 見よ う見
が 痛い ︒イ タリ ア まね で作 ったこ とが もと で︑
か ら見 る日 本︒ 今 地元の人が太巻きファンになっ
ま で見 えな かっ た た︒日 本で は作 った こと のな
こ とが 見え る︒ い い太巻 き︒ 今で はお 手の 物に
い とこ ろも 悪い と なった ︒小 豆も うま く煮 るこ
人生 の楽 しみ 方を 知って い ころも︒
とが でき るよ うに なった ︒炊
る 現地 の人 々︒人 生を 謳歌 し
ブリケッラ農園はスヴェレー 飯ジ ャーな どな くて もお 鍋で
ている︒夏には海に繰り出し︑ トの ある農園民宿のひとつ︒ ご飯が 炊け る︒ イタ リア の地
太 陽の 光が さん さんと 注ぐ 砂 ２ ００ ５年 に最 優秀農 園賞 を で日本 魂が うず く︒ 日本 を離
浜 で仲 間同 士で 過ご す︒ 皆︑ い ただ いた ︒ 万平米 の土 地 れたか らこ そ日 本を 想う 気持
真 っ黒 だ︒冬 には 山 へス キー に ほど よく 丘陵が あり ︑ 万 ちが強くなるのかもしれない︒
に ︒仕 事も こな し︑よ り家 族 平 米の ブド ウ畑 には９ 種類 の
山村 女子 高校 では 商業 科目
を 大切 にす る︒夜 どん なに 夜 イ タリ ア産 ・フ ランス 産の ぶ を選択 し︑ 工業 ・商 業簿 記な
更 かし して も朝 に強い イタ リ ど うの 木が 列よ くきち んと 並 どの 資格 を取 った︒ 今は その
ア人︒パワーの源が違う︒
ぶ ︒そ の間を ぬう よう に１ ３ 技術を 活か す場 所に はい ない
キ
５ ０本 のオ リーヴ の木 が植 え が︑全てが小さな糸で繋がり︑
Chi se ne f reg a.(
セ ネ フレガ と)言 う言葉が ら れて いる ︒果 物の 木・ 畑︑ 今の自 分を 形成 して いる と感
ある︒関係ない︒ほっとけよ！ 全て無農薬の有機栽培︒ミシェ じる︒ こと に演 劇部 で培 われ
と 言う 感じ の意 味だ が︑他 の ラ ンガ イド ブック のホ テル レ た人格 形成 は︑ 私の 人生 の全
人 に関 係な いで しょう とい う ストラン部門において︑スヴェ てを変 えた とい って 過言 でな
時 に使 う︒ いち いち ︑気に す レ ート 唯一 のア グリ トゥ ーリ いだろ う︒ 殻に 閉じ こも りが
る な︒ と言 う感 じ︒細 かい こ ズモに認知される︒
ちな自 分を 演劇 が舞 台が ︑新
と に悩 む私 に何 人のイ タリ ア
月 日にい のし し祭り が たな自分を作り出した︒
人 がこ の言 葉を 投げか けた こ 開 幕し た︒街 を興 して 冬の 活
演劇 部の 後藤 悦子 先生 と当
と か︒ 皆言 う︑陽 子は 日本 人 性 化を 図る催 し物 は 年続 い 時顧問であった丸山先生が姉︑
だ から ね︒こ こに いる と日 本 て いる ︒屋台 もど きの 店が 並 兄のよ うに 指導 して くだ さっ
人 とい うこ とを 意識せ ざる を び ︑イ ノシシ のサ ラミ ・サ ル た︒人 間く さい この おふ たり
え ない 状況 が多 々あ る︒島 国 シ ッチ ャ ウ( イン ナー ・
) 羊 の と殆ど 毎日 過ご した ３年 間︑
ニッポンから来た私にはショッ チ ーズ など が売 られ る︒一 方
キングなこともあるのだ︒ニー で は︑ オリ ーヴの 木で 火を お
ハ オと 挨拶 して くる 人に は︑ こし︑イノシシのサルシッチャ
が 焼か れ︑と うも ろこ しの 粉
で 作っ たポレ ンタ と地 元の ワ
イ ンで 楽し む︒冬 の寒 空の 街
に 活気 が戻 る︒私 も一 緒に 街
の 人とイノシシをほお ばる︒ B
おいしい )!
この地 の人は
U ONO(
骨 以外 全て 食す る︒捨 てる と
こ ろな んて ない ︒全て 私た ち
の 血と なり 肉に なる ︒ここ で
私 が習 った こと ︒おい しい 時
期 にお いし く食 べる ︒旬の 時
期を皆よく知っているのだ︒
の方 達は︑ また来 年を 目指 し
て頑張って下さい︒
ま た︑本 校バ スケ ットボ ー
ル部では︑今年も関東バスケッ
トボ ール専 門部強 化練 習会 参
加選手 に次 の２名 が埼 玉県 代
表と して選 ばれ ました ︒２ 年
大橋実奈︵さいたま市立岸中︶・
２年 長谷 川蘭 世 ︵入 間市 立 武
蔵中︶︒

18

28

10

参戦 ︑全 校が 予選 リー グを
経て 決勝 ト ーナメ ント に 進み
まし た︒ それ に伴 いそ れ ぞれ
の中 学校 か らは ︑多く の 保護
者の 方々 や バス ケッ トフ ァン
が集 まり 当日 は大 変な 賑 わい
でし た ︒本 校バ スケ ット ボー
ル部 保護 者会 の方 達も 救 護や
接待 とい った 形で 参 加︑ 応援
して 下さ い まし た︒そ う した
大勢 の見 守る 中で 白熱 し た試
合が 展開 ︑結 果︑ 入間 市 立金
子中学校が優勝しました 写(真 ︒)
中学 校バ ス ケット ボ ール 部員
12

1.6

全国選抜高校テニス大会に
出場決定
バ トン 部
２年連続最優秀賞 １位
本校 硬式 テニ ス部は ︑ 月
( 獲) 得
﹁第 回マーチングバンド・ に 神栖 市で 行わ れた 関東 選抜
バトントワーリング全国大会﹂ 大 会で ５位 に入 賞し︑ ３月
高等 学校 の部 ・バ トン トワ ー
リン グ部 門・ ポン ポン 編成 に
本校 バト ン部 が出 場︑ 昨年 に
続き見事金賞を受賞しました︒
また ︑人 数編 成別 では 優秀 賞
12

日 から 九州 で行 われる ︑第
回 全国 選抜 高校 テニ ス大 会に
出場することが決定しました︒
県 内か らは ︑男 子が 秀明 英光
︵上尾市︶と川越東︵川越市︶︑
女 子は ︑本 校と 浦和 学院 ︵さ
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