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特集：2 学期のあれこれ

盛 り だ く さ ん な
中 学 修 学 旅 行

昼食は広島のお好み焼き、つまり広島焼

そして旅行最終日。この日は班別京都研

を食べた。後で聞いた話によると、麺の量

修だった。広い京都の街を、少人数の班で

が通常の２倍だったとか。確かに量が多か

協力し、観光する。そんな経験はあまりな

「学」びを「修」める「旅行」と書いて「修

ったかも…おいしかったけれど。

かったから、ドキドキしていた人も多かっ

学旅行」。我ら中学２年生はわずか４日間

この日最後の目的地は、兵庫県にある姫

たのではないだろうか。ちなみに、わたし

で、３県と２府を訪れるというものすごく

路城だった。姫路城でも、前日の平和資料

はそうだった。けれど、いざ町に出てみれ

ハードな旅を経験した。

館と同様、見学時間が足りなかったように

ば、そんなことも忘れてしまった。流れて

まず１日目。三島駅から新幹線で広島へ

感じた。城は想像以上に大きく、美しかっ

いく時代の中で、変わっていくもの、変わ

向かった。移動中は、本を読む人、おしゃ

た。事前学習で学んだことを本当に見つけ

らないものが混ざりあい、調和する街が、

べりに興じる人、あとは寝る人など、多種

て、すごく興奮したことを今でも覚えてい

そこにあったのだから。歴史の重みに驚い

多様だった。この日は平和学習の日で、平

る。姫路城の後は、3 日目に向けてユニバ

たり、文化の違いを楽しんだり、美しい景

和記念公園と資料館へ行った。公園内では

ーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ)！

色に感動したり。様々なことに刺激を受け

10 班に分かれ、ボランティアの方々の案

…の、前にあるホテルへ。ホテルの豪華さ

た研修だった。

内でたくさんの慰霊碑やモニュメントをま

には驚いた。食事もおいしかったし！

わった。資料館見学は、１時間の見学時間

さて 3 日目。おそらくほとんどの人が楽

ではとても足りない程、内容が濃かった。

しみにしていた日だったと思う。…だって

さらに夜は、原爆体験者の方のお話を伺っ

ＵＳＪに行く日だったから！

た。この 1 日を通して、戦争の生々しい傷

今年、ＵＳＪは 15 周年。”Ｒｅｂｏｒｎ

跡を感じた気がした。戦争のない世界を作

（生まれ変わる）”というテーマで、たく

るためには、どうすればいいのだろう…。

さんのイベントが企画されていた。さらに

明くる 2 日目。まずは宮島、厳島神社を

ハロウィーンまで重なり、ひとことで言う

訪れた。生徒はそれぞれ、お土産を買った

と…
「やりすぎ！」
集合時間ギリギリまで、

り、カキを大量に食べたりと、宮島を満喫

仲間とめいっぱい楽しみ、ハッスルした 2

していた。私も、もみじ饅頭を買ったり、

年生であった。

厳島神社のきれいさ、鳥居の大きさに感動
したりしていた。

長いようであっという間だったこの 4 日
間。たくさんの楽しい、大切な思い出がで
きた。

”ｒｅｄｉｓｃｏｖｅｒｙ（再発

見）” 学校を離れ、４日間を共に過ごし
た仲間たちや、自分自身の新しい一面、輝
くところを
「再発見」
できた旅でもあった、
とわたしは思っている。
色々なことを学び、
絆を深めた中学 2 年生。これからの学校生
活も、前向きに頑張っていこう！

GYOSHU NEWS ~TERM 2 EDITION~ | 第 7 号

～先生方のコメント～

2

との親睦を深めながら、楽しい 1 日を過ご

イドの千葉さんは、伝統衣装で歌や踊りを

すことができました。」

披露し、紙芝居で沖縄の文化や歴史を聞か

1 組 渡辺綾華先生
「もうしばらくハンバーグはいりません

せてくれた。その千葉さんの姿が、生徒に

教頭 岩城直己先生

一生懸命に努力する大切さや、人を楽しま

…（旅行中、どのホテルでもハンバーグが

「まず、この旅行は本当に、天候に恵ま

でた。しかもおいしかった。）。印象に残

れていました。雨具がなくても大丈夫なく

った出来事は、宮島での小川先生と鹿の大

らいでした。また、平和教育、世界遺産見

「多くの生徒が、先生に言われてから行動

乱闘です。小川先生、お土産を鹿に襲われ

学、楽しみ、文化学習などの要素が盛り込

していた。もっと自発的に楽しんで、よい

て、紙袋が破れちゃったんですよ（笑）」

まれており、良い行程だったと思います。

思い出を作ってほしかった。」と話してい

体調不良も、さほど大きな問題にはつなが

ることから、大嶋先生の生徒への優しさが

りませんでした。まだまだ反省すべき点は

にじみ出ている。

2 組 宇佐美友紀先生
「世界遺産、宮島と姫路城に感動しまし
た。2 日目の姫路城で起こったハプニング

あると思っていますが、様々なことがうま
くいき、とても良い旅行でした。」

が印象に残っています。見学中に火災警報

（中２：北島、戸田）

せる喜びを教えてくれた。
一方で不安な面は、自主性不足である。

事故なく、他人に迷惑を掛けずに旅行を
終えたことが、一番の安堵を生んだのだと
取材を通して感じた。

がなったんですよね。幸い、誤作動だった
けれど、驚いたのは消防車の到着の早さ。
このことから、世界遺産を守ることの大切
さを改めて感じました。」

3 組 小川侑祐先生
「たくさんの世界遺産をまわることがで

（高２：石川）

沖縄での貴重な体験
高 校 修 学 旅 行
高校２年生の修学旅行を引率した、２年
A 組担任・中川知子先生へのインタビュー。

きて、良い経験になりました。現地でしか

Q１．平和学習で何か感じたことはありま

学べないことがあり、非常に良い 4 日間で

したか？

した。…変顔は、もうしません。」

A１．平和学習でのガマの見学は衝撃的で、

「色々なことがありましたが、一番印象

恐ろしくなりました。時に日常を離れて旅
に出られることが、いかに平和なことであ

３）が優勝し、見事に教育会長賞を勝ち取
った。「言葉を自分のものにして感情を込
めることが難しい。」と、英文だけでなく
を積み重ねてきた真夕さん。「優勝者とし
て名前を呼ばれた時は驚いたけど、同時に
とても嬉しかった。」と語ってくれた。
「努
力は裏切らないんだ！！」、何事に対して
も努力を続けていけば、目標は必ず叶うと

に残っているのは、生徒たちの成長が感じ

るか痛感しました。

られたことです。
京都の班別研修にしても、

Q２．伊江島はどうでしたか？

自分たちで計画し、協力して成功させたこ

A２．のどかな島で、サトウキビの絞り汁

とは、その成果の一つだと思います。また、

から作られるラム酒の蒸留所や、人工的に

バスガイドさんの話を真剣に聞いて、質問

光を当てて育てる電照菊の畑が広がってい

をしている姿を見て、とても嬉しく思いま

たのが印象的です。

した。なにより、全員無事に行って帰って

Q３．一番の思い出を教えて下さい。A３．

こられたことが、一番です。」

夕食の時にサッカー部の N君が先生方のモ

実感できた大会だったという。「継続は力
なり！」と喜びをかみしめながら次のステ
ップへとまた歩みを進める真夕さん。これ
からも頑張って欲しいと思う。
（中 3：堤）

ノマネをしたことです。
学年主任 秋山達欧先生

沼津市英語弁論大会で杉山真夕さん（中

日本語の訳文でも音読をし、一生懸命練習

真っ暗な防空壕の中での生活を想像すると
4 組 宮地峻英先生

英語弁論大会

先生だけでなく、私たち生徒にとっても

「広島の平和公園、宮島の厳島神社、姫

すごく貴重な体験になった。今、自分が暮

路城、京都市内の各地、といくつもの世界

らしている環境のありがたさを感じた修学

遺産を見学しました。1 学期から、戦争と

旅行となった。

英語スピーチコンテスト
「英語を使う機会を増やしたい！」とい
う動機で出場した東部英語スピーチコンテ
ストで、谷口佳穂さん（高２）は華々しく
２位に輝いた。
９月に開催された大会への彼女の準備は

平和についての学習、世界遺産についての

（高２：加藤）

学習を続けてきており、実際にその場に立

《2 年 Z 組担任・大嶋先生が語る、

スピーチを考え、グレゴリー先生の添削を

不安と安堵》

受け、
数えられないくらい原稿を修正した。

ち、その目で見ることによって、これまで
の学習に深みを持たせることができました。
また、大阪のＵＳＪでは、クラスメイト達

凄まじいものだった。夏休みに一所懸命に

大嶋先生が最初に指摘したのは修学旅行

彼女が深く自分の主張を考え、大会に向け

を通しての生徒たちの成長だ。特に、バス

て猛練習を重ねただけでなく、英語への思

ガイドの影響が大きかったという。バスガ

いがあったからこそ、このような結果を得
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ることができたのだろう。「準備は大変だ

僕は夏目漱石の「三四郎」という作品が

ったが、楽しむことができた。またスピー

好きで、「三四郎」の重要な舞台の一つと

マスクの下では汗が流れていた。暑さと戦

チは普通に話すこととは違うので、よい経

なった三四郎池も見てみたいなという思い

いながら、この手伝いができることにやり

験になった。」と感想を述べた。また「大

もあり、東京大学に見学に行った。東京大

がいを感じた。手伝い終了時間になり、達

会で様々な人のスピーチを聴くことができ、

学では見学できる場所が少ないと言われて

成感で満たされると同時に来年は出来ない

いろいろな人の考え方を知ることができて

いたが、夏目漱石の作品が好きな方にとっ

ことの寂しさを感じた。 私は仕事を終え、

よかった。」と大会出場で得られた経験は

ては三四郎池を見るだけでもおもしろいと

焼きそばや唐揚げ、
クッキーなどを買って、

大きいい。「教科書を見たり単語を覚える

思う。
校舎に入ることは一切許されないが、

食べた。どれもとても美味しかった。

よりも、実際の会話を通じて英語に触れた

各学部の校舎、有名な安田講堂、赤門など

今年のバザーは、最後ということで、今

方が、慣れやすいし、英語を早く習得でき

は見ることができ、たとえ外観を見学する

までよりも思いは強く、高校生活の良い思

る。」ともアドバイスしてくれた。様々な

だけでも東京大学へ行く価値は充分にある。 い出の一つになった。

英語の勉強の方法があるが、コミュニケー

オープンキャンパスや大学見学で、どこの

ションを交えて英語に触れた方が、より効

大学へ行くか迷っている方は、是非東京大

果的に身に付くということだろう。

学へ行ってほしい。

（高２：徐）

英語ディベート大会
９月２５日に全国中学生ディベート Pre
大会が行われた。この大舞台で、見事３位
に輝いた３年４組の高井勇輝くん、髙野怜
央くん、望月麻夕子さん、南佑弥さんだ。
４人にインタビューをした。
４人のうちの１人は、今回の結果につい
て、「ディベートは、とにかく協調性が求
められます。今回の結果が得られたのは、
放課後に皆で何度も集まり、努力を重ねて
きた成果だと思います。
」
と語ってくれた。
また、他の３人も同じく「皆と協力して得
られた結果だと思います。」とチームワー
クの良さが３位獲得につながった。３年４
組の４人が英語で行われるディベート大会
で３位を獲得したことで、暁秀中学校バイ
リンガルクラスの英語力を全国に見てもら
うことができた。来年もまた後輩に良い結
果を出してもらいたい。
（中３：土屋）

高１遠足＠大学見学
高校１年生は、早稲田大学、青山大学、
上智大学を中心に、一人２つの大学見学に
東京へ行った。

（高１：芦川、小林）

中
３
遠
足
＠富士急ハイランド

混ぜるのはとても大変だった。そのため、

（高 2：加藤）

暁秀高校受験体験記
僕が暁秀高校を単願で受験しようと思っ
たのは中学 3 年生の始めの頃だ。それから
はオープンスクールや体験入学、入試説明
会など参加できるイベントは極力参加した。
これから学ぶ学校がどんな場所なのか、ど

中学 3 年生の遠足は富士急ハイランドだ

んな教育をしているのかを実際に自分の目

った。気温も前日と比べて暖かく絶好の遠

で確かめたかったからだ。更に、極度な緊

足日和だった。

張症なので受験に備え、会場の雰囲気に慣

バスの車内からジェットコースターが見

れておこうと思ったからだ。

えてくるとみんな大興奮！着いた瞬間に

（高１：鈴木）

『FUJIYAMA』や『絶望要塞』といった人
気アトラクションに猛ダッシュ。しかし、
どのアトラクションも大混雑。1 時間も並
んで乗った人や昼食をとるのも忘れて遊ん
だ人もいて、つかの間の休息を楽しんだ。
水を使ったアトラクションでは専用ポンチ
ョを買わずに乗った人もいて、ビショビシ
ョになって遊んだことが良き思い出になっ
ているようだ。3 年生に特に人気があった

日常の一コマ
最近いきなり寒くなった。かじかむ
手をこすりつつ、また今回も色につい
て書こうと思う。
秋の色で私が最初に思い浮かべるの
は「茜」だ。アカネ科の多年草のアカ

のは『絶望要塞』。様々な仕掛けがある要

ネは根が赤いことからそう呼ばれ、こ

塞に潜入するアトラクションで、とりわけ

の根で染められた紅赤が「茜」
である。

男子に人気だった。中学最後の遠足をそれ

アカネは藍と並ぶ人類最古の染料と言

ぞれ満喫した。

われ、4500 年前の遺跡からも茜染め

（中３：三須、勝又）

の木綿が出土している。
良く晴れた日、空気中の水蒸気の量

今年も盛況！バザー
高校 2 年生の私にとって、今年が参加で

それぞれの大学校舎からは歴史や伝統が、 きる最後のバザーだった。
その大学に通う大学生からはやる気が感じ
最後の仕事は、高校 2 年部の企画、中庭
られ、大学は全国からたくさんの学生が集

オリジナル店の手伝いでカレーをよそる役

まる場所なんだなと感じた。

割だった。大きな鍋に入ったカレーをかき

が多いほど、夕焼けは美しい茜色にな
るという。
春はあけぼの、秋は夕暮れ。
優しい色の茜空は、明日への力を与え
てくれる気がした。
（高 2：髙崎）
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《栁澤企画！》

めっちゃ聞きたい！！
下宿のこと
暁秀高校生の中に下宿をしている生徒が
いることをご存知だろうか。今回はその下
宿のことを紹介しようと思う。下宿は沼津
市内にあり、月曜日以外は焼き肉のおいし
そうな匂いが漂ってくる。3 年生が 3 人と
1 年生が 2 人の５人で仲良く暮らしている。
私が考える下宿のメリットは、早いうちか
ら親元を離れることで親のありがたみが痛

4

いほどわかり、自立・自律した生活を送る

いと食べられても文句が言えない・・・。

ことができることだと思う。下宿で好きな

気を遣い疲れることもある・・・。

ところは自分の部屋とトイレである。トイ

暁秀高校生の下宿生活の一部を紹介した

レは 2 つあり、なんとウォッシュレットや

がいかがだろうか。また機会があれば紹介

流すボタンが壁についている。とても快適

したいと思う。下宿生はこれからも真面目

である。ただ不便な点もいくつかある。一

に謙虚に楽しく生活するので、厳しさと優

つは風呂と洗濯である。当然のように風呂

しさをもって見守ってくれると嬉しく思う。

も洗濯機も一つしかないので、帰宅時間が

（高１：栁澤）

遅くなった時にはとても混み合い、流れに
乗っていけないと夜 11 時に洗濯をする羽
目になってしまうのだ。また、冷蔵庫も一
つしかなく、自分のものには名前を書かな

新体操

中学男子バスケットボール部
10 月。新生男子バスケットボール部は沼津市準優勝という結

外部のクラブで新体操をやっている石塚伊万利さん（高１）に

果で初陣を飾った。近年まれに見る好成績にバスケ部の名将・浅

インタビューをした。

倉先生も大喜び。これからも続く戦いに向けての大きな自信とな

Q. 新体操で大変なことは何ですか？

った。《詳細》予選リーグを難なく上がってきた暁秀は、決勝ト

A. 技を決めること。テスト勉強と重なるととても大変。

ーナメント１回戦でいきなりピンチに。ハイペースな試合展開に

Q. 新体操を続ける理由は何ですか？

押されてしまったのである。それでも勢いを取り戻し、最後に逆

A. 自信につながる。楽しいから。

転し、46 対 45 で勝利を手にした。次に準決勝。こちらも前半は

Q. 新体操で楽しい、うれしいと思うことは何ですか？

リードを許し、後半に巻き返すという一進一退の戦いとなった。

A. 見ている人が喜んでくれること。技が決まった時。やりがいが

そして、54 対 52 とまたもや接戦での勝利となった。その後の決

ある。
（高１・村木）

勝ではあっさりと敗退。
「準決勝で力を使い果たしてしまった…。
」
と嘆く。接戦を経て一皮むけた男たちの快進撃は続く。

水泳

（中２：稲葉）
加藤愛海さん（高２）は、水泳新人戦県大会で、自由形 100

仲間と共に新人戦へ
中学女子バスケットボール部

メートル、50 メートル共に 1 位となった。今回は加藤さんに、
試合前にいつもどのようなことをしているのかインタビューをし
たところ、「試合前に音楽を聴いて集中力を高めています。特に
GReeeeN の曲をよく聞いています。」との答えだった。

●新人戦結果発表！！
1 ゲーム 第五中学校 vs 暁秀中 《暁秀勝利》
2 ゲーム 市立中学校 vs 暁秀中 《大差で負け》
3 ゲーム 片浜中学校 vs 暁秀中 《まさかの敗退》
バスケ部 1 年の秋山あみさんにインタビューをした。

Q. 新人戦はいかがでしたか？

加藤さんは優しい性格で、クラスでは「まなみん」と親しみ
を込めて呼ばれている。皆さんも会ったらぜひ、「まなみん」と
声をかけよう！
（高 2：松山）

サッカー部の原石
常に隙間時間などを使い勉学に励んでいる西尾友志君（高１）

A. 市立中学が強かったです。

は、責任感の強い、サッカー部で中心的な人物だ。日頃、彼が笑

Q. 反省はありますか？
A. 強いチームとの対戦が決まった時、既にあきらめかけていたの
で、そこで負けてしまったのだと思います。
負けから学ぶことも多かったと思うので、今回の反省を活かし
て次の試合につなげてほしい。
（中１：齋藤、松本）

顔で一所懸命に行う苦しい練習メニューや根気強い努力で日々コ
ツコツと成長している。このような長所が、彼をさらなる模範的
な生徒にすることは、間違いないだろう。私たちは彼を温かい目
で見守り、また見習うことで、より良い暁秀生になろう！
（高１：稲垣）

