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特集：もっと、暁秀を知ろう！

広 報 部 創 部 に あ た っ て
暁秀の広報部が設立されました。昨年までは広報委

部員の言葉
今年、広報部が創設され、Gyoshu News を発行する

員会として活動していましたが、今年から部活として

ことになりました。私は、家が遠方のため昨年は部活

活動します。
今のところ、広報部としては Gyoshu News

動に所属していませんでしたが、一木先生に気軽に参

発行に向け計画を立て、それぞれ振り分けられたテー

加してもいいと言われ、やってみようと思い、入部し

マを記事にすることが主な活動となります。メンバー

ました。

は中学１年生から高校 3 年生までの１８人で活動して

昨年、広報委員会が発行していた Gyoshu News を初
めて見たとき、レベルの高さに驚きました。私は小学

います。
今後、アンケートやインタビューでみなさんの力を

生の頃から社会の授業で歴史の新聞を作ったり、ポス

お借りすることがあると思いますので、ぜひご協力お

ターを作ったりすることが好きだったので、広報部の

願いします。

一員として、読者を引き込むような記事を書けるよう

また広報部では部員を募集しています。自分の趣味
や好きなことなども Gyoshu News では記事に出来るの

に努力していきたいです。
また、９月に静岡新聞の「こちら高校生」というコ

で書きたいなと思いましたら、ぜひ一度見学や部員に

ーナーに暁秀高校が掲載されることになり、それに向

話を聞いてみてください。

け編集会議を行ったり記事を書いたりしています。自
（部長：高２・長田）

分たちが書いた記事が新聞に掲載されるということは
滅多に経験できないことなので、責任をもって取り組
み、より多くの方に暁秀を知ってもらえるような記事
を作っていきたいと思います。
一年間よろしくお願いします。
（高 2・山本）
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吹 奏 楽 部 定 期 演 奏 会

G-studio
”great”で”global”な”Gyoshu”の”good”な人々を発見！

生 徒 編
広報部がお届けする「G-Studio」の生徒編。今回は、
私の憧れの先輩である花井玲美さん（高２）に、いつ
も輝いている理由に迫るべく 10 の質問をしてみました。

６月１０日、長泉ベルフォーレにて吹奏楽部の定期
演奏会が行われました。部員は中学生１８人、高校生
は１７人。高校生が少ない中、OB・OG の先輩方も応
援に駆けつけてくれ、一緒にステージを盛り上げてく
れました。
第一部はクラッシックステージ、第二部はポップス
ステージで構成されていました。第二部では『美女と

Q1：何事にも積極的に取り組む玲美さんですが、積極

野獣メドレー』や「GUTS!」「君って」などの『ヒッ

的になるために日ごろから心がけていることはありま

ト曲メドレー』を演奏しました。

すか？また、それは何ですか？

今回は初めて歌の演出を取り入れました。セーラー
ムーンや北島三郎が登場し曲に合わせて生歌を披露、

A1：なるべく自分のやりたいことよりも、どうしたら
周りが喜んでくれるか考えています。

観客も音楽に乗ってペンライトを振り、会場が一体と
なって楽しんだ時間でした。

Q2：いつも笑顔で過ごされていますが、秘訣はありま

暁秀吹奏楽部は毎年練習時間が少なく、至らない所
も多々あると思いますが、それでも成功させることが
できるのは見に来てくれる方々がいるから、そして黄
色い声援を送ってくれるからがんばれるのだと吹奏楽
部員一同、実感しています。
音楽は人と人を結びつけるとよく言いますが、本当
にその通りだと改めて感じることができました。
今回見に来てくれた方々、本当にありがとうござい
ました。これからも応援よろしくお願いします。
（高１・後藤）

すか？
A2：嵐の相葉雅紀さんの言っていた、「楽しいから笑
うんじゃなくて、笑うから楽しくなる」というセリフ
に共感し、「笑っていれば、いいことあるかな」と思
い、笑顔でいようと決めました。
Q3：いつも明るい玲美さんですが、落ち込むことはあ
りますか？落ち込んだ時はどのように立ち直りますか？
A3：人よりも落ち込まないほうですが、なるべくポジ
ティブにとらえるようにしています。
落ち込んだ時は、
ちょっと落ち込んだアピールをすることはありますが、
あまり人に対してつらい気持ちを含んだオーラを出さ
ないようにし、代わりに物にあたっています（笑）。
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Q4：玲美さんは昔、暗かったり消極的だったりしまし

御殿場合宿で正式に結成しました。また、グループ名

たか？もしそうなら、どのように明るく、積極的にな

は私が思いつきました。「バ zoo カ 3」の「3」は三人

れましたか？

の 3 と“～さん”の“さん”とかけてあり、「バ zoo カ」は

A4：両親ともに医師で、小さいころから大人に会う機

バカみたいにはしゃぎ、動物園の動物たちのようにう

会が多く、自分から挨拶をよくしていたので、明るく、

るさいけど、バズーカみたいに時代を駆け抜けるとい

積極的な性格になったかな。だから、暗かったり、消

う意味があります。

極的だったりしたことはなかったと思います。
Q9：ネタ作りは誰が行っていますか？また、ネタの材
Q5：玲美さんといえば、放送委員長ですが、放送部に

料になっていることは何ですか？

入った理由を教えてください。

A9：暇さえあれば、三人で集まり、ネタ作りに励んで

A5：放送部に入ったのは、昔の将来の夢がアナウンサ

います。ネタの材料は、最近のお笑いのネタを参考に

ーだったため、アナウンサー関係の仕事をしたいと思

しています。ベースは私が考え、そのあとは三人で試

っていたから。あとは、話すことが好きだったから。

行錯誤しながらネタを作っています。

Q6：放送部といえば、全校集会でのアナウンスですが、

Q10：最後に、私の憧れは玲美さんですが、玲美さんの

大勢の前で堂々とできる秘訣を教えていただけますか？

憧れの人はどのような人ですか？それはどうしてです

A6：マイナスの考えを取り払い、どのように言えばみ

か？

んなを楽しませることができるか、しらけても何とか

A10：「努力のできる人」に憧れています。課題はギリ

なるなどとポジティブに考えていれば、あまり緊張せ

ギリに終わらせ、テスト勉強もギリギリに始めるなど

ずに堂々としていられます。

その場を何とかしのいできた人間だから、コツコツと
進められる人を尊敬し、自分もそうでありたいと願っ
ています。

Q7：全校集会で毎回「今日は何の日か」とおっしゃっ
ていますが、それを始めたきっかけはなんですか？
A7：全校集会のときに流れる真剣できちっとした空気
を自分の一言で和ませることができたらいいなと考え
たからです。そして、放送委員長として全校生徒の記
憶に残りたいと思ったから！

花井玲美さんの輝かしいオーラの裏には彼女の積極
性や明るさ、
気さくな雰囲気など様々な要素が含まれ、
それは多くの人、もちろん私も持っていない要素だか

さん

Q8：玲美さんは、「バ zoo カ 3 」の一員ですが、結成

らこそ、彼女はとても輝いて見えるのでしょう。これ

したきっかけとネーミングの意味は何ですか？

からも玲美さんには輝き続けてもらいたいです。

A8：中学一年生のとき、体育の授業のランニング後の
フリータイムに偶然三人集まったことがきっかけで、

（高１・宮本、中山）
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Q3：先生の理想の男性像は？
A３：理想の男性か…。困ったな。私、男性のタイプっ

”great”で”global”な”Gyoshu”の”good”な人々に突撃
インタビュー！新たな魅力を存分に引き出します。

て特にないんです。でも、一緒に笑ってくれる人がい
いです。あ、犬歯がとがっている人ってかっこいいか
も！
え？ボーイフレンドはいるか？秘密に決まってるじ
ゃないですか、そんなの。
Q４：先生が学生時代、熱中したことは？
A４：もちろん、吹奏楽部の活動です！担当はトランペ
ットでした。大学でも続けていましたよ。
A５：青春エピソードをどうぞ！
A５：青春…。彼氏にチョコレートを作ったこと…？い

教師編第１弾は、暁秀のアイドル・木坂先生と、
暁秀のマドンナ・仁科早苗先生の豪華 2 本立て！

え、なんでもないです。やはり吹奏楽部は思い出が多
いですね。合宿とか、大会とか
あとは、修学旅行先のシンガポールで迷子になった

木坂先生・アイドル編

ことです。その時、すごくイケメンな白人男性が助け
てくれたんですよ！かっこよかったなぁ…。

Q1：この職業をえらんだきっかけはなんですか？
A1：私の母は国語の先生なんです。だから教師になる

Q６：先生が、
日々の生活の中で大切にしていることは？

ことは、小学生の時からの夢でした。あとは、大学の

A６：リラックスタイムをしっかりとつくることです。

勉強が楽しかったこと。日本語学がとてもおもしろか

そして、笑顔！困ったら笑う。それって、大事だと思

ったんです。だから国語の先生になりました。

うんです。
Q7：先生の今の夢は？
A７：みんなに、国語の面白さを伝えることです！それ
から、軟式テニスができるようになりたい。顧問です
からね。とりあえずは、バックハンドが打てるように
がんばります！

Q2：休日は、何をされて過ごすことが多いですか？
A2：最近、プレステ 4 を買いました！（笑）それから、
ドライブもします。軽自動車は、おばあちゃんがくれ
ました。体を動かすことも好きです。
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Q８：みんなにメッセージをお願いします！

に行くのは部活のため！」って感じでしたね。だから、

A８：慣れないことばかりですが、fresh な気持ちでが

そんな私にとって吹奏楽部は天敵でした。今は吹部の

んばります！顔を見たら、声をかけてくださいね！

顧問なのだけれど(笑)。吹部も頑張ってたんだなって、
今ならわかります。

今回の名言：
「困ったら笑う。それって、大事だと思うんです。」

Q４：先生の、学生時代の夢は？
A４：学校の卒業文集に、「外国人になりたい」って書

仁科先生・マドンナ編

いていました。金髪で、青い目で、リーゼントの外国
人男性に似合う、
そんな女の子になりたかったんです。

Q1：この職業をえらんだきっかけはなんですか？
A１：私、教師が嫌いだったんです。学校は好きだった
けれど。そんな私がなぜ教師をしているのかというと
…教育実習が思いのほか楽しかったからかな。

だから、外国人(笑)。高校時代は、大学生活にすごくあ
こがれていました。「東京に行く！」とか、「一人暮
らしをする！」とか。受かる前からあれこれ決めてま
したね。「部屋の間取りはこう！」とか(笑)。

生徒の皆さんのおかげで、思ったよりも長く続いて
います。

Q５：青春エピソードをどうぞ！
A５：中学時代に、好きな子が友達とかぶっちゃったん
です。しかもそれが仲のいい子で。バレンタインに頼
まれて、
友達のチョコを好きな人に渡しちゃったり…。
もう、なにをやっているんだか。高校時代だと、球技
大会が思い出に残っています。朝練をしたかったのだ
けれど、
早く行かないと場所を取られちゃうでしょう。
だから、その時期は朝の 5 時ぐらいに家を出ていまし
たね。１３ｋｍの道のりを自転車で走りながら、「あ
ぁ、
今の私って青春してる！」
なんて思ってました(笑)。
Q６：先生が、
日々の生活の中で大切にしていることは？
A６：やはり、言葉遣いですね。相手を不快にさせたく
ないから。教師は、言葉を使う仕事。だから、自分が
生徒だったらどういうことを言われたくないのか、常
に考えるようにしています。それから、整理整頓です。

Q２：先生の理想の男性像は？

帰るときは、必ず全て片付けてから帰ります。家でも

A２：体温が低めの人がいいです。目が細くて、鼻がと

同じです。学校でも、家でも、来た時にきれいであっ

がっていて…。でも、大きな声で怒鳴る人は苦手かな。

てほしいから。何かが出たままだと、落ち着かないん

最近の俳優さんだと、長谷川博己さんが好きです。

です。コツは、「捨てること」です。

Q3：先生が学生時代、熱中したことは？

Q７：先生の今の夢は？

A３：中学生の時は、ひたすら本を読んでいました。部

A７：定年になったら、アジアの人たちとの交流に携わ

活はテニス部でした。選択肢が少なかったので…。で

りたいと思っています。でも暑いのは嫌なので、モン

も、あこがれの先輩はいました。

ゴルや韓国がいいです。ただ、それには語学ってとて

その人と同じラケットを使ってみたり…。女の人です

も大切なのだと思います。今は人生の中で、一番「英

よ。高校生のときは合唱部に入っていました。「高校

語が使えたらな」と感じています。
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Q８：みなさんにメッセージをお願いします！

美男美女）が沢山います。１－Z はいい意味で一風変わ

A８：暁秀生が、甘いとかゆるいとか言われることも多

っています。

いんですけど、私はそこがみんなのいいところだと思

一方で、生徒の皆さんの中には、「バイリンガルっ

っています。できるだけ好きなことをして、ゴキゲン

ていつも自分たちだけで盛り上がっていてなんか苦手

に人生を過ごせれば、それが一番。みんなでゴキゲン

だな。」「いつもうるさいな。呆れる。」と、バイリ

な学校生活を送りましょう。

ンガルのクラスに対してネガティブな印象を持ってい
る方も少なからずいることでしょう。そして中には「１

今回の名言：「教師は、言葉を使う仕事。」

－Z って皆元気でポジティブで自分とは気が合わないな」
「バイリンって皆我が強いんだろうな」と１－Z やバイ
リンガルの生徒全員に対してネガティブな印象を持っ
ている方もいるかもしれません。しかし、たとえいつ
も場を盛り上げている１－Z やバイリンガルの人たちが
目立つからと言って、１－Z の生徒全員をスーパーポジ
ティブシンカーで我が強くて社交的だという風に誤解
してはいけません。
それはバイリンガルへの偏見です。
１－Z、バイリンガルの中にも無口であったり、内向的

（中３・戸田、中２・山本）

であったり、大人しい生徒も沢山います。なので「１
－Z の人って皆すごい社交的だから私とは合わないだろ

♣♧♣クラス紹介 ♣♧♣
vol.1 : 1 年 Z 組
読者の皆さんは高校 1 年生のバイリンガルクラス、
１－Z に一人くらい仲のいい友達はいるでしょうか。1
－Z の教室は３階の相談室の隣にあり、31 人の生徒が
そこで日々勉強に励んでいます。担任の先生はいつも
元気でフレッシュ！な市川健吾先生、そしてバイリン
ガルの ART の先生である Ms.Souchon です。
ところで、皆さんは１－Z にどんなイメージをお持ち
でしょうか。おそらく出てくるのはうるさい、ポジテ
ィブ、面白い、賑やか、個性的などと言った欧米人の
ようなイメージが大半でしょう。お見事。これらの言
葉が表すように、何を隠そう１－Z の最大の魅力はクラ
ス全体の明るさや賑やかさ、団結力、そして個性的な
生徒が多いところにあります。学年集会ではガヤガヤ
と騒ぎ先生に注意されながらも、中学時代の球技大会
や今年の体育祭などではその団結力で好成績を残して
います。更に１－Z の生徒の半分は帰国子女など海外経
験者であることや、
チアの世界チャンピオンがいたり、
カンフーの名人がいたり、美術コンクールで沢山の賞
をとっている生徒がいたりと、個性的な生徒（そして

うな。」と１－Z 全体から一歩下がるのではなく、一人
くらい自分と気が合う生徒がいるはずだと、固定観念
を取り外し１－Zの生徒一人一人に興味を持って頂ける
と嬉しいです。もちろんバイリンガルクラスの元気印
のような華やかな生徒たちとも、コミュニケーション
を積極的に沢山取って頂きたいです。
最後に、バイリンガルの生徒たちに苦手意識を持っ
ている読者の方は、今度学年全体が集まる際に、各学
年のバイリンガルクラスの生徒たちに注目してみては
いかがでしょうか。きっと周りで他のクラスよりも盛
り上がっているクラスメイトたちの中で、そのノリに
乗り切れていないバイリンガルの生徒たちを発見でき
ることでしょう。
ということで、１－Z には様々な性格の生徒がいるの
で、ぜひ１－Z の友達をどんどん作っていってほしいで
す！これからも１－Z をよろしくお願いします。
（高１・宮本、中山）
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♠♤♠クラス紹介 ♠♤♠
vol.2 : 1 年 2 組
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由については、「自由で、プライベート空間が得られ
るから。」「親がうるさくなく、勉強に集中できるか
ら。」などでした。また、満足している反面、「生活
リズムを自分で管理しなければいけない。」「家事が

①先生
1 年 2 組の担任は林晃子先生です。林先生の HR、LHR

大変」
など自立の大変さを感じている声もありました。

は真剣、
真面目なイメージがあると思っていましたが、

下宿をして気付いたことに関しては、「やかましい

おもしろく、和気あいあいとやっています。

親が居ないとそれはそれで寂しい。」「毎日親がして
いた家事の大変さが分かった。」など、親や兄弟に関
することが多かったです。他にも、「下宿をするなら

②生徒 21 人
2 組は元気なイメージがあると思います。みんな優しく

自分の事をしっかりとできる人でなければいけない。」

おもしろくて、色々な人がいて、とても良いクラスだ

というような、なにかの経験を伺わせるような悟りの

と思います。

声もありました。何があったとは聞きませんでしたが
（中１・木内、髙橋、田邉）

…。

インタビューをしてみて
インタビュアーに必要な要素は、「積極性」「コミ
ュニケーション力」「素敵な笑顔」であると思います。
そしてこれらすべての能力が著しく低い僕は当然、気
まずくなったり、聞きに行けなくてドアの前でウロウ
ロするような経験をしました。正直、インタビューは
僕に向いていません。だが、自分では知りえないよう
なことを知れること、貴重な体験を聞くことができま
した。そして、自分の考えの幅が広がり、物事を多角
的に見ることができるようになるため、プラスになり
ました。
最後に。
インタビューに協力してくださった皆さん、
ありがとうございました。
（高１・青島、出口）
暁秀の果てまで

～暁秀生の実態が見えてくる～

下 宿 生 に 聞 い た ！
「下宿は、新鮮でほぼ満足。」
下宿とは、一定期間部屋を借り、住むことです。家

入学して間もない中学１年生の生徒にとって、中学
校生活は“初”体験なことばかりです。先輩たちとどのよ

が学校から遠い等の理由により、下宿をすることにな

うに接すればよいかわからず困惑したり、多忙な学校

った生徒たちに次の三つを質問しました。

生活をどう乗り越えればいいのかわからず途方にくれ

①下宿に満足しているか

たりしています。そんな中学 1 年生のお悩みを解決す

②その理由

べく、
中学２・3 年生の先輩たちにアンケートを取って、

③下宿をして気付いたこと

先輩たちの本心に迫ってみました。

満足しているかという質問に対しては、全ての生徒
から「満足している」という答えを得ました。その理

（中１・木内、髙橋、田邉）
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Q１：前からの知り合いでも、先輩と呼んだ方がいいで

「

すか？それともニックネームでも OK ですか？

こ

ぶ

た

の

羽

」

～ あ な た に 幸 せ 届 け ま す ～

（回答数：174 人）
あるところにこぶたがいました。こぶたは料
理が得意だったので「こぶたの羽」というカ
ニック
ネーム
38%

フェを開いていました。こぶたの羽には、悩

先輩
62%

みを抱えたこぶたの仲間たちが訪れます。こ
ぶたは悩みを聴き、それに合う食べものを出
していました。おや？今日も 1 匹の動物が悩
みを抱えてやって来ましたよ。

Q２：彼氏 or 彼女はいますか？
（回答数：170 人）

そ の

1 . 女 子 力 を 見 せ つ け ろ ！

～レンジで簡単～

いる
13%

オシャレなスイーツ
『ぶーちゃん、助けて！』

いない
87%

「いらっしゃい、どうしたの？」
『夏休みに友達が家に遊びに来るんだけど、既製のお
菓子だけじゃつまんないでしょ？』
「たしかに」

Q３：勉強の秘訣を教えてください。

『でも私は料理やったことないからお菓子づくりなん
て難しそうだし…どうにかならないかなぁ？』

メンタルを強くする。

「うーん。あ、"夏にピッタリの冷たいスイーツ"っての

短い時間で集中！

はどう？パンナコッタとか…」

繰り返し問題を解く。

『パンナコッタってなに？』
「簡単に言うと生クリームとゼラチンを使ったミルク

Q4：学校は楽しいですか？
（回答数：169 人）
つまらない

ではなく生クリームを使うところ。濃厚でミルキーな
手の込んだ味わいになるよ」

9

まあまあ

プリンみたいな感じ。ミルクプリンと違う点は、牛乳

『なんかおしゃれ！それ作りたい！』
「じゃあ作り方教えてあげる」

40

楽しい

120
《材料》
0

50

100

150

○ 生クリーム 100cc
○ 牛乳 150cc

Q5：どうしたら先輩のような良い人になれますか？

○ 砂糖 大さじ 3
○ 粉ゼラチン 5g

いいなと思った先輩の真似をする。

○ 水 大さじ 3

人を思いやる。

○ バニラエッセンス 4〜5 滴

笑顔で優しく接する。
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連 載 小 説 ～ 第 １ 話 ～

《作り方》
1.下準備として耐熱容器に水を入れ、粉ゼラチンを振り
かけ、ふやかしておきます。

ここでは、「題名のない物語」と称して「連載小説

2.深めの耐熱容器に牛乳・砂糖を加え、ラップをかけず

リレー」という企画をやります。この企画では、各号

に電子レンジ（600w）で 1 分加熱してとかします。

ごとに小説を書く担当を変えながら話を進めていきま

3.1 を電子レンジで 20 秒加熱してとかし、3 に加えて

す。それぞれの担当者の個性豊かな想像力や表現力を

混ぜます。

どうぞお楽しみに。

4.3 に生クリームとバニラエッセンスを加えて混ぜます。
5.型(容器)に 4 を流し入れ、冷蔵庫で 2 時間ほど冷やし
ます。

５月某日。中学 3 年の生活が始まってから１ヶ月が
経とうとしていた頃、彼女はやってきた。

6.お好みでフルーツソースをかけて完成！
詳しいレシピやイチゴソースの作り方はこちら↓
https://cookpad.com/recipe/3831719

登校したら、たった一つ空いていたはずの私の隣に
机と椅子があった。お気に入りだった 1 番後ろの窓際
が嫌いになった気がした。
担任が教室に入ってきて、黒板に何かを書き始めた。

～こぶたからの助言～

誰の名前だろうか。書かれていたのは「茶柱立子」。
「え？転校生!?」

型から外したい時は、ぬるま湯に型を浸し
てパンナコッタの縁がジワジワと溶けてきた
らお皿に盛るとキレイに取れるよ。
プレゼントには 100 円ショップなどにある
牛乳瓶形の容器がオススメ！
今年の夏はパンナコッタを作って、女子力
高い系に仲間入りしよう！

「てか、あれなんて読むの？」
「茶柱……『たつこ』じゃない？」
「さすがにそのまんまはないと思うけど」
「はい！静かに!!今日からこのクラスに入ってくる『ち
ゃばしらりつこ』さんだ。」
担任がそう言い切る前に教室は再びざわめきだした。
「名前からして、和風美人だ、絶対に！！」
「茶柱さん、入ってきて。」
そういわれて教室に入ってきた彼女の姿にうるさかっ
たクラスが静かになった。というか、唖然とした。彼
女はすごく派手だったのだ。肩まで伸びている髪は明
るく染められ、全体的に巻かれてる。
このクラスにはいなかった種類の個性と名前から想
定していた姿とのギャップにクラスが騒然とした。
彼女は、教卓の右隣に立った。綺麗な姿勢だと思っ
た。そして、「茶柱立子です。今日からよろしくお願
いします。」
と静かなクラスにむかって笑顔で挨拶をした。さすが
に礼儀はちゃんとなってるんだなと評価した。
「じゃあ、席はあそこの空いているところな。」
担任が指を指したのは私の隣の空いている席だ。
「あとは、前川！お前に託した。いろいろ紹介してや
れ。」
「は？」

（高２・髙木）
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思わず驚きと嫌悪が口に出てしまった。

水槽の掃除、水替えの手順・・・

「よろしくね。前川さん。」

① 水槽は重たくて水の入った状態ではとてもじゃない

いつの間にか隣の席に移動していた彼女を見て、ため

が動かせないので、金魚やウーパールーパーを用意

息をつきたくなった。

したバケツの中へ避難させ、ポンプを使い、水をバ

「下の名前は？」

ケツへと移動させ、水をバケツリレー方式で外へ廃

「涼音（すずね）」

棄する。

「OK！涼音って呼んでいい？私のことも呼び捨てでい

② 水槽の底に敷いてある砂利を取り出す。

いよ。」

③ ある程度水槽の重さが軽くなってきたら水槽を中庭

普通にいい子だと思った。しかも、近くで見たら整っ

へと移動する。

た顔立ちだ。

④ スポンジで水槽の側面にへばりついた汚れを落とす。

「あぁ、よろしく。茶柱さん。」

⑤ たわしは水槽が傷つくので使わない。同時に砂利も

まだ何も知らない人を呼び捨てにする勇気が無い私は
名字で、呼ぶことにした。

水ですすぐ。
⑥ 砂利を戻し、水槽をもとの位置に

これが私の愉快な日々の始まりだった。

もどし、バケツリレーで新しい水を

（中３・北島）

入れる。
⑦ 水は井戸水を使う。水道水の場合
はカルキ抜きが必要。

あ

る

日

の

水

槽

物

語

⑧ 金魚やウーパールーパーを水槽の中に戻す。
⑨ 水浸しになった床を拭いておしまい。

６月にしては涼しげな風が肩をなでる。雨の心配を
しながら明るい西の空へと目を向ける。メタボなウー

～４時ごろ

パールーパーは赤いえらを揺らして餌を求めていた。

ことみ「いやー青春だよね」

３Ｚの教室前にある２つの水槽ではウーパールーパ

金魚の水槽の掃除に取り掛かる部員達～

かりん「なにが？」

ーや金魚が飼われている。水槽の汚れはいつの間にか

ことみ「水槽の掃除。あと暗室の掃除も」

にひどくなる。その日、急遽水槽の掃除をすることに

がく

なり、私たち高１生物部員は放課後に中庭へと集合し

ことみ「掃除だよ」

た。これはそんな私たちの少し独特な青春論。

だい

「掃除が青春なの？」
「うわ、顔に水が！！」

ことみ「青春だよ」
今回登場する生徒の紹介
～高１生物班より～
ことみ「とにかく好きなんです！生物博士」
がく「好きなアニメのことなら人一倍」
しおん「ゲーム界を極め達人となる」
だい「幅跳び５メートル５０センチ IN 陸部」
かりん「生物班兼広報部で校内を走ります」
～高１バスケ部より～

かりん「そういえば暗室って何で私たちが掃除してい
たの？」
ことみ「ウミホタルだよ」
だい

かりん「今年はウミホタルの研究だったね。」
ことみ「暗室でウミホタルを飼うの。水槽おいて、愛
でて、泣いて」
だい

けいすけ「髪のばし始めました」
わだくん「ごく普通の高校生ですよ」

「泣いて？」

ことみ「ビジョンが、もう見えているの。ウミホタル
は長期飼育が難しいからいろいろ考えちゃう。

れいな「女子力の権化体力に自信あり」
じゅんや「ワンオク熱唱世界はバラ色」

「海ほたるって？」

頑張るよ！」
がく

「青春かー」

しおん「なんかおじさんみたいだった（笑）」
だい

「あーよごれ取れない」
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ことみ「うん！私は好きだよ。水槽の掃除楽しいよ。

がく

「スポンジボーブ♪」

だってきれいな水槽で生き物たちがこう、ほ

全員

「…………」

ら、華憐に泳ぐ姿とか見るのとか楽しいじゃ

かりん「ここらへんきれいになったんじゃない？」

ん。・・・自分の部屋とか生息域だって汚い

ことみ「こっちも」

と嫌だし。」

しおん「ウーパールーパーのほうは掃除する？」

かりん「自分の生息域ね。・・・すこし耳が痛い」

がく

ことみ「私にとって青春とは生物とのたわむれ（笑）」

「したい。汚い。」

しおん「うーぱーうーぱー」

かりん「生物の魅力とは？」

かりん「腰痛い」

ことみ「生きている」

だい

かりん「そのまんまだね」

「五十嵐に手伝わせたい」

かりん＆ことみ「「五十嵐いるの？」」
がく

ことみ「極端な話細菌とか顕微鏡の中とかそっち系は
あまり興味ないかな。生きて動いて、体温が

「はもった（笑）」

かりん「ここまで中庭で水槽こすってきたけどさ、地

あったり、心臓がどくどくいっていたりする
のがいいよね」

味に周りの視線が痛いよ」
ことみ「いたいね」

かりん「そうなんだね」

しおん「あ、そうだ。カルキ抜きとってきてよ。」

ことみ「文化部だからってなめんなよって思うことは

ことみ「じゃんけんだー」

多々あるね。
私らだって青春しているぞって。

全員

ちゃんと結果出しているって。」

「じゃんけん……」

かりん「わたしもなんだ…」

かりん「カノンちゃん（中２）の山﨑賞とったのとか

・・・小川先生を探し求めて・・・
かりん
「地下体は剣道部と卓球部か」

ね。」
ことみ
「今はゴールドキウイとグリーンキウイから DNA
を取り出して比較する研究を進めているらしい。

ことみ「そうだね。
はじめて見たかも。

もしかしたらすごい発見があるかもしれないっ

すごく真剣な顔」

て小坂先生が仰っていたよ。」

かりん「かっこいいね」
ことみ「やっぱり部活って青春の象徴だよね。」

かりん「それは楽しみだ。あ、筝曲部やっているんだ
ね。」

かりん「なんか時々暁秀だと青春できないって聞くけ
どどう思う？」
ことみ「そんなことないよー。そんなの自分次第だし。
まだ高１だからこれからはわからないけど、

ことみ「この曲は、世界に一つだけの花？」
かりん「きれい。」
ことみ「あ、がく。突然ですがあなたにとって青春と
はなんですか。」

でも青春している。」
かりん「今まさに？」

がく

ことみ「している。部活している。している」

しおん「好きなことをやるとか？」

かりん「でもやっぱり文化部よりも運動部のほうが青

がく

「趣味をみつける」

がく

「趣味を作ってそれを楽しめばいいんじゃない

春度は高い気がするよね」

「唐突だな」

かな」

ことみ「ええーそうかな」
かりん「運動部のほうが大変だったり」

ことみ「やっぱり実際そうだよね」

ことみ「比べ物にはならないことはわかっているけど

がく

「かけがえのない時間を、今（キラリ）」

ね。でも研究も体力いるし、水槽の掃除なん

全員

「笑」

か重労働だよ。実際やりたくないっていう子

かりん「あ、通りすがりのバスケ部の人。青春とは何

もいるよね」
かりん「そうだね……でもことみはそういうやつ好き
だって言っていたね。」

でしょう。」
れいな「えー？えー？えー？……勉強、部活、恋」
ことみ「おおー」
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れいな「あ、じゅんやー。青春って何だと思う？」
じゅんや「俺？……自分からアタックすることだろ」
全員

「（笑）」

わだくん「ほかにも青春の研究家であるけいすけくん
が教えてくれるそうです。」
けいすけ「青春は、ほんのり苦く、めっちゃ甘いもの
です（ｂｙ木坂先生）……完璧だろ」
わだくん「パクリかよ（笑）」
じゅんや「だからアタックが大切。アタック。あ、や
っぱギャップ、ギャップ、ギャップ」
かりん「ギャップってどういうこと？」
ことみ「どうしよう。意味がわからん……」
～５時１５分 黙々と作業すること数時間。残りの作
業は後片付け～
がく

「ところで、だいちゃんの青春って何？」

だい

「えーとー。楽しかったら、青春です。」

だい

「友達といるときとか、青春だよ」

がく

「なんでも楽しめば青春になるってことだ」

＜延期の場合＞７月３１日（月）・８月１日 （火）
＜花 火 情 報＞
打上げの時間は、７時１５分からの一時間。打上げ発
数はなんと、二日間で約一万発！花火の種類はスター

＜穴場スポット＞
マックスバリュ沼津南店付近の土手。花火が見える適
当な所でのんびり鑑賞できる。露店が数多くあり、そ
＊駐車場なし。公共機関で来るのがオススメ。

＜開 催 日＞７月３０、３１日、８月２日〜４日
８月１６日〜１９日、２６日

＜花 火 情 報＞

かりん「勉強も？」
「勉強も。なんでも楽しんじゃえばいい。それ
がその、いじめとかじゃなければ……いや、い

この花火大会は１０日にわたって行われる。
２０分から３０分という短い時間で迫力満点な花火が
打上がり、充実した内容になっている。特にフィナー

じめを楽しむのは論外ね。」
しおん「暁秀っていじめのイメージあんまないけどね

レがオススメ！そのうえ、予定が合わせやすいのが忙
しい中高生にピッタリ！

ー」
かりん「空気がいいんだよ。この雰囲気がいいと思う」

＜穴場スポット＞
芝生に座りながら見ることができる、なぎさ公園が一

ことみ「よっし！終わったー」

番の穴場スポット。

しおん「きれいになったんじゃない」
ことみ「ほんとうウーパールーパーかわいいー」
「じゃあね！おつかれ！」

＜開 催 日＞７月２９日（土）・７月３０日（日）

＜開 催 場 所＞静岡県伊東市和田 伊東海岸

かりん「みんな同じようなこと言うね」

全員

＜開 催 場 所＞狩野川河川敷

伊東温泉夢花火

ことみ「楽しめたらそれでいいんだよ」

「帰るか。」

狩野川花火大会

れだけでも楽しめると評判。

しおん「そろそろ水槽戻そうか」

がく

夏休み、満喫情報！
～おすすめの花火大会～

マインなど、多数あり。

じゅんや「ギャップ萌えを狙え！」

がく
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＊駐車場なし。公共機関で行くのがオススメ。
（中１・駒走）
次回予告

その時刻５時３０分。一人はバス停で本を取り出し、
一人は親の待つ車へダッシュ。一人は掛け持ちの部活
へと向かい、残りはミミズを狩りに行ったとか。きれ
いになった水槽の中で、赤い尾びれを、華憐に揺らし
た金魚たち。与えられた餌を凝視して、相変わらず太
っているウーパールーパー。少し輝きを増した気がす
るのは私だけだろうか。
（高１・堤）

スーパー英語教師、林晃子先生にインタビュー！中
体連特集やその他面白いニュースがたくさん。もっと
もっと暁秀について知ろう！！
「暁秀ニュース」カラー版は、加藤学園暁秀中学校・
高等学校の Homepage でご覧いただけます。

暁秀ニュース

｜ 検索



