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未来に向かって
会長 鳥羽 雅代
私が今、勤めている会社は、２交代制の工場です。早番は朝、５時に出勤。遅番は夜、10時までと、
かなりハードです。遅番で１日しか休みがなく、次の日早番のときは体が悲鳴を上げています。でも
大変だけれど仕事をしているときは楽しいです。どうしてかって聞かれると、自分で選んだ仕事だか
ら。そして仲間がたくさんいるから。上司も厳しい人ですが、仕事以外のときはやさしくて、楽しい
人です。仲間といっても、ほとんどの人が私よりかなり年下であり、中には、私の子どもより下の人
もいます。母親が私と同じ年の子もいます。会社の中では、私はお母さんになっています。何十人も
子どもがいるみたいで、少し大変ですが、これもまた楽しいです。いろいろな悩みを持っている子ど
も達で、「どうしよう、どうしたらいい？」って、悩みを言ってくる子もいます。私が答えてあげら
れる事があれば、答えてあげますが、なかなか難しい悩みになると、いっしょに考えてあげています。
会社の中では悩みを聞いて答えてあげられるのに、いざ自分の子どものことになるとなかなか・・・。
そんなものなのでしょうか。下の子どもが、今年受験生です。色々悩んでいます。でも、親として「大
丈夫、がんばれ！」としか言えなくて、ただ見守ってあげることしか出来なくて、かなりつらいです。
何もしてあげられない、何も言ってあげられない。本当に親としてこれでいいのかなあと考えてし
まいます。これから就職する皆さん、進学する皆さん、さまざま道はちがいますが、自分で決めた道
です。何事にも負けず、楽しんでほしいと思います。よく私も自分の子ども達に言っていますが、自
分で決めたのだから、少しやっただけで、もうやだなんて言ったら、何をやっても続かないからねっ
て。普通に考えても当たり前のことなのですが、そこが、大人と子どものちがいなんです。次がまだ
あるから、だめなんだからしかたない。私の子どもも同じです。でも本当にそれでいいのでしょうか？
私には理解出来ません。子ども達も大人になれば、私の気持ちがわかってくれると信じています。私
にとって仕事は、もちろん生活していく為でもありますが、それ以上に、仲間をつくる場だと思って
います。職場は、人と人との繋がり、そして絆を深めてくれます。働く楽しさ、そして仕事をするう
えでの厳しさ、何をとっても一つ一つが毎日勉強です。これから皆さんも場所はちがってもいつかは
会社に勤めます。初めは誰でも不安であり、つらいこともあると思います。それを乗り越えていって
ほしいと思います。きっと最後には楽しくなるに違いありません。初めから、大変ではなく、楽な仕
事などありませんから。未来に向かって大きな翼を広げて、羽ばたいてほしいと思います。皆さんは、
これから未来を担う希望の星の卵なのですから。
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信じる、頼る

高等学校
学校長

今井

秀幸

高校生に人気のある作家森絵都の『永遠の出口』
（集英社）という小説を読んでいたらこんな箇所
に出会いました。
まどか

ぼんやり考えていると、円さんがつぶやいた。
「いいわよね、学校の友達って」
「え。なんですか」
「だってアルバイトとはちがって、毎日、いやで
も顔を合せなきゃいけないじゃない。それも何年
も、いつも同じ顔と」
「それのどこがいいんですか」
「そうね、どこがいいのかしらね」
円さんは破顔し、それから小さく言い添えた。
「でも、最近思ったりするの。結局、本物の信頼
関係ってそういうふうにしか結べないのかなっ
て。毎日無理してでも『おはよう』って言い続け
るしかないのかなって」

「毎日無理してでも『おはよう』って言い続ける」
ことは、相手と自分との距離を自覚した上でなお
その距離を自分から縮めていこうと努力すること
だと思います。言いかえると、相手の立場や心情
について想像力を働かせて思いやった上で、自分
中心でなく謙虚な態度で相手に向かい合うことで
しょう。そして、そのことの繰り返しや重なりの
中でようやく「本物の信頼関係」が生まれてくる
ということをこの円さんは言っているのだと思い
ます。
学校生活だけでなく、実は家庭生活の中でも同様
のことが言えます。私自身の子育てを振り返ってみ
ても家庭の中の青年期前期の子どもの扱いは中々難
しいもの、正直言ってちょっと苦しいところもあり
ました。家庭の中でも「毎日無理してでも『おはよ
う』って言い続ける」ことは、大切なことではない
でしょうか。子どもの自立を一方では認めること。
しかし、子どものことは子どもに決めさせるという
態度ではなく､ きちんと関わっていくよという態度
を表明すること。文字通り「○○、おはよう」と文
字通り言い続けてもいいし、毎日お弁当を持たせる、
送り迎えをする、何でもいいのですが、そこに「認
めているよ、愛しているよ」というメッセージが伝
わればいいと思います。
高校生を取り巻く環境は経済的な状況ばかりで
はなく社会的な状況も含めて大変厳しいです。と
いうことは、高校生の親であることも厳しい時代
なのだということです。でも、子どもがいてこそ
の親です。生徒がいてこそ教師であるように。自
分の力ではどうにもならないことがあったら、世
間体とか恥だとか思わないで相談を持ちかけられ
る、そんな教育振興会の仲間でありたいと思いま
す。
定通振興会報45号

教育振興会副会長

佐藤

茂美

『俺、筑摩（高校）でよかった。
』
会話の中で、ふと出た息子の言葉に私は驚いた。
私の高校時代を思い返してみる。いないいない、
そんな感想を持っている友達は一人もいなかっ
た。友達がよかった、部活がよかったと言う生徒
は確かにいた。でも、この高校でなければ、とい
う感想は全く聞いたことが無かった。周囲の人達
（先生含）数人にも聞いてみたが、自分の高校時
代に、自分が在籍する高校がよかったと思った人
はいなかった。
多部制・単位制のカリキュラムが作り出す良さ
なのだろうか。校風なのだろうか。息子の高校
生活のたまに耳にする高校での出来事のほんの
ちょっとの断片的な話、私がたまに送り迎えして
いるときの生徒のみなさんの表情、授業公開のと
きの様子、文化祭でヤキソバを売りながら感じた
ことなどから勝手に考えてみた。
まず、入学にあたっては、多くの生徒が、さほ
ど大きな期待を持って筑摩に来たようには思わな
い。
『とにかく高校は卒業したい』ということで
筑摩を選んだ生徒が多いのではないかと思う。し
かし、この『とにかく高校は卒業したい』という
ことに真正面に応えているのが、多部制・単位制
のカリキュラムであろう。ただ、それだけではな
く、そこで教える先生方が授業を通して生徒一人
一人と心から付き合う時間が、深く長いように思
える。心から『とにかく高校は卒業したい』とい
うことに応えているようにみえる。学校に過度の
期待を持たず、心通う授業を受ける。私自身が高
校時代にそんな経験をしたらと考える。自然に心
に余裕が生まれるだろう。
『心に適度な余裕』こ
れが一つのポイントではないか。
さらに、
『とにかく高校は卒業したい』という
ことに応えることで、さまざまな境遇、豊富な人
生経験や型にはまらない豊かな個性を持つ『多彩
な生徒』が集うに至ったように思う。
『余裕ある
心』は、この多彩を受け入れていく。受け入れら
れたことで、絆も生まれ、人はまた成長する。入
学にあたっては、それほど期待していなかった生
徒も、未来への希望をふくらませ、まさにここか
らスタートというような感覚を持った生徒も多い
のではないか。
『多彩な生徒』と『余裕ある心』
、高等学校の本
来あるべき姿に気付かされたように思う。
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振興会に参加して
教育振興会副会長

小川

眞弓

鳥羽会長から、「副会長やらない？」と電話を
いただき、「“はい”か”ＹＥＳ”で答えてね。」とい
う断りきれない状況から引き受けてしまった副会
長でしたが、何とか１年が過ぎようとしています。
北信越や県の高等学校ＰＴＡの研修会に参加させ
て頂いたりと、いろいろ勉強させて頂きましたが、
この１年の一番の思いでは、やはりくれき野祭で
す。
定時制・通信制と様々な状況の中で学校に通っ
ている子ども達。その親たちが、顔を合わせて活
動する機会はありませんでした。
しかし、鳥羽会長の発案により、今年は、くれ
き野祭に振興会として、やきそば屋を出店する事
になりました。
はじめての事でしたので、何をどのくらい用意
すればいいのか、見当もつかないような状態でし
たが、「三人寄れば文殊の知恵」のことわざ通り、
頼りになる方々が沢山いて、買い出し等の事前準
備にも、快く仕事を分担して協力して頂きました。
当日は、雨も降り、心配な空模様でしたが、日頃
の行いの良さのためか、晴れ男、晴れ女が居たの
か、雨もあがってくれました。
ここでも、皆さんの日頃のノウハウが発揮され、
和気あいあいと焼きそばが作られていきました。
本当に、楽しい和やかな時間を、皆さんと共有す
ることが出来ました。
ぜひぜひ、今後も続けていってほしいと思いま
すし、沢山の方々に、経験して頂きたい活動です。
皆さんのお力をぜひお貸し頂いて、もっと盛り上
げて頂きたいと思います。
名ばかりの副会長ではありましたが、１年間あ
りがとうございました。

一歩の勇気
午前部午後部教頭

清水

和久

アルピニスト野口 健さんは「弱者の勇気」
（栗
城史多 著）という本に寄せて『僕は、世の中の
応援に対し無責任だなあと感じる。何となく応援
して結果が出ないと途端に批判、途中で夢を諦め
ていく若者は多い。エベレスト単独無酸素登頂に
何度も挑戦し、そのたびに失敗する栗城くんは、
凍傷で指を切断しながらも果敢にチャレンジし続
けている。彼は今年４度目のエベレストに向かう』
とエールを送っています。
「弱者の勇気」は見る者の共感を呼び、自ら一
歩を踏み出す気にさせる。「彼、彼女がここまで

してるんだから、私だってもう少しだけがんばれ
そうかな」ひたむきな若者の姿は見るものに感銘
を与えます。野口健さん自身もがむしゃらに生き
ています。彼の父親は日本人、母親はエジプト人
です。アメリカで生まれ、少年期はサウジアラビ
ア、日本、エジプト、イギリスと転居しました。
日本語が十分話せず、いじめられたり、仲間外れ
にされ続けられたようです。すっかり思い通りに
いかず、ひねくれてしまった彼でしたが、偶然手
にした植村直己さんの著書『青春に山を賭けて』
が彼を変えました。
高校２年でヨーロッパ大陸最高峰のモンブラ
ン、
続けてアフリカ大陸のキリマンジャロに登り、
世界七大陸最高峰の制覇を決意します。大学には
８年在籍し、世界の名だたる山々の最年少登頂記
録を更新していきます。エベレストには、３度の
挑戦の末、25歳の時ネパール側からの登頂に成功
しますが、初めて、挑戦した時、標高６５００ｍ
地点で、日本隊が捨てた大量のごみを目にして衝
撃をうけます。その映像は『汚された最高峰』と
して、同行していた記者により世界で初めて、多
くの登山家がエベレストにゴミを放置している実
態が報道されました。
環境問題に強い関心を持ち、世界各国の登山家
達と５０００ｍ～８０００ｍの清掃活動に乗り出
します。２０００年からは『富士山が変われば、
日本が変わる』をスローガンに富士山清掃に取り
組みます。近年では、ネパールの子供達のために
学校を作る『マナスル基金』を立ち上げたり、次
世代の人材育成を目指して
『野口 健 環境学校』
を開校し、
環境の大切さを訴え、
実践していくメッ
センジャーを日本中で育てたりしています。また
２００５年にヒマラヤで遭難し「自分の遺体を故
郷に帰してほしい」と願ったことをきっかけに、
フィリピンでの旧日本軍の遺骨収集活動を行って
います。
さて、エベレスト登山については、２０１３年
５月に下肢切断者の女性が、
登頂に成功しました。
彼女は、走行中の列車から強盗グループに突き落
とされ、左足膝下を切断してしまったのです。イ
ンド代表として活躍することを夢見ていたバレー
ボール選手、26歳のアルニマ・シンハさんです。
登頂成功は事件から２年後のことです。彼女の勇
気も「弱者の勇気」と言えるのではないでしょう
か。エベレストに挑み、失敗を繰り返す栗城史多
さんは、9本の手の指を失いながらも『成功して
も失敗しても生き続ける。僕は生きることを選ん
だのだ』と考えます。
「前に進む小さな勇気を積
み重ねることで世界は、自分は、変わる」と私た
ちに伝えています。
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文 化 祭
くれき野祭
振興会初めての取り組み
評議員

藤澤

昭文

本年度のくれき野祭におきまして、振興会会長
より、「生徒の活動に応援を行ったらどうだろう
か。」との提案がありました。役員会の折、話し
合いの場を設けました。
その結果、皆で焼きそばの屋台を行うことに、
決定しました。と言っても何せ初めてのことばか
りなので、材料の手配・人員配置・買い出し等々、
要領がよくわからず、準備段階で色々と苦労しな
がらも、何とかその日を迎えることが出来ました。
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さて、くれき野祭当日、朝９時から準備を始めて、
10時頃から作り始めたものの、多量の焼きそばを
作るのは、なかなか大変なことでしたが、皆で協
力したお陰で、なんと200食をお昼前までに完売
することが出来ました。今回苦労した甲斐があっ
て、お客さんにもなかなかの好評価だったと思わ
れます。これもひとえに、皆様のお力添えのお陰
です。本当に有難う御座いました。今回は屋外に
て炭を使い料理する、貴重な時間を体験できた事
に感謝致します。平常ならこれも、とても楽しい
行事になる訳ですが、もし非常時ならば、どうで
しょう。何事においても、予行練習をしていなけ
れば、
「イザ」と言う時にはただ、右往左往して
いるだけだと思います。
これを機会に、楽しみながら屋外での、バーベ
キュー、炭火焼き鳥等々を行って、もしもの時に、
せめて食べる事の心配をしないで済むように備え
てみてはいかがでしょうか。
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生徒会活動の厳しさ
午前午後部

生徒会長

上川

梢

新生徒会が発足したのは昨年度の一月半ばで、
二月の下旬になると一年間を振り返る会という行
事があります。それが新生徒会に与えられた一年
間のうち最も大変な初行事だと思います。これを
理解していた生徒会長は今まで何人いたでしょう
か。発足したての生徒会はまとまりが無く、まだ
一人ひとりがちぐはぐ状態です。これをまとめる
のにはそれ相応のカリスマ性があれば良いのです
が、私にはそれがありません。ですので、引っ張っ
ていくのも精一杯でした。これが一年間の始まり
でした。行事が成功したか否かは生徒一人ひとり
が実感していると思います。
次に大変だったのは前期の生徒総会です。議案
書作りに多大な時間を費やしました。初めて役員
をやる生徒が多かったため、前期の議案書に関し
ては一人で作ったといって胸を張りたいくらいで
す。とじる作業は手伝ってくれた生徒もいました

が、
打ち込みは一人でやりました。生徒総会当日、
会長挨拶があるにも関わらず考えていなかったこ
とで胃が痛くてプレッシャーに弱いことが分かり
ました。案の定、話すことを考えていなかった私
は「話すことを考えていませんでした」と言って
しまいました。そのあとの質疑応答では同じ役員
に「なぜ考えていなかった」と質問されました。
確かに考えていなかったのは私の責任ですが、そ
れは全校の前で言うことでしょうか。謝ってはく
れましたが、それ以来、行事の度に寝不足になり
ストレスになり、言われた一言がプレッシャーに
なり、今でも具合が悪くなります。あなたは何を
手伝ってくれましたか？と・・・
しかし、
文化祭では通信制と上手く連携をとり、
無事成功させることが出来ました。通信制の生徒
会長や教職員の方には大変お世話になりました。
ビデオ撮影・スタッフで夏休みに登校してくれた
生徒のみなさん、ありがとうございました。この
経験を来年度の生徒会役員に引き継ぎたいと思い
ます。
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平成26年度

定通体育大会結果

①長野県高等学校定時制通信制総合体育大会
（H26.6.14 長野高校・長野西高校）（3位以上）
○バドミントン
男子団体
１位 本校
男子個人
１位 佐々木 謙治
３位 甕 幸則
女子団体
１位 本校
女子個人
１位 上川 梢
○バスケットボール
男子
３位 本校
○ソフトテニス
女子団体
１位 本校
女子個人
２位 松井 美歩・國井 麻帆
○卓
球
男子団体
２位 本校
男子個人
３位 増沢 章
女子個人
２位 大森 奈緒
○剣
道
女子団体
１位 本校
女子個人
１位 梅村 真菜
２位 横山 芽衣
３位 山口 たか子
②長野県定時制通信制軟式野球大会
（H26.6.21 佐久市営球場）
本校
優勝
準決勝 松本筑摩
７－３ さくら国際
決 勝 松本筑摩 １３－６ 上田
③全国高等学校定時制通信制体育大会
○バドミントン
神奈川・小田原アリーナ
男子団体 （県選抜チーム：佐々木 謙治、早川 丞
西村 勇輝、甕 幸則） ベスト８
男子個人
佐々木 謙治
２回戦敗退
女子団体
（県選抜チーム：上川 梢、渡辺 瑞樹）ベスト８
女子個人
上川 梢
３回戦敗退
○ソフトテニス
東京・有明テニスの森公園
男子個人
濱 孝幸・平石 龍樹
２回戦敗退
女子団体
本校
２回戦敗退
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女子個人

松井 美歩・國井 麻帆
２回戦敗退
高木 菜摘・禰津 絵理花 ２回戦敗退
○剣
道
東京・日本武道館
女子団体（県選抜チーム：山口 たか子、梅村 真奈）
予選リーグ敗退
女子個人
梅村 真菜
２回戦敗退
山口 たか子
２回戦敗退
○卓
球
東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
男子個人
増沢 章
１回戦敗退
女子個人
大森 奈緒
２回戦敗退

④北信越高等学校定時制通信制総合体育大会
（H26.10.18-19 富山市）
○ソフトテニス
男子個人
濱 孝幸・平石 龍樹
１回戦敗退
女子団体
（県選抜チーム：松井 美歩・國井 麻帆
高木 菜摘・禰津 絵理花） ３位
女子個人
松井 美歩・國井 麻帆
３位
高木 菜摘・禰津 絵理花 １回戦敗退
⑤軟式野球秋季大会
本校
決勝

優勝
松本筑摩

（H26.9.20
１２－０

上田市営球場）

上田・長野商業合同

⑥長野県高等学校総合体育大会 スケート競技
（H26.11.16 岡谷市 やまびこの森アイスアリーナ）
○フィギュア競技
女子Ｂ
牧羽 由樹（通信制）
１位
女子総合
松本筑摩
３位
⑦北信越高等学校総合体育大会
（H26.6.21 石川県
○なぎなた競技
深澤 未幸 （午前部）

押水総合体育館）
予選リーグ敗退

文化部活動成果

第21回長野県高等学校写真展
第10回 長野県高文連軽音楽系クラブ
（ホクト文化ホール・10月30日〜11月2日）
バンド名「ゆらゆらの谷」 中南信大会
「暗闇の先にあるもの」小松 広大（午後部２Ｅ）
県大会
「寂れゆく風景」

定通振興会報45号

横澤

愛子（午後部２Ｅ）

バンド名「ＤＪＳ」
長野県フェスティバル

ベスト20
ベスト16
最優秀賞
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今年の部活動を振り返って
卓球部

増澤

章

卓球部では、全員で話し合い予定を組んで水、
金、土曜日に練習しました。自分たちが強化した
いところを集中的に、協力して鍛え、大会に備え
ました。
中信大会や県大会では、練習してきたことを
しっかり発揮することができ、特に試合では集中
するように心がけました。その結果、
私にとっていい成績を残すことができました。
団体戦においては負けてしまいましたが、個人戦
では三位に入ることができ全国大会出場のキップ
と北信越大会の県選抜チームのメンバーに選ばれ
ました。
全国大会は駒沢オリンピック公園総合運動場で
行われました。大きな会場で雰囲気に飲まれて力
を発揮することができず、一回戦で負けてしまい
ました。
北信越大会は、箕輪進修高等学校の生徒と長野
県選抜で出場して、北信越大会団体で優勝するこ
とができました。
卒業生として、最終学年で全国大会に出場でき、
北信越大会の団体で優勝することができ、卓球部
に在籍していて良かったなと思いました。また、
このような機会を与えていただき大変感謝してい
ます。残る卓球部の生徒の皆さんがんばってくだ
さい。

バドミントン部での4年間
４C

佐々木

謙治

私たち松本筑摩高校バドミントン部は定通全国
大会に出場しました。今年で8回連続しての出場
となり、私個人としても3回目の出場でした。結
果としては、個人戦はフルセット、45分の激闘の
末敗北するという悔いの残る結果となってしまい
ましたが、団体戦においては男女ともにベスト8
という成績を残すことが出来ました。去年の全国
大会では2回戦敗退だったため、今年の部として
の目標は ｢今年こそ全国優勝｣ としていましたが、
その目標を達成することは出来ませんでした。し
かし、去年よりも良い成績を残すことが出来たの
で、来年のメンバーには今年の記録を抜かせるよ
うにがんばってもらいたいです。
私はこの松本筑摩高校に来てバドミントンを始
めました。そして、私が入部した年にはバドミン
トン部は全国大会で準優勝するというすばらし
い成績を残しており、その結果を残した当時の

4年生の先輩方には今までずっとあこがれてきま
した。2年になると私も全国大会に出場する事が
出来るようになりましたが、その結果はあこがれ
ていた先輩たちとはほど遠いもので、非常に悔し
い思いをしてきました。そして今年、私の代とな
り、私は部長を務めました。今年の出場メンバー
は全国大会は初となる人がほとんどだったことか
ら、あまり周りに頼ることは出来ないと考えてい
ました。そしてバドミントンの技術についてもメ
ンバー間のばらつきが大きかったため、自分の力
を高めるよりも、集団としての力を高める事を重
視して練習メニューを考えていきました。その結
果として、今回のベスト8に繋がったのだと思い
ます。
私は今度の3月で卒業しますが、それまで共に
練習していくことで1つでも多くのことを学んで
貰えるようにしていきたいです。

一期一会
剣道部部長

山口

たか子

今年は剣道部にとっても、私にとっても特別な
一年でした。特に県大会、全国大会、北信越大会
への参加は本当に貴重な体験です。
個人的には全国大会に初めて選手として出場で
きたのはすごく感慨深かったです。入部した年と
その翌年は補欠としてでしたが、やはり選手とし
て試合ができたことはなんとも言えない感動でし
た。結果は芳しいものではなかったけれど、あの
日本武道館で感じた空気や感覚、感情は一生忘れ
ません。
そして全国大会と並び、特別だったのは北信越
大会への参加です。定通北信越大会は六十二回目
にして初めて剣道競技が開催され、私達剣道部も
創部以来八年目にして初の参加でした。先輩方か
ら受け継いだ剣道部でこの大会に出場できたこと
は言葉では表しきれないほど重大で、本当に嬉し
いことでした。
定通振興会報45号
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そんな特別続きの一年で私が感じたことは
「今」
と向き合うことの大切さと周囲の人々への感謝で
す。稽古でも試合でも同じ瞬間は二度と訪れませ
ん。その今と向きあい、大切にすることが精進に
繋がると思います。そして、自分と「今」を形作
る周囲に感謝していくこともきっと未来に繋がり
ます。
なので今後も一期一会を大切にし、周囲への感
謝を忘れず、高校生活を過ごしていきたいです。

Power Live

2014

～音楽部の活動を通して～
音楽部部長4年

金本

明日香

今年度３回、『Power Live』 という軽音楽系
クラブの大会に出場しました。
1回目は6月に行われた中南信大会です。出場し
ようとしたきっかけは、私が卒業年次なのに校外
での大会やライブなどの活動をしたことがなく、
大きな思い出がほしかったからでした。同じく卒
業年次の先輩や同級生・友人も私が無理矢理誘い
「ゆらゆらの谷」というバンドで出場しました。
入賞できたらいいな・・・位の気持ちで演奏した
ら本当に入賞し、見事県大会にも駒を進めること
ができました。
県大会では曲の変更もできましたが、あえて中
南信大会と同じ曲を演奏することにしました。こ
のバンドで初めて演奏した思い入れのある曲で、
メンバー全員が楽しんで演奏することができるか
らです。そのおかげかミスなく演奏でき、前回よ
り順位を上げ、特別賞（ベスト16）を頂くことが
できました。
3回目の大会は11月の県フェスティバルです。
「DJS」というバンドのサポートベースとして参
加しました。それまでの大会と違う所は、曲がオ
リジナルで、私の担当がベースのみという点です。
「ゆらゆらの谷」ではコーラスも担当していてマ
イクのせいでパフォーマンスが制限されていた所
定通振興会報45号

もあり、
今回は思い切り動こうと決めていました。
買ったばかりでまだ慣れないエフェクターに苦戦
もしました。でもそのお陰でDJSらしい独特な音
色・雰囲気を出すことができ最優秀賞を頂くこと
ができました。
最初は単なる思い出作りとして出場した大会で
したが、それを通して仲間と協力する楽しさを実
感することができました。また改めて「音楽って
楽しいな」と強く感じました。社会に出てもこの
経験を生かし、仲間と協力し合い充実した生活を
送りたいと思います。

野球部北信越大会
主将

佐藤

恒大

非常に満足のいく結果だったと思います。準決
勝は延長戦で勝利、２回戦は７回コールド負け。
チームの戦力的にもこれが精一杯でした。後悔は
ありません。みんな全力で戦ってくれました。
１回戦は点の少ないよく締まった好ゲームでし
た。後から考えてもよく勝ったなと思うぐらい相
手も強いチームでした。それでも試合が崩れな
かったのは、やはり投手陣が我慢強く投げ続けて
くれたということ。これに尽きると思います。僕
らのチームは強力打線ではありません。相手が大
量にミスをしない限り、大量得点はほぼありえな
いのです。だからこそ、守備ではミスをせず、攻
撃では相手のミスを逃さず得点に繋げる。そんな
戦い方が必要でした。それをできたから勝てたの
だと思います。とても楽しい試合でした。
２回戦は実力通りの結果でした。１回の攻撃で
１死満塁から点を取れなかったのが全てだと思い
ます。
試合の他にもバスでバカ騒ぎをしたり、富山駅
前の寿司屋で地物の海の幸を食べたり、みんなで
風呂に入って将来の話をしたり、とても充実した
時間を過ごすことができました。
野球の楽しさ厳しさを改めて実感し、野球以外
も本当に楽しかった。最後の北信越大会を僕は一
生忘れません。
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第21回長野県高等学校写真展より

「暗闇の先にあるもの」 小松

「寂れゆく風景」

横澤

広大（２E）

ち込んでいれば、もう少し攻めていれば、勝つこ
とができたかもしれない、そう思ったからです。
この大会で負けた試合内容がとても悔しかった
こと、いい試合だったとほめてもらったこと、友
達と会えたこと、色々な気持ちを支えに県新人戦
に向けて練習に励みました。その結果、判定にな
る試合は一つもなく、全て１本勝ち、もしくは２
本取って勝つという試合内容で、優勝することが
できました。
この３月には兵庫県で行われる、全校大会への
出場も決まっています。
「長野県 松本筑摩高校
深澤選手」と呼び出される時、自信をもって、
返事をして、コートへ堂々と向かっていけるよう
に、家で毎日、なぎなたを振っています。新人戦
で審判をしていた先生方に指摘して頂いた、中段
の時と打ったときの姿勢を良くするため、日々の
生活の中でも正しい姿勢を心がけています。１本
になる打ちができるように、一つでも多く勝てる
ように１回でも多くコートに立てるように頑張っ
ています。自分の力がどこまで通用するか分かり
ません。不安もたくさんありますが、支えてくれ
る多くの方々への感謝の気持ちを胸に、悔いのな
い試合をしてきたいと思います。

愛子（２E）

全国大会に向けて
午前部

深澤

未幸

私は小学生の頃から、なぎなたを習っています。
小中学校では、日本武道館で行われる全国大会に
出場しました。なぎなたの競技人口は剣道や柔道
と比べるととても少ない分、大会で同じ人と顔を
合わせることも多く、全国に友達がいます。
昨年の北信越大会では、中学の頃から手紙の交
換をしている友達と再会し、対戦することができ
ました。その友達とは「高校に入ってもなぎなた
を続けて、また会おう」と約束をしていました。
その友達はとても強くなっており、結果は私が判
定で負けてしまいました。しかし、周りの先輩や
友達からは、「とてもいい試合だったよ」と褒め
てもらいました。でも、私は「判定」で負けたこ
とが、とても悔しく思いました。なぜなら、１本
を取られて負けたのであれば、実力の差だと思う
けれど、判定で負けたということは、実力に差は
なかったということだからです。あと１本多く打

学校見学会
（東京工科大学・日本工学院・未来ビジネスカレッジ）

定通振興会報45号
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本年度生活体験発表大会結果
①中信高等学校 定時制通信制生徒生活体験発表大会
9月18日（木）松本市あがたの森文化会館
夜間部

内山 巧
優
「学生生活で学んだこと」

10月11日（土） 松本市浅間温泉文化センター
良

午前部

矢口 達也
優
良
「My heat draws a dream 〜今、そして未来へ〜」

通信制

中澤 将之
「振り返って」

優

良

夜間部

佐藤 美代
「現在の目標」
中嶋 康夫

優

良

通信制

「何で、今

通信制

中嶋 康夫
「何で、今

優

秀

高校なの？」

③中部地区 高等学校通信制生徒生活体験発表大会
9月27日（土）
通信制

三重県

矢口
巧
４
「たった一言、されど一言」

位

最 優 秀

高校なの？」

体験発表を通して
通信制２Ａ

中嶋

康夫

私は「なんで今、高校なの」というタイトルで
生活体験文を発表しましたが、一昨年筑摩高校へ
入ったとき、周りの人にその言葉を何度も言われ
ました。定年を過ぎ、70歳も超えて、普通なら高
校の勉強を今更と思うのが当たり前かもしれませ
定通振興会報45号

②長野県高等学校 定通制生徒生活体験発表大会

ん。しかし、
通学を初めて１年、
私は入って良かっ
た、毎日が充実していると思えました。毎日のテ
レビ、新聞のニュースを積極的に見聞きすること
も多くなり、世界の実情にも関心が持てるように
なりました。
発表会は定時制・通信制のためか社会人もおら
れて、現役の生徒達と一緒に堂々と読み上げてい
ました。
それぞれに人生の溝や影に足を取られながら、
必死に生きようとする顔が見えました。辛いこと

11

をあえて日向に出しそれを乗り越えようと頑張っ
ているのがひしひしと伝わってきました。
この世の中は決して平等でも優しくない部分が
あります。社会情勢によったり、家族の都合だっ
たりですが、そこに居る自分をどうすればいいの
か、分からないときもあります。
生活体験という言葉には、嬉しいこと、いやな
こと、悲しいこと、腹の立つことなど全てが含ま
れます。しかし、発表者みんなが希望や、明日に
向かっての夢をしっかり持っているのを聞いて安
心し、感動しそして励まされました。
体験発表をする人達は過去から現在までの自分
を振り返り、考えをまとめ作文します。これがと
ても大切な作業であり、自分自身を改めて見つめ
直すための重要な時間の様に思います。できあ
がってからみれば、私も価値のあるときを過ごせ
たと思います。
人生はやり直すことができませんが、これから
迎える時間には夢を、希望を託すことが出来るで
しょう。
「あなたの強さは、あなたの考え方、心の持ち
方一つにある。自分自身を操る糸は自分自身で引
くこと。」
（西暦50年 ギリシャの哲学者 エピクテトス）

生活体験発表大会に臨んで
夜間部４年次

内山

巧

私は、最終学年にあたり自分の高校生活を振り
返ってみました。そして、筑摩高校に入学してい
なければ決して経験しなかった４年間の高校生活
への思いを、校内での発表会で発表しました。そ
の結果、夜間部代表として中信地区高等学校生活
体験発表大会に臨むことになりました。発表した
題は「学校生活で学んだこと」です。
自分が学校生活で学んだことは、三つあります。
先ず一つ目はお金を得ることの大切さです。自分
はこの筑摩高校に入学するまで、アルバイトとい
うものをしてお金を得るということをしたことが
ありませんでした。アルバイトをしたことがない
せいか、それまでお金というものを大切に使った
ことがありませんでした。
例えば、両親からお小遣いやお年玉をもらった
りしても、貯金もろくにせずにどう使うかも考え
ない、大切に使うことはなく、一週間やそこらで
大して重要でもないことやものに使っていまし
た。当時の自分では額は違うにしろ高校の学費を
自分で払うなんてことはあり得ないと思っていま
した。

これは確実に言えることですが、筑摩高校に入
学していなければこのような経験はできなかった
と思います。働き始めて自分で稼ぐようになって
からは、その大変さを身をもって知り、今までお
金を大切に扱ってこなかった自分が初めてよくな
かったと気づかされました。それからは、粗末に
扱うことはせずに、家にも少しですがお金を入れ
たり、自分の将来のために貯金するなど、お金の
価値や大切さというものを自分なりにですがこの
筑摩高校の学生生活で学べたと思います。
二つ目は働きながら学校へ通うことの大変さで
す。この高校ではアルバイトや仕事をしながら夜
に学校へ来る生徒がほとんどです。ですが、自分
はこの高校に入学するまでアルバイトをしたこと
がなかったので、その大変さを全くと言っていい
ほど知りませんでした。入学する前までは「バイ
トしながら学校へ通うなんて難しくないでしょ、
簡単じゃん」そう思っていましたが、入学した
一、二ヶ月でその考えが間違っていたことに気付
かされました。体力も落ちて眠気もくる、その中
で学校へ通う事はとても大変でした。慣れるまで
はアルバイトだけ行って、家に帰って寝たり遊び
に行ってしまうということもありました。
その悪い方向から正しい道へと戻してくれたの
は両親でした。ちょっと前まではうるさいとしか
感じませんでしたが、今では少しずつですが感謝
できるようにもなりました。これもこの筑摩高校
だからこそできた経験です。
三つ目は友人の大切さです。自分のクラスには
入学した当初、三十人近くの生徒がいましたが多
くの人が様々な理由でこの学校を辞めていきまし
た。もしかしたら自分も今この学校にいなかった
かもしれません。けれど友人の存在があったおか
げで、毎日の授業や休み時間など一人の時間はな
くて何度も助けられました。まだこの学校に通え
ている、いられるのは友人のおかげでもあってと
ても感謝しています。これが自分の学生生活に学
べたことの三つです。
話は変わりますが、今ここに自分がいられるの
は、自分の成果だけではなく両親や先生方、友人
のおかげだと強く思えるようになりました。自分
に関わってくれている全ての人たちに感謝して、
残りの短い高校生活を送っていきたいと思いま
す。

定通振興会報45号
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ミニギャラリー
生徒の美術・書道作品をあつめて

油絵
石膏デッサン（午前午後部

木彫

上條
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小笠原

奈美（午前午後部1年）

美術部）

書道部

休山

あこ

書道部

金子

郁未

綾（午前午後部２年）

書道部

小林

貴久

