いいえ

２月17日朝の登校風景＝生徒昇降口前

なぜ着ないのか

大津大知会長は﹁着てい
ると陰キャラに見えるって
いうか⁝﹂﹁過保護で︑親
のいいなりになっている様
で⁝﹂とコートを着ない立
場の本音を素直に語ってく
れた︒
﹁無理してないですか
あ﹂という泉亮太副会長の
突っ込みにも︑﹁寒くない
からまったく大丈夫だよ﹂
と軽く返していた︒
他にも様々な理由は出て
きたが︑要するにポイント
は２点だった︒

本音を聞いてみた

着ない会長と着る副会長

ひ弱そうに見えるから

その他

ら﹂という声だ︒
①周りから○○とは見られ
しかし︑どうして学生服 たくない︒
の﹁下﹂なのだろう︒みな
私服の時にはコートを着て
いる︒つまり︑コート自体
を嫌っているのではなく︑
制服の時のみ︑コートの着
用を拒んでいるのだ︒
そしてコートを着た男子
生徒をどう思うか︑という
問の結果からも分かるよう
に︑コートを着て登下校す
ることに対して否定的な気
持ちは持ってなく︑むしろ
普通だと思っている︒
︵怜奈︶

格好悪いから

制服の上には着ない

今年も春がやって来る︒
卒業式や離任式で別れがあ
り︑４月にはまた新しい生
活が始まる︒たくさんの出
会いがあるだろう︒胸が高
鳴る楽しい季節なのだが︑
私は少し苦手だ◆新しい生
活が始まると︑慣れない環
境や気遣いで押し潰されそ
うになるからだ︒進路もそ
の一つだ◆高校に入るとす
ぐに卒業後の進路を問われ
る︒入学したばかりなのに
②誰も着ていないからわざ 気が早いものだと思ってい
わざ着るわけにはいかない︒ た︒でも今思えばあの頃か
﹁周り﹂はも﹁誰も﹂も ら考え始めて良かった︒漠
然とでも考えていたからこ
男子生徒を指す︒
コートを着ないからとい そ︑今進みたい道がはっき
って︑薄着とは限らないこ りする◆進路は自分だけの
︵裕樹︶ 問題じゃないので︑親との
とに気づいた︒
衝突も避けられない︒
﹁あ
なたはどうしたいの﹂と聞
いてくる割に︑親は子供の
意見を否定する︒これは試
験のようなものだ︒どれだ
け真剣に考えているのか試
されている︒結局のところ
親の愛なんじゃないだろう
かと︑最近になって思うよ
うになった◆衝突がある度
に﹁親の心子知らず﹂
﹁子の
心親知らず﹂となる︒なぜ
分かってくれないんだ︑そ
う思うのも当然だ︒そう思
ったら腹を割って話し合え
ばいい︒親子とはいえ別の
人間だ︒言わなければ分か
らないことだらけだ◆これ
からの自分の事︑友人関係︑

その他

誰も着ていないから

その微妙なオトコゴコロ

ひ弱そう

5％

私服では着るのに
１９０名の男子生徒がコ
ートを着ていない︒
ではなぜコートを着ない
のか︒理由として﹁誰も
着ていないから﹂が ％︑
﹁その他﹂が最も多く︑
％を占めた︒
﹁誰も着ていないから着
ない﹂︒それは︑﹁みんな
と同じでありたい﹂という
心情を顕著に表している︒
この心情が無言の圧力と
なり︑我々を取り囲む︒周
りからの圧力だけでなく︑
自らも無意識に﹁同じ﹂で
あることを求める︒これを
﹁同調圧力﹂という︒日本
人特有とされる横並び志向
がこの圧力を生む原因だ︒
﹁その他﹂の理由として
多かったのが﹁寒くないか
ら﹂﹁学生服の下に厚着を
し︑寒さ対策をしているか

80％

また︑友人がコートを着て 部活動︑勉強︑恋︑悩みの
いたらあなたは着るか︑と 種が尽きることはない︒ケ
い う 問 に は ％ が ﹁ い い ンカをしたら︑とことんぶ
つかって仲を深めたらいい︒
え﹂を選んだ︒
つまり︑﹁みんなと同じ 一人で抱えきれない悩みは︑
ではありたいが︑みんなに 誰かと分け合ったらいい◆
流 さ れ て い る わ け で は な 春が来たらまた新しい風が
い﹂﹁己の意志を持ち︑選 吹く︒ひょっとしたら︑期
択しているのだ﹂と主張し 待と不安で胸が苦しくなる
かもしれない︒そんな時は
ていることがわかる︒
﹁制服﹂という無個性に 芽吹いた木々と︑その向こ
対しての反抗︑そして自分 うに広がる青い空を見上げ
﹁ 大 丈夫︑ 前 を向 い
の確定︒しかしそれは実に よ う︒
狭い範囲に限定されている︒ て歩こう﹂そう思えるから︑
なんとも微妙なオトコゴコ 春は苦手だけど嫌いにはな
︵優里︶
ロと言うほかない︒︵怜奈︶ れない︒

格好悪い

着ない心理を説明する大津会長

目立つ

一 日 市 印 刷

な存在にならないよう見本
とする人が必要だ︒それが
先輩︒新入生は先輩を手本
とし︑しっかり真似をした
結果がこの数値だ︒︵怜奈︶

5％
4％

11％
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金足農業高等学校
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15

28％

66％

男子生徒は制服の上にコ ではないか︒
ートを着ることを拒否する︒ しかし︑この反抗を自覚
この問題は１月３日付の してはいない︒無意識のう
﹁秋田魁新報﹂でも取り上 ちに︑自己を確立させよう
げられ︑﹁誰も着ている人 としている︒これは︑その
がいないから﹂﹁目立ちた ための彼らがやれる範囲内
くない﹂という心理ではな での自己主張だ︒過度にや
いか︑と分析されていた︒ ると︑今度は違いすぎてし
我々は高校生という年頃 まう︒﹁みんなと同じ﹂で
の心境の変化が大いに関わ なくなるのは恐いのだ︒
この矛盾ともいえる心情
っていると考えた︒
﹁制服﹂は﹁みんなと同 が︑高校生の心理だ︒アン
じであること﹂を強制する︒ ケートの男子生徒の５割が
そんな中で︑少しでも自分 コートを着ていたらあなた
らしさを出すために︑彼ら は着るか︑という問に対し
％が﹁いいえ﹂を回答︒
は小さな反抗をしているの

72

72

中学生の頃は
着用していたか？

コートやジャンパーを着用している
男子高校生を見て、どう思うか？

69

秋田市金足追分
字海老穴102-4

秋田県の男子高校生は真冬でもコートを着ないという奇妙な現象は︑２月 日に
﹃マツコの月曜から夜ふかし﹄という番組にも取り上げられた︒もちろんネタとし
てである︒なまはげの高齢化と一緒に扱われたのだから︑番組制作者の意図は明白
だ︒﹁下に５枚も着込むより上に１枚着た方がいいんじゃないの〜﹂とマツコさん
はコメントする︒この調子で行ったら︑そのうち﹃珍百景﹄に登録されるのではな
いか︒もちろん訳の分からない奇妙な習慣としてだ︒

集まる︒知らない人や知ら
ないもの︑つまりたくさん
の﹁知らない﹂に囲まれ︑
一気に世界が広がる︒
そんな中で︑自分が異質

82％

5％

66
いいえ

第２１２号

着ないで登校 ％
中学では着ていた ％
82

24％

24

はい

72

18％

82

はい

校内アンケートの結果︑
男子生徒の ％がコートを
着ていない事が分かった︒
しかし中学生の頃に着て
いたと答えた生徒は ％で
あった︒つまり︑高校生に
なって初めてコートを着な
くなったということだ︒
理由として考えられるの
は︑先輩達が着ていないこ
と︒アンケート結果にもあ
るように︑﹁誰も着ていな
いから﹂だ︒この理由を選
んだ生徒は１年生が多かっ
た︒
この事実からも︑自分の
部活動などで模範としたい
先輩達がコートを着ていな
いから﹁高校生は着ないも
のだ﹂というメッセージを
受け取ったのではないかと
考えられる︒
中学校は小学校からの知
り合いが殆どだ︒つまり︑
生活圏が狭く︑世界は限定
されている︒しかし高校は
いろいろな地域から生徒が

コートやジャンパーを
着ているか？

コートを着ない理由
72％

コートに
ついて
考える

俺達は寒くない！
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60％

はい

いいえ

その他

早め早めの取り組みを

①進路が決まってない時に
悩んでいたところ︑担任の
先生からのお勧めにより︑
秋田県立大に興味を持ちま
した︒私が学んでみたい研
究を行っていたため︑秋田
県立大学に進学を決めまし
た︒
②秋田県立大学の推薦入試
には︑小論文︑面接︑口頭
試問があります︒私は文章
能力がなく︑面接も得意で
はなかったため苦労しまし
た︒小論文は高橋秀樹先生
に何度も添削してもらいま

した︒面接もいろんな先生
に協力してもらいました︒
③小論文や口頭試問にもう
少し早めに取り組んでいれ
ば︑もう少し余裕ができた
のかと思います︒試験も近
くなり時間が無くなってく
ると︑焦ることが多くなっ
ていました︒何事も︑早め
に取り組むことが大切なん
だとつくづく思いました︒
④何事も早めが大事だと思
います︒小論文はいきなり
やってもできないと思うの
で早めに取り組み問題に慣
れることが大事です︒口頭
試問は習っていない分野も
出るので︑補習には出てお
くべきだと思います︒
⑤将来の夢はまだ決まって
いませんが︑大学生活で見
つけていきたいです︒

③部活︑検定︑進路と両立
お菓子作りで幸せを
させるのは大変でした︒し
かし︑がんばった分だけ嬉
しさも大きく感じました︒
また︑自己アピールをする
ために自分を見つめること
ができました︒
①私が﹁かおる堂﹂に就職 ④進路について︑準備をす
したいと思ったのは︑一刻 ることに﹁早すぎる﹂とい
も早く自立し︑家族の力に うことはありません︒また︑
なりたいと思ったからです︒ 親ともしっかりと話し合い
お菓子が好きなので好きな をしておくことも大切です︒
こ と で 働 き た い と 思 っ て 友人との会話にもたくさん
﹁かおる堂﹂を選びました︒ ヒントがあります︒参考に
②その会社に入社するにあ してみると良いです︒
たって今までの自分の持っ ⑤将来の夢は︑お菓子づく
ていた知識と新しい情報を りで人を幸せにすることで
照らし合わせ︑面接などで す︒多くの人に知ってもら
説得力が持つようにがんば い︑地元秋田の活性化にな
りました︒また︑お菓子の ればいいと思います︒その
知識を改めて知る良い機会 ためにも日々がんばりたい
となりました︒
と思います︒

した︒
③振り返ってみて思うこと
は︑支えてくれる人がいる
ことはとてもありがたいと
いうことです︒辛いときに
支えてくれた友達がいたか
ら面接練習や小論文を頑張
ることができたんだと改め
て思います︒
④一・二年生には︑早めに
夢を見つけて︑たくさんの
情報を集めておくことが大
切だと伝えたいです︒後回
しは絶対に大変なので少し
ずつでいいので集めておい
た方がいいと思います︒
⑤将来は患者さんの心によ
りそい︑知識や技術をしっ
かりと身につけた頼れる看
護師になりたいです︒

を特に頑張りました︒
③初めての就職試験だった
ので寝る時間を惜しんで勉
強しました︒
④就職活動はコツコツと進
めなければ︑後々後悔する
ことになるので早めに初め
てください︒
⑤東日本の交通をよりよい
ものにする︒

以下の５項目に沿って回答していただきました︒
①進路決定に至る過程・決めてとなったことがら
②努力したこと・苦労したこと
③振り返って今思うこと
④１・２年生への助言
⑤将来の夢

寝る時間を惜しんで勉強

①毎日利用している電車に
関わる仕事に就きたいと思
っていました︒
②ＳＰＩの勉強と面接練習

その他

ウナギの資源回復を

なので︑進路について考え
るのをもっと早くすれば良
かったと思っています︒
④③でも書いたのですが︑
進路について考えるのを早
くする事です︒
⑤私の将来の夢は︑ウナギ
の資源回復に貢献する事で
す︒将来︑それを仕事に出
来なかったとしても魚に関
わる仕事には就きたいと考
えています︒

これです︒特に数Ⅰ・数Ⅱ
の復習を行いながら︑数
Ａ・数Ｂの勉強をするので︑
頭がゴチャゴチャになって
大変でした︒
③今思う事は︑進路に向け
ての対策をもっと早くから
行っておけば良かったとい
う事です︒受験する学校を
決定したのが６月と遅かっ
たため︑その勉強も７月か
らになってしまいました︒

株式会社 かおる堂
Ｈ科 益子 博子さん

後回しは絶対に大変

いいえ

①私は中学校の頃から漠然
と看護師になりたいと思っ
ていました︒高校も福祉を
学べる生活科学科へ入り︑
そこで憧れていた看護師を
目指す先輩方を見て︑私も
看護師になろうと決心しま
した︒
②一番努力したのは面接練
習です︒自分を紹介するこ
とも大変でしたが︑普段通
りの笑顔や話し方をするこ
とが︑自分が思っているよ
りもとても難しく苦労しま
はい

秋田県立大学生物生産科学科
Ｌ科 菅原 晴香さん

①進路相談の決め手となっ
たことがらは︑水族館就職
の実績がある事とウナギ学
研究室です︒
②私が努力したことは国・
数・英の三教科試験の対策
です︒また︑苦労した事も

日本大学海洋生物資源科学科
Ｂ科 加藤 大暉さん

東日本旅客鉄道株式会社
Ｅ科 吉光 賢也さん
秋田市医師会立秋田看護学校看護学科
Ｈ科 三浦 桃香さん
27年度
0％

0％

27年度

その他
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26年度
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25年度

49％
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10％

26年度

3％ 6名

46％
75名
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99名
50％
93名
70％

43％
80名

20％

25年度
90％

卒業生からの伝言
4％ 7名

5％ 9名

50％

④ 原子力発電は日本からなくなってほしいと思いますか？

60％
27年度
26年度
25年度

進路に早過ぎはない
60％

30％

78％
129名
40％

72％
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最後の学年集会＝２月４日
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47％
86名
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70％

76％
141名
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20％

いいえ

40％

21％
34名
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43名

100％

はい
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1％ 1名

0％ 0名
69％
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100％
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0％

27％
44名
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30％
55名
38％
70名

4％ 6名

90％

1％ 1名

80％

69％
130名
40％

今年度も﹁卒業生アンケート﹂を実施した︒質問項目
は７つ︒いずれも自分の将来をどう予測しているかを尋
ねている︒前半は個人的な事︑後半は社会的な事︒この
アンケート調査も３年目を迎えた︒この３年間全く同じ
質問項目に答えていただいたので︑その変化の様子が分
かるようにグラフ化してみた︒

70％

﹁ 将 来 の 夢 を 持 っ て い く豊かな未来が到来するこ
る﹂ ％︒﹁将来もっと豊 とへの願いだということに
かな生活をしている﹂ ％︒ なる︒それも︑ちょっと切
ともにこの３年間では一番 ないくらいの願いなのだ︒
高い数値を示している︒
夢を持つ ％︑豊かな将
ただし︑２％・３％とい 来 ％を︑無条件で良かっ
う微妙な増加だ︒それでも たねと祝福するわけにはい
約８割の卒業生が豊かで明 かない︒
るい将来を思い描いている︒
これは幸せな未来予想と言
っていい︒
しかしこれは本当の心境
だろうか︒数値を額面通り
受け取っていいのだろうか︒
卒業生のほとんどが︑明る
く豊かな未来を想定する客
観的根拠はどこにもない︒
消費税一つとっても︑来
年４月には ％になる事が
確定している︒これだけで
少し暗くなる︒最近のニュ
ースからは﹁マイナス金
利﹂という言葉が流れてく
る︒利息がマイナスになる
という意味がわからない︒
これだって明るい材料とは
言えない︒
とすると︑卒業生の回答
から読み取れるのは︑明る

③ あなたは将来結婚していると思いますか？

1％ 2名
100％

① あなたは将来の夢を持っていますか？
50％

75

夢が叶い豊かに？

60％

75

27年度
26年度
25年度
0％

その他

10％

いいえ

30％

61％
113名
30％

３年連続卒業生アンケートより

70％

10

20％

はい

50％

78
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123名
65％
120名
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134名
40％

23％
38名
34％
64名
80％

1％ 2名
100％

27％
49名
90％

1％ 2名

2％ 3名

明るい将来は本物か
② あなたは将来もっと豊かな生活をしていると思いますか？

第２１２号（ 2 ）

聞
新
高
農
金
2016 年 （平 成 28 年） ３月１日（火）

はい

はい

いいえ

27年度

とも明快には言い切れない︒
⑩﹁現実性﹂とまでは言え
ないが︑ある種のリアルさ
が増して︑慎重になってい
る︒
以上が﹁その他﹂の中身
だった︒その他を選んだ大
多数は︑真剣に検討した結
果だった︒
つまり︑ハイともイイエ
とも簡単には答えられない
くらい﹁ある種のリアル
さ﹂を感じている︒それが
﹁その他﹂を選択せざるを
得ない理由であった︒

父のようになりたい

①私が消防士になりたいと
思ったのは︑父が海上保安
官であり︑国や人の為に働
いていたからです︒私も父
のように誰かの為に働きた

いと思い消防士を目指しま 内に勉強しておきましょう︒
した︒
一次試験で周りに差をつけ︑
②努力した事は︑勉強です︒ 二次試験の面接で︑熱意を
ひたすら勉強しました︒早 ぶつけましょう︒
い段階から取り組み公務員 ⑤将来の夢は︑立派な消防
試験の問題に慣れることが 士になって︑地元秋田市を
大事です︒
全力で守り抜くことです︒
③振り返ってみると︑本当 高齢化の目立つ秋田ですが︑
に勉強頑張ったなーと達成 若い世代が活気づけていき
感でいっぱいです︒
たいと思います︒
④一・二年生の皆さんで公
務員を志望する方は︑早い

がわかないかもしれません︒
しかし部活動や勉強だけで
なく︑自分が将来やりたい
ことへの知識や︑そのため
にやらなければならないこ
とを知ることが必要だと思
います︒
⑤早く仕事を覚え︑会社の
力になりたいです︒

現代文Ｂの最終問題で高校生活を一文字で表現し
てもらった︒１位﹁学﹂２位﹁成﹂３位﹁楽﹂４位
﹁充﹂という結果だった︒トップに﹁学﹂がきてく
れて︑ほっとし︑安心した︒

三年間を一文字で表すと

と﹁作文﹂です︒苦労した
のは︑履歴書を書くことで
す︒
③もっと前から進路につい
て考えていたら︑もっとス
ムーズに進路決定をするこ
とが出来たのではないかと
思います︒
④今は︑進路について実感

で感じた学部全体の雰囲気 だが︑もっと早くから対策
夢は金農の教員
すべきだったと後悔してい
であった︒
②努力したことは︑限られ る︒
た時間内でできるだけ多く ④そのため︑進学を考えて
の知識を習得することであ いる人はとにかく情報を集
る︒また︑なぜその大学か︑ めるなり︑小論対策をした
何をしたいのかを自分の中 方が良い︒周りに流されず
①経済的な事情と︑金農か でしっかりと整理すること に進路実現に向けて頑張れ︒
ら国立大農学部に入る人が だ︒苦労したことも前文と ⑤私の将来の夢は︑農業高
ここ数年少なかったからこ 同様のことだ︒
校の教員になり︑金農で働
そ挑戦してみようと思った︒ ③今︑振り返ると辛かった くことだ︒
静岡大の決め手となったこ ことも苦労したこともすべ
とは︑オープンキャンパス て良い経験だったと思う︒

何度も進路学習室へ

①進路決定のために進路学
習室に行き︑多くのアドバ
イスや会社を教えていただ
きその中から決めました︒
②努力したのは﹁ＳＰＩ﹂

％

質問項目７﹁その際あな を︑ここでも見ることがで
たは戦場にいると思います きる︒
﹁ある種のリアルさ﹂︑
か﹂という問に対して︑初
この微妙なニュアンスを持
めて２割を超える３年生
％︵ 名︶が︑そう思うと つ言い回しの中に︑いった
答えた︒
い何が含まれていると考え
そして︑この問にも﹁そ るべきか︒
の他﹂︑つまりハイでもイ
私達は今どこにいるのか
イエでもない人が５名いる︒ についての︑とりあえずの
軽い気持ちで答える訳には 回答がここにある︒﹁ある
いかなくなったのだ︒
種のリアルさ﹂をともなっ
﹁現実性﹂にまではいか て高校生は時代を感じ取っ
ない﹁ある種のリアルさ﹂ ている︒

「ある種のリアルさ」
ここにも

戦場にいるだろう

しいという願いが込められ
ている︒
②どっちなのか分からない︒
③すぐに巻き込まれるとい
うことはないだろうが︑い
ずれ避けられないと考えて
いる︒
④どっちでもいいと思って
いる︒
⑤そもそも関心がない︒
⑥間接的影響しかないと考
えている︒
⑦とりあえず自分とは関係
ない︒
⑧全く判断がつかない︒
⑨﹁はい﹂とも﹁いいえ﹂

即答できない理由があった

「その他」の意味を考える
質問項目６﹁日本は近い
将来戦争に巻き込まれると
思いますか﹂という問に対
する反応が︑今年も大きく
変わった︒
昨年は﹁そう思う﹂が急
増し︑今年は﹁その他﹂が
名︑全体の ％に及んだ
のだ︒昨年も一昨年も１名
のみ︒この変化をどう考え
たらいいのだろうか︒
学年末試験終了後の各教
室と︑食堂にいた３年生に
直接聞いてみた︒
①できれば平和が続いて欲

その他

26年度
25年度

その他

20％

いいえ

30％

18％
29名

0％

その他

40％

いいえ

70％

16％
30名
21％
39名
10％

はい

に圧倒的な影響力を持ち︑
ある世代を一括りにできる
ようなものはない︒﹁ポケ
ベル世代﹂や﹁ガンダム世
代﹂といった括りは︑今の

80％

79％
130名
50％

1％ 1名

流行なき時代を生きる

行と言えば﹁つっぱりファ
ッション﹂や﹁ルーズソッ
クス﹂︒﹁ポケベル﹂や
﹁たまごっち﹂などだ︒こ
れらは一時日本中を覆い尽

90％

83％
155名
78％
145名
60％

秋田市消防本部
Ｆ科 長瀬 翔さん

静岡大学生物資源科学科
Ｂ科 三島 真希さん

三菱重工株式会社 相模原製作所
Ｆ科 村上 兼斗さん

⑦ その際、あなたは戦場にいると思いますか？
1％ 1名
100％

27年度

ッション︑アニメ︑ゲーム︑けていると言える︒
どの分野にも共通している︒ 今の若者は自分だけの世
アニメファンだからといっ 界で悠々と過ごすことがで
て︑全員同じアニメを好む きる︒だから本当は︑付和
わけではない︒
雷同する必要などない︒見
方によっては︑自分のカラ
ーを鮮明にし︑個人として
の立脚点を持っているとも
言える︒
今号の特集は男子高校生
のコート着用問題だった
が︑着ない側のキーワード
は﹁陰キャラ﹂だった︒
﹁キ
ャラクターが立つ﹂という
言い方もある︒個人の在り
方が際立ってきた︒︵怜奈︶

21

30％

26年度
25年度
0％

25％
46名
10％

36％
67名
80％

15％
25名
90％

42％
69名
70％

63％
118名
40％

様々なジャンル︑多種多
様なコンテンツ︒その中で
皆﹁自分の好きなもの﹂を
選び楽しんでいる︒その結
果流行は分散し︑拡散し続

生

⑥ 日本は近い将来戦争に巻き込まれると思いますか？
1％ 1名
100％

世代にはできないのだ︒
原因は興味や関心の多様
化だ︒つまり﹁好き﹂﹁嫌
い﹂の細分化が始まったと
言える︒それは音楽︑ファ

活

支

友
感
人
謝

0％

25年度

27年度

30％

くしたが︑やがて跡形もな
く消えていった︒
現代はどうだろう︒今も
﹁はやり﹂は当然ある︒け
れど過去の流行たちのよう

苦
新
笑

成学楽

10％

26年度

男子高校生がコートを着
ないのは一種の流行なので
はないか︒そう思い︑取材
と考察を繰り返してきた︒
結果辿り着いたのはこのコ
ート問題は流行とは呼べな
い︑ということだった︒
では︑﹁流行﹂とは何な
のか︒旺文社の国語辞典に
よると﹁ある型が一時的に
世の中で広くさかんに行わ
れること﹂また﹁俳諧で
時代と共に絶えず変わり︑
新しくなるもの︵不易流
行︶﹂︒とある︒
高校生にとって過去の流

高 悩 忙 校
充
変実
努
挑

20％

73％
119名
66％
122名
40％

3％ 5名

21

50％

74％
138名

80％

43％
70名
20％

15

60％

26％
43名

日本は戦争に巻き込まれるか

24％
44名

その他15％

50％

25

70％

1％ 2名
33％
61名

2％ 4名
90％

74％
137名
60％

クラスステージ＝３B 浦島太郎

⑤ 15年以内に大地震が日本を襲うと思いますか？
1％ 2名
100％

1％ 1名
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聞
新
高
農
金
（ 3 ）第２１２号

人の顔に似ている＝ビオラ

冬に一番華やかな場所は草花が美しく咲き誇るガラ
ス温室だろう︒花に会いたくて出かけてみた︒いつも
通り安田先生が入念な手入れをしていたので︑あれこ
れ尋ねてみた︒この冬は暖冬と言われた︒確かに積雪
こそ例年より少ないものの︑寒い日々は連続した︒小
泉潟はすっかり結氷し︑渡り鳥の姿を見ることはほと
んど無かった︒いつもなら今頃が最も数が多く︑うる
さいくらいの賑やかさになるはずだ︒しかし︑いつ通
りかかっても一面の氷が静かに広がっているばかりだ︒

ガラス温室に３種の花
サイネリア

安田先生から伺った
プリムラ

「祖父母と私」

室内練習場にお邪魔した

さすが金農野球部

挨拶一つでファンになった

中学生のように﹁次﹂はな
い︒全員が輝ける訳ではな
いが︑そこにはたくさんの
汗と涙と笑顔がある︒高校
の部活動は一つのドラマだ︒
そんな彼らの一途な姿は何
よりも私の心に留まった︒
これからの活躍を期待し︑
金農野球部の一ファンとし
て応援していきたい︒
︵怜奈︶

また︑バッティングと点
数をとられない︑強い守備
力の形成に力を入れている︒
そのために︑選手同士が互
いに指摘しあう様にしてい
るとのこと︒
﹁自分の考えを口に出すこ
とがチームのためにも︑本
人のためにもなる﹂
﹁指摘し合うことで仲間が
いることを意識し︑試合で
も仲間のために頑張るとい
う意欲になる︒﹂と語って
くださった︒

﹁甲子園に出場する﹂﹁試
合に勝つ﹂など負けを前提
としている目標は掲げたく
ないと語った︒
また︑この目標は部員全
員同じだそうだ︒負けん気
を持ち︑試合を楽しみ︑自
分達のペースを崩さない姿
勢で試合に臨む︒それが彼
の信念だ︒

打線の中心であり︑守備の
要だ︒そんな立場だからこ
そ︑彼はこれからもっと成
長していくだろう︒
また︑ムードメーカーと
して大きな声を出し︑チー
ムを引っ張っていくことも
自分の役割だと自覚してい
る︒﹁自分の色を出し︑明
るくメリハリをつけて練習
に励みたい﹂と語った︒

しい︒
・もっと伝達力のある︑
優(里 )
分かりやすい文章が書 ・二年生最後の新聞作り
けるようになりたい︒
でした︒忙しかったけ
れど楽しくできました︒
祐樹
(
)
・﹁草の芽﹂を書くのは
怜(奈 )
二回目︒誰かが読んで ・２１２号完成だ︒
くれたらそれだけで嬉
顧(問 )

副主将の山崎くんはキャ
ッチャーを任されている︒

自分の役割を自覚

堀井くんは﹁甲子園優
勝﹂を目標としてあげた︒

目標は全員同じ

中泉監督が目標としてあ
げたのは﹁大会で勝つこ
と﹂︒実に明快だ︒精神力
と経験値を積んでいくこと
が大切だと語った︒

互いの指摘を力に

取材を終えた時︑部員全
２月 日︵水︶︑野球部
の室内練習場にお邪魔した︒ 員が練習を中断し︑﹁あり
大きなかけ声と︑バットが がとうございました﹂と大
ボールをたたく鋭い音が響 きな声で言ってくれた︒一
生懸命で真っ直ぐなその声
き渡っていた︒
お話を伺ったのは中泉一 に私は感動した︒
高校の部活動は一瞬だ︒
豊監督︑主将の堀井冬哉君
︵２Ｂ︶︑副主将の山崎亨
君︵２Ｆ︶の３名である︒
名の部員は︑練習場を
均等に使い練習に励んでい
た︒野手は２人１組でティ
ーバッティング︑投手は二
人ずつマウンドに上がって
投球練習をしていた︒

37
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たらしてくれた。人の感情 がどんどん出てくる。私も たい。
を気にするようになったか 嬉しくなって祖母と話をし
祖父の死をきっかけに、
らだ。良く言えば、他人の ながら、気づくとあっとい 人の気持ちが分かるように
痛みが分かるようになった。う間に食べ終わっている。 なった今こそ、周りの人を
特に祖母が気になった。
そんな祖母の支えになれ 大切にしたい。自分よりも
もともと世話好きな祖母 たらと思う。祖父が他界す 周りを優先する祖母のよう
が、必要以上に周りを気に る前、私は泣いているばか な人になりたい。
これから先、い
３Ｆ 齊藤 夏希 ろいろな経験を積
みながら人生を歩
むのだろうが、「ありがと
う。」と言われる人間にな
りたい。そして、文章を書
きながらつくづく思った。
人間、誰でも皆、思う存
分生きられればいいのにな
あ…と。

野球部、冬に鍛える

掛けている。それもすごく りで何も伝えることができ
さみしそうに。
なかった。これは人生一番
祖父がいなくなって、一 の後悔だ。直接伝えること
番辛いのは祖母のはずなの ができなくなってしまった
に、私は祖母の涙を見たこ 今は、写真に向かって話し
とがない。強い人だと思う。 かけるばかりだ。だからこ
私が遊びに行くと、食べ物 そ、祖母にはちゃんと伝え

ティーバッティング＝室内練習場

ラ

元気に育つシクラメン

ガラス温室全景、奥に実習棟が見える
根を大きくしている最中と
のことだった︒次の冬︑こ
の根からは豪華な花が咲く︒
温室の中程には︑格子状
のダシが何枚も並べられ︑
そこから発芽したシクラメ
ンが︑小さな双葉を出して
いた︒その様子から賑やか
な子供達を連想した︒
花言葉は色彩によって異
なる︒赤は﹁嫉妬﹂︑白は
﹁清純﹂ピンクは﹁憧れ﹂︒
シクラメン全体では﹁遠
慮﹂﹁内気﹂﹁はにかみ﹂︒
花の形状から思い描いたに
違いない︒

賑やかな子供のように
がやがや話してるよう＝シクラメン

オ
バランスのとれた姿＝プリムラ
「トントちゃんクラブ」の活動発表

ビ

完成度の高さが目につく

中泉監督にお聞きした

堀井冬哉主将

山崎副主将

この花はまだ多くがつぼ
みの状態だった︒本格的な
開花は間もなくという︑わ
くわくした雰囲気を漂わせ
ていた︒
小さな花なのに華麗︒花
言葉は﹁いつも快活﹂﹁喜
び﹂︒寒い冬から春にかけ
て︑明るく華やかに咲く様
子から名付けられた︒
北アフリカのカナリア諸
島が原産地︒南国の花だ︒
小さいのに華やか＝サイネリア

この花はいつも咲いてい
るので不思議に思っていた︒
今回も温室の奥の方では
白とピンクの花が咲いてい
た︒安田先生のお話では︑
科の発表では︑秋田市街地 商品価値を高めるために︑
の公園を結んでグリーンベ
寄稿エッセイ
ルト化するという壮大な構
想に驚かされた︒
祖父は、私が中学２年生
﹁トントちゃんクラブ﹂
の時に他界した。なかなか
の活動は３年目となり︑知
厳しい人だった。「箸はち
名度も高まっている︒この
ゃ
ん
と持ちなさい。」と何
活動は秋田の人口減少問題
度
も
叱られた。
にも大きく関わり︑影響を
普段はもの静かな人であ
与えている︒
るが、お酒が入る
彼女たちの目標は﹁秋田
とよく話した。ほ
で育児をしたいと思う高校
んの少し冗談を交
生を増やすために︑秋田の
え、笑わせてもくれた。
魅力をもっとＰＲしていく
そんな祖父との別れは病
こと﹂だ︒そのために農業
院でだった。私はずっと泣
の魅力をフル活用している︒ いていた。淡々と身の回り
自分の育ってきた町に愛
の
品
を片付けてゆく家族を
着と敬意を持って︑将来を
見
て
、一層激しく泣いた。
考えていくべきだと改めて
祖父の死は私に変化をも
︵怜奈 )
思った︒

編集後記

正式名称は﹁プリムラ・
オブコニカ﹂︒安田先生か
ら教わり︑半分忘れた頃平
沢先生にも確認したので確
実だ︒
落ち着きと誠実さを感ず
る花の姿だ︒花言葉は﹁し
とやかな人﹂﹁青春の美し
さ﹂だから︑印象に合致す
る︒
原産はユーラシア大陸の
高原地帯だという︒この花
も強いに違いない︒

２月 日︵水︶︑農ク主
催で課題研究発表会が行わ
れた︒今回の発表者は全員
２年生で︑緊張しながらも
自分達の研究成果を発表し
ていた︒その中でも興味深
かったのが︑Ｌ科とＨ科の
活動発表だった︒
﹁樹木の呼吸で地球環境
を改善していく﹂というＬ
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弦楽器にビオラというの
があった︒一言で言うと可
愛いくて可憐な花である︒
そういう見た目とは違い︑
とても生命力のある強い花
だと教わった︒
可憐で強いというのは︑
理想的な女性像に近いでは
ないか︒花言葉は﹁物思
い﹂︒
下北手中学校の卒業式で
は︑毎年この花が壇上を飾
っている︒おしゃれだ︒

５科の課題研究登場
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