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先日、芸術鑑賞会で「アンクルトムの小屋」というアメリカの奴隷制時代を題材にした演劇を見る機会があった。その中でみなさんはど

の場面に感動したり、関心を持ったりしただろうか。私が感動したのは、文字の読めない黒人の奴隷が、奴隷商人に騙されて契約書に書

いてある内容を理解できずに売られ、実の子どもを別の奴隷商人に奪われてしまう。そのため奴隷は絶望して船から身を投げて死んでし

まうという場面だ。そこに描かれた奴隷には、人間としての尊厳も自由もなく、白人の地主に牛馬のように酷使されて、教育を受ける機会

などあろうはずもない。ただ悲しく一生を終えた人々の歴史と怨念を見た感があった。 

 かつては日本でも同じような時代があった。鎌倉時代から江戸時代にかけて、武士や一部の金持ち商人が横行した封建制の時代であ

る。その陰には、農民など力を持たない多くの人々は、武士が引き起こす戦乱の犠牲になったり、領主に年貢（税金）を払えないために、

子どもを奴隷同様に売らなければならなかった。 

時代は明治に移って武士の時代は去り、身分の上下の別なく持てる能力に応じて立身出世が望める時代となった。しかし、人々はどん

な方法で何をしたら良いのかを知る方法がなかった。テレビもパソコンもスマートフォンもない時代だったので当然だろう。そこで１冊の本

が脚光を浴びることになる。有名な「学問のすすめ」という本である。この本の著者は福沢諭吉。福沢諭吉といってもピンとこない人もいる

だろうが、一万円札の肖像画の人物または慶應義塾大学の創立者といえば知らない人はいないだろう。福沢諭吉は、江戸時代から明治

初期にかけての洋学者（オランダ語や英語によって外国のことを研究した学者）で、咸臨丸という小さな帆船に乗ってアメリカに渡り、アメリ

カの民主主義や世界の情勢を研究し、これからの日本や日本人がどんな生き方をしたらよいかを研究した人物である。「学問のすすめ」

は１８７２年（明治５年）に書かれベストセラーとなった。２２万部が出版され、当時の日本の人口が４千万人程であったので、国民の約１８０

人に１人の割合でこの本を読んだことになる。その当時、字の読める人も少なく、本を買って読書する習慣もなかった時代だったにもかか

わらず、こんなに多くの人々に読まれたのは、日本人誰もが浮かび上がるチャンスを手に入れたかったからだろう。その冒頭部分で「天は

人の上に人を造らず、人の下に人を造らずといへり」という、長く封建制度に苦しめられてきた武士以外の身分の人々を、「実はみんな平

等だ、自分の努力次第で、いくらでも出世できるし、金持ちにもなれる」という言葉で人々に人間平等を説いた。 

さらにこの本の中で、「広く世の中を見回すと、賢い人もいれば、愚かな人もいる。貧しい人もいれば、金持ちもいる。人を使う人もいれ

ば、人に使われる人もいる。この格差はどこで生じるのか。それは、学問をして知識があるか、学問をしなかったかの差によって生じてい

る」と断じ、学問の重要性を殊更に訴えた。つまり、他人より多くお金を得たかったら、勉強して知識を身に付けなさい。他人に使われたく

なかったら、勉強をして他人を使えるようになりなさい。外国に支配されたくなかったら、外国語や外国事情を勉強して、外国人とも互角に

交渉できるようになりなさい。と少し前まで鎖国をしていた当時としては、斬新な切り口で人々に広く学問をすすめた。 

だがその当時、いくら学問をすすめられても学校に入学できる裕福な人は、わずかな人だけだったのも事実で、学校へ通って勉強した

いという強い意志はあっても、学費が払えないために、涙を呑んであきらめた人は数え切れないほどいたことを知るべきだ。 

一方みなさんはどうだろう。学校に高い学費を払って通わせてもらい、教科書やノートも不足なく与えられ、家業を手伝うことも稀で、雨

の日には親に車で送迎までしてもらう人もいて、学問をこれ以上ないくらいにすすめられた環境にある。しかし、みなさんはそれに報いる

ように熱心に勉強しているだろうか。その恵まれた環境に甘えて授業中居眠りをしたり、隣の人とおしゃべりをしたり、机の下で携帯電話を

したりして授業を疎かにしていないだろうか。先日の演劇で見たように、文字が読めなくて売られていった奴隷やどんなに学校で勉強した

くても、家が貧しいために学校に行けなかった惨めな時代の人たちをもう一度思い出すべきです。確かに今は奴隷に売られる時代ではな

いが、自分の将来に緊張感を持って勉強に取り組まなくてはなりません。世界はグローバル化の時代です。かつて発展途上国といわれ

た国々の人たちも、必死に勉強して先進国に追いついてきています。負ければ職にも就けなければ、お金も稼げないでしょう。今、福沢

諭吉が生きていたら、皆さんのために再び「学問のすすめ」を書くかも知れませんね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～１１１１日大学生体験日大学生体験日大学生体験日大学生体験～～～～        ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（火火火火））））実施実施実施実施    

    

帝京大学宇都宮キャンパスにてカレッジインターンシップが行われ、特進文理コー

ス４～８組の生徒が参加しました。帝京大学には８学部設置されており、今回は経済

学部、理工学部、医療技術学部を中心に、模擬講義・体験型イベントが催されました。

案内役の大学生を通じ、充実した設備や専門的な講義に触れたことで、来年度の進

路決定に向けてのよい契機となりました。                                                 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   ６６６６月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（火火火火））））実施実施実施実施 

 

サイエンスフロンティアコース １組は、栃木県の国際医療福祉大学視機

能療法学科に行ってきました。 今回の企画は、将来の進路で興味のある

分野を考える機会づくりと、生徒 に医療現場の見学・体験を通して、新たな

発見や疑問点を見つけさせ、探

究心を育てることが目的です。 

   医療体験では３グループに分    

かれ、実際に眼球内部の写真を

撮ってもらい解説を受けるグルー

プ、視覚障害者への補助の仕方、

補助器具を実際に体験してみるグループなど、貴重な体験ができました。 

対応して下さった方々の対応も非常に丁寧かつ分かりやすく、次年度も訪

問したいと思った１日でした。 

■■■■生徒生徒生徒生徒のののの感想感想感想感想■■■■    

・この大学に興味を持った。 

・視機能訓練士の仕事を初めて知った。 

・先輩の話を聞いて、好きなことをするのは大切なことだと思った。 

・進路へ向けて一層の努力をしようと思った。 
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ヘリコプター飛行演習 

講義を終えて 食堂でお昼です 

12 月の修学旅行に向けて連載スタート！毎回、大切なことを掲載していきますね。 

今回はパスポートパスポートパスポートパスポートについてです。みなさんはパスポートを持っていますか？おそらく 

海外旅行は初めてで、まだ持っていない人が多いと思います。さて、そういう人は 

この夏休みの間に必ずパスポートを取得しなければなりません。 

また、すでに持っている人も、有効期限有効期限有効期限有効期限を確認してください。2014201420142014 年年年年 3333 月月月月 20202020 日日日日    

よりよりよりより前前前前にににに期限期限期限期限がががが切切切切れてしまうれてしまうれてしまうれてしまう場合は、やはり夏休み中に更新・あるいは新規に 

取得する必要がありますので要注意です！！ 

パスポートが準備できたら、顔写真顔写真顔写真顔写真ののののページページページページをコピーして、夏休み 

明けに担任の先生に提出します。提出期限は 9999 月月月月 6666 日日日日（（（（金金金金））））です。 

期限に間に合うよう、この夏のパスポート取得は計画的に！ 

第１回 

自分探しの１年生も終わり、２年生は自分の夢の実現に向けての下調べの時間です。３年生の今頃に

は自分の希望する大学や専門学校、はっきりとした進路が決まっていなくてはならない…ということは？    

今年の夏はオープンキャンパスへ行こう！ 

オープンキャンパスは３年生だけが行くものではありません。１・２年生向けのもたくさんあります♪体

験や実習ができるところ、帰りに大学のお土産をくれるところも多数！気になる大学やちょっと興味のあ

る大学を見学してもいいかも…★ 

 

受験受験受験受験はははは情報力情報力情報力情報力＆＆＆＆活動力活動力活動力活動力！！！！いまからいまからいまからいまから動動動動いていていていて、、、、まわりにまわりにまわりにまわりに差差差差をををを付付付付けようけようけようけよう！！！！！！！！    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                       選抜特進文理コース２組 松田 諒人 

                                            

 僕がこの芸術鑑賞会への参加を決めた理由は、面白そうだという軽い気持ちでした。ですから僕にとってこれ程重

な経験になるとは、出演が決まった時には思いもしませんでした。 

 本番前のリハーサルでは、他の生徒達が皆僕より上手で、急に責任の重さを感じ焦りました。それでも自分に出来

る最高の演技をする為に、真剣にリハーサルに臨みました。本番までの間も緊張がどんどん高まりました。しかし同時

にその状況を楽しめている自分も発見しました。 

メイクも終え、僕は黒人奴隷役に扮しました。その後舞台袖に案内され皆緊張した面持ちで出番を待ちました。そ

して順番に呼び出されていき、各々が一生懸命演じました。いよいよ

自分の番です。無我夢中で飛び出して行きました。観客席は暗く、自

分達が注目されている状況を強く感じながら、それでも演技に集中し

ました。そして無事やり遂げました。たった数分の出来事です。でも僕

にはコマ送りのような長い時間に感じられました。 

 この芸術鑑賞会で舞台に上がり、少しの台詞を言って、緊張で震えて

…それでも最高に楽しかったです。僕が何を得ることが出来たのか、

それは僕自身まだよく分かっていません。でも、舞台に上がり演じたこ

の経験は、確実に僕の中に響きました。大袈裟だけど、僕にとって人

生の糧になるような素晴らしい体験でした。この貴重な経験をこれから

の自分に必ず生かしたいと思います。 

演劇の素人の僕達に、声の出し方など一からご指導下さった劇優座の皆さんそしてこの貴重な体験をさせて頂け

たことに心より感謝しています。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 肌を老化させる原因は大きく４つ！ 

1111．．．．紫外線紫外線紫外線紫外線    2222．．．．乾燥乾燥乾燥乾燥    3333．．．．菲薄化菲薄化菲薄化菲薄化    4444．．．．酸化酸化酸化酸化    
【紫外線（UV－A、UV－B）】 

 UV－A は体の内部まで入り、コラーゲンなど

を破壊！シワやたるみの原因となるため要注意

なのですが・・・ガラスを通り抜けるため室内に

いても安心できません。なお、UV－B も日焼け

やシミの原因となるのでご注意を！ 

〇対策 

・屋外では SPF50 の日焼け止めを塗ること 

  （重要なことはムラ無く塗ることです！） 

 ・屋内でも直接太陽光を浴びない 

 

【乾燥】 

 お肌の曲がり角は 20 歳！20 代から水分量が

徐々に減少していきます。脂分（皮脂）が少ない

と乾燥しやすくなるため、脂肪分抜きダイエット

は肌の健康面からお勧めできません。 

○対策 

  ・熱いお風呂に入らない 

  ・シャワーで顔を洗わない（たるみの原因に） 

  ・石鹸は刺激の無いものを使用する 

（泡立てて、泡で洗う） 

  ・保湿クリームでケア 

 

 

高木高木高木高木クリニッククリニッククリニッククリニック    

肌肌肌肌のののの老化老化老化老化のののの原因原因原因原因はははは！！！！？？？？    

既に皆さんは気をつけていま

すかね!？ 

ただ、しっかりした食事と睡眠

が肌にも健康にも一番!! 

夏休みだからといって、不規則

な生活を送らないように！ 

 

患者患者患者患者のいないのいないのいないのいない    

    

男子男子男子男子・・・・女子硬式女子硬式女子硬式女子硬式テニステニステニステニス部部部部    

 

インタビューに協力してくれたのは、男子は普４組の普喜貴浩さん・普５

組の石﨑洸一郎さんの２人、女子は普４組の石塚麻由さん・佐野友香さ

ん・小林愛理さんの３人。 

①２年生のメンバーの雰囲気は？ 

 （男）皆違ったキャラクターを持っており，励まし合っている。 

 （女）３人仲良し。 

②今の目標は？ 

 （男）夏季大会個人戦でポイントをかせぎ、新人戦でシードをとりたい。 

 （女）夏季大会団体戦県ベスト４入り。 

③今年度１年間の目標は？ 

 （男）新人戦団体で県ベスト４に入り、秋の関東大会に出場する。 

 （女）今年は人数もそろい団体戦に出場できるため、団体で良い成績

を残したい。 

④チームとして目標達成のために必要なことは？ 

（男）心技体全てにおいて初心に戻り、基礎固めをすること。 

（女）練習試合を重ねて自分の弱点を見つけ、それを克服すること。 

団結力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

男子 2 年生部員 9 名    女子 2 年生部員 3 名 

  

ビッグバンドビッグバンドビッグバンドビッグバンド部部部部・・・・チアリーディングチアリーディングチアリーディングチアリーディング部部部部    

応援応援応援応援リーダーリーダーリーダーリーダー    

  
■質問内容■ 

①部の雰囲気は？   ②野球応援に向けての意気込みは？ 

③今年度の目標は？ ④目標達成のために必要なことは？ 

  ビッグバンドビッグバンドビッグバンドビッグバンド部部部部        部員数：２４名（うち２年生は、１５名） 

                部長：普２年４組 宮脇 誠一 

 ①学年問わず仲が良く、音楽が大好きな人達が集まっています。 

 ②少しでも野球部の力になれるよう、全力で演奏したいと思います。 

 ③９月の定期演奏会を成功させ、年明けの関東ジャズ大会で賞をと 

   ることです。 

 ④部員一人ひとりが自分を主張した演奏をすることが必要だと思い 

   ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チアリーディングチアリーディングチアリーディングチアリーディング部部部部        部員数：４名（うち２年生は、１名） 

                                                         部長：普３年３組 小室 友佳 

 ①部員が少ないですが、笑顔で活動しています。 

 ②一人ひとりが振りを大きく見せられるように頑張ります。 

 ③部員を増やし、野球応援を初めとする様々な応援に、全力で取り組 

   みたいと思います。 

 ④チアの活動をアピールし、勧誘をしっかりしたいと思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 応援応援応援応援リーダーリーダーリーダーリーダー        部員数：７名（全員２年生） 

団長：普２年２組 湯浅 貴行 

 ①練習は厳しいですが、同学年なので普段は楽しく、お互いを高められ 

   る部活です。 

 ②全校生徒が一致団結し、盛り上がる応援体制を作りたいです。 

 ③胸を張って「応援リーダー」だと言えるような活動をしたいです。 

 ④繰り返し練習をして、体で覚えるようにし、自信を持って活動したいと 

   思います。 

 

 

 

行行事事予予定定  

 

7 月 20 日（土）夏季休業事前指導 

  22 日（月）夏季休業（～8月 27 日） 

選抜特進コース振替授業期間（～25 日） 

8 月 10 日（土）校舎閉館（～18 日） 

  28 日（水）授業開始 

  31 日（土）休業日 

9 月  3 日（火）前期期末考査（～6日） 

   6 日（金）パスポートコピー提出日 

  14 日（土）休業日 

  25 日（水）前期終業式 

  26 日（木）仙湖祭準備（～27 日） 

  28 日（土）仙湖祭（～29 日） 

  30 日（月）後片付け・午後代休 

10 月 1 日（火）代休 

   2 日（水）後期始業式・衣替え 

    

硬式野球硬式野球硬式野球硬式野球部部部部    

    

 部員数：55 名（内２年生：選手 14 名 マネージャー4 名） 

  同級生間の仲はとても良く，団結力がある。練習ではお互いに 

 声を掛け合い，時に厳しく，時に励まし合い，自分だけでなくチーム全

体の技術向上を行っている。その成果もあり，２年生だけで挑んだ昨

年度の「一年生大会」では，見事ベスト４入りを果たした。 

  選手だけでなく，４名のマネージャーもチームの支えとなっている。

練習や試合のサポートはもちろんのこと，選手の背番号を，思いを込

めて縫っている。 

  夏休み中には，来年 

 春の甲子園を目指して 

 大会が始まる。夢の甲 

子園に向け，日々努力 

していく。 

 

支えてくれる保護者 

応援してくれる周囲の 

方々に 

「「「「感謝感謝感謝感謝」」」」    
 

高校に入って２度目の夏休みがやってきました。思

い切り羽を伸ばそうと思っている人も多いでしょう

が、どんな過ごし方をするか、今年は少し考える必要

がありそうです。期末考査の勉強、資格取得の勉強、

オープンキャンパスへの参加…などなど。来年、進路

を決めるために、やっておくべきことが盛りだくさ

ん！ただ遊んで終わってしまうには、あまりに貴重す

ぎる期間なのです。高校２年生の夏はとっても大切！

ぜひ目的意識を持って過ごしてください。（宮） 

編編編編編編編編

集集集集集集集集

後後後後後後後後
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