られている時代で、ＢＳやＣ
Ｓ放送で４Ｋ・８Ｋなど高画
質を追求する本格的な放送
が、２０２０年の東京五輪を

目標に進められており、地方
局もその影響を受けることに
なります。この技術革新の時
代、大変な時代にいるという
のが率直な感想です。
〇高校時代は陸上班で活躍さ
れたとお聞きしましたが。
当時の屋代高校には陸上界
の大御所・藤本勝彦先生がお
られ、２年先輩達は長野県大
会と北信越大会、共に総合優
勝を果たしました。私は中学
時代に２０００Ｍを得意とし
ていて、伊藤国光選手と一緒
のレースをしたことがありま
す。
〇藤本先生についてお伺いし
ます。

10

11

厳しい先生でしたが、同時
に大変情熱がおありで、大会
が近づくと、電車通の我々を
朝、屋代駅まで迎えて、車で
学校につれて行き、短時間で
も練習させるのです。その熱
意には敬服しています。
〇後輩諸君に期待したいこと
をお願いします。
可能性に満ちた附属中・高
校時代、勉強もクラブ活動も
「北信で優勝」とか、具体的
に目標を決めてチャレンジし
てほしい。同好会のようなも
のでなく、真剣に「価値ある
もの」に向かっていってほし
いと期待をしています。

41

平成二十九年度スタート

邊

太

（その六）

この点について考えた場合、
彼らは一定の枠をもった人間
関係の中で生徒時代を過ごす
ことになる一方で、高校入試
がないことにより得られる都
合５年以上の時間をともに送
ることによって、充実した人
間関係とそれに裏付けられた
経験とを積むことが可能とな
るのです。
先に充実したと述べたの
は、単に遊ぶ時間や仲間が増
える、ということではなく中
高一貫校の生徒は、非一貫校
の生徒が高校入試に取り組む
時間を利用して部活動や学校
行事といった課外活動に精を
出すことを可能にします。私
が通っていた高校では、６学
年が集合して生徒会による自
治の下で運営される、文化祭
をはじめとする各種行事のほ
か、大学以降の学びを見据え
た第二外国語の選択授業やそ
の延長としての国外研修制度
など、多くの課外活動が奨励
され、歴代の生徒たちの手で
実行されてきました。
そして、これらを達成する
ために周囲の友人と強固な人
間関係を築き、その関係性は
やがてその後の人生の中でか
けがえのないものとなってい
きます。
屋代中学校に入学されたみ
なさんには、屋中・屋高でし
かできない経験を追求し、「２
分の１成人式」が 分の１に
も１００分の１にもなってし
まうほどの有意義な中高生活
を送っていただけたらと思っ
ています。

左が筆者、右は宮下達朗君
（高校第68回卒・剣道班）

稀 氏 （武蔵中・高校）

東京大学教養学部文科一類

渡

歳を前にして思うこと

僕が通っていた東京・練馬
の公立小には「２分の１成人
式」なるものがありました。
歳になるにあたって自らの
成長を振り返り、日頃の感謝
を保護者に伝える、というも
のです。近年では複雑化する
児童の家庭環境を考慮せずに
価値観の押し付けを図るのは
おかしい、なんて声も聞かれ
ますが。 歳は本当に成人ま
での２分の１なのかは別にし
て三つ子の魂百までとは言う
けれども、実際には後半の半
分、とりわけ中学・高校時代
の経験が内面・外面双方の人
格形成に寄与するところが大
きいのではないでしょうか。
◆
他方、現行の学校制度に則
れ ば、 一 般 に は 中 学 か ら 高
校への進学に際して「高校入
試」なるものを課されること
になり、中学と高校では全く
別の環境に身を置くのが普通
です。このシステムは、中学
校における地域的なつながり
と高等学校における階層的な
つながりとの双方をもたらし
てくれる一方で、それぞれの
在籍期間の短さから濃密な関
係を築きにくいという側面が
あまつさ
あります。剰え、ただでさえ
短い３年の間に、中学では高
校入試、高校では大学入試に
ついて考えなくてはならない
わけで、非一貫校の環境で余
裕のある学生生活を送るため
には相応の努力が必要になる
と言えます。

10
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クローズアップ

６年目一貫生も 10 年ぶりの県制覇に貢献

〇ＳＢＣ信越放送の社長に
就任されたご所感はいかが
ですか。
―テレビ業界も変革を迫

20

10

88

問題なし
25％

36

良 好
75％

連載・私の附属中時代

戦術練習が始まった。１月の で終了のホイッスル。歓喜の
レーができることを「良かっ 悲願のアベック優勝
県選抜予選では、長野南に女 瞬間を味わった。
た」とする者が ％を占め、
ハンドボール班顧問
子は１点差、男子は２点差ま
理由は「競技の面白さを深く
十年ぶりの男女アベック優
山本臣也 （体育科教諭）
で拮抗した試合ができるよう 勝 を つ か み と っ た。 こ こ ま
追及できる」など競技に対す
昨年女子が全国大会に出場 になってきた。
る姿勢、
「早くチームになじ
で成長した選手、支えてくだ
４月になり一貫生の一期生 さった保護者の皆様、ＯＢ・
めた」などのチームワークの し、県大会の決勝戦で男子は
第 回長野県高等学校総合体育大会ハ 点から、そして「目標とする １点差で敗れた。男子には私 が３年生となった。本校の中 ＯＧの皆様、学校関係者の皆
ンドボール競技大会は、去る６月２日～ 先輩が身近にいるので向上心 は『二度同じ過ちは繰り返さ 高一貫教育の班活動として集 様に感謝申し上げます。福島
４日千曲市内で行われ、屋代高校が 年 に繋がる」など、先輩から学 ない』と約束した。敗戦理由 大成となる年が始まった。総 県 で の 全 国 大 会 を 全 力 で プ
を見つけ選手には常に１点の 勢男女で 名の班員で構成さ レーしてきます。
ぶりに男女揃って県の頂点に立った。附 べる利点を挙げている。
重みを意識した練習をするよ れ、
４割が一貫生である。チー
属中開設から６年目を迎え、中高一貫生
うに指導した。常に長野県高 ムとしては男女ともエースが
の 活 躍 が 注 目 さ れ る 中、 ハ ン ド
班員 名の意識調査
％） 校ハンドボール界のトップの 一貫生、キャプテンが選抜生
（回収率
ボール班員の意識を探ってみた。
存在でなければならないとい となった。５月の北信大会で
優勝への軌跡
うプレッシャーの中『勝たな 女子は優勝できたが男子は完
【男 子】
ければならない』
ではなく
『毎 敗。男子には勝つためにディ
①屋代
岡谷南 ②屋
日の練習をやっていれば勝て フェンスのシステムを変えよ
代
上田染谷丘 ③屋
るチームになる』と意識が変 うと提案した。３年生の目つ
代
上田
全班員・チームワーク意識
化してきた。
きも変わり、県大会決勝の日
〈決勝﹀屋代
長野南
一貫生・６年継続する事について
このチームがスタートして を迎えた。まず女子がスター
【女 子】
ま ず 取 り 組 ん だ こ と が 肉 体 トから危なげなく勝利を掴ん
①屋代
上田染谷丘 ②屋
改造であった。ＯＧのトレー だ。続く男子はスタートでつ
代
上田
ナーに月に一度東京から来て まずいたものの、３年生の底
〈決勝﹀屋代
長野南
１年間で 回指導してもらっ 地が次々発揮され、キーパー
班員の意識調査から
た。３か月後成果が出始め、 ２人の神がかり的なスーパー
別表を見ると、運動班の活動の
個々のパフォーマンスが上が セーブもあり、５点差リード
中でお互いが「一貫生であること
りチームの組織力も向上して
を意識する」は ％、チームワー
きた。しかし、 月の新人戦
ク に つ い て は、 全 員 が「 良 好 で
には間に合わず決勝で長野南
ある」と感じていて、選抜生と一
に男女とも完敗した。同時に
貫生という枠を超えて、切磋琢磨
栄養指導もＯＧの専門家に講
して練習に励んでいる様子が伺
４高校生の挨拶が気持ち良い
附属中学校担任紹介
師をお願いした。男子は３か
える。また、
「一貫生を意識する」
５社会に貢献できる人になっ
１．これまでの勤務校 ２．
月でほとんどの選手が３キロ
場合は「
（一貫生が）良いお手本
てもらいたい
大
学
で
の
専
門
分
野
３
．
ご
趣
味等 ４．着任所感 ５．附
以上体重が増加し、女子の体
になるから」というスポーツ選手
３
年
Ａ
組
担任
にも変化が５か月で出始め、 属中生への期待
として前向きな理由による。
田所 慎也 先生
一貫生自身が６年間継続してプ
１原中学校、浅間中学校、信
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜ 選手たちの体が出来上がり、 １年Ａ組担任
州大学教育学部附属長野
宮田
雄 先生
１小谷小学校、北御牧小学校、 小学校、常盤中学校
鼎中学校
２代数学、流体力学
２経済学
３釣り、婚活
３野球
４素直な挨拶のできる高校生
４高校生が丁寧な挨拶をして ５電車マナーの向上
くれることに感心しまし
３
年
Ｂ
組
担任
た。応援したいと強く思っ
浅沼 志穂 先生
たのを覚えています。
１明科高校、諏訪二葉高校
５入学時、受験時の気持ちを ２中古文学（古今和歌集）
忘れず、リーダーになれ！ ３演劇鑑賞、映画鑑賞
地域・社会に貢献する人と ４ひらめき、気づく力と、深
なれ！
く考え追求する力の豊か
１年Ｂ組担任
な生徒達だと思います。一
緒に学んで生きたいと思
小岩井 浩明 先生
１立科小学校、永明中学校、 います。
戸狩小学校、
中佐都小学校、 ５様々なことに興味を持ち、
泉小学校
感受性を養ってほしいと
２体育原理
思います。
３スポーツ
18

10

【理 由】
・早くチームに馴染めた。
・チームワークが高まった。
・中 学 のメン バ ーで、お 互 いを
知っているのでやりやすい。
・ハンドボールの面白さを深く追
求できる。
好ましい
・屋代高校の伝統を知るのに役
87％
立った。
・体がなまらなかった
・中学の時に高校生だった先輩と
面識があり応援してもらえた。
・先輩との関わりが多く、目標が
立てやすい。
・上級生との繋がりが心強い。
13％
・目標とすべき人が身近にいるの
で、向上心に繋がった。
意識しない

68

23

－

武蔵中学校から武蔵高等学
校卒業後、東京大学教養学
部文科一類に進学。中高６
年間を通じて合気道部に所
属。高校の３年間は生徒会
外局幹部として文化祭や
体育祭の運営指揮をとっ
た。、高校３年次には国外
研修生として１ヶ月間英国
に滞在した。

10

男・女とも県優勝、
インターハイへ

渡 辺 雅 義 氏

23
－ －36
12 27
19
16 42
－
－
12
25
27
11
－
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18
22

松本市丸ノ内中学出、高校第
26回のご卒業。高校時代は陸
上班で活躍され、中央大学法学
部を経てＳＢＣ信越放送に入
社。主に業務畑を歩まれ、総務
部長、総務局次長、常務取締役
テレビ局長等を歴任し、平成
29年６月に取締役社長に就任
された。

ハンドボール班
ＳＢＣ信越放送の社長に就任された

平成29年８月１日
「鳩」 第67号
同窓会報
The Youth Edition of the Hato
⑴

ます。山梨大学教育学部小学
校理科専科をやっていたとき
は、これぞまさに天職と思う
くらい楽しい毎日でした。
④ご趣味について教えてくだ
さい。
廃車同然の車を買ってき
て、部品交換したり板金塗装
したりして、自分好みに作り
上げていくことが好きです。
このごろ忙しくて、車が錆び
ていくペースに作業が追い付
いておりません。
⑤附属中学生への期待について
「食べ物を粗末にするとば
ちがあたる」というような、
人として大切にしなければい
けない感覚を基盤にもち、知
徳体バランスよく育ってほ
しいと願います。目の前にあ
るチャンスを逃さず、色んな
ことにガツガツ挑戦すること
で、自己の可能性を更に高め
ていき、最終的には地域に貢
献できるリーダーになってほ
しいと願っています。
⑤学校としての今後の課題に
ついてはいかがでしょうか。
今 年 度 末 に は、 中 高 一 貫
第一期生が高校を卒業しま
す。進路実現の様子も含めて、
様々な角度からの検証を行い
ます。これからも長野県の先
進的な教育活動を担っていく
本校として、中高一貫教育で
も成果を残していくことが大
きな課題となります。

入学生保護者 木次

由紀 （佐久平浅間中学校から）

は …… と 家 族 で 話 し て い
たのですが、なんと入班！
しかも運動系 これには
主人も私も大変驚きまし
た。しかし、気の合う友人
達との班活動はとても楽
しく、全くの初心者である
分、日々出来る事が増えて
いくのも面白いようで、お
蔭で学校生活もより充実
しているようです。帰宅が
遅くなろうが、土日が潰れ
ようが楽しそうな息子の
姿を見ると自然と親とし
ても応援したくなります。
いずれも驚きとともに中学
生としての自覚の芽生えと成
長を感じる出来事でした。こ
れから６年間、楽しい事も、
悩み・戸惑う事もあると思い
ますが、朗らかで温かい友人、
優しく頼もしい先輩、魅力あ
ふれる先生方と分かち合い、
支えられながら、心豊かに元
気に過ごしてほしいと思いま
す。

80

附属中学校の開設あたり創
刊した「ユース版」が、早い
もので第６号を迎え、第１期
入学生は高校３年生になりま
した。お忙しい折、玉稿をお
寄せくださいました関係皆様
には、心より年感謝を申し上
げます。また取材については、
「鳩が丘新聞」班員（以下の
皆様）にもご協力をいただき
ました。
〇班長
三年 〇宮澤紀伊・山田彩菜、
山崎朱理
二年 坂口慎太朗、千野瑞季、
原 直希、廣間菜月
一年 砂押なつ美、原田 航、
半田実乃理、八木広美
なお、附属中・高校生を問
わず「鳩が丘新聞」の編集に
興味ある方の入班をお待ちし
ていま す。
（ 国 語 科・ 吉 沢 道
夫生までお知らせください）

編集後記

そして６ 年 後、６期 生 人
が校章にもある鳩のように、そ
れ ぞ れ の 夢 や 目 標 に 向 か って
翼 を 広 げ 大 き く 羽 ば たいてい
くことを心より願っています。

【編集部註】
The three best answers will be rewarded with a 10,000 Yen book card each for solving Kopitoski's puzzle. The deadline will be Aug.21. Both
junior and senior high school students can apply. Please visit the alumni office with your answer, or use the post box on the door. (The office
hours are from 1pm to 4pm)

ガーに掛けることなど一
人との憩いの時間であり、勉
度もなかった息子が、中学
強時間であるようで、
「列車
の制服は入学以来毎日自
の接続が悪くても、友達と一
分でハンガーに掛けてい
緒なら平気」と申します。力
ます。制服を大切に扱う事
をくれる友人の存在は本当に
は母校を大切に思う事に
ありがたいです。
も通じると思いますので、
さて、入学後いくつか驚か
ぜひ続けてほしいです。
されることがありました。中
②運動系に入班：通学に時間
でも特に驚いたのは……
がかかる上、どちらかとい
①制服をハンガーに掛ける：
うとインドア派で、興味の
恥ずかしながら、幼稚園・
ある班がなさそうだった
小学校とこれまで帰宅後、
ので帰宅班でもいいので
脱いだ服を自分でハン

Long ago there was a great Empire. The Emperor and Lord lived in this Empire. They secretly hated each other so they hoped
that one day they would poison the other.
There are only twelve vials of poison in whole Empire and they are locked in one chamber in the Senate Hall.
The poisons have numbers from 1 to 12. The higher the number means the stronger the poison. The effect on the human body
is simple – you drink the poison, you die. Each stronger poison neutralizes all weaker poisons, which means that poison "12"
neutralizes all poisons, number "11" all poisons but 12 etc. (So if you drink 11 and than 12 nothing happens. If you drink 12
and than 11 you die.)
First, the Emperor enters the Senate Chamber with poisons and takes all the even poisons (2, 4, 6, 8, 10, 12). Then the
Lord enters and takes the rest. They meet in the Senate hall where each fills one goblet and hands it over to the other who
immediately drinks it. Now each fills the goblet once again - this time for himself - and drinks it (hoping to save his own life).
Q : What did the Lord do since he woke up the next morning and Emperor was dead?
Backstory : Each of them (the Emperor and Lord) of course wants to survive. If he survives he wants to poison the other as
soon as possible. There is one dose of each poison – it’s not possible to divide it. The poisons are fluids without color or smell
and they have the same consistency as water.

**Hint (optional : 参考までに)
Most important thing for the Emperor is to live. How can he make sure he survives whatever poison the Lord gives him?
The Lord has a disadvantage - the Emperor has the strongest poison. Though he knows that the Emperor mainly wants to
survive so he can expect which poison will be in the goblet he hands him. What will he hand the Emperor and what will he
keep so that Emperor dies but he does not?
After a couple unsuccessful combinations you will figure out what cunning Lord did to the over confident Emperor.

<The Emperor and The Lord long ago in a Galaxy far, far, away...>

‼

附属中第６期生として入学して ―驚きと願い―

Puzzle : Please answer the underlined question below in Japanese.

附属中が開校して初めて
中高一貫の全６学年が揃った
今年４月、息子も私も期待と
希望と緊張でいっぱいの気持
ちで入学式に臨みました。あ
れから早３か月、緊張もほぐ
れ、息子は毎日大きな重い鞄
を背負って元気に登校してい
ます。小海線としなの鉄道を
乗り継ぐので入学当初は通
学だけで精一杯の様子でした
が、今は「遠い」など愚痴も
言う反面、長い通学時間は友

コピトスキー先生はカナダのお生まれで、大学で日本研究Japanese studiesと歴史を専攻され来
日。「日本に在住して20年となりますが、多くの外国人教員が客としもてなされたり、アシスタン
ト（ALT/AET）として区別されることが多い中、私は幸運にも屋代高校の先生方、生徒たち、また
保護者や地域の皆さんに受け入れられ、とても光栄に思います。北信に来てからおよそ２年が経ち
ます。私と家族は木曽の人間なので、故郷が恋しいと思うことが時々ありますが、少しずつここで
の生活にも馴染んできました。」と言われます。

新任の教頭・副校長先生にお聞きする
屋代高校第 回の卒業で、
吹奏楽でトロンボーンを吹い
ていました。自分たちが各々 ①ご着任のご感想からうかが
で楽しんでやっていたような います。
何事にも誠実な姿で取り組
時代ですね。
④教師を目指されたきっかけ む 生 徒 が 多 く、 授 業 に 臨 む
姿勢が素晴らしいと感じまし
は何かありますか。
直接的には、高校時代の担 た。また、廊下ですれ違う高
任の原田信一先生が「教える 校生の挨拶も素晴らしく、き
ことは楽しいよ。
」と言われ ちんとしている学校だという
印象を持ちました。そして、
たことです。
⑤ご専門分野について教えて 先生方が細かいところまで気
配りをして、授業準備をした
ください。
理学部化学科（千葉大学理 りノート添削をしたりしてい
学部）で無機化学分析という る姿は、これまでの学校以上
のものを感じています。
分野をやりました。
大学院では「酸性紙のＰＨ ②松本市立開成中学校の教頭
を分析する方法」に打ち込み 先生からご着任とお伺いしま
ました。これは、例えば、和 した。
にじ
紙にインクで書くと滲みます 「 ど ち ら の 学 校 に お 務 め
が、この滲み防止用に洋紙に で す か？」「‒開 成 中 学 校 で
は硫酸アルミニウムという薬 す 」
、
「あの開成中学校です
品が使われます。これがまた、 か？」「‒いえいえ、あの開成
洋紙が１００年もするとボロ 中学校ではありません」と‒い
ボロになる元凶となります。 う不思議な会話で始まる開成
正倉院にある７０２年の和紙 中学校で教頭をやっておりま
は、今でも保存性に富んでい した。
ますが。
③ご専門分野について教えて
⑥ 生徒への期 待 をお願いしま 下さい。
理科を教えていましたが、
す。
目の前の高校生活に熱中し 物・化・生・地の専門はなく、
て毎日毎日を充実してほしい いかに理科を教えるかという
「理科教育学」が専門になり
と願っています。

Mr. Kopitoski’s Puzzle

コピトスキー先生の懸賞パズル

近藤信昭
教頭先生

人

研究者を目指す人がいれ
ば、できるだけ難しい課題に
挑戦してほしいと思います。
解決に 年以上を要するよう
な、誰もやりたがらない難題
に粘り強く取り組めば、 年
後にはその分野の世界トップ
に立てるはずです。頑張って
ください。
私の後悔は、高校時代に英
語を勉強しなかったことで
す。意外かもしれませんが、
研究で世界と渡り合うために
は、英語での論文執筆、プレ
ゼン、コミュニケーションが
必 須 で す。 高 校・ 大 学 時 代
に、努力しておくことをお勧
めします。

附属中副校長
保坂和久先生

剣道班に３年間在籍し、弱
いながらも日々練習に励んだ
ことが、一番の思い出です。
研究はうまくいかないこと
だらけですが、粘り強く挑戦
していく強い気持ちを学べた
と思います。長崎への修学旅
行のホテルで朝方までディス
カッションをしたことや、理
数科の実習の一つとしてウニ
の発生実験を泊まり込みで
行 っ た こ と な ど も、 印 象 に
残っています。その頃は、研
究者への漠然としたあこがれ
はありましたが、明確な強い
意志はありませんでした。
〇後輩諸君には、どんなこと
を期待されますか。
いて化学反応のメカニズムを
解析したり新しい化学反応を
予測する、という研究をして
います。
〇高校時代、印象に残ることは。
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更埴西中出、高校第50回のご卒業
（理数科）。東北大学理学部化学
科に進み、大学院理学研究科博
士課程で理論化学を専攻され、
Exploration and Construction
of Quantum Chemical Potential
Energy Surfacesで理学博士。日
本学術振興会特別研究員、京都大
学白眉プロジェクト特定助教を経
て、平成26年北海道大学大学院准
教授、本年４月から現職。

28

11

〇お若い教授のご誕生です
が、ご専門について教えてく
ださい。
専 門 分 野 は 理 論 化 学・ 計
算化学で、コンピュータを用
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前 田

理 氏

①ご着任のご感想からうか
がいます。
平成 年度から６年間理
科教師としてお世話になっ
た母校に、再び着任すること
になりました。 年度末、ス
パーサイエンス校の第４期
申請書を先生方と一緒に作
らせて頂きましたが、今年４
月着任して感じたことは、Ｓ
ＳＨ事業が、学校全体で文科
系科目も含めて、先生方が生
徒たちのために前向きにス
タートを切られていること
を知りました。さすがに屋代
高校の先生、と敬服したとこ
ろです。
②池田工業高校の教頭先生
からのご着任と承りました
が、これまでどんな学校に勤
務されましたか。
富士見高（５年）が初任で、
松本蟻ケ崎高（ 年）
、長野
高（ ７ 年 ）
、 屋 代 高（ ６ 年 ）
と異動しました。
③どんな高校時代を送られ
ましたか。

37 歳の北大教授

⑵
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