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苦労しても、明るく、心豊かな青春を
校長

小川

義男

先日、
グラウンドで、
「スポーツテスト」がありました。中高、
それぞれ学年ごとに、一年、二年、三年と、三つ
に分かれ、
「走る」
「投げる」等のテストを行い、記録するのです。広いグラウンド、快晴、
「負けたくない思
い」、久々の「みんな一緒」
ということで、生徒は嬉しかったようです。その喜びようを見て、
ちょっと、胸が熱
くなりました。
「コロナ以来、青空のもとで走り回るのは初めてだからなあ」
と思いました。
本校は、
コロナ猖獗のなかでも、授業時数は、
ほぼ平年並みに維持しました。やむを得ず休校するとき
にも
「オンライン授業」を行いました。
この動きに、生徒たちは良く協力してくれました。
「流石、狭山ヶ丘の生徒」
と感動させられました。実は、
「 仲間と」
「団子のように固まり合って」
「笑ったり
泣いたりすること」が、若者の成長には不可欠の要素であるようです。
「どこにいても勉強さえすれば良
い」のではなく、正常に通学できないことが、若者にとって、
どれほど辛いものであったかを、
スポーツテスト
で走り回る生徒の表情を見て、痛感しました。
辛さは、
まだまだ続くかも知れませんが、衛生のための全国民の努力と、
ワクチン接種の実施、普及のな
かで、少しでも早く平常の学校生活に戻りたいものと思います。
大東亜戦争は、終わって76年になります。第一次大戦が終わったのは1918年ですが1939年には、第
二次世界大戦が始まります。その間、僅かに20年です。局地紛争は別として、70年以上、平和が保たれ
たことは、喜ばしいことと思わねばなりません。
しかし、
コンピュータウイルスを通じた「ウイルス戦争」は、実際に始まっており、
「コロナ」が、形を変えた
「細菌戦」である可能性も絶対にないとは言えません。
「医学王国日本」が、
ウイルス対策に関して、
あまりにも弱い事実も、
ここらで、深く見つめ直してみる必要
があります。政治の動きも、大国にしては、意外なほど、対処が遅れました。
「政権獲得、維持のための政
治」ではなく、
この面でも、世界の先頭に位置する日本でありたいものです。
東大が、入試で女子生徒を優遇するという話を聞きました。私は、
これには絶対に反対です。
それでは、
女性の人権を名とする男性差別ではありませんか。
出産の大切さから考え、
ある場合には、女性を優遇しなければならないとさえ私は思います。
しかし、大
学入試に、男女どちらかを優遇する、
などということは絶対にあってはなりません。資質の高さにおいては、
男女平等です。絶対に差別されるようなことがあってはなりません。

かつて東大総長だった人物が文部大臣になり、
「ゆとり教育」を提唱実施したことは、
あまりにも有名で
す。
このゆとり教育が正しかったのかどうかさえ論議されぬまま、
いつの間にか「高密度教育」が推進され
ています。
「あの総括はどうなったのか」
と問いかけたい思いです。学者は下級教育機関の実践者では
ありませんから、
ある程度の自重、
自粛がなければ、国家を過つことになる可能性があるのです。
妙な、
東大入試女子優遇論が徘徊しそうな気配ですが、
文部官僚の毅然たる抵抗、
活躍を期待します。
大東亜戦争における日本の姿勢を非難する声は、今も強く存在します。民主国家日本、平和国家日本
が、
これほど国連に協力しながら、今以て、非常任理事国にもなれないのは、
そのことの表れです。
それもそのはず、国連とは、United Nations、すなわち「連合国」の略号そのままなのです。80年近くに
なるのですから、
「 戦勝国諸君」にも、一考を煩わしたいところです。
その一方で、
ミャンマーでは、軍が、権力獲得、維持のため、国民を殺害しています。
これに対し、国連
安保理は非難決議することさえできません。選挙によって国政を決するというデモクラシーの原則が確立
していない大国が存在し、
それらの大国が「拒否権」を行使する可能性があるからです。
本校では、最近、生徒会の役員選挙が行われました。その際にも私は話したのですが、選挙による政
治決定ができる国は、世界では、今以て多くはありません。
そのような中で、
コンピュータウイルスによる戦争、
ウイルス生物兵器による戦争が続けば、世界の平和
そのものが脅かされる可能性があります。
医学大国、科学大国である日本が、
どうしてコロナウイルスに対するワクチンを開発することができな
かったのか、
これは政治の問題として、深く考えなければなりません。現在の本校生徒、
これから入学を考
えて下さる生徒諸君には、
自分の明日だけでなく、国家全体の明日を考える人物に大成して頂きたいと思
います。
テレビを見ていると、
テレビには、大衆の文化水準を、低く低く誘導するような傾向があります。それに親
しんだ若者が、国家有為の人物に育ってくださるかどうかが心配になります。
「情報がメディアで獲得できる」
ということで、
日刊新聞を読まぬ傾向が増えています。朝日、読売、毎日、
産経その他、我が国の日刊新聞は、
その質の高さにおいて世界的だと私は思います。
テレビの普及、
その
内容の大衆化が、国民の文化水準を低める結果となっているのはまことに残念です。
本校の卒業生は、東大、京大、東北大その他の旧帝国大学、東京工業大、一橋、東京外語、東京都立
大等の、難関国公立大学、防衛大、防衛医大等の難関国立大学校、早慶、上智、
その他の超難関私立
に多数進学しています。
これらの英才に共通する傾向は、彼らが読書家である事です。
また彼らは、実に
良く新聞を読みます。
何故そうなのかは、私にも分かりませんが、賢い人は活字が好きなのかなあと思ったりします。彼らは熟
慮の末、
自己薫陶の手段として活字に馴染むようになったのでしょう。
イギリスにもフランス、
ドイツにも、宅配新聞はないようです。滞在中私は、必ず新聞を買いに出かけたも
のです。
その宅配新聞購読者が減少しているのは、
まことに残念なことです。
新聞を通じて読書、活字文化に触れることが、大学進学に益することは、
ひと通りでありません。
若者が、環境悪化にめげず、大成して下さることを切望致します。
本校の実情をお知らせし、教育問題、社会問題等に関する本校校長小川義男の見解などをお読みいただ
くため「狭山ヶ丘通信」を発行いたしております。
また、本校 WEB サイトにてバックナンバーもご覧いただけます。http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/
〒358-0011 埼玉県入間市下藤沢 981
TEL:04-2962-3844 FAX:04-2962-0656
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関東大会
出場！
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女子バレーボール部
関東大会出場を決めて

高等部 ３年Ｈ組

加藤 美空（川口市立芝西中学校出身）
が、関東大会出場が決まったことは非常に嬉しかっ
たです。

５月７日・８日に関東高等学校女子バレーボール大
会埼玉県予選会が開催され、私たちは第３位となり、
関東大会出場を決めました。昨年は新型コロナウイ

ルスの影響で関東大会及びインターハイが中止と
なり、悔しい思いをしました。また、今年の新人戦も
中止となったこともあり、当日は久しぶりに試合がで
きる喜びを感じるとともに、少しの緊張感もありまし
た。試合では今まで練習してきたことを信じて部員２

７人全員で力を合わせて戦いました。優勝を目指し
ていたので、第３位という結果に悔しさは残りました

第44回

吹奏楽部

６６

関東大会では、各県の強豪チームが集まり、一回
戦からレベルの高い試合になりますが、自分たちは
挑戦者であるという気持ちを胸に、これまでやって
きた練習に自信を持って、果敢にプレーをして結果
を出せるように頑張ります。
また、関東大会は無観客
の試合となりますが、応援してくださっている方々
や 、この 状 況 の 中 で
大 会を開 催していた
だけることに感 謝 の
気 持 ちを忘 れずに、
一戦必勝で戦いま
す。応援よろしくお願
いします。

定期演奏会

日 時： 月 日
（日）
開 場：13：30 開演：14：00
会 場：所沢市民文化センターミューズアークホール
詳しくは公式ブログ http://saokabrass.info/blog/
（お問い合わせ）TEL04‑2962‑3844 平日9時〜17時

定期演奏会に向けて

金管コンサートマスター
高等部 3年C組

山本 まりあ（入間市立藤沢中学校出身）

6月6日に所沢市民文化センターミューズにおいて第44回定期演奏会を開催いたします。
まず、
このような状況の中
で演奏会ができることを本当に嬉しく思います。
ご指導くださる先生方、支えてくださる先輩や地域の方々、
そして一番
に応援してくれる家族や友人への感謝の気持ちで一杯です。
私たちの一年間の活動の中でも大切な本番である定期演奏会に向けて、頑張りたいことが2つあります。1つ目は、
お客様のことを考え尽くすことです。私たちの演奏を聴きにきてくださる方に、
どうしたら楽しんでいただけるかを部員全
員で考え、演奏や演出、行動の一つ一つまでこだわります。2つ目は、悔いの残らないよう準備することです。練習の段
階から自分たちに妥協せずにより良いものを作っていきます。
また、常に先を見通して動き、部員一同で本番に向けて
気持ちを高めていきたいです。
新たに1年生が加わり、2年生が中心となって動き、3年生にとっては最後となる定期演奏会では、支えてくださる全
ての方への感謝と、私たちが日々感じている音楽の楽しさを伝えられるよう、最高のステージにします。
安全にも気をつけて準備してまいりますので、ぜひお越しください。部員一同心よりお待ちしています。

狭山ヶ丘学園のウェブサイトも更新中！部活動、授業など学校活動をリ
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関東大会
出場！
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陸上部 関東大会出場決定！

顧問

野 田 龍太郎

5月9日〜12日に行われたインターハイ予選埼玉県大会において男子400mリレーで第5
位、男子1600mリレーで第8位に入賞しました。
その結果、男子400mリレーでは関東大会
出場権を獲得しました。
顧問としては、
「レースに勝てるかどうかの不安以前に、負けたら死ぬほど悔しいぞ」
と生徒
に気合を入れ、
県大会へ送り出しました。
どのチームが勝っても負けてもおかしくないようなレースの中、生徒たちは、
スタートの反
応、
バトンの受け渡しにおいてミス一つない走りを見せてくれました。
その走りからは、彼らが
これまで積み上げてきた努力や忍耐、
そして絶対に負けたくないという熱い想いが伝わってき
ました。挑んでも跳ね返されそうな高い壁を一つ一つ乗り越えていく成長した生徒の姿が
印象的な大会でした。
部一同、
６月18日から行われる関東大会に向けて、
さらにバトンパスの精度や一人一人の
走力を高めていき、
インターハイの出場権を獲得できるように全力を尽くします。

弓道部

関東大会
県予選

関東大会
県予選を終えて
顧問 地挽 保 雄

高等部 ３年C組

女子個人８位入賞

感染症対策の中で行われた今大会（4月18日、大宮公園弓道場）
は、例年とは違う動きではありましたが、生徒たちは戸惑いながらも精一
杯頑張ってくれたと思います。個人では上記の結果を収めることはでき
ましたが、
インターハイ予選を前に、新たな課題を発見することができた
大会でした。
これから２か月間、課題を修正しつつ、弓道部全員で、念願
のインターハイ出場を目指して修練に励んでいきます。

𠮷森 絢（入間市立野田中学校出身）

今 回の大 会は個 人８位という結 果で入 賞することができました。
しかし、個

人 的には万 全ではない状 態で挑んだ大 会でした。前日の練 習では非 常に調
子が悪く、悔しくて泣いてばかりいました。大 会当日は多 少 の 緊 張はありましたがチーム内で励まし
合い、できるだけ実力を出せるように意 識しました。個 人では８射６中でした。実 際ここまでの記 録を
出 せるか不 安ではあったので、運を味 方にすることができたなと感じました。もちろん、今 後 への 改
善 点 や 不 十 分なところもたくさんあります。限られた時 間ですが、次に向けて真 剣に自分と向き合
い、そして仲間との時間も大切にして練習に励んでいきたいと思います。

ルタイムでお知らせしています！ http://www.sayamagaoka-h.ed.jp/

