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岡村学院長より

　４７期生、諸君、卒業おめでとう。 
　私は、つい先ほど、校長から卒業証書を渡されている諸君を、近くで見ておりました。一人一人がと
てもまぶしく見えました。いつの卒業式でも、輝く卒業生を目の当たりにして、喜びに心を震わせてい
ましたが、ある出来事がそのわけを教えてくれました。 
　長男の話をします。長男は静岡聖光学院の卒業生です。長男は勉強することが好きではありませんで
した。そんなこともあり、長男が高校生になると、私は早いうちから、「家を出たいなら国公立大学、
私学に行くなら家から通える私立大学」、と伝えておきました。幾分勉強するようになるかな、と思い
ましたが、その気配もなく、高校３年生になったら、「俺、家から通うわ。」そう言って、４年間、家
から静岡の私学の大学に通っていました。 
　大学３年の終わりの頃、就職活動を始めましたが、なかなか、希望する職場を見つけることができ
ず、苦戦していました。ある日、静岡駅の構内で、とある食品会社の新卒募集のポスターを見つけ、面
接に出向いたところ、運が良かったのでしょう、採用が決まりました。そして、大学を卒業、その後、
しばらくは静岡市内で働くことになり、家から職場まで通っていました。 
　それから２年ほどたった頃です。「俺、４月から、大阪の営業所に行くことになった。」、そういっ
て、大阪で一人暮らしを始めるようになりました。次男が名古屋にいたこともあって、少なくともふた
月に１度、私たち夫婦は、名古屋と大阪に出かけ、段ボールに衣類や食べ物を詰めて渡したり、部屋の
掃除をしたり、一緒に夕食をしたり、そんなことをして、私たち夫婦も楽しんでいました。 
　ある年のゴールデンウイークのこと、長男がお嫁さんになる人を連れて我が家にやってまいりまし
た。そして、私たち夫婦、そして私の母親を前に、「この女性と結婚する。大阪に住んでいたいから、
転勤のある今の会社を辞めて、大阪の会社に再就職する。」、そのようなことを口にしました。 
　長男たちが外に出るやいなや、私の母が私に言いました。「おまえの長男は大阪の娘にとられちゃう
のかね。父親なら父親としてはっきり言うべきことがあるんじゃないか。」、私の妻も言いました。
「ちょっと、あの子に言ってよ。今の会社やめてもらいたくない。変なところで働いてもらいたくな
い。」。 
　私は少し困りましたが、父親として言いました。「何考えてるんだ、二人とも。いま、あいつらは、
二人の幸せを築こうとしている。だから、ぐちぐち言うな。あいつらの考えている幸せは、たぶん、あ
なたたちの考えている幸せとは違う。でも、真剣に考えているのだから、今、二人にかける言葉は、お
めでとう、がんばれよ、そんな祝福や励ましの言葉だろう。」

47期卒業に寄せて
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　夏になって、二人は大阪で結婚式を挙げました。真っ白いチャペルの中、嫁さんと長男はバージンロードを
ゆっくり歩いて正面に向かいます。そして、正面にたち、一番前に座っていた私に、小さな笑顔を見せました。そ
のとき、私も、心からのお祝いの言葉を、そっと、言いました、「おめでとう。」。そのとき、やはり、まぶし
く感じました。私は長男を見ながら思ったのです。 
　今まで、ずっと、家族として喜びを重ね合わせてきた。でも、それが最高の喜びじゃなかった。最高の喜び
は、今…。未来の幸せを信じて、大切な長男、おまえを送り出す、その、今なんだ。 
　たぶん、おまえは知らない。心からのおめでとうを言われることは、嬉しいことだと思う。でも、心からのお
めでとうを言える人がすぐそばにいるってことのほうが、きっと、うれしいことだということを。 
　たぶん、おまえは知らない。親の想う幸せと、子供の想う幸せは、その形が違うってことを。 

　でも、幸せであって欲しいという思いは、きっと、同じだよ。 

　４７期生諸君、私たちは、今、諸君の明るい未来を信じて、ここから送り出そうとしています。私たち教職員
一同、在校生一同、静岡聖光学院が、最高の喜びを諸君から頂いています。一人一人に言いたいです、静岡聖光学
院で過ごしてくれて、本当にありがとう。保護者の皆様、ご子息を静岡聖光学院で過ごさせて下さって、本当にあ
りがとうございます。最高の喜びを与えてくれた皆さんに、感謝の気持ちで一杯です。 
　諸君は、今、新しい旅立ちのときです。行き先にはさまざまな困難が待ち受けているかもしれない、でも、ど
んな環境にあっても、諸君は諸君らしい幸せをつかんでもらいたい、そんなことを願いながら、もう一度、心か
らの祝福の言葉を贈ります。 

４７期生諸君、卒業、おめでとう。　４７期生保護者の皆様、ご子息の卒業、おめでとうございます。 

2021年1月23日　４７期卒業式より
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生徒たちに思うところを書いてもらいました

この１年を振り返って



４

 　 

　中学２年生の最後あたりからオンライン授業が実装されました。初めは、「離れていて授業できるの？」と思い少しワクワ
クでした。実際に先生たちが動画を作って生徒に配っていたので「こってるなー」と思い感心しました。期間が1、2週間なの
であっという間に終わりすぐ、春休みになりました。春休みも終わり、中学三年生になると担任や各教科の先生もガラっと
チェンジして始まりましたがオンラインで見えづらかったり、誰が何先生なのかもわからないくらい混乱してしまいました。そ
して授業も動画配信からzoomに変わりました。 
　 

　夜には寮生がオンラインで集まる「オンライン寮」がありました。内容を一言で言うと「オンライン自習」です。この活動
のメリットは「学習をする場所がある」ことです。1人じゃやる気になれなくても、時間を寮が決めてくれているので問答無用
で始められます。それに対してデメリットは、「サボろうと思えばいくらでもサボれる」と言うことです。しかし、やる気にな
れば、わからないところは先生に聞けるし、友達とも意見交換できるので、オンライン学習にもメリットがあり私はいいなと
思いました。そして、学習時間が終わったらシャワーを浴びて寝て、中3ライフの一日は幕を迎えます。 
　こんなオンライン学校を続けていると、「オンラインではなく実際にみんなと会いたい」と思うようになります。そしてある
日突然に奇跡は起きます！それが６月あたりから始まった「分散登校」です。最初は私も「オンライン生活ともおさらばでき
るぜっ」と思っていましたが、分散登校なのでもちろんたくさん来るというわけでもなく、前の日に泊まり当日は授業だけを
受けてすぐ帰るという感じでした。だけど、友だちに会えた時の感動は今でも忘れていませんし、その日はみんなで遊び尽く
しました。 

　夏休みも終わって9月ぐらいになったらようやくみんなと会えました。その時には、「通常登校」になりました。それでも、
あんまり大きいイベントはなくこの学校の一大イベントのうちの一つである聖光祭もオンラインという形になりました。私は聖
光祭ではいつも「戦車研究会」という企画に参加していたのですが、三密や聖光祭の開催が夏休み後に発表されたので、準備
期間があんまり思うように進まなくて、企画ができませんでした。実際に私は、戦車の紹介レポートをたくさん書いたのです
が、聖光祭の実行委員の突然決められたルールのなかに、「各企画の成果は数分の動画にまとめなければいけない」とあった
ので私の描いたレポート（画像参照）が出たのもほんの一瞬でみた人もじっくりは見れないので頭には入ってないと思います
し、その数分の動画についての詳細もわかんなかったので盛大に行かせなかったのがとても悔しかったです。そんなモヤモヤと
後悔が残った聖光祭でしたが、家にいるだけでは味わえない楽しみを友だちと分かち合えたので「まあいいか！」という感じ

で終わりました。実際に聖光祭もなかったらと思
うと、ものすごく退屈だったと思うので聖光祭の
実行委員の先輩方に感謝しています。そして、
ずっと家にいる毎日と比べたら、学校の何もない
一日でもとても楽しかったです。そして今こう
やって、この文章を書かせてもらっていることも
「いい経験になるかな～」と書いているのでもし
私を見かけたら感想について伝えてくださると嬉
しいです。

私の中３ライフ　
オンライン学校から登校して感じたこ                    中３大庭雄治

̶̶̶　 離れていて授業できるの？　̶̶̶

̶̶̶　 友だちに会えた時の感動は今でも忘れていません　̶̶̶

̶̶̶　 聖光祭の実行委員の先輩方に感謝しています　̶̶̶
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   今年度は、「忍耐」と「進化」がどれほどできるかが問われる一年であった。新型コロナウイルスの影響は大
きく、外出することを白い目で見られることもあれば、イベントを催すことに世間からの承認を得る必要があ
り、マスクの着用が「普段着」となった。このコロナ渦での規制という意味での「忍耐」と半ば強制的に前述に
挙げたようなことを守らなければいけなくなり、私も今まで使ったことがなかったWeb会議システムを慣れない
まま使用するようになった。しなければいけなくなったという意味での「進化」である。このいきなり到来した
新型コロナウイルス感染防止の時代を乗り切るための、「忍耐」と「進化」という2つの要素は一見すると矛盾
しているように見える。マスクの着用や外出自粛などの足枷があってしまっては、ジョギングや観光、飲み会な
ど自分のしたいことができない。そうやってストレスや疲れが溜まってしまい、制限に潰され、改善策を探すこ
ともできない。つまり、「忍耐」と「進化」の共存はありえないと考えてしまう。そんな中、コロナに耐えきれ
ずに参ってしまう、いわゆる「コロナ疲れ」は多くの人の心身を疲弊していった。


　しかし、相反しているような「忍耐」と「進化」は、実は密接に関わっているのだ。その例は昆虫の姿から見
る事ができす。昆虫類のからだには、様々な機能が付いているものがある。例えば、コノハムシやナナフシなど
の落ち葉や木の枝に擬態するもの、チョウやガなどの他の生物に羽の模様を似せるもの、カメムシやゴミムシな
どの臭いにおいをもつものなどがいる。では、なぜ昆虫類は様々な機能を持っているのか。それは、この昆虫類
の進化の過程を考えれば自ずと答えが見えるだろう。

　昆虫類というのは、生態系ピラミッドの中では下位のグループ、つまり鳥やモグラなどの外敵によって数多く
食べられてしまうのである。生態系ピラミッドで見れば、それによって各種のバランスが成り立っているので問
題はないのだが、昆虫類から見れば、自分たちの仲間が大勢食べられている現状で、なんとかして食べられない
ようにと考えるはずだ。だから、昆虫類は自分たちオリジナルの「武器」を持つように進化したのだ。それらを
持った昆虫類がこの時代に生き残っていったのだ。


　このように、昆虫類は外敵に数多く食べられるという状況に「忍耐」し、その状況を打破しようと「進化」し
たのだ。これは、私たちの今の状況に似ているのではないか。

　私たちは、新型コロナウイルスという脅威に際している。もっとも、昆虫類のようにこの脅威への直接的な
「武器」であるワクチンはまだ打てる人が少なく、新型コロナウイルスへの「忍耐」は厳しいものがあるが、幸
いにも、私たちには「忍耐」の中に「進化」への方策が見出されている。そして、今私たち中高生にできること
は何であるかを改めて考えたい。まだまだ「忍耐」の必要がありそうではあるが、その中から「進化」のすべき
ことを見出し、新型コロナウイルスという災難を乗り越えていこう。

「忍耐」と「進化」　
我慢の中から光明を得る　　　                     高１生徒

̶̶̶　 「しなければならない」という望んでいない進化　̶̶̶

̶̶̶　 生き残った昆虫には武器がある　̶̶̶

̶̶̶　 私たちの武器は何だろうか　̶̶̶
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　最初に、コロナによる自粛という圧倒的な逆風のなか、仲間たちと思い出を残すことができるきっかけをくれた、修学
旅行が無事に修了できたことに感謝したい。この私の『修学旅行』の思い出に華があるとするなら、それはなんだろう
か。といっても、私の人生において2度しかなかったものに華を求めるのは正しいのだろうか。 
  しかし確かに言えるのは、先の48期の修学旅行には一輪の『花』を貰ったのだ。いや、正確には二輪だろうか。 
決して『華』と呼べるほど煌びやかで美しいものではない。慎ましくアスファルトから顔を出すタンポポのような、そん
な忘れられない思い出だ。それがふたつ。 

　これが一輪目である。 
   私が金沢研修において最も楽しみにしていたのは21世紀枠美術館の散策であった。というのも、私は時間があれば美術
館に一日中いることができる。そこに存在するすべてに、その制作者の心のかけらが散らばっている。心のかけらには、
その持ち主の経験や感性、ありきたりではあるがそういった『美術』を構成するエッセンスがたっぷりと含まれている。
かけらを拾い集めるうちに、気づけば遠くに時間が流れている。 
それらを視覚で拾う。美術館とは普遍的において『味わうもの』なのかもしれないが、私にとっては『拾う』行為に他な
らない。鑑賞とはすなわち拾う事である。それが堪らなく楽しいのだ。時間など、体裁など、そんなものを忘れさせてく
れる。ただ没頭する楽しさがある。私は今でも、思い出すだけでも自然と口角がつり上がってしまう。 

  漠然としている感情の塊のような美術を徹底的に拾い尽くす。繊細かつ精緻な技術と思慕の塊のような美術を拾い尽く
す。そういった行為の果てに、私の心が潤っていく。あの金沢21世紀美術館の美術品は『現代美術』の嗜好であった。そ
れ自体の説明は省く。これを説明できるほど博識ではないからだ。では個人の主観を並べるとするならば、あの作品群は
いわば『ジャングル』に近しい。ルネサンスなどのものと比べてより抽象的に、ざっくりとその右脳のスープからそのま
まを切り出したような。シンプルかつ色彩に訴えかけるような仕掛けは少ないながらも、そのエッセンスは極めて鋭く研
ぎ澄まされており、それを散りばめたものの様子がはっきりと明確にわかる。ここでは色彩は手段である。いかにエッセ
ンスを散りばめたかをアピールするためのだ。『ジャングル』に例えたのはそこである。施設の雰囲気は極めて清潔感あ
ふれる純白の箱といった具合であるが、その内側には赤や水色の極彩色が封入されている。ましてや、太陽光の取入り方
までもが計算されている。その実はそれぞれの美術品がエッセンスを拾いにくる私のような媒介者を待っているのだ。 

　しかしながら家族以外と行ったことはない場所でもある。友人を誘うには些か難物すぎるからだ。それに私個人の考え
としては『ゆっくりと拾いたい』、これに尽きていた。実際には完全に回ることができたわけではなかった。前半部分を
鑑賞し終わったあたりでタイムリミットが来てしまった。それでも、普段とは全く異なる美術鑑賞になった。異なる点は
二つ。一つは隣に美術のわからない友人がいたこと。否、一丁前にこんな事を言えるようになるほど美術を知っているわ
けではないが、班員の友人達は自分と比べて鑑賞を知らない様子だった。そんな彼らにそれを教えてやったのだ。といっ
てもそこまで大層なことはしていない。拾ったものの断片を見せたやっただけである。しかし、それが新鮮だった。決し
て通常ならばエッセンスの様相を口に出すことはない。私自身だけで完結する場合はエッセンスは私の右脳で混ざり合っ
て、新しいジャングルになっている。だが、今回はその媒介者としての役割を彼らに対して現した。 

   かなり楽しかった。どこまで己の感性が彼らに対して言葉で語ることができるか。それを試す絶好の機会であったから
だ。正直、どこまでそれが効果を発揮したかを確かめる術はない。彼らの頭の中にジャングルが生まれたかどうか、本当
の意味で媒介できたかどうかまではわからないが、少なくとも、私の心のジャングルは雨が降ったようにひさびさに潤っ
た。

修学旅行の花　
 思い出の様子       　　　　　　　　　　　　　　　　高２生徒O
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  二輪目はこれである。 
  琵琶湖自然博物館。私はあのナマズがお気に入りである。地上に生きる全ての生き物とかけ離れたその姿をみると不思
議と感心する。思わずその奇妙さに目を惹かれる。例えば魚といっても、地を這うように生活するものぐさなものもいれ
ば、活発に泳ぎまわって獲物を探す狩人のようなものもいる。ナマズはとてつもないものぐさではある。しかし巨体に
見合った量を食べるから、それらが食い、食われの複雑な生態系の織りなす環境の背後にある。しかもこれがナマズの
下にピラミッドのように恒久的に繰り返されている。たったこのシンプルな関係が、向きも大きさもまばらだが寸分の狂
いもなく敷き詰められて水の中に引き起こされている。いわば精密機械の詰まった満員電車のようなものだ。常にギリギ
リで、他の機械を受け入れる余裕はない。そう考えると 

  だが、寸分の狂いもないとはいえ、人間はそれを時に『落とし物』で粉砕する。その脆さは精緻さゆえなのかもしれな
い。琵琶湖にとんでもない『落とし物』をしていく人がいる。 
なんと、本来存在しないシルバーアロワナやらブルーギル、果ては暴君ブラックバスまでもを落とし物にしていく人々が
いたのだ。特にブラックバスとブルーギルは非常に適応能力が高く凶暴で、固有種を攻撃して隅に追いやってしまう。お
そらくスポーツフィッシングのために放流した個体の子孫だろう。どれほどまずいことかといえば、満員電車やバスの中
で突然として相撲取りが複数ドカドカ乗り込んで四股を踏み始めるようなものである。そうなればどんなことが起きるか
想像に難くない。精密機械が組み合わさってできた空間は完膚なきまでに破壊される。自然の場合時間をかけてゆっく
りと、そうして変わってしまった生態系を完全に戻すことは不可能である。我々人間が努力しても、あくまで我々の観測
下で『正常か否か』しか判断できない。 

　海は広いが琵琶湖は狭い。対岸が別の国、別のバイオームだなんてことは絶対にありえない。離した外来種は必ず住み
心地の良い場所を見つけ、そこを荒らすだろう。 
今も琵琶湖は外来種に荒らされ続けている。しかし変わった事を戻すことはできなくても、隅に追いやられた生き物を
保護することはできる。保護できるのは一種類ずつだけ。これは遠い道のりではあるが、それが一番の近道なのだ。 

　そういった事を普段から考えているかというとそんなことはないので、そういった生々しい自然の風景を見ることがで
きて印象的な体験になった。 

  これらが私が貰った思い出の様子である。もう二ヶ月以上経つが今も確かに残っている。
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研究成果発表�アカデミア

 ・⾃然科学部 深海⿂研究�
 ・保健委員会 換気の研究�
 ・⾼１⽣ 個⼈研究�
 ・中２⽣ 写真研究�
 ・中２⽣ 神々の研究

 ⽣徒たちの�
  アカデミックな活動を�
      ご紹介します。



９

　今年1月から3月にかけて、自然科学部では深海生物の標本作成を行いました。ここでは、
聖光見聞録にも掲載させていいただいたこの活動について、裏話も交えながらそのプロセス
を説明したいと思います。


・手順0

　標本にする深海生物がやってきました。⇨

全部沼津市戸田で水揚げされた

駿河湾の深海魚です。

普通に食べられるものもいます。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇦完成するとこんな風になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水中にいるみたいで綺麗ですね。


　


こちらは別途で入手した

　　　　　　深海魚「ホテイエソ」です。⇨

大きな口や並んだ発光器が特徴ですが、

不味いらしいです。


深海生物を標本にしてみた
自然科学部　榊原班



１０

・手順1

　まずは深海生物をエタノール漬けにして　⇨

防腐処理です。これを忘れると内部で腐って

しまうので要注意。あと値段にも要注意。


・手順2

　ここでレジン（樹脂）の登場です。まず、

深さ5mmになるよう、容器にレジンを流し

込んだら、1日おきます。置き場があまり

ないんですが… ドライヤーでの気泡処理も忘れずに。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・手順3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇦　漬けてた深海生物をさっきのレジンの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上に乗せたら、レジンを追加します。魚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が半分埋まるぐらい。そしたら更に1日待

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちます。が、実は結構魚が余ってしまい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ました… 逆にレジン不足です。


・手順4

　仕上げです。レジンで完全に魚を埋めます。⇨

　気泡処理も忘れずに。

　そしたら乾くまで3日ほどおきます。


　　

　　　完成報告と完成品公開は見聞録でさせて頂こうと思います。

　　　　　　　新年度になると思われますが、楽しみにしていてください！
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【動機】　教室でテストを受けている時に通常の換気方法(換気が対角2か所だけ)だと息苦しくなり、頭がボーッとした。こ
の経験から、効率の良い換気方法を考えてみることとした。 

【目的】次の４点を実験の目的とした。 
①どの換気方法がもっとも有効なのか。　②開ける箇所と幅に違いがあるか。 
③換気をしたうえで湿度を保てるか。　　④どの程度の加湿が必要なのか。　 

【実験方法】1クラス中2Aで1時間目から4時間目までの授業中。授業開始１０分と３０分の空気検査をする。その時に、温
度、湿度、二酸化炭素濃度を測定する。 
１時間目：教室ベランダ側出入り口の前方扉と教室廊下側出入り口の後方扉の2か所を開けて換気する。（表の対角開け） 
４時間目：教室ベランダ側出入り口の後方扉と教室廊下側出入り口の前方扉の2か所を開けて換気する。（表の逆対角） 
３時間目：１時間目の条件に加えて教室の四隅に加湿器をつける。（表の対角加湿） 
２時間目：３時間目の条件に加えて、教室ベランダ側出入り口の後方扉と教室廊下側出入り口の前方扉の2か所も開ける（表
の全開加湿） 
　どの時間も扉を開ける大きさは、ベランダ側の扉はこぶし1個分、廊下側扉はイス1個分程度とする。 

【測定結果】 

　 
　 

【結果と考察】 
　空気検査の結果対角換気(1時間目)の授業では気流が廊下側、中央、窓側すべての場所において計測できなかっ
た。（０m/s) 
　中2Aは窓側前にカーテンが閉まっていたため風邪が遮断されたと考えられる。 
　対角換気2か所＋加湿有(2時間目)以降、逆対角換気2か所(4時間目)での計測では気流の計測ができたが、教室中
央では比較的気流が小さいことがわかった。これはその日の風の強さにも左右される可能性がある。 

　今後はカーテンが気流に与える影響を行う予定です。 
　４月のどこかで、生徒の皆さんには発表できたらと考えています。

冬場の教室の換気と加湿について 

保健委員会



私は少年ジャンプに連載されている漫画が大好きで小学
生の頃から読んでいます。そこで、それらの作品から学んだこ
とを実際の道徳の授業で取り扱えば学生への心理的影響におい
て優れているのではないかと考え個人研究のテーマにしまし
た。 

そこで私は、テーマである「日本の道徳教育に漫画は必
要か？」という疑問を解明すべく大手漫画出版会社の集英社の
Aさん（本名は伏せる）と静岡市教育委員会のBさん（本名は
伏せる）にインタビューをして、それぞれ意見をいただきまし
た。今回私はそれらの意見をまとめ、対比する方法としてKJ
法を使用し、それをグラフ化しました。なお、KJグラフは本
校教員の川村拓也先生と高校一年の酒井太伊良さんと小林丈
二さんに協力してもらい作成しました。そして、そのKJグラフ
については添付してある資料の方を確認してください。また、
添付してあるKJグラフにおいて、集英社のAさんの主張してい
ることを黄色の文字、教育委員会のBさんの主張していること
を緑色の文字とします。 

それを踏まえて考察していきます。まず、この研究の出
発点は「少年ジャンプの魅力と影響」で子どもを惹きつける漫
画の魅力にありましたが、自分自身の経験から、今の日本の
道徳教育は子供の興味を惹きつけられていないのではないかと
考えています。そこで私は子供を惹きつけることができ、興味
を持ってもらいやすい漫画を日本の道徳教育に取り入れたいと
考えました。しかし、学校教育には子供を守る義務があり、
保護者の信頼や子供の精神的負担などの障壁があることが教育
委員会のBさんのインタビューから分かりました。しかし、同
一の方の考えから、教材として扱えれば可能性があるというこ
とが分かりました。なので、漫画の持つ魅力をそのまま道徳教
育に取り入れることは現実的には厳しいですが、教材として扱
うことができれば道徳教育に漫画を取り入れることができる
道が見えます。そこで、教育委員会の方は漫画の中での道徳的
価値のありそうなことで、登場人物の友情や名言、主人公や登
場人物の生き方などを挙げています。こういった価値を対象年
齢や子供の発達段階、暴力的シーンを十分に考慮しながら扱う
ことで漫画の道徳教材としての利用価値が高まります。しか
し、当然そこには多くのリスクが想定されます。それは、集英
社のAさん目線だと、授業が原因でのイジメ、子供の精神年齢
が心配、暴力においての善悪の区別がつくかどうか、暴力的
シーンがないと物語が成立しないんではないか、漫画に対する
偏見、戦闘シーンを真似する子供が出てしまうことなどが挙げ
られ、教育委員会のBさん目線だと、子供は見て感じたものを
そのまま表現するために生じる危険性、他にも子供を守る上
での不安などが挙げられます。しかし、これらのリスクは漫画
の表面的な教えによって生み出されたものに過ぎないのです。　

その理由は、集英社のAさんが語ってくれた、漫画に
は理不尽な暴力を肯定している作品はないということや、
主人公の性格の不完全さや、主人公には正義の心だけでは
ないということから、完璧超人ではない主人公だからこそ
の感情移入や馴染みやさがあり、それは子供にとって道徳
を考えることでの正解のない思考の自由さがあると考えて
いるからです。道徳の授業に漫画を取り入れた時に生じる
リスクとして、このようなことが挙げられましたが、理不
尽な暴力を肯定している作品はないということや、主人公
の性格の不完全さや、主人公には正義の心だけではないと
いうことから、完璧超人ではなく、主人公にも欠点があり
るので、子供が「主人公がこうしてるから真似していいん
だ」ということの否定の証明になります。なので実際に道
徳の授業に漫画を取り入れた時に生じるリスクは、漫画の
真の奥深さがカバーしていて、カバーできるということに
なります。そして、教育委員会のBさんが「道徳は自分で判
断できる子供を育てるため」とインタビューで答えていた
んですが、自分で判断できる子供を育てるためには漫画で
の暴力においての善悪の区別を判断することが適切で、必
要だと考えています。現在の日本の道徳教育より子供の視
野を広げ、子供の思考を膨らませる点に関してはより漫画
の方が優れていると考えています。なのでもっと漫画の真
の奥深さや道徳教材としての利用価値を考慮すべきだと考
えます。これらのことから漫画への深い理解の伴った授業
であれば先程の表面的なリスクは回避できるであろうと考
えられます。これらのことから、結論として私は日本の道
徳教育に漫画は必要であると考えます。対象年齢は仮説と
して小学四年生以上が適切で、主に登場人物の生き方や、
友情を取り扱う授業が有効だという結論に至りました。今
後の日本では漫画に関してより関心の高い人が増えると思
うので、そう遠くない未来、漫画が道徳の授業に積極的に
取り入れられることになるでしょう。 

  私は今後、実際に漫画を使った道徳の授業を小学校でして
この研究の発展を目指し精進していきます。私は今回研究
を通して、テーマに縛られない事が大事ということをまし
た。好きなテーマじゃなきゃ論文は書けません。後輩のみ
なさんは、学校の個人研究だからとか、学校の活動だから
という概念を除外視してテーマを決め、自分の好きなこと
を一番大切にしてください。そして個人研究は一人じゃで
きません。色んな人を巻き込み、頼って個人研究を頑張っ
てください。 

   今回私は、個人研究で校内アンケートを実施しました
が、協力してくれた生徒の皆さんありがとうございまし
た。また、私が困っている時に道しるべとなる助言をくだ
さった先生方、同級生の皆さんにも感謝申し上げます。

少年ジャンプの魅力と影響（個人研究）
日本の道徳教育に漫画は必要か　　　　　               高１櫻井悠人
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日本国の将来と衰退 

　2000年以上の歴史を持ち、現存する世界最古の国家で
ある我が国日本国は様々な国難を先人たちの叡智や努力
によって乗り越え、今日東アジアに存在します。国際社会
から先進国の一員としてみなされている我が国ですが、本
当に先進国と呼べるのでしょうか。今後も先進国の一員
であり続けることは可能なのでしょうか。我が国は現
在、政治面・経済面・国民の知能、精神面において衰退
の道を歩みつつあります。どうして我々お先人たちは努力
をされたのでしょうか。おそらく「祖国をより発展させ
たい」という強い想いがあったからなのでしょう。日本
国の衰退を止める方法はあるのでしょうか。その為には
国内の基本的な問題を解決する必要があると私は考えま
す。その為、今回の個人研究のテーマとして防衛問題を取
り上げることとします。 

憲法9条と諸問題 

 日本の防衛問題を語る上で切っても切れないものが日本
国憲法第9条と諸問題である。 

(イ)自衛隊は違憲か？ 

 「前項の目的を達するため、陸海空軍及びその他の戦力
は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めな
い。」自衛隊違憲論においてその根拠とされるものが上記
の第9条二項である。これは、「自衛隊の堂尾も訓令内容
も一見すると軍隊そのものであり、『陸海空軍その他の
戦力』に該当する。よって、自衛隊は違憲である。」とい
うロジックだ。実際のところ、「前項の目的」とは、第
一項に記されている「国権の発動たる戦争」と「国際紛争
を解決する手段としての武力行使」の永久放棄である。 

「国権の発動たる戦争」とは何か？ 

　「国権の発動たる戦争」を敷衍して言えば、「国家の政
策の手段としての戦争」であり、侵略行為に該当するもの
である。つまり、問題となっている第二項の内容・目的
は侵略行為の永久法規であり、自衛権を放棄するもので
はない。これは自衛隊違憲論に反論する根拠であり、自
衛隊合憲論の根拠でもある。このロジックに基づけば、
自衛隊から正式な軍隊(国防軍)に改組する場合も会見が不
要であるとも言える。

(ロ)集団的自衛権容認は違憲か？ 

集団的自衛権とは何か？ 

　同盟国が攻撃を受けた場合、自国への攻撃とみなし、反
撃を行う権利。を「集団的自衛権」と呼ぶ。日本では
2015年7月の閣議決定での解釈変更によって集団的自衛
権による武力行使を憲法上可能とした。現在の日本では主
に下記の3点を満たせば集団的自衛権に基づく武力行使が
可能となっている。 

①日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、日本の存
立が脅かされる明白な危険がある事態(存立危機事態) 

②我が国の主権や国民の生命を守るために他に適当な手段
がない場合 

③必要最小限度の実力行使 

集団的自衛権と諸問題 

　「仮に自国が攻撃されていない場合でも自国に被害が及
ぶと判断が可能なっ場合、他国を攻撃することが可能であ
る。」この部分に集団的自衛権意見論の根本的な要因が存
在する。確かに集団的自衛権は国連憲章第51にて認めら
れている権利ではあるが、この論争における争点は日本国
憲法によっていとめられている自衛権の範囲が個別的自衛
権のみを示すのか。それとも、個別的・集団的自衛権双方
を示すものなのかという点である。集団的自衛権の行使容
認に反対する団体や言論人が「集団的自衛権の行使を容認
する様に憲法9条の解釈を捻じ曲げてしまうと今まで9条
によって守られてきた日本の平和が脅かされるかもしれな
い」「他国が引き起こし、本来無関係である戦争に撒き魔
れる可能性がある」などの誤解(更に拡散)をしている場合
がある。大前提の話だが、日本は他国の植民地・属国では
なく、独自の領土・主権を持った一独立国家である。その
為、我が国の自衛権の発動が他国の判断によって行われる
場合、これは集団的自衛権ではなく、日本国の独立国家と
してのあり方そのものの問題である。 

　防衛問題などの政治的でセンシティブ内容について話を
する際、個々人のイデオロギーの違いによる対立が発生す
る場合がある。おそらく我が国の防衛政策が将来的にも現
状維持がされることはあり得ないだろう。その際に重要と
なることは、各々のイデオロギーの左右等の違いの関係な
しに、現実主義に基づいて客観的に分析し、判断を行うこ
とである。

日本国の将来と衰退（個人研究）
 高１加山哲太郎



　私はクラシック音楽に興味があって、個人研究ではぜひそれに関することを扱ってみたいと思っていました。と
はいえ個人研究たるもの、既に明らかなことをだらだら羅列するのは気が引けました。そんな時、私の好きなバッ
ハが敬虔なルター派の信者であったことを思い出して、もしやクラシック音楽とキリスト教にはなにか関係がある
のではないかと思うようになりました。そこで私は「バロック音楽と宗教的背景」と題して論文を書くことに決め
ました。今回は、私の研究内容を一部割愛して、できるだけ分かりやすく紹介していきたいと思います。 
　ところで、バロックとは何か知っていますか。バロックは、音楽、絵画、建築など、17世紀から18世紀の芸術
界に強く影響を与えた概念です。それまでのルネサンスが、遠近法に見られるような均整美の芸術であったのに対
して、バロックは動的で自由な芸術を目指したという特徴があります。 
　バロック音楽の誕生には、ルターやカルヴァンといったプロテスタントの宗教改革指導者が関係しています。彼
らは、コラール、つまり賛美歌を用いて祈りを捧げました。それまでは訓練された聖歌隊のみコラールを歌うこと
が許されていましたが、ルターやカルヴァンは聖歌隊だけではなく、市民全員が歌によって信仰を深めることがで
きるように努めました。たとえば、世俗歌のメロディを取り入れたり、歌詞をラテン語から市民の母語であるドイ
ツ語やフランス語に変更したり、言葉のイントネーションやアクセントを考慮して作曲したり、、。彼らの創意工
夫は、今日私たちが享受する音楽の基礎要素までも形成したようです。 
　その後、宗教戦争や絶対王政の時代を経て宮廷文化が開花し、楽器の改良や器楽の隆盛がなされると、より自由
な芸術が求められ、バロックの概念が生まれました。 
　バロック音楽がそれ以前の音楽よりも動的で自由になりえた要因として、ポリフォニーからホモフォニーへ転換
したことが挙げられます。譜面①は上段がルネサンスの音楽書法であるポリフォニー、下段がバロックの音楽書法
であるホモフォニーを表しています。ポリフォニーは独立した声部で構成され、定旋律を全ての声部が模倣し均等
化することで調和を図りましたが、ホモフォニーは単一の旋律要素に複数の声部が和声を構築することで、自由な
メロディとそれを支える伴奏の関係を確立しました。 
　自由な作曲が可能になったことで、音楽理論の研究が飛躍的に深まり、ハ長調やイ短調といった調の規則性が発
見されました。長調は明るい曲調、短調は暗い曲調を意味します。オクターブ内の12音による、長・短調合わせて
24の調は、それぞれが異なる印象を聴き手に与えます。そしてこの調性をさらに研究し、宗教的意義を付与した人
物こそが、バッハでした。 
　彼は長調において調が上がる(黒鍵が増える)と、その音楽的イメージが崇高な神の国へ近づくと考え、短調にお
いては調が下がると、キリストの磔刑などの哀しみや絶望を表すと考えました。これは、ピカルディ終始という音
楽理論において如実に読み取れます。例として、それが用いられているバッハの「トッカータとフーガニ短調」を
研究してみましょう。初めは短調の曲のように思われますが、実はこのフレーズは、最後だけ長調で終わっている
のです。譜面②の青は短調、赤は長調を表しています。これはキリストの受難が単に悲しみで片付けられるもので
はなく、民への赦しや救いであることを意味し、聴き手に希望を印象付けます。 
　このように、バロック音楽は宗教と深い関係があったことはもちろん、メロディと伴奏の関係や調性の発見な
ど、音楽自体に革命をもたらしたこともわかりました。 
　この個人研究を通して音楽史のターニングポイントを知れたのは私にとって非常に有意義でしたし、多くの人
に、バロック音楽が現代音楽に直結して影響を与えていたことを理解して貰えたならば、感無量の極みです。

バロック音楽と宗教的背景（個人研究）
 高１大石勇成

↑譜面① 
　　　　　　　　　　　　　　譜面②→



紅茶による日本経済（個人研究）
 高１竹内 紀翔

この年代を考えると女性の社会進出による結果なので
はないだろうか。そして日本で紅茶が自由に貿易でき
るようになったのは1970年つまり、約50年前というこ
とになる女性の参政権が1945年であることを考えると
現在60代の方あたりが女性の社会進出開始ごろである
と考えることができる。すると、やはり紅茶の需要と
いうのは、働く・働いていた女性が中心であるという
ことがわかる。 

・仮説2　 

　調査結果1によって需要が働く女性が中心であること
を分かった。次に茶葉について注目してみる。 
　実際ティーバッグやペットボトルによって紅茶を提
供している会社は日本茶の地域による味の違いをもと
に統計を出し独自の茶葉を生産しているのではないだ
ろうか。それに伴いブランド化し、生産の活気付ける
ことで名を売り需要につなげているのではないだろう
か。 

　世界で有名なお茶といえば紅茶、烏龍茶、日本
茶（緑茶）の3つだろう。その中でペットボトル飲
料を考えると烏龍茶はパッと思いつくのでサント
リーくらいである。それに比べ緑茶、紅茶は著しく
多い。しかしこの二つを比べると日本茶の方は新
作が出ているという話は聞かない、圧倒的に紅茶
の新作が出たという話を耳にする。実際のところ
日本に現段階販売されている日本茶と紅茶の種類は
日本茶：約38種　紅茶：約45種と紅茶がやや多
い。確かに紅茶の分類にはピーチティーやレモン
ティーと言ったフレーバーティーやミルクティーな
ども含んでいるため相対的に多くなってしまうのも
理解ができる。紅茶は明治期に輸出向けに生産が
開始され、第 二次世界大戦後まで輸出実績をもっ
たが、1971年の 紅茶輸入自由化を機に生産が激減
した。しかし1990 年代後半、液体茶系飲料（缶や
ペットボトル入り飲 料）による紅茶消費拡大を受
けて，国産紅茶の生産も 「僅かながら復活」（日
本紅茶協会2003： 100）する。そして2000年以
降，国内向けに紅茶を生産する動き が全国的に広
がっていると推察される。それを確かめるため本研
究を決めた。  

・仮説１　 
　社会進出する女性が増えてきており、その結果女
性が紅茶に触れる機会が増えたからではないだろう
か。その結果、定年退職した後にも緑茶ではなく
紅茶を飲む機会が増え、紅茶の需要は上がるが日
本茶の需要は停滞しているのではないだろうか。 

・調査結果１ 
　図1を見ていただきたい。男性と女性の比率をみ
ると圧倒的な差があるのは、紅茶である。ここか
ら女性の方が紅茶への関心があるということがわ
かる。しかしながら、緑茶と比べるとまだまだ差
がある。理由は、図2を見ていただきたたい。2015

年のデータであるのだが40、50、60代の方の消費
が多いのがわかる。



・調査結果2 

　この仮説を確かめるためには生産者や販売者の話か
ら生産、販売の性格を調べることで考察できると踏ん
だ。そこで、浜松、静岡の両市役所にある産業興進課
そして静岡のJAの方のお話を伺うことにした。まず、
多くの人は日本茶＝緑茶と思うだろう。それは、間
違ってはいないが厳密には違う。日本茶とは日本で作
られたお茶、日本人がよく飲んでいるお茶のことであ
る。それに対して緑茶は摘み取った茶葉を発酵させず
乾燥させた茶葉のことである。つまり、例え日本で作
られてさえいれば紅茶であろうと日本茶と言えるの
だ。ここで少しお茶の歴史の話をするが、元々紅茶発
祥の地は中国であり、そこからヨーロッパに広がって
いったその時は緑茶であった。そこからポルトガルか
らイギリスから来た王女キャサリンが当時高級品で
あった砂糖を入れて毎日飲むという習慣をしていた。
それに憧れた貴族が真似をしてその習慣を真似したこ
とによって広がっていった。その過程で試行錯誤をし
た過程で生まれたのが紅茶と言われている。これは、
大体産業革命の時期である。それに対して日本のお茶
は815年に遣唐使によってもたらされ、そこから、あ
まり変化しないまま時がすぎ現在のあり方に変わっ
た。日本、イギリス（ヨーロッパ）にお茶文化をもた
らせた中国では緑茶や紅茶ではない半発酵させた烏龍
茶が主流である。ここから、分かるように発酵させて
いる、紅茶・烏龍茶が主流のところは硬水、緑茶が主
流のところは軟水である。実際のところ、緑茶は硬度
が高くなるにつれて旨味は抽出されにくく、低くなる
につれて香りが抽出されにくい。ミネラルが多いと苦
味、酸味が引き立つ。そして、この旨味に関しては茶
葉そのものの味ということだ。　そもそも、日本人の
価値観は世界的に見ると異端である。お茶という嗜好
品に対して海外は優雅さ、気品、ステイタスを求め
る。言い換えると、自分に特別感を出すために利用し
ている。それに対して日本人は、ただ単純にお茶を飲
むことに意味があり、相手をたてるために利用するな
ど優雅さや自己顕示欲を満たすと言ったことはない。
日本に伝わってきた頃の記述が少ないため、どんな形
で日本全体に広がっていったのか分からないが現代の
お茶の形、楽しみ方を作ったのは織田信長と言われて
いる。織田信長は、茶道が出来ない者は一人前ではな
いつまり「人をもてなす際に現れる心の美しさ」を感
じられない。言い換えるのであれば「人をもてなす」
ことができないのは一人前ではないと、ということ
だ。

考察 
　紅茶生産者は、 将来の生産組織化を、どのように
展望できるであろうか。緑茶生産本位の生産者につい
ては、部分的 な工程にせよ進行する可能性があると
いえよう。彼らが、緑茶の生産展開に合わせて効率
化・大型化した摘採機や製茶機械の処理能力に対応し
て、あるいは労働力の弱体化を契機として、紅茶生産
についても協業化 など生産組織化を図ることは、十
分考えうる。 しかしながら「和紅茶」生産者につい
ては、生産組織化を促す要因が乏しいと考えられる。
彼らの生産の要諦は、生態環境の特徴を紅茶品質に結
びつけることを含めた。高い技能性にあった生産者
は、緑茶生産が達成してきた茶作部門の標準化や製茶
機械の大型化・自動化では、その技能性を代位できな
いとみて、個別性の高い複雑労働をもって、労働集約
的に対応するのである。これに照応して、投下する資
本は、個別の生産者単位で負担できる小ささにとど
まっている。こうした技術構成上の特徴は、生産段階
における労働手段革新への誘因がなく、したがって 

それを契機とする協業や合併などの生産組織化を想
定 しにくいことになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　結局、現在では和紅茶よりも緑茶の需要が高いため
生産本位の生産者を、技能性を高めつつ「和紅茶」生
産者に移行していく存在ととらえ、もしその 移行が
実現できなければ紅茶生産から退出する、という者も
いる．本研究がとらえた前者から後者への移行過程に
ある生産者の存在や、「和紅茶」生産者における経営
的・技術的方針の確立過程は、こうした段階的関係を
裏付けるように思われる、ただし、こうした理解には
ある前提を置いている。 それは、国産紅茶の廉価品
市場が出現しない、という ものである。紅茶の廉価
品市場は長らく輸入紅茶が担い、国産紅茶が品質面で
の安定や価格面でそれに対抗できていない状況や、実
際に緑茶生産本位の生産者が 廉価品の販路に苦心し
ていた点を考慮するならば、こ うした前提を置くこ
とも妥当であろう。しかしなが ら、たとえば安全性
や「地場産」を重視する消費者の運動を通じて、国産
紅茶が一本化されず、廉価品も受容されるという可能
性も想定すべきかもしれない。緑茶生産本位の生産者
がその市場 に対応するならば、和紅茶の生産者とし
ては、緑茶生産本位の生産者と「和紅茶」生産者の双
方 が並ぶような筋書きも描きうるであろう。

　※一部省略



校内写真
趣味のカメラで校内を撮影してみました　　　　　　 中２市野正悟

雨上がり 
NikonD300   シャッタースピード:1/160秒 
絞り:f/8　　ISO感度:ISO400 
　雨が降った後の玄関です水のリフレクショ
ンが綺麗だなと思ってカメラを向けると、
帰っていく所の友人が居たので撮らせて貰い
ました。

Untitled  
NikonD7500    シャッタースピード:1/60秒 
絞り:f/4.5     ISO感度:ISO160 
 これも、雨の日の写真です。 
中庭にあるベンチを雨の中撮りました。



７

rainy  day   
NikonD7500    シャッタースピード:1/100秒   
絞り:f/8   ISO感度:ISO400 
   これも、雨の日の写真です。帰りに‘靴箱に靴が落
ちてたので撮ってみました。

光の学舎 
NikonD7500  シャッタースピード:1/125秒 
絞り:f/5ISO   感度:ISO2500 
 下校する際、階段から校舎の明かりが見えたので
撮ってみました。



支える管 
NikonD300    シャッタースピード:1/100秒 
絞り:f/6.3   ISO感度:ISO500 
  生徒が快適に勉強出来るように毎日働いてくれて
いる管を撮りました。モノクロにして無骨さが出た
かなと思います。

放課後 
Nikon D7500   シャッタースピード:1/600秒 
絞り:f/3.5   ISO感度:ISO3600 
 放課後にサッカーをやってる友達を撮らせて貰
いました。

表紙とp.8の写真も市野くんが撮ってくれました。



世界の神々
世界に多くいるか神々をKeynoteでまとめてみました　　中２生徒

全部で８００ページもある大作です。 
今回は一部を抜粋し、載せさせていただきました。 
宿題でも何でもなく「好きだから」という理由で作り始めたようです。
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今年度はオンラインから学校がスタート

１年間を振り返って
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