聞圏開聞間開聞
モス瑠偉さんの講演会も実施しました︒
また︑学習の面でもNTT東日本から生
徒用のタブレットを00台借用して︑1年間
ICTを活用した授業に緑野小学校︑北原
小学校と3校合同で取り組んできました︒

平成29年度の緑野中学嫁

その成果を1月19日︵金︶に研究発表大会
として開催しました︒鞘馬県や中野区以外

した︒同窓会の皆

緑野中学校に着任

田代雅乱

して3年目となり

の先生方の参加もあり︑当日の参加者は

こくーJUII︑

TI

緑野中学校校長

ん﹁手套㌢i鼻

︶−

力をよろしくお願いします︒

▼㌢

︑
●
．

詳言現

圏南

緑野中学校も早いもので今年︑開校10周
年を迎えます︒平成50年日月17日︵土︶に
は︑緑野中学校の開校10周年記念式典と祝
賀会を予定しております︒これからも保護
者や地域の方々の期待に応えられるように
教育活動を行っていきます︒ご理解とご協

がりました︒

400名を超えました︒教員もICTを活

行おめでとうござ

用した授業に慣れ︑学習の効果も大きく上

齢ラー一七￣「手＼

ます︒平成29年度
年度当初の計画通りに教育活動を進める
l／し︑イ人

とができました︒

ネイロオリンピックの水泳女子200M
タフライで2大会連続の銅メダルを獲得
た星奈津美さんやサッカー元日本代表の

ました︒さらにスポーツに興味や関心を
ってもらえるように12月には︑リオデジャ

東京学芸大学の教授と其同研究を行い体
向上に努めてきました︒特に9月に行わ
た中野区総合体育大会では︑男子が準優勝
女子が優勝という結果を収めることがで

l彊磐団結
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昔の仲間︑元気ですか？

同窓会会長︵19期生︶大内慎吾

同窓生のみなさ

ん︑こんにちは︒手

套も今回で50号で

す︒この間︑大勢の
卒業生に登場してい
ただきました︒感謝申し上げます︒現在︑
定期的に発送している部数は約九百過程で
す︒その他︑地元の町会にご協力をいただ
き︑回覧板に載せていただいております︒
今年は︑同期会開催にあたり︑初回に限り︑
1万円︵予定︶ の補助を考えています︒ご

連絡下さい︒同期会を開けば︑懐かしい仲
間が集まり︑きっと楽しいと思います︒

現在︑緑野中学校正面玄関に十一中と六
中の校旗が飾ってあります︒いつでも︑事
前に学校に連絡すれば見学できます︒また︑
三階には︑六甲・
十一中の同窓会
資料が展示され
ている部屋があ
り︑懐かしい卒
業アルバムも揃
っています︒ぜ

ひ︑いらしてみ

手下さい︒

ジャーナリスト

佳男氏

︵はった よしお︶

15期生 堀田

中学時代のずっぱい思い酷
◆入部活の洗礼
﹁水なんか︑許さないからなIL

ーの話をはじめた︒当時は義理チョコがま
だない時代である︒女子が本命の男子にチ
ョコを渡すだけだった︒

た︒憶えていなかったことがショックです

らあった︒

ことを自分の記憶から都合よく消してい

して微笑ましいかもしれないが︑私はその

いま振り返ると︑13歳の子どもの行動と

し
い
︶
︒

十一中に入学直後︑私はバスケットボー
ル部に入った︒他校との試合ではいつも負
けていた弱いクラブだったが︑練習では唾
が出なくなるほど動かされた︒
どの部活でも当時は︑練習の合間に水を

その年︑私は女の子からチョコをもらっ
た記憶はない︒

君を友人として本当に好きだったのだと思
う︒バレンタインデーという機会に︑私の
思いを伝えようと考えての行動だった ︵ら

バレンタインデーの日の放課後︑私は彼
が住むマンションに向かった︒呼び鈴を鳴
らすと︑なんと私が彼にチョコレートを渡
したというのだ︒私はゲイではないが︑K

が私の膝のうえに乗って話をしていたこと
もあった︒それほど仲が良かったのだ︒

鱒 董厘弊土讃杢弼

ットボトルの水など想像すらできなかった︒

体育館の床に汗がしたたる︒速攻の攻撃
パターンを繰り返すと︑そのうちに汗も出
ないようになる︒ただ唾が出なくなるほど
汗をかいても︑倒れて救急車で病院に運ば
れた人は記憶にをい︒あれはあれで部活と
いう修業のヒトコマだったのだ︒鬼のよう
に思えた2年上の小柄な先輩も︑いま思う
と懐かしい︒

バスケ部自体はもう少し強くなってもよ
かったが︑弱いままだった︒何がいけなか
ったかば︑いま敢えて問わないことにする︒

◆すっかり忘れていたこと
15期の卒業生は過去20年ほど︑5年ごと

に同期会を開いている︒55歳の同期会で︑
私は何十年かぶりにK君と顔を合わせた︒
1年D紐で同じクラスだったK君は当時
の面影が残り︑再会した瞬間に判別できた︒
彼もすぐに私のことがわかったようで︑会

7

‥で国とな国、

K君が語った話はなかなか衝撃的だった︒
私と彼は大変仲がよく︑授業の合間の短い
休み時間にはいつも一緒だった︒小柄な彼

今でも耳の奥に︑2年上の先輩の声が残
っている︒名前は憶えていないが︑顔はは
っきりと脳裏に焼きついている︒

代デ年i）査大卒十1
表 ィ、ス会学業− 9
作ア帰 卜社院後中 与

飲むことは許されなかったし︑喉の渇きに
耐えてこそうまくなるといった考えが流布
していた︒コンビニもない時代である︒ペ

う承り﹁覚えてる？バレンタインデーのこ
と﹂ と言ってきた︒
私はまったく見当もつかず︑きょとんと
していると︑彼は1年時のバレンタインデ

SSS
歴
略
漢音菓
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だが最下位で敗れて︑選んでくれたクラス

の皆に申し訳ないとの思いもあった︒だが
どうしようもない︒いまでもスッパイ思い
出である︒
◆ジャーナリストとして
大学2年の時︑アメリカにバックパッカ
ーとして旅した時からあの大国にかぶれて
しまった︒首都ワシントンにある大学の大

学院に留学し︑卒業後はアメリカ企業に勤

フリーランスと

いう立場でやっ
ていけるめどが

ついた︒そのう

ちにプール︑テ

ニスコート付き

のマンションが

購入できるまで

に在った︒

2007年に

帰国してからは

きる限り︑正確な情報を発信できるように

活字メディアだけでなく テレビやラジオ
にも呼んでもらえるようになり︑現在はさ
まざまな媒体で仕事をしている︒今後もで

も含めると4000本超になる︒インタ
ビューした人数は3000人以上だろう︒

場 所近くのお店で予定

力を尽くしたいと思っている︒
ただ今でもアメリカにかぶれたままでい

懇親会17時頃より

1992年の大統領選ではビル・クリント
ン候補 ︵当時︶ にインタビューした︒スタ

2階フリールーム

◆有無を言わせぬ決定
2年時︑生徒会長を決める選挙があっ
A組からD組までの4クラスがそれぞれ生
徒会長候補を一人ずつ選出する︒そして全
校生徒が投票して決めるわけだ︒ 一
私は2年C組にいた︒クラス内で会長候
補を決める時︑最初誰も手をあげる人がい
なかった︒しかし誰か1人を候補として選
ばなくてはいけない︒何人かの名前が推蔚
めて永住権を取得︒そして1990年にジ
ャーナリストとして独立し︑アメリカとの

。ぶ亨雪

ナノ

終了後
同窓会合唱団演奏
場 所 緑野中学校

︒
る

かかわりがどんどん深くなった︒
これまでに書いた記事の本数は短い原稿

ー

○○

！ ヽJL、−i

ーバックスの創業者やロバート・レッドフ
ォードなどさまざまな方に話を聞いた︒ホ

平成30年5月26日（土）

ってしまった︒

1畠：ゼ

−

総会・懇親会

ワイトハウスは日本に帰国した2007年
まで15年間カバーした︒

ただ00年に独立した当時︑いちおう名刺
にはジャーナリストという肩書きを刻んだ
が︑最初の数年は ﹁ジャーナリスト﹂とい
う言葉が重すぎて使えなかった︒肩書きに
見合った仕事をしていなかったからだ︒最
初の2年は収入も増えず︑再就職を考えた

会15時30分〜16時

総

l 十∴：−：」∴∵∴
「
∴機

こともあった︒

それでも3年目くらいから仕事が増えて︑

第十一中学校同窓会

されてでてきた︒私の名前も入ってい
そして最終的に︑私がC組の会長候補に

！i臆I皇

まったく興味はをかった︒しかし多数
でC組代表として会長選で戦わざるを得
い︒皆が決めたことである︒選挙当日︑
分の名前が印刷された紙を前にして︑白
のところに印をつけるべきか悩んだが︑
は他の候補を選んだ記憶がある︒
結果は最下位で落選だった︒ほっとした

齢 議
親玉
1
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中野第十一中学校 同窓会新聞
しゅとう

第30号・平成30年4月発行
（3）

喜喜一を−

記念行事

記念祝賀会 午後1時〜3時

場所緑野中誓体育館患鉾＼

間期会報篭

バレーボール部

OB・OG会

090−6031−6938

いく前に同期会の開催を奨励します︒

も今年で26歳になります︒記憶が薄らいで

電

話

03

︵3310︶

6122

事務局・中野区鷺宮一の七の四 笠原方

メール kasabin．a．﹇◎simk．p巨a．〇mLP

masashi−nagaiqcom・home・neJP

平成29年6月24日

＿二 ミ＿，］こ ．．i細ケ二 ．＼一騎 隼ゝざら、 ヽ専

︵土︶ 14時から︑新

11月10日（土）15時より開

宿プリンスホテル地
下一階のパーティ
ルームで︑23名が参
加し︑バレーボール
部OB・OG会を開

催します。会場は未定。
問い合わせは、永井昌史まで。

催しました︒

m−h1565＠grace・OCn・neJP

15期 幹事 長谷川 嘉昭
平成29年11月11日︑東京グランドホテル

にて︑総勢約50名の参加をもちまして盛大
に同期会が行われました︒
今回は ﹁還暦記念﹂ ということもあり︑
気合いを入れて企画しました︒
特別ゲストの当時我々の英語の先生であ
りました ﹁ミスターたかーだ﹂ こと高田
先生をお迎えし本当に素晴らしい︑懐かし
い時間を共有できました︒二次会三次会と
盛り上がりました︒

高田先生のお姿を拝見し︑参加者全員目
を丸くしお口アングリ状態になりました︒

なりました︒ホント

月日が経つのは

早いもので︑六申
十一中の再編新校

に楽しかったなー︒

御髪が・・・みなまでは言いますまい︒
また五年後︑お互いの生存を確認するた
めに開催することに

としてスタートし

（昭和53年度卒業生）

午前10時〜12時
記念式典

た緑野中学校が︑

080−1153−0894

事務局から

（昭和39年度卒業生）
今年秋開催します。会場は未定。
問い合わせは、本田真理まで。

十一申開校後十年が過ぎ︑最後の卒業生

同期会案内

平成30年11月17日（土）
日時

緑野中学校開校10周年実行委員会
実行委員長 長谷川 嘉昭

開校10周年

本年10周年を迎えます︒地域の皆様︑また
青少年育成に携わる方々そして同窓会の皆
様にはいつも暖かく見守り育んでいただき
まして︑ありがとうございます︒
現在生徒達は田代校長先生のもと︑学習
に文化創造活動に伸び伸びと取り組んでい

∴∴
h∴ ∴∴
iぐ−誓書二董 ：用−一∵∴
：十∴：丁∴

緑野中学校

ます︒今後とも緑野中学校を気に留めてい

寄書：懸 ∴∴∴ ∴「 ∴：qjふ「 i￣ ∴暑、 l 木＿ 鶴駿離愁山喜三千 白鳳：∴∴∴∴ ∵ 高

＿i選書臆題堅工事
ただくことをお願いいたします︒
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