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新年が始まり、ひと月以上たちました。１月には中学入試、２月には高校入試があ
りました。白陵に吹く新たな息吹を感じつつ、学年末考査に向けて頑張りましょう。

『 今年の抱負 』

中学 3 年

山田

祥五 先生

新年あけましておめでとうございます。2015 年が始
まりました。受験生はセンター試験も終わり、いよい
よ二次試験に向けてラストスパートをかける時期です
ね。私事ではありますが、初詣に行った際に「今年は
健康で過ごせますように」とお祈りしたところ、2 日
後にインフルエンザにかかり、新年早々神様に裏切ら
れ雲行きが怪しい 1 年になりそうです。
そんな 2015 年の幕開けですが、今年は“全国大会出

白陵中 2 年時の柔道大会にて

場”というひそかな目標を掲げています。1 つはもちろん、白陵将棋部の全国大会出場。
もう 1 つは私個人の全国大会出場。もう、個人的に大会に出ることはないだろうと思って
いましたが、大学時代の友人に大会に出ようと誘われたこと、そしてある生徒に全国優勝
してくださいと期待されたこと。とはいえ、全国大会出場すら難しいのになかなか全国優
勝というのはできないものです。何年かかるか、はたまた夢叶わずか。
私自身おおよそ 1 年近く将棋に触れていなかったため、かつての名刀？も鈍刀になって
しまっており、まずは地道に鈍刀をうち直し鍛えていくところからですが、白陵将棋部員
と切磋琢磨し、お互いに高みを目指して行きたいと思っています。
さて、この若竹が発行されるころには県大会が終わっており、いいお知らせができるかど
うかわかりませんが、みなさんもこの 1 年何か目標を持って突き進んでください。目標・
目的をもつと楽しいこともあれば辛いこと、また目標が叶わないことすらもありますが、
それ以上に充実した 1 年になると思います。
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2014/12/20 白陵会館にて
2014 年、最後の学校イベントがついに終
わってしまいました。そう、クリスマスコン
サート！私たち吹奏楽部は二部構成でトリ
を務めさせていただきました。私は今年で３
回目になりますが、やはりステージに上がる
前の緊張感は変わらないですね。
第１部はフルート、パーカッションのアン
サンブル。そして第２部が吹奏楽部全員によ
る演奏でした。練習通り完璧に……とはなかなかいきませんが一生懸命に、でも楽し
くノリノリで吹きました。個人的には今回のＭＣが面白くて大好きでした。
私たちの演奏というのは観客の皆さんがいることで初めて成り立っていると思いま
す。来てくださった皆さん、楽しんでいただけたでしょうか？これからも皆さんと素
敵な音楽の時間が過ごせるよう、精いっぱい練習に励んでいきたいと思います。今回
見に来れなかった人も次回は是非！！（３－２ 武田

紗矢香）

放送部は今年くじ引きをしました。当たった人
には早口言葉をしてもらいました。賞品を用意し
ていたからか、思ったより人がたくさん来ていて
盛り上がりましたね。よかったです☆でも実はそ
の賞品、すっっごくしょぼかったんです。一つは
カイロ、一つはティッシュ、一つはマスクです！！
（笑）当たった人、期待はずれでごめんなさい。
早口言葉は言えた人も言えなかった人もいましたね。楽しんでくれていたらうれしい
です。来年は今の中１がしますが、楽しんでくださいね！！（２－５ 播戸
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絵有）

クリコンすっごく楽しかったです。今回のクリコンでとてもいい経験ができまし
た！たくさんの人が見に来てくれて、とても緊張しました。ハプニングがあったり、
いろいろ失敗もしましたが、盛り上がったのでよかったのかなと思います笑。来年も
また出たいです！リベンジするので、楽しみにしてください。
（３－３ 矢野 愛有美）
すごく楽しかったです。本番では、失敗もたくさんあ
ったけど、たくさんの友達や先輩などが見に来てくれて
すごく盛り上げてくれて楽しかったし、うれしかったで
す。
練習から本番まで生徒会の方や放送部の人たちにはた
くさん助けてもらいました。
貴重な体験をさせてもらってすごく楽しかったです。
本当にありがとうございました。
（３－１ 谷口 まふゆ）

2015 年 1 月 4 日～6 日 ハチ高原
中１の頃は雪が怖くてまったくできなかったのに、
中３になって誰よりもうまくすべられるようになり
ました。スキーは楽しかったし、スキーの後に部屋
で暴れるのも最高に楽しかったです。リフトに乗っ
ている時間だけは少し退屈しました。
雪合戦をしていると、友達がぼくを雪の中に埋め始めました。その時、ぼくは中１
に雪玉を本気で投げつけられました。そのこと
がきっかけで中１と親しくなりました。先輩を
後輩が仲良くなれたスキー実習でした。３日目
は大雨の中でスキーしましたが、全員が無事に
生還できてよかったです。
（３－２ 中田 健吾）
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1 月 23 日（金）記念棟にて

大 会 結 果
個人戦
Ｓ級
１位
３位
５位
７位
９位

早崎
喜多
武田
増井
福嶋

開成（２－４）
亮輔（３－３）
進太郎（３－５）
ゆき（３－１）
純之（３－３）

２位
４位
６位
８位
10 位

S 級１～３位

音々（２－３）
愛梨沙（３－５）
美羽（２－５）
由衣（３－３）
駿（２－３）

S 級４～１０位

Ａ級
１位
２位
３位

大髭
田中
越智
村瀬
中井

大塚 久希子（３－１）
森岡 真生（３－１）
小神子 遼亮（２－４）
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Ｂ級
１位
２位

八若 遼太朗（３－２）
真鍋 聡介（２－１）

Ｃ級
１位

今井 貴捺（３－１）

団体戦（カッコ内は平均獲得枚数）

１位
２位
３位
４位
５位
６位
８位
１０位
１２位
１４位

３―２（46.21622 枚）
３－５（44.64865 枚）
３－１（42.86482 枚）
１－４（42.075 枚）
３－４（40.97222 枚）
２－４（40.3871 枚）
２－５（38.55556 枚）
２－１（37.25714 枚）
２－２（35.33333 枚）
１－５（34.64103 枚）

７位
９位
１１位
１３位
１５位

１－１（38.92308 枚）
１－３（37.61538 枚）
２－３（36.97368 枚）
３－３（34.86111 枚）
１－２（34.05 枚）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｓ級
去年の２位に続き、今年は優勝することが
できました。今年は、百人一首大会２回目で
したが、不安や緊張、焦りの中で一心不乱に
札を追っていました。結果を聞いた時は喜び
よりも驚きのほうが大きかったです。来年は、
クラスでの優勝も狙い、個人では、トロフィ
ーにまた名前を残せるように連覇したいで
す。（２－４
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早崎 開成）

今回の百人一首大会は自分にとって二度目
ということで、昨年よりも高みを目指していま
した。そこで準優勝という素晴らしい賞をいた
だき、とても嬉しく思っています。ですが、早
崎君に勝てないのはとても悔しいです！来年
は最後の百人一首ということなので、上位入賞
を狙いながらも百人一首の歌の一つ一つを読
み解いて戦っていきたいと思います。（２－３
大髭

音々）

今年は去年よりも結構札が取れたので、
２位くらいを期待していましたが、結局
去年と同じ３位だったので、１位と２位
の人は本当にすごいなぁと思いました。
しかし、団体戦では、優勝できたのでと
てもうれしかったです。今回は僕にとっ
て最後の大会だったので、Ｓ級３位と団
体戦で１位といういい成績で終われたの
で、とても満足できる、いい大会になりました。
（３－２ 喜多 亮輔）

Ａ級
初めまして！大塚です。中学最後の百人一首大会でこのような素晴らしい賞をいた
だけたことをとても嬉しく、また誇りに思います。
景品のバインダーとルーズリーフはずっと買
おう買おうと思って買えなかったものでした。な
ので、買う手間が省けてよかったです。ルーズリ
ーフも書き心地がとてもいいです。コクヨ最高で
すよね。ありがとうございます。これからもがん
ばります！！（３－１ 大塚
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久希子）

はじめまして！森岡です。最後の百人一首大会で
こんなにも素晴らしい成績をとることができて、と
てもうれしいです。
景品のボールペンも使っています。ペンがすべる
ように動くので、とても使いやすいです。やっぱり
u n i ・ b a l l

ユニボールはいいですよね。本当にありがとうござ
います。
これからも、頑張ります！（３－１ 森岡 真生）

百人一首大会お疲れ様でした。
僕はこの百人一首大会を楽しんでできたの
ですごく良かったと思いました。２回戦は自分
と同じレベルの人として、中１も中３も強いな
あと思いました。その中で勝てたのは運が良か
ったからだと思いました。また来年も楽しめる
ようにしたいです。
最後に、話は変わりますが、バスケ部の中１が少ないので入る人がいればうれしい
です。（２－４ 小神子 遼亮）

団体
僕たち３年２組は中学百人一首大会で優勝
することができました！！やったね！！
やはり勝因は、クラスのみんなの獲得枚数
が平均的に高かったからだと思います。個人
の部で表彰された人は何人かいました。でも、
それだけでは優勝できません。あらためてみ
んなの頑張りに驚きました。みんなすごいで
すわ。僕なんて、明らかに下から数えたほう
が早いので、みんなの足を引っ張っていたのでは？まあ、終わりよければすべてよし、
ですね。
なにはともあれ、３年間最後の大会で優勝できたことは、とてもいい思い出になり
ました。（３－２ 沼野 智仁）
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白陵・岡白交流会情報
白陵と岡山白陵の中学生徒委員会が交流会をした時に行ったアンケートです。

Ｑ．白陵と岡山白陵の相違点と共通点は何ですか？
白

陵

相違点

共通点

１位

名札

20 票

１位 音楽の先生

18 票

２位

ネクタイ

16 票

２位 制服

15 票

３位

生徒手帳

14 票

３位 校訓

7票

４位

補助かばん

12 票

４位 創設者

6票

５位

授業時間

7票

５位 柔道場

5票

その他
黒タイツ・池がある・学年色
リボン・寮歌の序詞・机椅子

田舎にある・テニス部が人気
など

柔道・修学旅行先

など

岡 山 白 陵
相違点

共通点

１位

ネクタイ

13 票

１位 音楽の先生

22 票

２位

名札

10 票

２位 創設者

8票

３位

生徒手帳

8票

３位 制服

8票

４位

授業時間

6票

４位 校訓

5票

５位

補助かばん

4票

５位 交流会よりお菓子 5 票

その他
体育館の数・池がある・白陵会館

制かばん・校舎のデザイン・修学旅行先

リボン・黒タイツ・男が多い

田舎にある・柔道

など

など

制服に関しては大きくは共通しているが、ネクタイやリボンなど細かい点で違う、ということでしょう
か。共通点の No.1 は両者とも音楽の先生でした。黒田先生両校へのご指導、お疲れ様です！
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