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若竹   

 いよいよ新年度が始まりました。この若竹は５３期生徒委員会広報部が作る最後の

若竹です。最後まで読んでいただけたら幸いです。新たなクラスメートとともに１年

間頑張っていきましょう！！ 

尚、６６号若竹は校外学習の記事を入れるため、発行が遅れてしまいました。なの

で、学年度が変わって中１から高１まで配っています。 

 

 

高校 1 年１組副担任の神田賢佑です。気づけば、白陵の教員となり１年が過ぎよう

としています。１年前の自分と向かい合ったとき、はたしてどれだけ進歩できている

のでしょうか。自分自身の未熟さ、不勉強さを痛感する日々が続き、感想としまして

は「非常に長い一年であった」というところであります。まだまだ、生徒の要求に応

えられるだけの実力がないのが現状であり、1 人前の教員となる道程は長いと感じま

す。 

 なかなか進歩のない私に比べ、生徒たちは驚くべき速さで成長しています。６年教

育という余裕ある学習計画と、経験豊富な先生方、切磋琢磨する友人たちが、生徒一

人一人のスムーズな成長を可能にしているの

でしょう。その恵まれた環境こそが、白陵の

大きな武器であると思いますが、おそらく私

にとっても「恵まれた環境」なのでしょう。

先輩の先生方や、優秀な生徒たちから何かし

ら学び取る機会が、辺り一面に散らばっていま

す。 

 その機会を逃さず、白陵の「恵まれた環境」

を構成する一員となれるよう、努力していきた

いと思います。 

わかたけ ６６号 

平成 27年 4月 20日発行 

 

『１年間を振り返って 』 高１学年付 神田 賢佑先生 
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2015 年 2 月 20 日体育館にて 

大 会 結 果 (中学部) 
  第二部(中学三年男子の部)   優勝  Ｊ３－３Ａ 

               準優勝 Ｊ３－２A 

 第三部(中学二年男子の部)  優勝  Ｊ２－１ 

                 準優勝 Ｊ２－３ 

第四部(中学一年男子の部)    優勝  Ｊ１－５ 

   準優勝 Ｊ１－４ 

 第六部(中学二年女子の部)    優勝  Ｊ２－２ 

準優勝 Ｊ２－１ 

 第七部(中学一年女子の部)    優勝  Ｊ１－３ 

                   準優勝 Ｊ１－４ 

  個人戦  男子６５ｋｇ以下級  準優勝 中原 功貴 

       女子の部       準優勝 小林 奈央 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

第二部優勝 Ｊ３－３ 

どうも。優勝した中３―３の石島です。今回の優勝は三組のみんなの努力があったから

こそ。なのでみんなの声をだいしょーかい！！！ 

石島：この場をかりてお礼申し上げます。応援ありがとー！ 

木津：切り込み隊長として優勝に導くはずが、逆につれていってもらいました。優勝でき

てよかったです。 

小杉：小杉です。教信寺をよろしくお願いします。 

濱田：今回の勝利は練習の成果だ。この勝利をあの人へ。 

村上：仲間のおかげで優勝でき感謝しています。 

林：僕のくじが優勝に貢献できてよかったです。 

橋脇：・・・ニヤニヤ。 

                         (Ｊ３－３ ＭＶＰ 石島 慧吾) 
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第三部優勝 Ｊ２－１ 

まず初めに、柔道大会で優勝することができて、素直にうれしい気持ちです。前回は、

決勝で惜しくもやぶれ、２位という結果で終わってしまいましたが、何と今回は、その前

回の優勝チームの大将が僕らのチームに加わったものですから、大変心強かったです。今

回の柔道大会は初戦で優勝候補のチームと当たってしまいましたので、さすがにそれを聞

いたときには唖然としてしまい、笑おうにも笑えない状態でした。また同時に、気を引き

しめてがんばろうという気持ちにもなりました。 

 柔道大会当日は、もう心が緊張そのものという感じでした。初戦は強敵の５組と当たり、

やはり激戦区でした。どちらも１歩も譲らない状況で、勝利が確定したときは本当にうれ

しかったです。その後の試合も、何とか勝って駒を進め、そして優勝を収めることができ 

ました。最後に、チームのみんなと応援してくれた方々、ありがとうございました。 

あと、バスケ部募集中です。よろしく。       (Ｊ２－１ ＭＶＰ 細川 晃良) 

 

                 

 

          (Ｊ１－５ ＭＶＰ 梶原 一晟) 

 

 

第六部優勝 Ｊ２－２ 

とても緊張しましたが、無事柔道大会を終えることができました。今回私がＭＶＰをと

らせて頂けたのは、チームの子がいい流れをつくってくれたりたくさんの方々の応援があ

ったからだと思います。来年もがんばるぞい♡    (Ｊ２－２ ＭＶＰ 西川 由莉) 

 

 

 

 

                     

第四部優勝 Ｊ１－５ 

 柔道大会で優勝できたことは光栄です。最後の大きな

行事にいい結果を出せたのは良かったです。優勝したこ

とで、クラスの団結力がまた強くなりました。柔道大会

サイコ～～～～～～～～～～～！！Ｙｅａｈ！！ 

                       

 

第七部優勝 Ｊ１－３ 

今回の柔道大会は私達にとって初めての経験でした。柔

道すら初心者で、とても緊張しました。でも、優勝する

ことができてよかったです。おめでとうや、応援の声が

うれしかったです。 

(Ｊ１－３ ＭＶＰ 藤本 真奈) 
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今までの観戦から、先輩が出るので勝ち目はないと思っていました。 

でも、運よく決勝戦まで進むことができました。 

決勝戦では、判定負けという情けない結果に終わりましたが、来年に柔道大会に出る時

は、必ず勝とうと思います。 

最後に、今回色々なハプニングもありましたが、ここまでこれたのは、応援してくれた

人がいたからだと思います。ありがとうございました。    (Ｊ３－４ 小林 奈央) 

 

 

 

 

 

個人戦 ６５㎏以下級 準優勝 

どうも、スーパースター中原です！今回の柔道大会、

本当は優勝するつもりだったんですが、残念ながら準優

勝でした。来年の柔道大会は先輩だけでなく、後輩とも

試合できるので大変楽しみです。みんなどんどんかかっ

てこい！！！まあ、優勝は僕がいただきますけどね☆

「中原コール」をしてくれたみなさん、ありがとうござ

いました。柔道大好き！YEAH!!! 

って中原君が言ってそうですよね～笑笑笑 

(Ｊ３－１ 中原功貴(代筆 山内)) 

個人戦 女子級 準優勝 

私は初めて柔道大会に出ました。今まで補欠はあった

のですが正選手になったことはありませんでした。 

この初めての柔道大会で、個人戦に出ることになりま

した。 

今までの観戦から、先輩が出るので勝ち目はないと思

っていました。 

でも、運よく決勝戦まで進むことができました。 

決勝戦では、判定負けという情けない結果に終わりま

したが、来年に柔道大会に出る時は、必ず勝とうと思い

ます。 

最後に、今回色々なハプニングもありましたが、ここ

までこれたのは、応援してくれた人がいたからだと思い

ます。ありがとうございました。 

(Ｊ３－４ 小林 奈央) 
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2015 年 2 月 13 日 記念棟にて 

大 会 結 果 
 卓球の部      1 位 Ｊ３－５  2 位 Ｊ３－１  3 位 Ｊ３－２ 

 バトミントンの部  1位 Ｊ３－４Ａ 2位  Ｊ３－３Ａ 3位  Ｊ３－２Ａ 

 バレーボールの部  1 位 Ｊ３－２  2 位 Ｊ３－４ 

    敗者復活戦   1 位 Ｊ３－５ 

 

球技大会実行委員長 

ます。全員が少しでも楽しめたというのならば、幸いです。 (Ｊ３－５ 南 佳孝) 

 

バトミントンの部優勝 Ｊ３－４Ａ 

「ばーとみんとーん」 

  私は優勝の嬉しさとは裏腹に大きな寂しさを感じました。それは、私の方に応援

客がほとんどいなかったことです。相手の応援しかない中でバトミるのはやりにくい

ですね。理由は簡単、僕がヲタケビを上げすぎたからです。相手の方には大変迷惑を

かけました。僕はどうやら「デビル今井」なっていたようです。羽もないです、私は

一休さんだから角ももちろんない、ただの性の悪いやつでした。みなさんもデビルに

ならないよう、まともな人生を送ってください。    (Ｊ３－４ 今井晃太郎) 

 

 

初めて実行委員長という重大な役をやらせていただ

きましたが、グダグダになってしまいました。急に競技

変更したり、ルールを書いたプリントが不十分だったり

、プリント製作が遅れたり、敗者復活戦がなくなったり

して申し訳ありませんでした。しかし、自分にとって、

いい経験になりました。皆さんが楽しんでいたように見

えたので、自分としては成功していると勝手に思ってい

ます。全員が少しでも楽しめたというのならば、幸いで

す。              (旧Ｊ３－５ 南 

佳孝)  
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           2015 年 3 月 18 日 キッザニア 

   

へ進めていくことが、これからの生活の中で、とても重要になってくるのではないか

と考えました。 

 また、英語を上手く話すことの大切さも学びました。この体験を通じて学んだもの

をこれからの生活に活かしていきたいと思います。(Ｊ１－３ 柳瀬 壮一朗) 

 

キッザニア甲子園での体験を通して感じたの

は、人と協力して物事を行うことの大切さで

す。どんなにすごい人でも、自力ですべての物

事を成し遂げることはできません。だから、他

者と協力、分担して物事を上手く、効率的に前

へ進めていくことが、これからの生活の中で、

とても重要になってくるのではないかと考え

ました。 

 また、英語を上手く話すことの大切さも学び

ました。 

 この体験を通じて学んだものをこれからの

生活に活かしていきたいと思います。 

        (Ｊ１－３ 柳瀬 壮一朗) 

卓球の部優勝 Ｊ３－５ 

僕は小柄だけど、野球も卓球も上手だヨ。

あのね、僕ね、卓球でいっぱい点を取った

の。こんなスポーツ万能な僕を産んでくれ

てありがとうママ。  

(Ｊ３－５ 菅 潤一郎)  

バレーの部優勝 Ｊ３－２ 

～バレーとか、ま、軽くよゆー～ 

で・す・よの最近は、謝ることばっかー 

デスヨこの前!!たらこクリームパスタ食べたんデス

ヨ!!やっべっぞっ! 

(Ｊ３－２ 森安 勇介) 
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私は、四つの仕事を体験しました。その中でも一番印象に残っているのはテレビ局

の仕事です。普段、何気なく見ているテレビの裏側を知ることができました。 

 この体験で感じたことは、仕事は何人もの人の協力が必要なものだということです。

テレビ局でいえば、出演者の人だけでなく、カメラを動かすタイミングや流す映像の

内容が一致してこそ一つの番組がつくられるからです。 

 一年生の終わりにこのような体験をすることができて良かったです。 

                          (Ｊ１－２ 中田 葉月) 

 

キッザニアは、様々なパビリオンの設備が本格的で、緊張感を持って作業すること

ができました。また、英語を使って作業をするパビリオンでは、落ち着いて英語を聞

きとり、行動することができたと思います。 

この職業体験を通じて考えたことは、協力することです。それは仕事仲間と協力す

ることによって、仕事が効率よく進んでいくからです。もし仲間が間違えていても、

協力することで、すぐに補えるので、普段の行動からでも協力していきたいと思いま

した。                        (Ｊ１－１ 本田 貴之) 

 

 僕はこのキッザニアで、一人で出来るパビリオンがない事と、どのパビリオンも必

ず人と話す事と、どのパビリオンも何か人の役に立つことをしている事に気付きまし

た。これらの事から、「働く」という事には、協力・コミュニケーション・自分の意志

が必要であると考えました。 

 僕はこのキッザニアで、「働く」という事は大切であり、また、人と関わらないと出

来ないものだと思いました。いつか僕が仕事をする時には、必死で頑張ろうと思いま

す。                         (Ｊ１－５ 永尾 太一) 

 

 僕は、職業の体験がどうこう、というよりかは、いかに自分の予定を進められるか

が大事だと思いました。五時間弱のうちに、自分の行きたいところ、ノルマの英語ア

クティビティ、お昼ご飯を済ますのは、自分が思っていたのより時間がかかり、自分

のたてたスケジュールとずれていたので、見積もりの甘さを反省しました。 

 僕は、将来は研究職か開発系の職に就きたいと思っているけれど、ひとまずは中学

高校をしっかりやりつつ、最終的に自分の望む職に就けたらと思っています。 

                          (Ｊ１－５ 喜久山 維俊) 
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          2015 年 3 月 24 日  奈良県北部 

 

僕達中学二年生は、奈良に校外学習に行きました。今回の校外学習で僕が一番心に

残ったのは、大仏です。事前学習のＶＴＲにもあったように大仏の背中は大きくて、

器の大きさなどを感じることができました。 

今回の校外学習を通じて、千三百年前の歴史や文化を身にしみて感じる事が出来、

この経験を糧にまた一歩成長できた気がしました。 

                        (Ｊ２－４ 早崎 開成) 

 

 

 た。そのため、平城京歴史館には行けなくて、残念だった。でも、班別行動するこ

とで充実した時間を過ごすことができた。寺の中でも有名な薬師寺や唐招提寺にも行

けていい経験になった。      (Ｊ２－４ 芦屋 秀治) 

 

 

写真ではわからないような細かな部

分も、実際行って見れば分かることが多

かった。また、自分達や他の人達の事前

学習を参考にして、理解を深めることが

できた。 

 奈良へ行く時に、渋滞に巻き込まれて

しまい、予定時間には間に合わなかっ

た。そのため、平城京歴史観には行けな

くて、残念だった。でも、班別行動する

ことで充実した時間を過ごすことがで

きた。寺の中でも有名な薬師寺や唐招提

寺にも行けていい経験になった。               

(Ｊ２－４ 芦屋 秀治) 
僕が一番楽しみにして行った所は薬師寺です。特に薬師三尊像がある金堂を目で見

ることが出来て良かったです。事前学習のＶＴＲで見た時とは全然違う迫力がありま

した。 

平城京の大極殿は細部にまで模様があり、それだけ当時の唐の技術力や遣唐使の苦

労を分かることができたと思います。 

時間が無くて、行けなくなった所があったり天候が悪かったり結構大変でしたがそ

の分忘れられない体験ができました。中二の最後に良い思い出が出来て良かったで

す。                         (Ｊ２－２ 坪田 壮司) 
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５３期中学部生徒委員会委員長 後藤 真由 

 

でも、こうして一年過ごしてきたんですが、やっぱり、率先して動いてくれる人がい

るのはすごくいいことで、たぶん私一人で全部やれって言われてもできないことだら

けだと思うので、今となっては感謝しています。それでも、委員長しかできない運動

会の中学部の先頭で歩いたりすることは、貴重な経験でした。決して前で喋ることが

上手くないんですが、百人一首大会の開会式で喋ったのもいい思い出でした。最後に、

大内先生、どうしようもない私でしたが、ありがとうございました。そして、今年度

の生徒委員会メンバーのみなさん、一年間お疲れさまでした。 

 

５３期中学部生徒委員会副部長 小島 華 

 「わかたけ」のおりこみ、ベルマーク、模造紙での白陵行事の紹介、町のそうじ。

大変でしたが、私は同級生、後輩に恵まれて、この一年を無事に終えることができま

した。 

 百人一首など、みんなが楽しめるようにこんなにたくさんの人が動いているんだと

いうことをすごく実感しました。ちゃんと自分たちで動くことができたことは忘れら

れない経験です。 

 大したことはなにもできない副委員長でしたが１年間ありがとうございました。や

ってみると楽しい仕事なので、みんなも来年は友達を誘ってやってみてください。 

 

どうも！今年一年間中学部生徒委員会委員長をしてきた後藤真由です。

昨年は中二の副委員長をしてきましたが、今年は一番上ってことで責任

重大でした。実際は某Ｅ君やらＭ君やらＯ君が話を勝手に進めまくって

いたので、「こっちが上やねん」っていう不満が爆発していました(笑) 

中学生徒委員会の副委員長になって１年がたちます。この一年は大変で

した。副委員長なので、企画、奉仕、広報すべてを兼任しなければいけ

ませんでした。 
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５０期中学部生徒委員会副委員長 山本 明日美 

たいと思いました。例えば、校門のプランターの花の世話やベルマーク運動のしくみなど

です。校外の人が訪れる行事には植え替えをして、水やりをします。花や土を買ってきて

くださった大内先生、神尾先生、ありがとうございました。 

 中 3 の先輩は生徒委員会に入っている人数も多く、教えてもらうこともたくさんありま

した。初めのうちは見よう見まねでしたが、だんだんと慣れてきて先輩と話せるようにな

ったのが嬉しかったです。今までありがとうございました。 

 

企画部長 江崎 貴博 

中二・中三の人で学校

の役に立ちたいと思っているそこのキミ、ぜひ中学部生徒委員会に入って欲しい。今から

でも間に合う‼中一の人は、九月になったら募集があると思うので、ぜひたくさんの人に

入っていただきたい。そして、学校がより楽しくなっていくことを願います。 

広報部長 山内 理子 

なをひっぱっていこうとする子が結構たくさんいて、その子達の責任感の強さや自分たち

から進んで行動しているところを本当に尊敬していました。中学部生徒委員会を通してみ

んなをひとつにまとめることの難しさを学んだり、自分の未熟さを痛感したり、いろんな

経験ができました。真面目に書くとこんな感じです。かっこつけて書きましたけど、そん

なにたいして何もしてません（笑）でも、思ったより楽しかったのでぜひみんなにも中学

部生徒委員会やってみてほしいです！文章力なくてごめんなさい！一年間ありがとうご

ざいました。 

奉仕部長 松本侑己 

私は、今年初めて中学部生徒委員会に入りました。わからないこ

ともたくさんありましたが、副委員長として奉仕部、広報部、企画

部の全てに所属すると活動内容を詳しく知ることができました。入

るまで知らなかった仕事も多く、他の人達にももっと知ってもらい 

まずは、委員の皆さん、一年間お疲れ様でした。特に中三の

皆さんには、何も相談せずに勝手に決めてしまったりで迷惑を

かけることも多かったので、この場を借りて謝ります。さあ、 

「もう中３やし、なんかやってみよっかなー」とか思って、中学部生徒委

員会に入りました。一応広報部長でしたが、全く頼りにならない広報部長

だったと思います。私よりも広報部のみんなの方がしっかりしていてとて

も助かりました。中３の生徒会の中には、なんでも率先して行動してみん 
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ベルマークの集計、岡白との交流会などの活動をしました。めんどくさい仕事も多いです

が、これを通じて今まで話すことのなかった同級生や後輩とかかわることができたり、ま

たいろんなことに興味を持って取り組むことができるので、とても意義のあるものだった

と思います。これからもいろいろなことに挑戦していきたいです。 

企画部  三浦 友裕 

した。ベルマーク運動では御家族の協力もありました。本当にありがとうございまし

た。 

企画部 高槻 崚 

 

 

広報部 岡田 弦大 

なりましたが我々を指導していただいた先生方、若竹の原稿依頼など協力してくれた

同級生や下級生のみなさん本当にありがとうございました。  

中学部生徒委員会委員 

僕は今年、中学部生徒委員の奉仕部長を務めさせていただきまし

た。奉仕部では、豆崎のゴミ拾いや校門の花の植え替え、また活動報

告の新聞づくりをしました。そのほか、全体で百人一首の札の確認や 

僕が三年間の生徒委員会活動を通して思ったことは、色々な活動は

生徒委員会委員だけではできないということです。先生方の御指導

や手助けの中、生徒みんなの協力のお陰でやり遂げることができま 

正直部長でもなんでもないのに依頼が来て驚きました。僕は今年

ベルマークを数えたり中学部百人一首大会の司会をしたりして、

中学生最後のいい経験になったと思います。一年間ありがとうご

ざいました。 

みなさん一年間お疲れ様でした。生徒委員会には二年間在籍して

いましたが、活動を通して、協力することの大切さなど色々なこ

とを学べました。だから皆さん是非入ってみてください。最後と 
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一年間、色々な活動において中心となって活動した生徒委員会委員を大紹介！ 

 Ｈ２６年度中学部生徒委員会委員長    後藤 真由(Ｊ３－４) 

 Ｈ２６年度中学部生徒委員会副委員長   小島 華(Ｊ３－２) 

                     山本 明日美(Ｊ２－２) 

 

 企画部  部長：江崎 貴博(Ｊ３－４) 

増井 ゆき(Ｊ３－１)   三浦 友裕(Ｊ３－１)   小島 華(Ｊ３－２) 

朝日 稔浩(Ｊ３－２)   高槻 崚(Ｊ３－３)    後藤 真由(Ｊ３－４)         

高木 成志(Ｊ３－４)   足立 雪乃(Ｊ３－５)   花房 茉由子(Ｊ３－５) 

塔野 裕貴(Ｊ２－１)   山本 明日美(Ｊ２－２)  中川 翔太(Ｊ２－４) 

中西 耕平(Ｊ２－４)   栄本 飛揚(Ｊ１－１)   柄川 希美(Ｊ１－１) 

太田 あみ(Ｊ１－１)   明珍 宏行(Ｊ１－１)   秋田 昌馬(Ｊ１－３) 

大島 弥子(Ｊ１－３)   石橋 彩夏(Ｊ１－３)   堺  優弥(Ｊ１－３) 

三木 雅大(Ｊ１－４)   吉尾 周真(Ｊ１－５)   計２４名 

 

奉仕部  部長：松本 侑己(Ｊ３－２) 

岩瀬 貴弘(Ｊ３－１)   八木 和樹(Ｊ３－１)   小島 華(Ｊ３－２) 

白井 美帆(Ｊ３－３)   渡辺 麗佳(Ｊ３－３)   後藤 真由(Ｊ３－４) 

南  佳孝(Ｊ３－５)   小濱 千明(Ｊ２－１)   山本 明日美(Ｊ２－２) 

今井 つぐみ(Ｊ２－３)  吉見 香己路(Ｊ２－５)  松井 康哲(Ｊ１－１) 

仲野 凌介(Ｊ１－１)   松岡 亮汰(Ｊ１－１)   白川 裕貴(Ｊ１－４) 

鎌田 紗英(Ｊ１－４)   内藤 怜央(Ｊ１－５)   松島 由奈(Ｊ１－５) 

白井 祐衣(Ｊ１－５)               計２０名 

 

 広報部  部長：山内 理子(Ｊ３－２) 

小島 華(Ｊ３－２)    岡田 弦大(Ｊ３－２)   松田 祐一(Ｊ３－３) 

後藤 真由(Ｊ３－４)   柿坪 隆(Ｊ３－５)    山本 明日美(Ｊ２－２) 

平林 穂乃佳(Ｊ２－２)  田島 菜桜(Ｊ２－３)   東 奈緒(Ｊ２－５) 

小畑 瑛資(Ｊ１－１)   杉村 菜那(Ｊ１－２)   伊達 絢菜(Ｊ１－２) 

楠本 学永(Ｊ１－２)   鈴木 大登(Ｊ１－３)   藤尾 一成(Ｊ１－３) 

小野 朝花(Ｊ１－４)               計１７名      総計５５名 

本当に一年間お疲れさまでした。。。。 


