八 潮 南 高 等 学 校
学 校 通 信 Vol.4
平成２９年１０月２０日発行

１０月朝礼 校長講話
先週、私は、２年生と一緒に修学旅行で、長崎県を訪れてきました。
今回の修学旅行は、平和学習や、班別行動、民泊を通じた体験学習など、２年生一人ひとりが八潮南高校生
という自覚を持ってしっかりと行動してくれたおかげで、大きな事故もなく、大変素晴らしい修学旅行になっ
たと思っています。
さて、今日は、その長崎での平和学習を２年生と共に参加する中で、自分なりに感じたことを話したいと思
います。７２年前の戦争で、日本は、人類史上、初めて核爆弾を広島と長崎に投下され、世界で唯一の被爆国
となりました。今から紹介する文章は、今年の、長崎での平和祈念式典で、長崎市長が訴えた平和宣言の抜粋
（一部変更）です。ぜひ、想像力を最大限に働かして聞いてみてください。
「私たちは決して忘れません。１９４５年８月９日午前１１時２分、長崎市上空で原子爆弾がさく裂し、１
５万人もの人々が死傷した事実を。あの日、原爆の凄まじい熱線と爆風によって、長崎の街は一面の焼野原と
なりました。皮膚が垂れ下がりながらも、家族を探し、さ迷い歩く人々。黒焦げの子どもの傍らで、茫然と立
ちすくむ母親。街のあちこちに地獄のような光景がありました。
十分な治療も受けられずに、多くの人々が死んでいきました。そして７２年経った今でも、放射線の障害が被
爆者の体をむしばみ続けています。原爆は、いつも側にいた大切な家族や友だちの命を無差別に奪い去っただ
けでなく、生き残った人たちのその後の人生をも無惨に狂わせたのです。」
核爆弾の凄まじさ、恐ろしさが実に伝わってくる文章です。
しかし、修学旅行で訪れた、長崎の町は平和そのものでした。悲惨な過去があったなどとは信じられないく
らい、立派な街並みがあり、人々は平和な日常を過ごしていました。
戦後、長崎だけではなく、日本のいたるところで、戦争の悲惨な被害に決して負けることなく、復興をかけ多
くの人たちが一生懸命努力してきた結果、日本は今日のような繁栄を成し遂げてきたという事実も、私たちは
忘れてはいけないと思います。そんな戦後の復興にかけ、食を通じて平和な社会作りに貢献した人物を紹介し
たいと思います。
皆さんは、安藤百福という方を知っているでしょうか。日清食品の創業者で、世界で初めてインスタントラ
ーメンを発明した人です。終戦後、食糧難となった日本では、おなかをすかせた人々が街にあふれ、栄養失調
のために行き倒れになる人が後を絶ちませんでした。
ある日、安藤が大阪の梅田駅に行った時のことです。屋台が立ち並んでいる中、ひときわ長い行列が目に付き
ました。ラーメン屋台の行列でした。やせこけた人たちが寒空の下、粗末な服を着て震えながら順番を待って
いたのです。「一杯のラーメンのために、人々はこんなにも努力するのか」。この悲惨な光景を見た安藤は食の
大切さを痛感しました。
早速、安藤は、"おいしくて、保存がきき、値段も安い、お湯があれば家庭ですぐ食べられるラーメン”の研
究を始めました。１日平均４時間という短い睡眠時間で、たった一人で一日も休むことなく研究を続けました。
しかも、安藤は麺作りについてはまったくの素人だったため、山のような試作品を作っては捨てる、試行錯誤
の、まさに死にものぐるいの日々が続きました。研究を始めてから丸一年、ようやく、麺の製造に成功し、世
界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」が発売されました。お湯を注ぐとたった３分で食べられる「チ
キンラーメン」は、当時の常識では考えられない食品だったため「魔法のラーメン」と呼ばれました。
さらに安藤は、この「チキンラーメン」を世界にも広めようと、どんぶりも箸もない欧米でも食べられるよ
うに、麺をカップに入れてフォークで食べる新製品の開発に取りかかりました。この新製品は、
「カップヌード
ル」と名付けられ、日本はもちろん、世界中で販売され、現在その販売量は世界で一千億食を超えるまでにな
りました。まさに日本生まれの世界食が誕生したのです。
現在、世界には約一万五千発もの核兵器が存在しています。私たち日本人は、世界で唯一の被爆国に住む者
として、核問題にしっかりと向き合い、平和について問い続けていかなければならないと思います。
しかし、どうすれば、この問題を解決に導けるのか、平和な世界が築けるのか、これだという正解には、なか
なかたどりつくことは難しいかもしれません。
安藤百福は、戦後、食糧難で苦しんでいる多くの人たちを助けたい、という思いで、インスタントラーメン
の研究開発に生涯をささげ、食を通じて世界の平和に貢献しました。
この安藤の生き方は、皆さんに、世の中や、もっと身近なクラスや部活動など、自分の身の回りで困っている
人、悩んでいる人たちに対して、自分は何ができるのか、自分の頭でしっかりと考え抜き、行動を起こしてい
くことが大切であり、それこそが、世界の平和につながるということを、教えてくれているのだと思います。
本日より、今年度の後半戦が始まります。３年生は自らの進路実現に向けて、１，２年生は学校の新たなリ
ーダーとして、求められるものは各学年ごとに違うと思いますが、気持ちを新たに、八潮南高校を皆さんの力
で、大いに盛り上げていきましょう。

お知らせ
翔鴎祭

校内公開 10/27（金）
一般公開 10/28（土）
振替休日 10/30（月）

市民授業公開
振替休日

11/4（土）
11/6（月）

○ルールを守って楽しい文化祭にしましょう。
・ 保護者の方は、保護者用チケットが必要です。
・一般の方の入場にはチケットが必要です。
（入場制限があるので、事前にしっかり確認しておこう）
～保護者の皆様へ～
普段の授業の様子をこの機会にご覧下さい。
（月曜③④⑤⑥時間割 ４０分×４時間（午前授業））

今年も地元カレー店（きーCURRY）とコラボ！！
10/22（日）やしお市民まつりに出店決定
９：00～16：00 八潮市役所駐車場
「八南国カレーパン」、「八南リゾット風カレーパン」
「八南国ラッシー2017ver.」
※限定商品のため、なくなり次第終了します。
なお、 翔鴎祭 で も一部商品を販売します。
「課題研究」“商品開発”選択 ３年生商業科１２名・担当本間

祝

新人戦

県大会出場

女子やり投
女子４×１００ｍR
男子４×１００ｍR
女子４×４００ｍR
男子４×４００ｍR

陸上部

２４ｍ２４
宮崎 遥（1 年４組）
５７秒５７
（宮崎・針生・保坂・藤岡）
４７秒４３
（小谷・橋本・栗田・風波）
５分００秒７４（保坂・針生・加藤・藤岡）
３分５５秒６８（栗田・上山・村田・中嶋）

新人戦県大会に出場して参りました。今回は２年生が修学旅行と日程が重なっている影響もあり、１年
生のみでの挑戦でした。個人種目で女子やり投に出場した宮崎さん、各リレー種目も自己ベスト、チー
ムベストを出すことができず、悔しい思いをした者が多かったです。しかし、この経験を来年の大会に
向けて、冬季トレーニングへの励みとして奮起してもらいたいと思います。また、長距離は駅伝シーズ
ン到来ですので、今後とも応援の程よろしくお願いいたします。
顧問 矢島・勝谷
（大会の様子）

祝

新人戦男子団体

県大会出場決定！

硬式テニス部

大会日：１０月２８日（土）
「スピードと活気」をコンセプトに、日々とても良い雰囲気で活動していま
す。部員もやる気があり、一生懸命に練習しています。県大会で結果を残せ
るように頑張ります。
顧問 飯笹・村井・米山・阿部
裏面に続く

部活動大会報告
○ラグビー部

及び

顧問からのメッセージ

第９７回全国高校ラグビー大会埼玉県予選（９/9・9/24）
１回戦 合同Ａ ６１－０
浦和学院
2 回戦 合同Ａ
５－62
西部台
※合同Ａ・・八潮南・草加東・草加西・吉川美南
３年生はこれで引退となります。最後まで体を張って戦い抜きました。
１・２年生は １１月の新人戦に向け、新チームを組み練習に励みます。
引き続き、応援よろしくお願いします。
顧問 土谷・平山

○男子バスケットボール部
東部支部選手権大会 八潮南
八潮南
八潮南

新人大会東部支部予選

５８－３６
７８－５１
４９－６０

三郷北（勝利）
松伏 （勝利）
越谷北（敗退）

１１/5（日）

ベスト１６に入り、シード権獲得！！

会場：三郷工業技術高校体育館（応援ＯＫ）
対戦相手：蓮田松韻

開始１２：00～

これを勝てば念願の県大会出場が決まります！！応援お願いします！
○女子バレーボール部 技術講習会 1 年生の部
リーグ戦 八潮南 ０－２ 花咲徳栄
八潮南 ２－０ 白岡
シード校花咲徳栄に対して、１セット目２０得点を上げ、とても惜しい試合となった。
10/28 の選手権大会に向け弾みとなる試合となった。今後も応援よろしくお願いします。
顧問 岡村・田中

○バドミントン部

新人大会 団体戦
女子 １次予選２位通過
八潮南 ０－３ 不動岡
八潮南 ３－０ 庄和
八潮南 ３－１ 羽生第一
２次予選（２位トーナメント進出）
八潮南 ３－２ 春日部共栄
八潮南 １－３ 越谷西
ベスト１１・１２（支部大会のシード権獲得）
◎団体メンバー（高山・藤波・坂・折原・柳田・真本・喜久川）
今大会では、男女とも全力を尽くし、個人戦ではダブルス・シングルスともに県大会まであと一歩のと
ころまでいきました。確かな手ごたえと今後に期待できる濃い内容の大会となりました。なかでも女子団
体戦は、格上相手にも怯むことなく全力で戦い、見事シード権を獲得しました。今後も周囲から応援され
る部活を目指し頑張ります。
顧問 本間・手島・髙橋誠

○野球部 秋季東部地区予選大会
2 回戦
八潮南 １２―２ 栗橋北彩 （5 回コールド勝ち）
代表決定戦 八潮南
５―６ × 不動岡 （延長１０回サヨナラ負け）

場所：八潮高校

第３４回八潮市美術展新人賞

受賞

美術部

「受賞のことば」 2315 石川あみ
二度目の参加となりましたが、新人賞を受賞できてとても嬉しく思っています。前回は自分が納得い
く作品がかけなかったので、今回は悔いが残らないようがんばりました。初めて油絵に挑戦しましたが、
がんばった結果が形になってよかったと思います。

平成２９年９月３０日（土）受賞

○女子バスケットボール部 夏季東部支部選手権大会
１回戦 八潮南 ５０―135 花咲徳栄
強豪校相手に、夏合宿の成果を発揮でき、次の課題も多く見つかる試合でした。10/29 か
ら新人大会東部支部予選が始まります。 初戦は 11/3 八潮高校にて、『白岡高校』と対戦
します。本校が会場ですので、在校生の皆さんぜひ応援よろしくお願いします。

八潮南 VS 白岡

祝

↑ 八潮市長と受賞時の写真

新人大会東部地区ベスト８でシード校の不動岡高校相手に、7 回まで抑えられていて、3
点差で終盤ようやく反撃に出て、8 回表に 1 点、9 回表に 2 点を取ることができ、土壇場
の 9 回で振り出しに戻す「粘りの野球」を展開することができた。延長に入り、そのままの勢い
で 2 点取り逆転することに成功したが、相手はシード校、裏の攻撃で一気に畳み込まれて 3 点を
奪われ、サヨナラ負けを喫してしまいました。この経験を夏に活かすべく、最後に勝ちきれる
チームになるために今後の練習に励んでいきます。今後とも応援、宜しくお願いしま
す。
.
顧問 齋藤・鈴木・古川・岡部

新人戦 11/3

ベスト１６に入り、シード権を獲得しました。県大会に出場できるよう精一杯戦ってきます。
顧問 山﨑・髙田

顧問

親里・髙橋綾

東武よみうり新聞

取材記事

平成２９年１０月１６日（月）発刊

～就職に進学にも強い！それが八潮南高校！～
お問い合わせ 埼玉県立八潮南高等学校
ＴＥＬ ０４８－９９５－５７００

→

