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７月６日 木
( 、
)
ＥＬＴキャサリ
ン先生最後の授
業でした。半年
間でしたが、昨
年度はスキー授
業にも参加する
など、積極的に
分校行事に参加
していただきま
した。最後は皆
でお別れをしま
した。
この日は「性
教育講座」も行
われ、男女のあ
り方について学
ぶ良い機会でし
た。

選手が整列して試合開始。選手を見守る監督、部長、佐藤マネ。
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地 域とと もに 歩む
大曲農業高等学校太田分校
ＴＥＬ ０１８７（８８）１３１１
ＦＡＸ ０１８７（８６）９０３５

① ６ 月 日 まで 高校 生の 県内 事故 件 発生
し た。 １ヶ 月９ ～ 件。 高校 生の 事故が 多
い。 自 転車は 軽車 両に 分類 され る。 違反 し
た 場 合は 危険 行為 とし て摘 発さ れ、 講習や
罰 金 の処 分とな る。 危機 意識 を持 って 事故
に 遭わ ない よう に普 段か ら登 下校 して ほし
い。
② 県 警か らＳ ＮＳ のト ラブ ルが 多く なっ て
き て いる とい う連絡 があ った 。使 い方 を間
違 える と大 変な トラ ブル に発 展す ると いう
ことを忘れずに正しく使って欲しい。
③ 警 察か ら変 質者 が続 出し てい て、 盗撮 の
被 害 が多 くな って いる とのこ と。 女子 生徒
は 特に 気を つけ て欲 しい 。単 独の 行動 をせ
ず、 何 かあ った らす ぐ警 察に連 絡す るよ う
に。
④ 川 や海 での 水の 事故 に注 意して 欲し い。
特 に天 気の 急変 で水 かさ が急 激に 増え るこ
とが多い。命を大切にして行動して欲しい。

７ 月
日
金
( 、
) 終業式
後「薬物乱用
防止教室」を
行いました。
薬物の怖さを
再確認した講
習でした。
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７月 日 （金 ）
、終業 式が行 われ
ました。教頭先生からは次のよう
はお話がありました。
人間は自分の人生一人分しか送
れない。他の人生を送ることは出
来ない。でも本などはフィクショ
ンであれ、他の人の人生を疑似体
験することが出来る。できれば主
人公が皆さんと同じ同年代の作品
を読んで欲しい。主人公が同じ年
代のものを読んでいくと感じ方の
違 い が分 か るし 、 物の 見方 を豊 か にす る可 能 性を 秘
め てい る 思 う。 内側 か らだ け見 るの で はな く、 外側
か ら い ろ いろ な 豊か な物 の見 方 を身 につ け て、 外側
か ら 自 分 の姿 を見 る方 向 性を 考え て もら いた い。 そ
れ を じっ く りで き るの が夏 休 みだ と思 いま す 。充 実
した 夏休み を送 って欲 しい 。

太田分 校は７月 日 水
( の
) 第１試
合に登場しました。相手は二ツ井高
校で、分校同様今年も部員不足で練
習に苦労している学校です。今年の
部員は６名ということで、能代松陽
高校から助っ人として３名を借りて
きての出場でした。
二ツ井高校の先攻で始まった試合
は、立ち上がりを攻められ１回に５
点、２回にも２点を取られ７点のリ
ードを許してしまいました。しかし、
３回裏に１点を返し６点差。その後、
２点を取られたものの５回の裏に２
点を取り返しました。選手達は最後
まであきらめず、ベンチから大きな
声を出し必死に戦いました。スタン
ドから応援する生徒たちも暑い中、
汗を拭き取るのも忘れるほど応援し
ました。試合は３対 の７回コール
ドで敗れてしまいましたが、選手・
生徒職員一体となって立ち向かった
熱い夏でした。応援には保護者の方
々はもちろん、地域の方々もたくさ
ん来ていただきました。ありがとう
ございました。

試合終了。たくさんの拍手が沸きました。
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オリオン座は冬の星座ですが、私は星に興味が合
って時々夜空を見上げています。そのきっかけが少
年時代の夏休みでした。お盆になると男鹿の実家に
親戚が集まり、同い年くらいのいとこと遊ぶのがと
ても楽しみでした。毎日、午前に海で泳いで、その
後昼寝をし、午後にまた泳いで、そして夜に花火、
というような生活が楽しかったのです。いつの頃か
らか、花火の後、砂浜で寝そべって空を眺めるよう
になりました。お盆の頃は「ぺルセウス座流星群」
が最大期を迎える時期で流れ星を見ることが出来た
のです。数分に１個の流れ星を見つけては、小学生
の私は願い事を唱えることを繰り返しました。そん
な少年も高校生になって、真夜中に一人外に出て夜
空を眺めるようになると、流星はさておき、広がる
天の川などの雄大さに魅了されました。寝転んで夜
空に対していると、何だか自分が地球を背負って宇
宙に浮かんでいるような気分になりました。宇宙の
広さや、逆に地球や人間の小ささを感じ、それらの
起源などに思いを致しては気が遠くなりそうでし
た。
このようなこともあって、
今でも時々空を眺めます。人
間は目の前のことに精一杯に
なることが多いですが、皆さ
んはどうですか。時には空を
眺めて宇宙の広大さを感じ
て、人や自分などを見つめ直
してみるのもいいかと思いま
す。夏休みはそんなことも出
来る期間ではないかと思いま
す。
伊藤真教頭より

「流れはこっちだ！」
。

田口選手

加藤選手

猪本選手

髙貝選手
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私がずっ と見たい と思って いるもの の一つにベ
テ ルギウス の大爆発 がありま す。ベテ ルギウスは
オリ オン座に ある太陽 の千倍ほ どある巨 大な星で
す。た とえば太 陽の位置 にこの星 があると したら
火星も飲 み込まれ てしまう ほどの大 きさです 。明
る さは太陽 の百万倍 で、とて も明るい ので６５０
光 年離れてい ながら、 我々にも 見えるほ どです。
試み にベテルギ ウスを野 球のボー ルの大き さに縮
めてみ ると、ここ が地球だ とすると 東京駅あ たり
にボール があるこ とになりま す。東京 にある光る
野 球ボール がここで も見えると いうこと です。そ
れだけ宇宙は真空の暗闇であるとも言えます。
大きな 星ほど寿 命が短く 、ベテル ギウスは今最
期を迎え ようとし ています 。学者に よっては「明
日 にも爆発 するかも しれない 」とも 、「もう爆発
して いるのだ が、その 映像が地 球に届い ていない
だけ」 とも言い ます。私 は生きて いるうち に是非
これを見 たいので す。ベテ ルギウス の寿命は 約１
千 万年と言 われてい ます。そ の１千万 年の星の最
期を 見届けら れるチャ ンスがあ るという のは、好
奇心がそそられませんか。
もし爆発したら、満月まで
はいかないとしても、欠け
た月ぐらいには光るそうで
す。運が良ければ、空に２
つの月が浮かぶという稀な
光景を数日間、見ることが
出来ると言います。

大きな声で声援を送る生徒たち
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主将 高橋選手
副主将 佐々木選手
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最後まであきらめず声枯れるまで！

