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卒業生からのメッセージ

在校生に伝えたい、２つのこと

サンディエゴの国際学会で研究発表する浅里さん

本田技研工業株式会社 勤務
（研究開発職）

浅里 大地
Asari Daichi

巻 頭 言

幼稚園の
子育て支援について

メーカーと打ち合わせする際も円滑に仕事を進

で自動車の研究開発に携わっています。
職場では、

められています。そのため、
「人生の大先輩であ

偉そうなことを言いましたが、若い時に経験

未来の自動車に搭載する新規材料の研究開発を

る先生に相談すること」が時には正しい選択を

した苦労や成功体験、楽しかった思い出は一生

しています。

促してくれることを在校生に伝えたいと思いま

の財産になると思いますので、遊びも勉強も高

日出学園の卒業生として、在校生に２つ伝え

した。今でも担任の先生とは近況を話したり、飲

校のうちに一生懸命がんばってほしいなと思い

たいことがあります。1 つ目は
「困ったら先生に

みに行って人生相談
（コロナ前ですが…）してく

ます。高校の友人はかけがえのない存在です。

相談してみる」ということです。少人数だからこ

れる大切な存在です。

人生の中で見ると短い 3 年間の高校生活ですが、

そ、先生と深く関われる機会が多くあります。指

2 つ目に伝えたいことは
「勉強はやっておいて

定校推薦で上智大学を希望し、担任や理系の先

損はない」ということです。例えば学校の定期テ

生方に相談したところ，上智大学の理工学部は

ストですが、科目によっては将来死ぬまで使わ

「入学して 3 年後に自分の専門分野を決められる

ないものも多いと思います。しかし、自分の最

こと」
などのアドバイスをいただき、入学を決意

適な勉強方法やモチベーションの上げ方、スケ

できました。結果として大学に入ってから、自動

ジュール管理能力などが自然と身につきます。

車やそれに関連する技術に興味を持ち、現在希

そこで培ったものは将来勉強以外の汎用的な課

望の会社でやりがいのある仕事ができています。

題解決能力として必ず役立ちます。私も高校で

また大学で培った英語力のおかげで、海外の

鍛えたことで、大学は準主席で卒業でき，大学院

鍜治 礼子

本紙記事で、

フを楽しんでください !
2014年に日出学園高等学校を卒
業。上智大学理工学部に4年間在
学後、上智大学大学院に進学。大
学院で自動車用高強度鋼に関する
技術をマツダと共同で研究し、博
士前期課程を修了。現在、本田技
研工業株式会社(Honda)の研究開
発職として勤務。

上智大学では
成績優秀賞を受賞

月より幼児教育無償化が始まりました。

由参加を増やす等、負担軽減をしていま

になり、子育て中であってもいろいろな

本園は、保育料の保護者負担はなくなり、

す。皆で同じ
「らんち」
を食べる日も週 2 回

形で就労を続ける保護者が増えてきまし

預かり保育は条件を満たした世帯は上限

あります。

た。日出学園幼稚園では、フルタイム勤務

付きの補助が出るようになりました。現

一方、もっと幼稚園と関わりたい、知り

で共働き家庭は少ないものの、何らかの

行制度では、保育所に 8 時間預けても 3 歳

たいという保護者もいらっしゃるため、

形で両親が仕事をされている方は２割以

以上は無償化となり保育料負担がありま

手作業のボランティアを募ったり、ミニ

上、その他家族の介護等も担われている

せん。私立幼稚園としては不公平感を感

保育参観を設けたりもしています。また、

保護者を含めると 3 割以上になります。

じていますが、長時間保育に負けない幼

園長の保育日記ブログも日々更新し、園

稚園ならではの価値のある保育で応えて

での様子がわかり安心していただけるよ

いきたいと思っています。

う努めています。

業であり、特に子どもが幼い時期は、親

園長

非常に価値のある期間ですので、ぜひ高校ライ

社会での女性の活躍が求められるよう

子育てそのものが家庭における一大事

日出学園幼稚園

の学費はすべて免除になりました。

2020年に上智大学大学院を卒業し、現在Honda

として初めてのことや慣れないことも多

2012 年より在園児保護者の子育て支援

忙しい中にも子育てに手をかけていき

く、手間もかかります。幼稚園に通う頃

として預かり保育を始め、徐々に就労に

たい保護者も多く、愛情あふれる子育て

は、保護者の負担が大きい時期と言える

も対応できる態勢を整えてきました。預

の様子に心打たれることもしばしばです。

でしょう。

かり保育は就労の方だけでなく、通院や

本園はさまざまな子育て支援を行いなが

所用などさまざまな理由で利用できます。

ら、子育ての大切さ、楽しさをこれからも

また、学期ごとの保護者参加行事も、自

ご家庭と共有していきたいと思います。

女性の活躍と子育て世帯の負担軽減が
いわば政策のセットになり、2019 年 10

マークのついている写真にスマートフォンで「COCOAR」アプリを起動してかざすと、関連の動画をご覧いただけます。「COCOAR」アプリは右の QR コードをスマートフォンで読み込み、無料でダウンロードできます。▶▶
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幼稚園特集

ワーキングママ Interview

幼稚園としっかりスクラム !

Interview

ワーキングママ

日出学園にお子さんを通わせるご家庭では、共働きのご家庭が少なくあり
ません。今回の特集では、日出学園幼稚園にお子さんを通わせる “ ワーキン
グママ ” にご登場いただき、どのようにお仕事と育児・家事を両立させな
がら毎日を送られているのか、日出学園によるご家庭への「就労支援策」を
どのように活用されているかなど、今後、さらに学園や幼稚園が働くお母
様方をサポートするためのヒントとなるようなご意見をうかがいました。
（2020 年 12 月 8 日取材）

リモートワークできない看護職
幼稚園の臨機応変な対応で助かりました

片岡 政美さん
さち

自由にのびのび育てる園の理念や環境が
決め手となり、フリーランスで仕事を再開

早川 貴子さん
は る き

幸さん

千裕さん

日出学園幼稚園 年少組

日出学園幼稚園 年中組

現在私は、市川市内のデイ

私は大学卒業後、飲料メー

私の実家は父が土地家屋

サービスセンターで、看護師

カーに勤め、そこでサスティ

調査士の事務所を営んでお

としてパートタイムで利用

ナビリティ
（持続可能性）や

り、私はその事務所で働いて

者の方々の健康管理や運動

SDGs と い っ た 考 え 方 を 製

います。大学卒業後は会社勤

による機能訓練を行ったり、

品作りに活かすような戦略

めをしていましたが、結婚す

食事介助等の看護業務に携わっています。以前は、勤務医で

立案の専門部署で仕事をしていました。その後、社内結婚し

る少し前に会社を辞め、土地家屋調査士の資格を取得して、

ある主人の転勤に合わせ、福岡の病院で８年間、子どもたち

た主人のシンガポール駐在に伴い、迷った末に退社。子ども

以来、実家を手伝っています。

を保育園に預けながら看護職に就いていました。その後、長

も生まれ、しばらくは家事や育児に専念していました。帰国

朝は 9 時 30 分に子どもと一緒に登園し、そのまま事務所

男の小学校入学を前に、主人が母校である日出学園小学校

後、やはり以前のような仕事に携わりたいと思い、今度は外

に行って仕事をします。長女も日出学園幼稚園でしたが、そ

にぜひ通わせたいということで、福岡から市川市に転居し、

部コンサルタントとして、サスティナビリティやSDGs を推

の時は放課後の預かり保育を使って、私は 5 時まで仕事し、

長男は日出学園小学校に、２歳違いの長女は日出学園幼稚

進するクライアント企業をサポートする仕事を始めました。

降園の迎えは母にお願いするということが多かったです。

以前のメーカーに復職するという選択肢もあったのです

今は小学校に上がった長女が先に帰ってきますので、母が

長男や長女の入学・入園を機に、私も仕事よりは子ども

が、どうしても通勤に時間がとられてしまうことと、短い幼

家に居て長女の面倒を見てもらい、次女は私が仕事を一旦

たちの世話を優先しようと思い、時間的な融通が利く今の

少期はできるだけ一緒に居て遊んであげたいという思いも

ぬけて、定刻の降園時間に迎えに行くようにしています。

仕事に就くことにしました。2020 年の春からは次女が日出

あり、フリーランスという働き方を選択しました。

園の年中クラスに通うことになりました。
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羽二塚 美貴さん
ち ひ ろ

陽樹くん

日出学園幼稚園 年少組

週 2 回のらんちや注文弁当、課外教室を
利用し、家族の協力で仕事と育児を両立

学園幼稚園に入園、長男
（小学校 3 年生）
、長女
（小学校 1 年
生）
、次女が日出学園でお世話になっています。
デイサービスセンターの仕事は朝 9 時から 13 時までの４

金曜日は長女が幼稚園のホールで行われている
「花まる

日出学園幼稚園に出会えたのも、仕事を再開する大きな

学習会」に通い、次女もその日はお預かりを入れて、私や母

決め手になりました。家からも近く、預かり保育の制度があ

が迎えに行き、ふたり一緒に帰ってくるようにしています。

るということで、それを利用しながら働こうと思いました。

お預かり以外にも、次女は「わくドキくらぶ」や「スポーツ教

時間勤務で、幼稚園の朝の預かり保育の時間を利用し、8 時

そして、何よりも私も主人も、個性を尊重するという日出学

室」などの課外活動で放課後を楽しんでいます。

から 8 時 20 分ぐらいまでに子どもと一緒に登園し、一旦自

園の理念に共感し、手作りのお弁当や毎日の送り迎えは大

子どもたちは幼稚園に入る前は 3 歳まで通える認可保育

宅に帰って家事を片付けてからデイサービスセンターへ出

変かもという思いもありましたが、それ以上に、広い砂の園

園に預けていました。3 歳を迎える前に他の保育園への転

勤しています。

庭や温もりのある木造の園舎など、子どもを自由にのびの

園も考えたのですが、私が日出学園幼稚園、日出学園小学

び育てる環境が大変気に入りました。

校出身ということもあって、保育園では得られない広い園

今年は、新型コロナウイルスの感染拡大により、小学校も
幼稚園も新学期当初から自粛休業に入ってしまい、主人も

未就園児保育
「ふたば」にも親子で通いましたが、息子は

私も医療従事者だけに仕事を休めず、子どもたちの面倒を

なかなか環境に馴染めないタイプで、園に行くのを嫌がっ

どうするか困惑しました。でも、小学生の子どもたちは２人

たり、みんなと同じように遊べなかったりと、私も最初は途

手作り弁当や朝夕の送り迎えは昔からの日出学園の伝統

だけで家にいてもリモート学習できましたし、今年から幼

方に暮れてしまいました。それでも園の先生方が
「ゆっくり

ですが、今は幼稚園も週 2 回
「らんち」があり、その日は長

稚園に通うはずだった一番下の子は、4 月、5 月の園の休業

でいいから」
とか
「そういう子もいるわよ」
などと、子どもに

女も小学校の注文弁当を利用するなど、親としては助かっ

期間中でも特別にお預かりをしていただくことができ、臨

合わせた対応をしてくださって、安心し、信頼できる園だな

ています。また、日々仕事に追われていると、子どもとゆっ

機応変に対応してくださいました。それは私たち家族だけ

という印象を強く持ちました。入園後、あれほど先生たち

くり話す時間がなかなか持てませんが、毎日の送り迎えの

に限ったことではなく、お仕事をお持ちの他のご家庭のお

の手を煩わせていた息子も幼稚園での集団生活に馴染んで、

時は手を繋いで歩きながら子どもの話に耳を傾けることが

子さんも同様に預かっていただいていました。大変ありが

その成長のスピードには驚かされます。

できる貴重な時間です。幼稚園で会うお母さまたちとも、

たかったです。

社会全体を少しでも良くしたいという思いで今の仕事を

子どもを日出学園に通わせながら、できる限り私たち親

していますが、今後は仕事に向かう時間を徐々に増やしな

もいろいろなイベントに参加して、子どもの成長とともに、

がら、私の働く姿を見て、子どもがそうしたことに理解を示

一緒に学園生活を楽しみたいと思っています。

す人間に育っていってほしいと願っています。

幼稚園から

Comment

幼稚園から

庭で自由に思う存分遊ばせたいということが頭にあって、
それで日出学園幼稚園を選びました。

親子共々顔見知りになり、子どものことについていろいろ
話ができるのもありがたいです。
主人も協力的で、子どもの行事には有給休暇を取って夫
婦揃って参加するなど、いつも楽しみにしています。

Comment

幼稚園から

Comment

昨年の春は、新型コロナウイルス感染防止に向けた緊急事態宣

子育ての時期に、仕事内容や時間を調整しながらご自分のキャ

通園バスのない日出学園幼稚園は、雨の日も晴れの日も親子一緒

言により休園期間がありました。お仕事を休めない、通院に連れ

リアを継続する努力をされている方が多くなってきたように感

に通っていただき、大変なこともあると思います。子どもたちは幼稚

ていけない、などの事情がある方々もいらっしゃいましたので、

じています。昨年は在宅勤務やフレックス勤務の方が増え、送り

園ではわがままも通らず、思い通りにいかないことにも出会ってい

預かり保育を実施しました。祖父母が近くにいても、接触減を求

迎えの際に、以前あまり顔を合わせなかった保護者の方にもお会

くわけですが、送迎の間の親子のふれあいで心の栄養をもらい、幼

められた時期でした。幼稚園だけはいつもと変わらず、少人数の

いできるようになりました。いろいろな方と子育ての話ができる

稚園でがんばれる力を付けているのだと思います。親子で手を繋い

家庭的な雰囲気の中で過ごすことができたと思います。

のは園長としても刺激が多く、ありがたいと思っています。

での通園、振り返ると良かったなと感じてもらえたらうれしいです。

預かり保育のお申し込み・お支払いがスマートに !

園支援サービス
「バスキャッチ」を
導入しました。

預かり保育の
お申し込みは
スマホや PC、
タブレットから
簡単申し込み

利用料金の
お支払いは
クレジットカードや
交通系IC カード
でも OK !

日出学園幼稚園では、新たに園支援システム「バスキャッチ」を導入しました。
このシステムにより、保護者による預かり保育のお申し込みは、お手持ちのス

マートフォンや PC、タブレット端末から行え、預かり保育の保育料のお支払
いも、クレジットカードや交通系 IC カードを幼稚園に備えられているカード

リーダーにかざすだけで完了します。このほか、園児の欠席・遅刻連絡もこの
システムで行えるなど、保護者との連絡が一段とスムーズになりました。
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2020 年度「学校評価アンケート」結果報告／トピックス

2020 年度
「学校評価アンケート」
結果報告
2020 年度
「学校評価アンケート」は、ご回答いただ

りがとうございました。次年度以降も是非ご協力をお願いいたします。

「進路指導は適切であり大学進学や将来に希望を持たせている」

▲実現度が平均以上の項目
■幼稚園

「困ったときに相談できる先生がいる」
改善！
「明るくのびのびと幼稚園生活を送っている」
■小学校

■小学校

た、コロナ禍の対応も重要度に比べ、実現度が低い結

「学習内容を身につけている」
改善！

果となった。

■中学校・高等学校

重要度が高いが実現度は相対的に低い項目は、
「わか

「困ったときに相談できる先生・カウンセラーがいる」

「困ったときに相談できる先生・カウンセラーがいる」

ている」であった。この傾向は、3 年間であまり変化し

「コロナ対応」

「コロナ対応」

ていない。

2020 年
小学校 小学校
保護者 保護者
2020年

重要度

中学校
・
生徒
高等学校
教員

94

94

100.00%

2019 年

93

99

93.90%

2018 年

81

108

75.00%

2020 年

8

12

66.70%

2019 年

9

11

81.80%

2018 年

9

11

81.80%

年度

2020 年

実施人数 対象者人数 実施率
485

605

80.20%

2019 年

572

598

95.70%

2018 年

330

608

54.30%

2020 年

285

291

97.90%

2019 年

304

295

97.00%

2018 年

310

320

96.90%

2020 年

36

41

87.80%

2019 年

32

38

84.20%

2018 年

39

42

92.90%

年度

2020 年

実施人数 対象者人数 実施率
485

843

57.50%

2019 年

401

808

49.60%

2018 年

400

723

55.30%

2020 年

766

843

90.86%

2019 年

594

808

73.51%

2018 年

624

723

86.30%

2020 年

62

77

80.50%

2019 年

61

79

77.20%

2018 年

56

65

86.20%

重要度

重要度

濃色● =2020

濃色◆ =2019

自分たちの発案で企画し、
学校へのプレゼンテーションを経て実現した
6 年生全員による鼓笛演奏（11 月 17 日）

濃色■ =2018

実現度

実現度

濃色■ =2018

属性

実施人数 対象者人数 実施率

2020年 中学校・高等学校 保護者

実現度

小学校

濃色◆ =2019

4・5・6 年

保護者

り易い授業」
「進路指導は適切」
「学習内容を身につけ

2020年 幼稚園 保護者

児童
教員

「困ったときに相談できるカウンセラーがいる」は、依

「生徒は学校生活を楽しんでいる」

濃色● =2020

小学校

■小学校

「わかりやすい授業」
改善！

■中学校・高等学校

「園児の安全を守る取り組みは十分である」

保護者

然として重要度に比べ、実現度が低くなっている。ま

「学校生活を楽しんでいる」

保護者

属性

重要度が高いが実現度は相対的に低い項目は、
「保育

昨年より実現度は上がっている。

「施設設備などの環境は子どもの成長を促すものであ

「保育目標・発達に応じた保育」

■幼稚園

安全を守る取り組みは十分である」
であった。どちらも

途発行の報告文書をご確認ください。

年度

2020 年

教員

目標に沿い、発達に応じた保育がされている」
「園児の

に、改善策を検討・実施してまいります。詳しくは別

■幼稚園

幼稚園

重要項目の経年変化

■中学校・高等学校

した。向上している項目についてはこれまで以上に強

重要度の高い項目について
▼実現度が平均以下の項目

属性

中学校・高等学校＋ 7.9pt
（回答率 57.5%）でした。短期間での回答にご協力いただき誠にあ

「学習内容を身につけている」
「わかりやすい授業」

過年度よりも低下した項目については、各校・園とも

（2018 年度〜2020 年度：3 年間）

の回答状況は、前年度比、幼稚園＋ 6.1pt
（回答率 100%）
、小学校−15.5pt（回答率 95.7%）、

きました過去３年分の経年変化を下記の図表で示しま
化していくとともに、重要項目であるにもかかわらず、

学校評価アンケート実施状況

2020 年度の学校評価アンケート結果についてお知らせいたします。保護者のみなさまから

濃色● =2020

濃色◆ =2019

濃色■ =2018

「ひろげよう情報モラル・セキュリティ
中学校 第 16 回 IPA
・
コンクール」で、文部科学大臣賞を受賞。
高等学校
12 月18日、視聴覚室にて授賞式を開催

11 月 17 日、汗ばむほどの暖

昨年、高 3
「情報の科学」
の授業で、SNS 上で

かさに恵まれた快晴のグラウン

流行する噂やデマについて、
「なぜ信じてしま

ドに、６年生による鼓笛隊の演

うのか ?」
を検証するため、生徒自らが怪しい

奏が響き渡りました。

噂や広告を制作し、隠れた法則を見つけるこ

2020 年 度 は 思 い も 寄 ら ぬ コ

とで、ネット上の情報を深く読み解く情報リ

ロナ禍によって、主だった学校

テラシーを身につけようという取り組みが行

行事は中止や縮小に追い込まれ

われました。その取り組み事例
［
「対話的に」
・

ました。今年度で小学校を卒業

「深く」取り組む情報モラル教育］が、第16回

する６年生たちにとっては、運

IPA
「ひろげよう情報モラル・セキュリティコ

授賞式では、主催団体である独立行政法人

動会や日出祭のビッグイベン

ンクール」
で文部科学大臣賞を受賞し、授賞式が

情報処理推進機構の富田達夫理事長から、生

ト、自然教室、林間学校などの

12月18日に学園視聴覚室で開催されました。

徒を代表して中山結月さん、情報科の教諭・

取り組み事例には、中１から高２の全学年で

武善紀之先生、成松万里奈先生に賞状が授与

実施されている総合的な学習
（探究）の時間で

されました。富田理事長からは「今後はみな

の、情報モラル教育の実践も含まれています。

さんが IT に携わる多くの人たちを支えて引っ

このコンクールは、標語、ポスター、4 コマ

張っていく立場になるはずです。この場で表

漫画等の応募作品制作を通して、児童・生徒・

彰されたことを誇りに思い、今後を目指して

学生が、情報モラルや情報セキュリティにつ

いただければと思います」とのご祝辞をいた

いて考える機会となるよう、毎年開催されて

だきました。

宿泊学習は、別々の中学校にな
ってしまうかもしれないクラス
メイトとの最後の思い出作りの
はずでしたが、それも諦めざる
を得ない状況でした。
そんな中、６年生の有志たちによって「自
分たちで何か思い出を作りたい！ 」との発案

◀︎実行委員の面々。
左 か ら、 齋 藤 く ん、
ストークスさん、吉
田 さ ん、 小 林 く ん、
大貫くん、佐藤くん、
長島さん
▲鼓笛演奏の動画は、COCOAR でご覧ください。

「鼓笛演奏」実現までの奮闘を、
実行委員の代表インタビュー
や先生方の証言でまとめた
「鼓笛演奏｣拡大版を、
日出学園「学
園通信」
HP に掲載しています。併せてご覧ください。

富田理事長から賞状を授与される中山さん、武善先生、成松先生

があり、「実行委員会」が組織されて企画実現

を盛り込んだ資料を作成し、クラス内でのプ

います。日出学園は活動事例部門で、本コンク

今回の授業の指導に当たった武善先生は、

に向けての動きがスタートしたのが、コロナ

レゼンや先生たちへのプレゼンを繰り返した

ールを活用して最も優れた取り組みを行った

「私自身も、高校 2 年生の時にこの賞に応募し、

自粛休業明けの６月の頃でした。そして、各

結果、９月にようやく企画が承認されました。

学校に対して贈られる文部科学大臣賞を受賞

標語部門で優秀作品に選出いただいたことが

クラスで話し合ったり、アンケートを取りな

実行委員の一人、小林伶くんは
「僕は実行

しました。今年は全部門で計59,881点の応募

ありました。今回は教員として、生徒に教える

がら、これまで運動会で披露されてきた６年

委員の人を募集するのも、先生やみんなの前

がありました。

立場で選出いただけたこと、大変嬉しく思い

生による伝統の演目「鼓笛演奏」を行いたいと

でプレゼンするのもすべてが初めてで、担任

ます」
と感想を述べています。

いう総意が実行委員会内でまとまりました。

の先生をはじめ、たくさんの先生方にいろい

現在、全学を挙げて ICT 教育

しかし、その実現のためには、クラス内は

ろ教えてもらいながら進めていくことができ

に力を入れている日出学園で

ました」
と、これまでを振り返ります。

すが、今回の IPA 文部科学大臣

もちろんのこと、学年の先生や副校長先生、
校長先生に認めてもらわなければなりませ

自分たちの発案で成し遂げた
「鼓笛演奏」
。

賞受賞は、今後の ICT 教育の取

ん。実行委員会のメンバーは、先生からの
「プ

コロナ禍に翻弄された 6 年生たちにとって、

り組みへの大きな励みとなる

レゼンテーションして賛同を得てみては？」

この経験は良き思い出以上に、大きな価値を

ものです。

という意見に従い、練習や実演での感染対策

見出せたのではないでしょうか。

式後の記念撮影。左から堀越校長、武善先生、富田理事長、代表生徒、成松先生

◀授賞式の模様は、COCOARでご覧ください。
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宮森茜さん（5 年）が
小学校 「全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
［バイオリン］」で 1 位を獲得

第 36 回千葉県高校囲碁秋季大会 個人戦で優勝

あまりに美しいバイオリンの音色に

4 年特進クラスの末原蓮くんが、11 月 8 日に行

度、9 月に開催された第 37 回
「全日本

感動して、「バイオリンを習いたい !」

われた、
「第 36 回千葉県高校囲碁秋季大会」個人

ジュニアクラシック音楽コンクール 弦

と思いました。それからレッスンに

戦でみごと優勝しました。

楽器部門（バイオリン）小学生 中学年

通うようになり、幼稚園の年長の頃

末原くんは５歳の頃から囲碁を打ちはじめ、６

の部」でベリオのバイオリン曲『バレエ

からコンクールにも出場するように

歳からは地元・船橋にある囲碁寺子屋
「山下塾」
で

の情景』を演奏、1 位の栄冠に輝きまし

なりました。

塾長の山下功氏に師事。昨年、船橋市立行田中学

た（当時 4 年生）。

そのコンクール歴ですが、別表を

さらに、2020 年 3 月に開催された同

校 3 年の時には、小・中学生の囲碁日

ご覧いただいてわかるように、宮森

本一を決める
「花まる学習会杯第 22 回

コンクールの第 38 回大会でも、4 年生ながら 1

さんは国内のコンクールに出場してメキメキと

ジュニア本因坊戦」で全国優勝するほど

つ上の「高学年の部」に飛び級で参加、審査員賞を

才能を開花させて上位入賞を果たし、ついには

の囲碁の実力者です。

獲得しました。宮森さんは 3 年生の時からこの大

「全日本ジュニアクラシック音楽コンクール」で

会に4回出場。すべて上位入賞を果たしています。

１位という結果にたどり着きました。

▶︎
「プロ棋士として
ではなく、囲碁はあく
までも趣味として続け
ていきます」
と末原くん。
下は千葉県高校囲碁秋
季大会優勝の時の賞状▼

宮森茜さん（5 年３組：写真）は昨年

中学校 末原蓮くん（4 年特進）
・
全国高等学校囲碁選抜大会
高等学校

その Jr. 本因坊・末原くんが日出学園高
等学校へ入学し、初めて臨んだ千葉県高校
ら腕を磨いてきました。

宮森さんがバイオリンに目覚めたのは 4 歳の

コンクールでは毎回声楽家のお母様がピアノ

時。モーツァルトの弦楽合奏のセレナーデ「アイ

を伴奏。「1 位を取った時は、帰りの車の中でお

戦が行われ、末原くんは 4 戦全勝で優勝という栄

「囲碁の魅力は石と石が競い合う時に無限の可

ネ・クライネ・ナハトムジーク」を初めて耳にし、

母さんと『やったね！ 』と大喜びしました」

冠に輝きました。千葉県大会で優勝したことで、

能性が感じられるところです。石が競り合うとそ

娘と母、2 人の息が合った演奏で勝ち取った栄

次の関東大会出場の権利を手にしましたが、年明

の先はどう局面が変化していくかわかりません。

誉ともいえます。そんな宮森さんの将来の夢は、

けの緊急事態宣言の発令によって関東大会は中止

その時考え抜くといろいろな手が見えてきます。

もちろん、世界で活躍するバイオリニスト !

となってしまいました。

それがとても面白いです」
と末原くん。

囲碁大会の個人戦は、８人による４局の対

「今はまだ未熟なので、もっと練習を積んで日

末原くんは日頃から囲碁の本場、中国や韓国の

囲碁は
「あくまでも趣味」
ということで、将来の

本のコンクールで賞を取って、それから海外の

人たちとオンラインで対局したり、囲碁 AI を駆使

進路はまだ未定。囲碁で培った理数系という得意

コンクールにも挑戦したいと思います。でも、絵

して、自分のこれまでの対局の棋譜を分析しなが

分野に進むことは間違いなさそうです。

や工作も好き。いろいろな楽器や声楽もやってみ
たいです。それに世界を舞台に演奏するだけでな
く、老人ホームなどでバイオリンを演奏して、音
楽で人を癒すことができたらいいなと思います」
ぜひとも、その夢を叶えてください。宮森さん
宮森さんとっての音楽とは、文字通り「音を楽しむこと」
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大会名

大阪国際音楽コンクール
セシリア国際音楽コンクール

にエールを !

宮森茜さんの主な音楽コンクール受賞歴
大会歴

部門・部

第 17 回（2016.10.9） 弦楽器部門 小学 1・2 年の部
第 11 回（2017.3.29） 弦楽器部門 小学 1・2 年の部

第 12 回（2018.3.27） 弦楽器部門 小学 1・2 年の部
第 35 回（2018.9.8）

全日本ジュニアクラシック
音楽コンクール

第 36 回（2019.3.31） 弦楽器部門 小学生 中学年の部

学年
1年

結果
3位

1年

奨励賞

3年

審査員賞

2年

3年

5位

５位

第 37 回（2019.9.28）
4年
１位
第 38 回（2020.3.21） 弦楽器部門 小学生 高学年の部 4 年（飛び級） 審査員賞

中学校 高等学校軽音楽部（Mars）
・ 「全国高等学校音楽フェスティバル」
高等学校

カヴァー部門［邦楽］で優秀作品に選出

軽音楽部に所属するツインボーカルとキーボー

を提供するもので、日出学園軽音楽部からこのフ

ドの３人組のバンド
「Mars」
（5年）
が、全国高等学校

ェスに応募したのは今回が初めて。これまでは日

「軽音フェスティバル」
の邦楽カヴァー部門
（
『泣き出

出祭での公演を中心に部活動に励んでいた軽音楽

しそうだよ』／feat.あいみょん-RADWIMPS）の演

部ですが、自分たちの実力を試す機会として今回

奏で優秀作品に選出されました。

応募したそうです。

Mars の３人は、軽音楽部に入部した東澤舞音

音楽を学んでいるバンドを全国から募り、各学校

さんと太田明日風さんが、ライブでお互いに
「す

の部代表として、” 夢のステージ ” へ出演する機会

ごい、うまい子がいる !」
と思って声をかけ、デュ

あ す か

オとしての活動がスタート。のちにキーボー

日出学園 OG の宝塚歌劇団 星組
卒業生 愛月ひかるさんが
愛月ひかるさんの市川市観光
大使就任式の情報は QR コー
市川市観光大使に就任
ドからご覧いただけます▶
日出学園卒業生で、宝塚歌劇団星組に所属する

のは、とてもかけがえのないもの。いちばん楽し

男役スター愛月ひかるさんが、11 月 3 日に出身

かった時代です」と話してくれました。東京公演

地の市川市観光大使に就任。委嘱式では村越市長、

では当時の同級生が観劇に訪れてくれるなど、親

市川市観光協会の片岡会長から委嘱状が手渡され

交は続いているそうです。

ました。愛月さんは就任メッセージで
「お話をい
ただいた時はとても驚いたのですが、市への想い
思いました」と、市川市観光大使としての抱負を

たち星組の公演も大きな打撃を受けましたが、み

述べていました。

んなでそれを乗り越えることができたので、組の

愛月さんは幼稚園から中学校まで日出学園に在

力が一段と強くなったように思います。私もこん

籍していました。その後、宝塚音楽学校を受験し

な状況だからこそ自分を見つめ直せる時間はある

て合格。2 年間の音楽学校生活を経て、宝塚歌劇

と思って過ごしていました。みなさんも前向きな

団に入団しました。

気持ちで、今を精一杯過ごしてください」

だ記憶がほとんどないほどすごくおとなしい子ど
もでしたが、４歳からバレエを始め、日出学園小

今のグループになりました。
今年で軽音楽部での活動が最後となるMars
ですが、３人の将来の夢は…「メジャーでの
アーティストを目指したいです」
（東澤さん）
／
「楽器でも勝負したいですが、音響系にも興
味があるので、その道に進みたいです」
（高橋
さん／
「歌手を視野に入れていますが、保育の
仕事にも興味があります」
（太田さん）
と、３人
とも音楽系の進路を志望しています。

の在園生へメッセージ。
「今年は新型コロナウイルス感染症の影響で私

「日出学園幼稚園に通っていた頃は、外で遊ん

あゆみ

ドの高橋歩未さんが２人に誘われて加入し、

その愛月ひかるさんから、後輩である日出学園

はとてもあるので、何かお役に立てればと嬉しく

４月16日～5 月 23 日まで、東京宝塚劇場にて星組公演
『ロミオとジュリエット』が上演されます。ぜひともこの
機会に、愛月ひかるさんの華麗なる演技をご覧ください。

ま お

このフェスティバルは高等学校部活動として軽

Mars の３人。左から、東澤さん／高橋さん／太田さん

▲優秀作品に選ばれた演奏の模様は、COCOARでご覧ください

その夢が、大きく花開きますように !

幼稚園の「親子プレーデー」
今年は年少、年中・年長組が日を分けて開催
幼稚園恒例の
「親子プレーデー」は、年少組は年中・年長組
が遠足だった雨の日の 9 月 25 日に親子遊びという形で開催。
年中・年長組は 10 月 31 日（土）に行われ、大きな声援の代わ
りに拍手で応援する、ウィズコロナの親子プレーデーでした。
10 月31日の親子プレーデーの様子は COCOAR でご覧ください▶︎

学校に進んでもずっとバレエは続けてい
ていました。小学生の時に市川市文化会

編集
後記

館で宝塚歌劇団の公演を目の当たりにし
て、これまで習ってきたバレエを生かし
て、自分もこの舞台に立ちたいと思い、
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