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第３１期夏期合宿

※以下の文章及び写真は，2011 年，第３１期の夏期合宿

の様子を記録した「塾長ブログ」からの抜粋です。

１期１日目(2011 年７月 31 日(日))(中学生前半)

朝、定刻までに全員集合しました。天気予報にもない

雨が短時間降りました。駐車場に「水うち」しなくても

よいように！天の助けです。

すぐに班分け、役割決定(女子班長のじゃんけんです)し

て、まず「布団運び」。人間ベルトコンベアーで。

なかなか、腰が入っていい感じです。各部屋(第１女子・

第２女子・男子棟１階・男子棟２階・講師棟・保健室)に

布団を搬入した後、もう一度班ごとに集合です。

合宿日程を配布、大学生スタッフの紹介と続き、各自の

ベッド・ロッカー決めをして班ごとに役割説明。一斉清

掃の段取りを打ち合わせして班別学習。これは本館。

「松葉杖」が見えます。怪我や病気の子がいても、みん

なで助け合って役割などを果たすのが合宿の原則です。

今年の「人が役割をしているときは学習時間です。」放

送。昼食作り班が役割の実施中。ついさっきまで生きて

いたナスの料理です。

そして、恒例の「たらいうどん」が出来上がりました。

うどん玉や天ぷらが大量に余りましたが、「売り」に行

くと(ワゴンに乗せて、～～はいりませんか～と叫ぶので

す)、ほとんど売れてしまいました。たらいの中には大き

な氷の塊が入っています。全員写真です。

昼食片付け班が役割中。他の人は班別学習です。
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麦茶班(朝片付け班)もペットボトルの洗浄中です。

午後２時から授業のスタートです。今は「水シャワー」

時間。つかの間の自由学習時間です。

午後の学年別の授業。まず中３の数学。本館です。

そして、中２の数学は北教室。

授業のあとは糖分の補給も兼ねての果物時間。美味しい

からか、食欲旺盛なからか、あっという間にあきました。

今年、面白いなと思ったのは、「一人何個ですか？」と

いう質問。「いくらでもいいんだよ。なくなったら追加

するから。」

果物時間の後は再び授業。これは南教室の中１。

授業後は夕食班は夕食準備です。定番のカレー。まずは

ニンジンの収穫から。

出来上がったカレーは美味しくて、おかわりの山でした。

「ジャガイモ、タマネギ、ニンジンは自家製。サラダの

キュウリもトマトもだ。美味しいはずだ！」食事班に「み

んながどんどんおかわりしてくれる。これが喜びなんだ
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よ！」みんなで役割を分担し、その役割の結果が人に喜

びをもたらすのです・・・・

夕食片づけをしている間はシャワーと洗濯です。洗濯を

しながら単語の勉強をしています。

そして少し遅くなりましたが１回目の単語テスト。

この後、反省会、そして中３の英語補習。

早めに寝ようと思っていたのですが、ルーターの調子が

悪く、あれこれ調整です。

明日はみんなを６時に起こさなければなりません。頑張

ります！

１期２日目(2011 年８月１日(月))

今朝は「みーちゃん」(meteor)の声で起こされました。

目覚まし時計よりも早く！

２日目の朝はラジオ体操から。班ごとに、１列、無言で

す。グラウンドには草があふれています。

この後、草抜き（草刈)、帰ってから朝食、１０分遅れで

した。

今日は初めての「ふだん草」付きです。朝食片付けは初

めての役割。

９時からは学年別の授業。朝食の遅れから、少し遅くな

りました。北教室と南教室は、中１と中２で入れ替わり

です。

今年のスイカ。１日だけ消費したのですが、４期ですべ

てなくなるでしょう・・・今年は少し小さめ。

２班が昼食準備をしているとき、他の班は勿論「班別学

習」です。
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そうこうするうちに、昼食が出来上がりました。「昼食

準備ができました！」の声で、「早く並びなさい」との

放送をします。食堂内でも急かします。

美味しかったですよ。「冷やっこ」は。でも「親子丼」

はちょっと味が濃すぎました。

昼食後は片付け(班別学習)をして、水シャワーもして、

(その時間、私はグラウンドに)、汗びっしょりのシャツ

を着替えて、中３の授業です。

今夜は「天体観測」の時間ですが、空は「くもり」です。

どうしましょう？また HOMESTAR でも使いましょう

か・・・・プラネタリウムが欲しいです～！

２日目後半は学年別学習から。これは中２の英語の授業

中です。昨日と変わって今日は中２が南教室。

学年別学習の後は、今期初めての「ミニソフトボール大

会」。今期は６班編成ですから試合をしているのは４班。

残りの２班は先に果物時間です。暑い中、グラウンドで

食べる果物の美味しいこと！

ソフトボールの様子です。Ｂコートはまだ草が・・・

ソフトボールの後は夕食。今日のメニューはとんかつ定

食。
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ジャガイモの美味しさには驚きました。(自家製のメーク

イン！)

夕食片付け班の「芸術作品」（のつもり）です。

今日は「天体観測」の予定でしたが、完全な曇り空で中

止。実は天気予報ではソフトボールの時間帯は雨の予報

でした。それが一滴も降りませんでした。いずれにせよ、

しばらくの間学年別学習。

そして、反省会。まず単語テスト１位の１班から。

そして、今日から参加のＮ岡君（慶応大）の紹介や、昨

日の宿題（大学生への質問）の確認。

反省会後は、恒例になりそうで怖い中３の英語補習。

ネット環境がスムーズに動くように調整する時間が十分

にありません。みんな書いては「消えた！」と怒ってい

ます。う～ん！

１期３日目(2011 年８月２日(火))

ネットワークの混乱に(多分)終止符が打たれました。近

年の携帯の進歩のおかげで無線ＬＡＮが乱されていたも

のだと結論付けました。無線を中止し、すべて有線に切

り替えて、今のところ多分大丈夫です。(大学生は「進歩

携帯」を持っているんですね・・・)

さて、ラジオ体操の後の草抜きから。
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真剣に抜いている子もいれば、ベンチに座ったり、地面

に座ったりする子もいます。あえて注意はしないので

す・・・

帰ってから朝食。朝食は班ごとに食べます。みそ汁が冷

めないように！各食事には音楽を流します。

朝食の後は片付け、そして一斉清掃。

掃除の後は朝の数学の授業。中３です。

３日目は何かと疲れてきます。そこで午前中に「自由時

間」を設けています。殆どの男子は

一方、殆どの女子は教室で学習。やっぱりこれからは女

子の時代であることの暗示でしょうか？

昼食準備中。できたものをカウンターの上に並べていき

ます。

出来上がり作品がこの「三色丼」と「ソーメン」。

三色丼の「そぼろ」は少し辛かったように思うのですが、

あっという間に結構たくさん残っていたのが売り切れま

した！最近は辛め好きなのかも？

ただ今昼食片付け中。今、「終わりました！」という声

が。今から「昼シャワー時間」。

３日目の授業のあとには自由時間があります。その後２

回目の単語テストがあるからです。

班別学習でも仲良くなって、問題を出し合ったりしてい

ます。
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そして単語テスト。テストは本館と食堂に分かれて行い

ます。これは本館。

このころ、私たち「先遣隊」はグラウンドに行ってライ

ン引き・水うち等、グラウンド準備をしています。準備

が終わるころ、テストを終えた子たちがやってきます。

試合のない２班は果物時間。

勉強だけでなく、ソフトも「女子の時代」かも？

試合の組み合わせで、夕食準備班(３班)は先に帰ってい

て、豪華な夕食を作っています。

ポテトサラダ(相変わらずジャガイモは美味しい！)・ス

ープ付きの「から揚げ定食」です。何を間違ったのか、

山ほどのから揚げやレタスやポテトサラダの山！「おか

わり」をしてもまだたくさん残っています。(明日の

朝・・・ということはありません！)そして夕食片付け。

大鍋を洗剤で満たして「遊び洗い」！そのころ、役割の

ない班は班別学習。

全員のシャワーが終わって、反省会です。単語テストは

１班が連続１位。
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反省会では大学生諸君にいろんな質問が出て、盛り上が

りました。

この後、遂に３日連続の中３の補習。今日は「最後の夜」

です。果たして寝るでしょうか？

１期４日目(2011 年８月３日(水))

４日目ということは最終日。３泊４日は本当にあっとい

う間です。もう少しこの生活を続ければ(テレビも携帯も

ゲームもない・・・)、まさに生活が「改善」できるので

すが・・・

１期の間の「草刈」でグラウンド内は、ほぼ草がなくな

りました。

３年生は、ラジオ体操の後、すぐ近くの「三谷神社」へ。

もうこれしかないのかも？

汗びっしょりで合宿所へ帰ると、ワンちゃんたちが迎え

てくれます。

午前２時ごろエールが「なく」(２～３声)のでどうした

ことかと見ると中学生の男子が水飲みやトイレに来てい

るのです。しっかり「番犬」をしています。(もうすぐ５

ヶ月)

一方、厨房では朝食準備班(１班)が忙しく働いています。

そして班ごとに食べる朝食。
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朝食後は一斉清掃をして、授業。最終日なので英数連続

です。まず中２の数学。

続いて中１の英語。

授業後は昼食準備。天ぷらを揚げる寸前です。

最終日の昼食はもちろん「たらいうどん」。今回の天ぷ

らにはゴーヤとエダマメも入っています。ゴーヤは「緑

のカーテン」からの収穫物。エダマメは自家製。

ゴーヤは意外と大人気でした。エダマメは、かの台風で

傷めつけられて、皮が傷んだので中身だけを天ぷらにし

たのです。

昼食片付けをしているとき、他の班の子は班別学習です。

その１コマ。大学生のＡや君(一橋大法)に質問している

ようです。

この子達ならもう２～３日いてくれてもよかったのです

が・・・。

このあと、課題チェックです。各学年、合宿中の到達目

標がありますからそれを一人ひとりチェックしていくの

です。終わっていなければ勿論やらなければなりません。
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それでも終わらなければ・・・合宿後、塾に来てやらな

ければなりません。

特に中１・２の一部に終わりそうにない子がいたので、

時間を打ち切り、荷物整理・一斉清掃。その後、果物時

間。今年もスイカは甘い！

スイカの種はアサガオのよしずに。桃は何個でも、しか

も「ぜいたく食い」。

最後の反省会。今Ｔ所君(岡山大医)が大学生スタッフを

代表して反省の弁を述べています。

単語テスト、連続１位の１班さんの表彰。美味しそうな

ケーキが分かるでしょうか？

連続２０点の２名も表彰。そして、反省会は第２部へ。

中には、この反省会のために小道具を用意してきていた

子もいました。(ちゃんとこの時間まで預けていまし

た！）

問題は・・・高校生のテストです。
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２期１日目(2011 年８月４日(木))(高校生前半)

ワンちゃんたちに早く起こされて、ふと見ると

今夏で最も咲き乱れていました。それで早く起こしたの

でしょうか・・・？

さて、第２期、高校生合宿のスタートです。

残念ながら「班長予定」のＹ君だけが遅刻したので、大

学生スタッフの紹介から始めました。

やはり予想通り空間が狭く感じます。この後、女子班長

によるじゃんけんで、すべてが決定しました。高校生は

役割の「チェインジ」(例えば料理班と片付け班が役割を

交代するのです)があるので、２班ずつに分かれて打ち合

わせ。これは南教室の１・２班。

班別学習、一斉清掃配置と続き、あっという間に昼食準

備です。高校生は、役割もスムーズなので、予定より５

分も早くできてしまいました。

「人が役割をしているときは学習時間です！」が原則で

す。本館では４・５班の班別学習。

恒例の「たらいうどん」。ネギの切り方一つにしても、

高校生はかなり慣れているようです。(６回目、３回目の

合宿という子がほとんどですから。)

そして昼片付け。
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高校生だからか、彼ら・彼女たちが優れているからか、

食事など予定時間より早くできますし、片付けもあっと

いう間に終わります。

「こんなに予定通り進むとちょっと気持ちが悪いね！」

と反省会で述べておきました。かなりの誉め言葉です。

昼片付けや昼シャワーを終えて、学年別学習。今年の高

３は、背中が物語っているような気がします。

高２は文理共通の数学復習テスト。

テストなどが終わると待望の果物時間です。今回は、久

しぶりの「桃姉ちゃん」です。桃は「丸かじり」に限る

でしょ？

果物時間の後は夕食準備。準備班以外は自由学習です。

準備班はニンジン掘りもしなければなりません。大きな

のを掘り上げて得意がっている子もいました。

今夜のメニューはカレーにマカロニサラダ。必要な具材

のうち、タマネギ・ジャガイモ・ニンジン・キュウリは

自家製です。ジャガイモの皮むきに勤しんでいる子たち

です。

出来上がった夕食を食べているのは６班さん。(夕食片付

け班)今年から、「マヨネーズ理論」をバージョンアップ

させた「マヨネーズ・麦茶理論」を使っているので、片

付けは速いはずです。

片付け後、全員のシャワーが終わると１回目の単語テス

トなので、どこでも単語の勉強に余念がありません。高

１は南教室で「自主授業」でしょうか？
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使っている単語帳は高１・高２は「システム英単語」(実

は初版から使用中)、高３は「速読英単語」。坂高１は「Ｄ

ａｔａ Ｂａｓｅ４５００」という学校指定のもの。坂

高３はシス単です。

この際ですから、シャワー室も大公開。完全個室。２重

のカーテンで区切ってあります。一度に１０人がシャワ

ーできる仕組みをうまく作ったものだと自画自賛。

そして単語テスト。本館と食堂に分かれて行います。こ

れは本館。

今日の反省会は、大学生スタッフの自己紹介を兼ねて、

「僕が法学部に進んだのは・・・」

もちろん、自主学習継続中です！果たして何時まで・・・？

２期２日目(2011 年８月５日(金))

２日目ということは初めてのラジオ体操です。そして高

３は三谷神社に。中学生は最後の日だけでしたが、やは

り大学入試の難しさを考えると、毎日でも足りないくら

いです。

この後、高３は神社の草抜き。真面目に抜いています。

一方、高１・高２はグラウンドの草抜きです。グラウン

ド内はほぼ綺麗になりました。できれば夜に一雨来れば

ありがたいのですが・・・・

地面に座り込んだり、ベンチに座ったりという子がほと

んどいません。１期の中学生とは大違いです。その理由

は分かっているのですが、敢えて伏せておきます。



- 14 -

帰ると、１班さんが朝食の準備中。

大勢の人間が生活していくためには、しっかりした分業

が必要です。考えてみれば私たちの身の回りの共同体も

そうでしょう。大きくは宇宙船地球号に乗っているので

すから。

３班さんです。(昨日、取り上げられませんでしたから)

食事の後は２班さんが片付け。

片づけが終わりかけたころ、一斉清掃が始まります。今

日の「公開」は男子棟２階。

ベッドの手すりをはずして「コロコロ」(くれぐれもワン

ちゃんではありませんから)を取り付けて、カーペット張

りの床を掃除するのです。まったく・・・

一斉清掃が終わると班別学習。予定通り９時には学習体

勢です。(最低１日８時間の学習時間を確保しています。

それ以上にやる子もいれば、睡眠学習とか・・・・

やがて昼食準備班(３班)の出番です。

「薄味」の親子丼の出来上がりです。

昼食と夕食の音楽は、塾歌。ここからダウンロードでき

ます。いや～聞けば聞くほど味が出ます。
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ついでに、掃除のときの音楽はＺＡＲＤです。きびきび

した動きにぴったりですから。

後半です。夜突然の雨。予期せぬ出来事だったので、(し

かも天気予報ではそんなこともなかったので)、「てんや

わんや」でした。

雨の当たらない洗濯干し場を設置しなければなりません。

男子は広いテラスに、女子は北・南教室の間のテラスに。

それほど降らなければ「よしず屋根」でもまあ通れない

ことはありませんが、結構降りました。そうすると、通

路屋根にシートをかけなければなりません。

スタッフで雨に濡れながら、でも汗びっしょりの作業で

した。予定は乱れてしまいましたが、これでほぼ完璧に

行き来ができます。

さて、昼片付けからでした。片付けの後は「学年別テス

ト時間」です。高３も英語の実力テストに取り組んでい

ます。写真は南教室の高１。数学のテストを解いていま

す。

テストの後は、今期初めてのソフトボール＆グラウンド

果物の時間です。数年前から、ソフトボールは午後４時

からに変更しました。昼間だと暑すぎますから。

例によって試合のない二つの班は先に果物。

今日の桃は今日ちぎったばかりの、まさに「木で熟れた」

清水白桃。

白っぽくて綺麗です。何より甘くて美味しい。恐らく、

こんな桃はちょっと食べられないでしょう！

さすがソフト部、のバッティングですね。

今日の夕食は「豚かつ」。食事作り班(５班)さんの班長

が、これを「ぶたかつ」と言って笑いを誘っていました。

食事作り班の班長は、残り物状況などを述べなければな

らないのです。
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食事の後は片付け＆班別学習。大きな鍋などを外の流し

で洗うのは男子の「当然の」仕事になりました。やっぱ

り、男子はこの試練に耐えないと大きくなりません！

この後、突然の雨で屋根工事を余儀なくされたのです。

反省会は遅くなったので、ほぼ単語テストの発表のみ。

高校生は点数が高いところでの競争なのでなかなか面白

いものです。最下位の班の平均でも中学生ではトップ・・・。

今回の１位は１班。平均点１８．８２点。(満点２０点)

高３は勿論自主学習中。昨日は１時まで。今日は・・・？

２期３日目(2011 年８月６日(土))

つい今しがた終わった昼食、果敢に「たらい焼きそば」

に挑戦したのですが、見事に失敗しました。班長に、失

敗の原因を考えておくように、と言ったところです。「後

世にまで伝えなければ！」と。

作った３班！要するに、時間に遅れる(３０分近く)、ま

ずい、こげている、の三拍子が揃ってしまいました。「こ

げていたり、まずいものは全て捨てなさい！」と言わな

ければ、けなげにも、我慢して食べようとしているとこ

ろでした。

さて、朝は西の空の虹から。何かよいことがありそうな、

巨大な虹でした。

この位置からの撮影ができるようになりました。草刈の

賜物です。
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３年生の「お参り」(氏神様です)を背後から。

帰ってから朝食、４・５班がゴーヤのカーテンを見なが

ら食べています。今朝の朝食音楽は「サイモンとガーフ

ァンクル」！朝は原則として英語なのです。

食事の後は一斉清掃。北・南教室の間のテラス掃除。昨

日の雨で急遽作った「女子用洗濯干し場」も見えます。

９時前には班別学習の開始です。この「淡々さ」がいい

のです。気負うことなくきちんと生活し、しっかり勉強

する、絶えず人がいるというストレスと眠気に耐えなが

ら。「我侭な生活」を選択すると碌な事はありません。

１～３班です。(本館)

最後に「桃用大型冷蔵庫」の公開です。これらが一杯の

状態であれば、４期まで桃は大丈夫だと思われます。

今日は昼間に２回目の単語テストがあります。ハイレベ

ルの争いは楽しいですね！

後半は昼食片付けから。

厨房には排水溝があって、片付けの度に、そこまで掃除

します。

２回目の単語テストは昼間。班別学習や「自由時間」で

はよく勉強しています。そして２回目の単語テスト。食

堂です。
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実は、テストの前に５分間の集中時間をあげました。５

分て長いと思ったことでしょう。

単語テストの後は高３以外、英語テストです。これは北

教室の高２。

そして楽しみの「ミニソフトボール大会」。第２試合に

なった班の諸君はまず果物。

相変わらず美味しい。２期の果物に「はずれ」はほとん

どありません。

Ｂコートも綺麗になりました。

帰ると役割をチェインジした６班が悪戦苦闘。どうやら

注文が多いのです！

できあがったものがこれ。

肉じゃがに、昼のリベンジのミニ焼きそば、きゅうりと

あげの酢の物までついています。梅干は恒例。「薬と思

って必ず食べなさい！」

単語テストも終わったので、のんびりと洗濯をしている

１年生。「中１のときと比べてどう？」と聞くと、「中

１のときのことはすっかり忘れました！」だそうです。

今日は８月６日。毎日新聞の野坂昭如の「七転び八起き」

を切り抜き配布。
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各班の班長が読んでいきます。

この後、大学生に様々な質問をして盛り上がりました。

２期４日目(2011 年８月７日(日))

４日目にもなると疲れている子もいるだろうと、「自由

学習」時間を設定しています。自由な場所で学習しても

いいですし、睡眠学習も認めています。

ところが、スタッフの方はそうはいきません。連日の晴

天で桃がはちきれんばかりに木で熟れています。このま

ま放置すると落下するのは自明ですから収穫作業をしな

ければなりません。

また、今日は全学年テストが山積みしていますから、そ

れらを作成し、模解も書いておかなければなりません。

まさにギリギリの綱渡りです。

さて、朝のラジオ体操。Ｂコートは本当に綺麗になりま

した。３年生の神社草抜きも順調に進んでいるようです。

草刈や草抜きをして汗びっしょりで合宿所に帰ってくる

と、アサガオが迎えてくれます。これは「桔梗咲き」の

もの。

少し遅れて朝食。何せ、実質初めての朝食作りですから。

(役割のチェインジで。昔、役割をローテーションにした

こともありました。とにかく「あれもこれも」経験して

もらいたいのです！)と言っても、今日は「ホテル食パン」。

そこに自分の好きなものをはさんで、オリジナルサンド

イッチを作って食べるのです。

これは朝食を作った２班さんですが、(パンは購入)、キ

ュウリに塩をするのを忘れていたようです。「まったく、

しようがないな！」なんて言っておきました。

朝食後は一斉清掃。これはテラス掃除。水を流していま

すが、これは井戸水。万が一には合宿所のすべての水を

井戸水に切り替えることも可能です。(今年は早明浦ダム

がほぼ満杯で、そんな心配はいらないようですが、昔、

一度だけあったのです・・・・)
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楽しい(？)自由学習が終わり、昼食準備とともに班別学

習の開始です。これは南教室の１・３班です。今年の特

徴は、机にうつぶして居眠り・・・なんて子が圧倒的に

少ないことです。

昼食は三色丼とソーメンです。１０分前に出来たのはい

いのですが、卵やそぼろに味がなかったり、インゲンが

足りなくなったり(急遽料理人が登場してキュウリで代

用です。えっ？料理人は誰かって？もちろん・・・・)、

４班さんは大変です。４班さん、２回目の単語テストで

は脅威の平均点(１９．３点)を出してトップだったので

すが・・・・

昨日まで料理を作っていた３班さんがただ今片づけ中。

右で「ため洗い」をして、間の「棚」の上に置きます。

左の子がそれを流水ですすぎ洗い。しかる後に水分を拭

き取ります。

かなり考えたシステムで、私が図面を引き、工事屋さん

がそれに合わせて、安く作ってくれました。

４日目の後半です。目を閉じると意識が遠のく状態です

ので、更新に時間がかかっています。今夜、さあこれか

ら最後のシャワーと思っていると、突然雨が降ってきま

した。洗濯干しは先日の雨の当たらない場所に指示して

いたので事なきを得ました。しかし、雨が降ると、また

またやらなければならないことができます。

人口密度の高い地域に雨が吹き込まないようにブルーシ

ートを張らなければならないのです。

さて、午後の学年別テストから。まず高１の数学テスト

の様子です。Ｍ(丸亀）とＳ(坂出)を同時に教室に入れる

ため、食堂で。

高３は１２０分数学テストに取り組んでいます。(実力テ

スト)
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高１・高２は高３より一足早くグラウンドへ。高３が来

るまで、男子戦・女子戦を。写真は女子戦。

しばらくして高３が到着。本部では桃やスイカの食べ放

題時間です。今日のような「夏らしい」天候では、スイ

カはあっというまに売り切れです！また、本部では「育

児実践」も行われています。

夕食は「からあげ定食」。「はるさめサラダ」の味が・・・・？

片付け、シャワーが終わってから、今夜は高２の理科進

度チェックを行いました。８月末の学力テストでは英・

数・国に理科が加わるのです。

反省会では昨日の単語テストの発表。(すでにネット上で

は発表していましたが・・・)

久々の１９．３を出した４班。前回１位の１班もさらに

平均点を上げた(１９．１)のですが及びませんでした。

この後、合宿スタッフに「復帰」したＴ所君(岡山大医学

部)の「僕が医学部を目指した訳」も語られました。

ただ今自由学習継続中です。最後の夜です。何時まで頑

張るのでしょうか？

２期５日目(2011 年８月８日(月))

２期の最終日です。昨夜の雨のおかげで、グラウンドは

最高の状態でした。グラウンドを回ると(車で、おもりを
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引いて)、草も抜けますし、ほこりもたちません。草抜き

もスムーズに行えます。

高３の神社の草抜きも裏手に入ったようです。

帰ると、アサガオが咲き乱れています。これは大輪咲き！

仲良しですね。

そして朝食。今期はどうも「味」が・・・・。でも誰も

文句も言わず、(焦げ臭いのまで食べようとしました)、

残り物もなく、５日間過ごしてきました。もう２～３日

一緒に居てもいいな、と思ったしだいです。

このままでは大半が落ちてしまう！ということで、朝食

後、スタッフは桃の収穫作業。もう汗びっしょりです。

収穫をしておしまいではなく、「選果作業」もあります。

「桃部屋」に運び込まれた桃を３段階くらいに選別する

のです。

保存できるものは、４期までの子のために冷蔵庫に入れ

ます。今年は、すぐに食べた方がいいものがたくさんで

きて、(勿論木で熟したものですから、美味しいことは間

違いがない)、２期の子たちはラッキーでした。

さて、一斉清掃の後は学年別学習で課題チェックです。

高１・高２は「再テスト」勉強もあります。これは食堂

の高１。
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昼食作りが進んでいるときは、勿論班別学習です。今期

は本当にイネムリをする子が少ない！南教室の２班さん

と６班さん。

そして昼食。どうしたら、あんなに固い天ぷらが出来る

のでしょう、４班さん！

高３から「ソフト実施」の直訴が届いています。

頼まれると弱いのです。もっとも、「相手」によります

が。この高３はよく頑張りましたし、「駄目だ」にも懲

りずに次々にやってきます。「まったくもう、３０分だ

けだよ！」せっかくグラウンドを綺麗にならしていたの

に、大急ぎでラインを引き、水までうって・・・

暑いのですが、時折風も吹いて、できない天気ではあり

ませんでした。近年では珍しいことです。確か、合宿ス

タッフのＡ木さん(東大・文３)が高３のとき、彼女を連

れてきて頼まれて以来です。「頼まれたの」は。

一方、合宿所では高１・高２の数学の再テストが実施さ

れていました。良く出来ていると・・・合格点を高くし

て！

また「余裕の合格者」たちはのんびり学習です。

高３たちが５回戦を戦い、しかも同点でじゃんけんで勝

敗を決し(どっちが勝ったのでしょう？)合宿所へ帰って

くるのと、再テスト(再採点をして合否を決定)が終わる

のとがほぼ同じでした。大急ぎで果物時間。
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第一女子部屋からの撮影です。「スイカ場所」はいわゆ

る中庭風にしているところです。つまり、「騒音」(現実

にはそんなものはありませんが)が「外」に漏れないよう

に建物を配置しているのです！

この後、荷物整理・荷物出し・一斉清掃をして最後の反

省会。まず単語テストの平均点１位の１班と４班の表彰

です。

班長さんたちが首尾よく入試を突破してくれればいいの

ですが・・・勿論、今年はその予定ですし、可能性は十

分にあると思います。そして、単語テストの連続２０点

の表彰。何と１９人！ (来年はテストをもっと難しくし

なければ破産しそうです。)

次に大学生スタッフを代表してＡや君(一橋大・法)が反

省の弁。

生徒代表のＫ村君も反省の弁を述べて、反省会第２部へ。

高校生は中学生と違って、指名されるとまず何とか歌っ

たり、おどったり、「ベルリンの壁」を作ったり・・・・。

やはり、日本の「宴会」文化に慣れていかなければなり

ませんから。

そうこうするうちに「〇〇さ～～ん、お迎えですよ～～」

さあ、これでやっと半分終了しました。明日からは中学

生の第３期です。高校生の学習合宿と違って、中学生の

基本は「生活合宿」。いろんなことのイロハからです。
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３期１日目(2011 年８月９日(火))(中学生後半)

第３１期夏期合宿も半分を過ぎました。今日から第３期

(中学生)です。第１印象は、昨日までの高校生に比べて

身体が小さく、よって、空間に占める体積が小さいとい

うことです。まず、朝の集合の様子です。中には７時前

に来た子がいて驚きました。

グループごとに分かれて、女子の班長さんのじゃんけん

で各班(役割)が決まります。

食事作り班(１～３班)と片付け班(４～６班)に分かれて、

細かな打ち合わせ、注意集の読み合わせも行います。ま

ず食堂の１～３班。

本館の４～６班です。

しばらく「班別学習」が続きます。南教室の４・５班で

す。

そうこうするうちに、昼食準備です。

面倒でも、「人が役割をしている間は学習時間です。」

の連呼です！ そして昼食。メニューは勿論「たらいうど

ん」。今日の天ぷらは・・・・？
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ついさっき、「片付け終わりました！」と報告がありま

した。

今期の中３は、附属中学の野球部が県で優勝し、四国総

体があったため、(結果は１回戦は土佐に勝ったのですが、

次の準決勝で愛媛のチームに惜しくも負けたようです。

もし勝っていれば全国大会があったので、またまた困る

ところでした)、今期に野球部員がたくさんいるという

「いびつ」な編成になっています。同じ部員というのは、

何かと問題を起こすことがよくあります・・・・？

さて、昼からは授業の開始です。まず中２の数学から。

次に中３の数学。本館です。

数学の授業のあとは果物時間。まあよく食べること！例

によって「木で熟れた桃」。

果物時間の後は、英語の授業。これは南教室の中１。

そして３班さんの夕食作り。

出来上がり作品がこれです。３期＞１期＞２期でしょう

か、味は。「おかわり」が殺到していました。

夕食片付けをしている間に後半のシャワー。洗濯係は１

年生。夜に単語テストがあるので単語帳を見ながら洗濯

です。この「寸暇を惜しむ」ような姿勢が楽しいのです。
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そしてほぼ予定通りの時間に単語テスト。出来は、高校

生に比べるとかなり劣ります。これは本館の１～３班。

反省会ではＡや君(一橋大・法)と、Ｎ弟君(慶応大・商)

から今日１日で気づいたことが指摘されました。班長を

中心に、明日、少しでもよくなればいのですが・・・・

中学生相手にはひたすら我慢です。

３期２日目(2011 年８月 10 日(水))

昨日から強烈な暑さが続いています。今日も３５度は越

えそうです。

さて、今年は、グラウンドへ行くのに班別を徹底してい

ます。もちろん１列で。ところでグラウンドの草を抜く

(抜ける)部分が少なくなっています。

抜ける部分を探して、ほんの少しでも抜きます。

帰ってから朝食。今期はいろんな食材が登場します。朝

食に「もやし」が出てきました。作ったのは１班さん。

そして朝片付け。４班さん。やっぱり大鍋は男子！

片づけが終わるころ、一斉清掃です。

３年生の教室として使っている本館１階。実はここは床

がコンクリートです。窓が南北に開いていて、とにかく

涼しい！

床を掃除機で、机ふき、整頓等の掃除です。掃除の後、

９時から授業です。これは中１の数学。北教室です。
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やがて昼食準備、その間の班別学習に。午前中、授業の

ない私は・・・畑の整備で汗びっしょりです。

食事のメニューは食堂の「トレー」のところにあります。

誰でしょう、可愛く描いているのは。

食事の様子。

食欲が旺盛なのか、果物が美味しいからか、(多分後者)、

あっという間になくなります。「追加」しても、「わぁ

～美味しそう！もう１０個目」とか言いながら丸かじり

しています。桃は生育状況から、まさに、「木で熟した」

ものを採って、その日に食べるという贅沢さを味わって

います。

さて、午後は英語の授業から。中２の南教室です。

中３は授業のあと、理科のテストも入っています。

このころ「先発隊」はグラウンドでいろいろ修理したり、

水遣りをしたり、ラインを引いたりと大変です。

極端に暑い、と感じだしてから日課表をいじり、ソフト

ボールの時間帯をずらしました。（午後４時からに)する

と困ったこともあって、午後５時半過ぎると、「蚊」が

襲ってきます！



- 29 -

まずＡコート。男女混合で、女子もそれなりに活躍でき

て、(しかも女子の特別ルールも作っています)、１０～

１４人でプレーできるスポーツはちょっとないと思われ

ます。

Ｂコートでは「ソフト部」対決が実現しました。さすが

ソフト部、「形」になっていますね。

３班さんは早めに試合を終えて、(ゆっくり果物を食べら

れないで？)、夕食作りです。今期は今までの３期の中で、

最も味付けが良いように思います。

今夜は「とんかつ定食」。(決して「ぶたかつ」ではあり

ません。）残り物はほとんどありません。

そして夕食片付け。

班別学習や学年別学習では「優しいお兄さん」たちがあ

っという間に質問に答えてくれます。

反省会では昨日の単語テストの発表と、質問という「課

題」の確認。１位は４班でした。

連日の「補習」は大変ですが、少しでも「英文の骨組み」

と「かたまり」を理解できれば、と思って頑張っていま

す。

３期３日目(2011 年８月 11 日(木))

あんなに元気だったウリがほとんど枯れたような状態に

なっています。水遣りはしていても、やはりこの暑さで

は無理なのかも知れません。
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幸いにも、合宿所近辺には、「産直市」が２箇所もあり

ます。食料調達係りが走って、おいしそうなウリを仕入

れてきました。これで何とかなるでしょう。(産直市の値

段は普通のスーパーの半額～その半額くらい。値段以上

に品物の品質が問題です。)

さて、比較的早い時期に刈っていた草がまた芽吹いてい

ます。その生命力を野菜たちにも分けてもらいたいと思

います。

今期の子達、予想以上に草を抜きます。草抜きから帰っ

て、朝食。これは片付け班の４班さん。

一人大学生スタッフが入っています。部屋の中から見る

アサガオ、なかなか乙なものです。

背後から日が射す形になって、ちょっと高貴なイメージ

です。

朝食後は勿論片付け・一斉清掃。そして授業です。中３

の数学。

北教室の中２。

授業後は、きっと楽しみにしている自由学習。すると、

男子はベッドでゴロゴロしています。一方、女子は多く

の子がいろいろな場所で学習中。やっぱり女子の時代で

す。もっとも、昼食準備班は活動しなければなりません。

また、１年生の洗濯係さんは、乾いた洗濯物の取り込み

です。おっと、女子の洗濯係さんですが・・・。
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そうこうするうちに出来上がったのが三色丼。これも３

期＞２期＞１期のような気がします。

もしかしたら、ヘルプしている大学生の進歩と関係があ

るのでは？という説もあります。

「以前はね、中学生も１週間の合宿をやっていたんだ。

そうすると、３日目か４日目にあれこれ揉め事が起こっ

て、それは面白いことだった。後から考えれば。今はも

う明日でおしまいだから、楽しいだけで終わってしま

う・・・・」正確には、「仮面を脱ぐ」ことなく過ごせ

るということですが。

さて、午後は南教室の中１英語から。何か楽しいことが

あったのかも？

２回目の単語テストは昼間。これは食堂の４～６班。「先

発隊」はそのころライン引き、水遣り。

試合のない班はまず果物。それにしてもよく食べます。

もちろん美味しいから、ですけど。

「ナイスバッティング！」女子でも綺麗なスウィングで

す。(確か、レフト前ヒットだったような気がします。)

一通り予定の試合を消化した後、せっかく集まっている

附属の野球部の技量を見極める意図もあって、たくさん

来ていたソフトボールチームのメンバーと本格試合。

いかに県１位と言えども(しかも春から延期された全国

大会に出場するというチーム)そこは中学生。本格ソフト

のピッチャーは打てません。
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打っているのは４番バッターですが、遅れて詰まりま

す・・・昨日・今日で随分勉強になりました。

夕食は「からあげ定食」。分業が行き届いているので、

殆ど時間には遅れません。

これは、５班さん。そして、夕食片付けは６班さん。

反省会では２回目の単語テストの発表です。１位は３班。

この班、実は１回目は６位。つまり最下位だったのです

が、そこからの大逆転です。一人ひとりの頑張りがみん

なの喜びにつながるのです・・・

今日で皆勤してしまいました。中３の英語補習です。１

期が終わったとき、まさか３期でも毎日補習をしようと

は思っていませんでした。しかし、仕方がないのです。

出来ませんから。

いつも最後に考えます。この子たちはどうでしょう？「や

っと帰ってくれる」か、「もう少し一緒にいたかった」

か・・・結論は「内緒」です。

３期４日目(2011 年８月 12 日(金))

昨夜の反省会で、女子班長さんが大学生スタッフに質問

する時間がありました。大学生スタッフは全員卒塾生で

す。「塾に入って一番良かったことは何ですか？」とい

う質問が出ました。

大学生代表で(全員が答えると時間が足りませんから)Ａ

や君(一橋大・法)がうなりながら答えます。だって「一

番」ですから。「そうですね・・・少しは真面目に生き

ようと思うようになったこと、ですかね。」「少し」と

いう謙虚さがまたいいですね！

今日で大震災から５ヶ月。珍しく朝日の１面に「生きる

姿こそ供養」との記事がありました。私たち自身がどの

ように生きる、生きようとするのかこそが重要なのだと

思います。

さて、朝はラジオ体操から。

周りに草が殆どなくなりました。福島県(そう、あの福島

です)の今年の高校入試の英文に、Rome was not built in 

a day. の話が出てくるのですが、途方もない草の量を眼

の前にして、でも１日１日少しずつ刈ったり抜いたりし

なければ仕方がありません。
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最終日、中３は「おまいり」です。

そして、神社周りの草を抜きます。「おまいり」よりも

重要だと私は考えています。

合宿所では、時間に間に合わせようと、１班が奮闘中で

す。「人のために額に汗して働くこと」それは貴重な経

験です。そして朝食。食堂側を向いて咲いているアサガ

オも多く、それらを見ながら食べます。

この後、片付け・一斉清掃、そして学年別の授業です。

北教室の中１です。テラスをはさんで向こう側が南教室

の中２。授業後は、昼食作りと班別学習。「人が役割を

している時は学習時間です。」という言葉はきっと忘れ

ることの出来ないものとして残るでしょう・・・・

昼食メニューは

「うどん」という文化があることをこの上なく幸せに思

えるひと時です。

「最後の反省会に、みんな揃って（たぶん)元気なのが何

よりもうれしいことです。」と反省の弁です。

初日に「ぎこちなかった」あるいは「緊張ありあり」の

子たちが、４日目には「家族的」雰囲気に少しだけ近づ

いたように思います。世の中で生きていく以上、人と人

の関係をどう構築するか、ということはこれからも大き

な問題です。みんなが、できれば「よい関係」を築ける

よう願って止みません。午後は、昼食片付けから。元気

で働いている５班さん。
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そのころ、当然のように班別学習。これも最後の班別。

水シャワー時間が終わり、学年別に分かれ、課題チェッ

クです。まず中３から。

中２は人数が少ないので、余裕で見て回れます。

チェックの結果「不合格」の者は、改めて「塾学習」が

課題化されたはずです。４期のための一斉清掃をして果

物時間。

果物に関しては今期が最も恵まれていたように思います。

本当に「木で熟れた桃」をたらふく食べることができま

した。

中３の授業で、横の桃の木の「完熟桃」を見ながら、「桃

はね、花が咲いてたくさんの小さな実をつけるでしょ。

そこから、大きくなれよ、美味しくなれよと一つの枝に

１個だけ残すんだ。だから、少々まずくても一口でも食

べてあげないと・・・・」

そして最後の反省会。第１部は反省の弁＋表彰。生徒代

表Ｓさんの反省。

この後（忘れるところだった)表彰。単語テストの班別１

位の４班と３班に。そして、連続２０点賞。

反省会第２部ですが、どうも中学生はすんなり歌わなか

ったりで司会のＡや君も困っていました。

そうこうするうちに、「中１外へ出なさい！」から始ま

ってお迎えです。
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さて、最後に、「やっと帰ってくれた」か「もう少しい

て欲しかった」かですが、言うまでもなく後者ですよ。

問題がある子はある子で興味深いし、そういう子が「変

わる」のを見るのが楽しみですから。

４期１日目(2011 年８月 13 日(土))(高校生後半)

夏期合宿、第４期のスタートです。残念ながら１名が３

０分ほど遅刻しました。夏休みなので「よく寝る生活」

をおくっていたようです。そういう生活改善の意味も合

宿にはあります。今朝は雲ひとつない快晴でした。みん

なが来るのをアサガオも歓迎です。

やがて７時過ぎからポツポツと車が到着します。(集合は

７時４０分です。)

全員が食堂に揃って、「運命」のじゃんけんが始まり、

班が決定しました。

ローテーションをする二つの班ごとに分かれて、細かな

打ち合わせ、説明です。本館では昼中心の活動をする３・

４班。

説明をしているのはＴ所君(岡山大・医)とＮ兄(早稲田

大・法)。食堂では夜中心の活動をする５・６班。説明を

しているのはＡや君(一橋大・法)とＫ西君(香川大・医)。

役割説明の後、自己紹介、そしてそのまま班別学習です。

南教室では朝中心の活動をする１・２班。担当は、Ｎ弟

君(慶応大・商)とＳ原君(大阪大・工)。

大学生スタッフは、上記以外に、今期からのＭ原君(東京

大・理)と明日から復活のＡ木さん(東京大・文３)がいま

す。また、今期にはいませんが、今までＮ本君(東工大・

工)とＳ広さん(香川大・教)にも協力してもらいました。
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さて、一斉清掃、班別学習の後、昼食準備です。高校生

は役割に慣れている人がほとんどなので、予定時刻の１

０分前には完成です。ただ・・・かぼちゃが分厚すぎて

揚がっていないのがありました！

久しぶりの、(私たちは２日連続の)、たらいうどんです。

４期になると、あれこれ直さなければならないところも

出てきます。それらを修理しながら、１７日まで続きま

す。一番欲しいものは・・・・睡眠

たとえ雨でも収穫はしてこなければなりません。ニンジ

ンの入っていないカレーなんてカレーじゃあありません

から！

午後６時頃、雷雨がありました。最初ほんの少ししか降

らなかったので、スタッフの数人が「雨乞い踊り」を、

私が空の黒雲に向かって、こんなんじゃいかんだろ、降

るならもっとザァーと降れと文句を言いました。する

と・・・・激しい雨じゃありませんか！

さて、午後は昼食片づけから。今、昼食片付け班は４班。

その後、水シャワー時間があって、いよいよ学年別の開

始です。高１は南教室で「構文テスト」です。

問題は高３。何となく緊張感に欠けるきらいがあります。

背中が何か物語っているでしょうか？

もっと「鬼気迫る」ものでなければなりません！

果物は、いつも美味しい。まさか４期まで木に桃がなっ

ているとは思いませんでした。ペロリと平らげ、「は～

い、追加の桃が来ましたよ。」と言うと
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班別学習をしながら、一方では夕食準備、そして「シー

ト張り！」。

ジャガイモの山です。このイモが美味しいからか、美味

しいカレーができて、おかわりの長蛇の列ができました。

４期＝３期＞１期＞２期のようです。

全員、シャワーを終え、ほぼ時間通りに１回目の単語テ

ストです。やはり緊張感の問題か、「４期＜２期」のよ

うです。

反省会は、大学生スタッフによる受験勉強の心得付きの

自己紹介。そして、「桃の話」。

桃の話＝花が咲いて、摘果して、また摘果して、袋をか

けて・・・でも落下して・・・今ここにある。だから、

出来の悪い１個でも、ほんの少しでも食べてやらないと。

今期で桃を食べつくすことでしょう。

でしょうか？

４期２日目(2011 年８月 14 日(日))

昨夜、高３の「自由学習」は勿論ですが、高１・２の自

主学習もにぎやかだったそうです。

朝、天気が心配されましたが、昨夜の雨は「草抜き」用

の雨だったのか、よく抜けます。

高３は例によってお参りです。
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帰ると、アサガオ。次々に咲いてくれます。

１班さんは、時間に間に合わせようと必死です。５分ほ

ど遅れましたが。

そして朝食。最近は余程でないと「残し物」がありませ

ん。各班で食べられないもの(主に「量」ですが)を男子

に回したり・・・・長い時間がかかりましたが、ほぼ伝

統になりました。

朝食片付けは２班さん。

余程のことがない限り、これらの「仕事」も予定時間内

に終わるようになりました。やはり「ティッシュシステ

ム」の威力は相当なものだと思います。

一斉清掃の後、９時からは班別学習。今期の「緩み」を

象徴するものが撮れました。

１５分間睡眠は勧めているくらいですから、イネムリは

許容しています。しかし、合宿２日目で朝の学習時間に

イネムリというのは論外です。

昼食は三色丼。「早く並びなさい！ほら、立ち止まらな

いで！」と声をかけるのが私の役割の一つです。

昼過ぎから雲行きが怪しくなってきました。

午後は学年別テストから。高１Ｍ・Ｓともに数学テスト

なので食堂を使って合同です。

高２は南教室。やはり数学テストです。
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どちらも「再テスト」対象テストなので、それぞれ真剣

です。テスト終了後グラウンドへ行こうとすると雨が降

り出しました。「待機」指令です。

グラウンドでは水うち、ライン引きが終わったところ。

勇気を振り絞って雲の動きを判断し、「降らないから来

なさい」指令。正解でした！

例によって試合のない班は先に果物。

飛距離はやはり高校生、中学生とは比較になりません。

３試合終了後、(Ａ・Ｂ２つのコートで３試合ですから、

全部で６試合が標準的な運営です)、ソフトボールチーム

のメンバーがたくさん来ていたので、高校生を選抜し「本

格ソフト」。

観客も多く、白熱した試合でした。そのころ５班は夕食

作りです。きょうは、「とんかつ定食」。（決して「ぶ

たかつ定食」ではありません。）

昔と違って、ソフトをしたからといって時間が遅くなる

ということはありません。進歩したものです。夕食の後

は夕食片付け。男子は外、女子は中なんです。

単語テストはやはり３学年とも２期を下回りました。ほ

んの少しの緊張感の問題かな、と思われます。

１位は１８．２点の１班。

反省会ではＡ木さん(東京大・文３)の受験の注意の経験

談と「課題」。課題は各班の大学生への質問です。実は

質問の内容で、高３の「意識」が分かります。「う～ん」

というものもありました。
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明日は８・１５なのに新聞は休み。どの新聞社も一斉に

休むって「おかしい」と思うのですが・・・。自らの意

見や考えを持って、それを述べるのではなかったのでし

ょうか。ある意味で「談合」です。

４期３日目(2011 年８月 15 日(月))

今朝１時ごろ激しい雨が降り風も吹きました。(天気予報

ではそんな予報はなかったのです。)通路の屋根には雨水

がたまり、あちこち破壊されました。前回の雨で、暗が

りで急遽設置したため不完全だったのです。

グラウンドでは、テントが４つほど破壊されていました。

（もう修理不能です)でも「水はけ」は草が殆どないこと

もあって殆ど溜まってはいませんでした。

全員が後ろに曲げると、何か面白い格好になるものです

ね。

高３は「お参り」の後、草抜き。よく抜けます。お参り

よりも効果絶大！

帰って朝食です。ご飯・みそ汁(具はわかめとタマネギ)・

もやしの湯通し・カボチャとあげの煮付けに味付け海苔。

食堂側からアサガオを見ながら食べるのは、なかなか風

流なものです。

朝食の音楽は「サイモン＆ガーファンクル」。一斉清掃

の音楽は「ＺＡＲＤ」。合宿期間中にはかけきれません。

ＺＡＲＤのリズムは、掃除で手を動かすリズムに似てい

ませんか？
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掃除の後は班別学習。本館です。これだけの人がいて、

殆どは眠気とも戦いながら、でも懸命に勉強しようとし

ている。そういう周りを見て勉強しないとしたら、それ

は勉強するに足る「常識」がないと思われます。

４期は、修理期間であると同時に、来年に向けて新しい

ことを試したりする期間でもあります。今日の昼食は「酢

豚定食」。

出来上がり作品です。春雨サラダ・ウリの漬物もついて

います。

もうすぐ昼片づけが終わります。この後から「役割チェ

インジ」です。

今日は８月１５日。高校生と共に、８月１５日に(せめて)

新聞を読み、戦争について考える時を持ちたいとずっと

思ってきました。高校のテスト日程がそれを許容せず、

ここしばらくは４期は中学生、というパターンが続いて

きました。それが今年、テスト日程が変わり、(以前に戻

り)、４期の高校生が可能になりました。反省会で、「や

っぱり、その年の合宿を、高校生と共に終えたいじゃな

いか。」とつい本音を漏らしてしまいました。

今年は朝日の昨日の、(だって今日は新聞休刊日ですか

ら)、社説を読み合わせしました。今年は「毎日より朝日

の方がまとまっている」というＡ木さんの意見にもより

ます。 (本当は朝日は・・・。Ｍ財閥と呼んでもいいの

では？自らの「財閥臭」に蓋をして、いわゆる知識人っ

ぽく「高みから」論陣を張る姿勢はいただけませんから。)

さて、午後の昼食片付け後に「役割チェインジ」を行い

ました。短い合宿期間ですから、役割を固定する方がス

ムーズにできることは分かっています。しかし、例えば、

食事作りと片付けの両方を経験することで見えてくるも

のの方が「大きい」と思うからです。少々の混乱はあっ

ても。

５・６班の班別学習の横で、新しく麦茶班になった１班

さんがウォータークーラーの講習を受けています・・・。
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その後、水シャワー・「楽しい」自由時間を経て、２回

目の単語テスト。

このころ、私はグラウンド整備車をひたすら動かしてい

たのでした・・・

単語テストの後は学年別のテスト時間。高１のＭ(丸高)

とＳ(坂高)が合同で英語テスト中。勿論、問題は異なり

ますが、何でも南教室が暑いとのこと。

この学年別の時間、高３はテストがありません。果たし

て、自分で課題設定をして、黙々と、そして淡々とそれ

に取り組んでいるでしょうか？

グラウンドを整備し、(今朝の大雨でかなり傷んでいまし

たし、テントも壊れていました、一息ついたころ生徒諸

君が到着です。例によって、２試合目の班は先に果物。

４期まで「食べ放題」を守れそうで一安心です。(昔、「一

人２個ね」なんてことを言わざるを得ない年もありまし

た。)

今日の試合には、「乱入者」がいました。

ちょうどうまく年齢順に並んでいます。左３人が長男の

子供たち、右の端が次男の長男です。(次男の次男はまだ

歩けません。)

今日の夕食作りは、昨日までの片付け班の６班。肉じゃ

がごときで遅刻するなんて！

反省会では、「現役弁護士」のＭ君による法学部の話や

大学生スタッフ及び、今日の訪問者(卒塾生)のＦ君(神戸

大・法)とＯ君(同志社大・法)の質問に答えるという一種

の「パネルディスカッション」も行われました。
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実は、来年からこの形式、つまり社会人の卒塾生を招い

て語る時間を取りたいなと思っています。明日には、Ｙ

さん(旧Ｍさん)が来てくれる予定です。このブログを見

ているたくさんの卒塾生諸君、合宿は１７日までです。

４期４日目(2011 年８月 16 日(火))

４日目。疲れのピークです。従って、午前中の班別学習

時間(９０分間)を自由学習にしています。睡眠学習もＯ

Ｋです。すると、やっぱり男子は・・・

天気が心配でしたが、だんだん晴れてきました。今日も

元気にラジオ体操から。

高３のお参りもいつも通りです。この後、草抜き。淡々

と日課を消化します。

合宿所では、今日初めて朝食作りの２班さんが奮闘中。

アサガオが応援しています。

そして朝食。昨日までの朝食作り班の１班さん。今日か

ら片付け班です。
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自由学習時間が終わり、昼食準備の始まりとともに班別

学習です。これは５・６班。まだ睡眠が足りないような

子も・・・

そして昼食。これも今期初めての「しょうが焼き定食」

です。

昼片付けは３班さん。昨日までの準備班です。

今さっき、「片付け終わりました！」の報告がありまし

た。ただ今「水シャワー時間」です。

第３１期の夏期合宿の最後の夜を迎えました。今期は「け

が人」も多く、医者にもかかりました。でも「最後の夜」

には不思議と元気が回復するようです。

午後の学年別時間。高１が数学テストを受けています。

南教室が暑いようで、今回も食堂を使っています。北・

南教室の暑さは来年までの課題です。

高３も模試用の実力テスト。

テストの後にはソフトボールの時間が待っています。楽

しいことは苦しいことの先にあるべきなのです・・・・

ピッチャーは「みらい」君。試合途中の果物時間。４期

の最後でも美味しい！
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夕食は「から揚げ定食」。ポテトサラダ・スープ付きで

す。あんなにたくさんあったジャガイモも底が見え始め

ました。タマネギは使い果たしました。やっぱり５００

本では少なかったようです。来年は６００本にする予定。

美味しかったようです！自家製はご飯・トマト・ジャガ

イモ・キュウリ。レタスもキャベツも挑戦はしたのです

が・・・キャベツは今は青虫の天国です！

全期を通じて、「残飯」がほとんどありません。食べら

れないものは他の人に回しておく、ということが常識に

なっているようです。

シャワー後に高２は「理科チェック」がありました。２

期より芳しくないような気がします。

反省会では「女子の班長」さんの質問。女子はやはり大

学生活の生活面に興味があるようです。

４期５日目(2011 年８月 17 日(水))

第 31 期夏期合宿の最終日です。これで、１日に２回も更

新するという重圧から解放されます。

午前中の「再テスト」の出来が芳しくなく、この後の一

斉清掃の時間を削って、「再々テスト」を行おうかと思

っています。

さて、グラウンドの内側からは殆ど草がなくなりました。

今年は、時折の雨も含めて天候に恵まれ、期の入れ替わ

りは別にして、毎回グラウンドへ行くことができました。

草刈も順調に進み、あと２メートルとなったところで、

突然蜂の大群に出くわしました。巣があったのです。得

意の「アース攻撃」を繰り返し、巣を取り出してみると

グラウンド草刈で発見した巣の中では史上最も大きなも

のでした。危ないところでした。
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高３の神社参拝も完遂できましたし、来年こそは努力が

報われるものと信じておきましょう！

「今日の朝顔」です。葉の枚数は多くなかったのですが、

たくさんの花をつけてくれました。すべて、種から育て

たものです。

昨日はパン屋さんの都合でパンが間に合わず、朝ごはん

がパンというのが今日になりました。「ホテル食パン」

に好きなものをはさんで食べるのです。そして大きな口

で・・・

パンは一人当たり４～５枚が標準です。ハム・チーズ・

キュウリ・たまご・ポテトサラダ・ママレード・各種ジ

ャム・・・・お茶は前日に作り、冷やした紅茶です。そ

の上ニュースタミンに飲むヨーグルト。

食後は片付け、一斉清掃を済ませて、高１・高２の再テ

ストです。

一方、余裕の合格者。

昼食は言うまでもなく「たらいうどん」です！

すっかり忘れていました。昨日、懐かしいＹ(旧Ｍ）さん

が訪ねて来てくれました。千葉に住んでいるのですが、

帰省していたのです。

合宿所が今の北・南教室の所にしかなくて、「上の桃畑」

に夏だけ借りた工事用プレハブを建て、シャワー室は今

の「ゴミ置き場」になっている旧シャワー室。トイレは

今の旧トイレ。(女子のブースは２つしかありません。)

しかも、厨房は外！正確には旧本館からのテラスの下で

した・・・・しかも、丸亀高校が、かの４２年ぶりの甲

子園に出場し、ベスト８に勝ち進んだころ・・・・そう
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そう、この辺の話は、「夏期合宿の軌跡」に入っていま

す。

ソフトボールの時間には子供さんも紹介してくれました。

シャイで運動神経抜群でした！

さて、午後は「再々テスト」の予告をしたため、(結局、

掃除不行き届きでテストをする時間が出ませんでした。)、

班別学習でも質問が相次いだようです。

通路の解体をすると、合宿が終わったなぁと思います。

ブルーシートをはずし、「骨組み」になっている「よし

ず」をはずします。

１期の逆に人間ベルトコンベヤーを作って男子棟１階に

布団を集合します。やはり、中学生よりは上手です。

４期の最後まで「食べ放題」のスイカと桃があってバン

ザーイです。しかもどちらも殆ど美味しい。第２女子部

屋からの撮影です。

一斉清掃、果物の後は食堂に集合して反省会です。まず

単語テスト１位の１班さんの表彰から。美味しそうなケ

ーキのセットです。

次いで、連続２０点の諸君の表彰。

反省会では、ＭＯ君が感想を述べています。私は、「毎

日２回ブログを更新して記録を書いているからね。帰っ

てから見なさいね。」
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高校生は、指名されてもほぼすぐに出てくるので、司会

のＡや君も楽だったでしょう？

そして、高１から順に迎えの車が来て去っていきます。

４期は寝込んだ子もいましたし、病院に連れて行った子

もいますし、手を切った子も片手では終わらないかも。

日常生活を送っていれば、当然のように出てくる現象で

す。

しかし、そうした「想定外」の事柄を一つ一つ解決する

ことが楽しいのです。

生徒の質問に「受験勉強の合間に何か楽しいことを・・・」

という質問がありました。受験勉強は苦しみなのでしょ

うか？渦中にあってはそういう側面もあるかなとも思い

ますが、受験勉強が楽しみという子たちもいるはずです。

できればその境地に達するといいですね。

☆８月１８日(木) 最後の片付けです。

厨房のゴミバケツ類を洗い，ゴミというゴミは，少々使

えそうなものも全て廃棄します。やがて，「ふとん屋」

さんの登場です。７月３０日と逆の作業です。

昨日，生徒諸君の人間ベルトコンベアーで男子棟１階に

集合していた布団をトラックに返却です。

次に旧シャワー室から運び出したゴミの山を業者さんの

トラックに。トラックは不燃物。可燃物はよく見るゴミ

収集車に。

ウォータークーラーも掃除して片付け。シャワーカーテ

ンも洗って干して収納。

途中で帰った大学生スタッフもいますが，最後まで残っ

て片付けてくれたスタッフと記念撮影です。

明日から平常授業の開始です。正確には「夏休み時間」

での再開です。「無念の想い」を引き受けるとは，自ら

が精一杯頑張ることだと思います。


