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１ 学校（団体）の概要 

 

【１】特長 及び 規模（対象となる生徒数） 

 ○本校は八丈島唯一の高校である。豊かな自然に恵まれることにより、生徒が理数に対する興味・関

心を高められる環境にある。 

 ○地域による理数教育活動が活発に行われている。小学生から八丈サイエンスクラブに所属し理科研

究が活発に行われている。地元小学校では、平成 27 年度日本学生科学賞文部科学大臣賞（共同）、

中学校において平成 30年度日本学生科学賞日本科学未来館賞受賞している。本校では平成 26年度

に小学生からの継続研究が評価され、北海道大学への推薦入試で合格している。 

 ○本校には科学部が存在しない。少子化が進み、生徒数減少から新部創設ができない状況である。 

  【本研究は 2学年の化学基礎選択者と全校生徒の参加希望者を募り活動を行った。】 

 

【２】これまでの理数教育に関する取組や成果 

○大学との連携：東京海洋大学海洋工学部海事システム工学科及び東京農業大学地域環境科学部森林

総合科学科の研究室訪問実習体験(平成 28年度) 

 ○科学の祭典ポスター発表生徒１名参加(平成 29年度) 

 ○パソコン甲子園２名参加優秀賞受賞(平成 28年度) 

 

 

２ 研究・開発の主題 及び 実施計画 

 

【１】研究・開発の主題 

八丈島と八丈小島の自然環境の比較 

 

【２】研究・開発の主題設定の理由 

八丈小島は八丈島の西約 7.5 km に位置しており、かつては人が住んでいたが、1969 年以降無人島と

なっている。2013 年頃より国の特別天然記念物で絶滅危惧種のアホウドリの近縁種であり、IUCN(国際

自然保護連合)のレッドリスト準絶滅危惧種に分類されているクロアシアホウドリの繁殖が確認されて

いる。八丈小島全域が東京都鳥獣保護区特別保護地区の指定を受け世界最北の繁殖地区となる可能性が

高く注目を浴びている。八丈小島は人の従来が少ないことやイタチやヘビなどの外敵が生息しないため

野鳥や固有種の動植物をたくさん観察することができる。本研究では八丈小島での自然観察から八丈島

と八丈小島との自然環境や動植物の比較を行うことを目的とした。また、理科教育という観点からも、

生徒の興味や関心を高めさせる機会となり、生物と環境について考察するよい教材になると考えた。 

 

【３】研究・開発の方法 及び 実施計画 

（１） 理数教育に関する現状と課題 

本校は理数系進学が少ない。（３学年選択授業：数学Ⅲ選択者３名、物理選択者３名、化学選択者７名、

生物選択者１名）日頃の授業等で理数に関する興味・関心を引き出す工夫が必要である。 

（２） 課題解決に向けた仮説 

課題研究、研究者講演、科学ニュースなどの新たな情報を生徒に提供することにより理数系の裾野が広

がり、自己学習、学力の向上につながる。 

（３） 具体的な方策 

八丈島と八丈小島の自然環境の比較、ヤコウタケ（光るキノコ）の単離と培養に関する研究、染料の研

究 

（４） 検証方法（評価方法） 

発表までの定時確認と発表準備状況確認、学校行事への関わり方により行う。 

 

 

 

東京都立八丈高等学校 
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３ 研究・開発の具体的な取組 

 

【取組１】八丈島と八丈小島の自然環境の比較 

（１） 取組のねらい 

集団離島から今年で 50周年を迎える八丈小島は 2013年頃より IUCN(国際自然保護連合)のレッドリス

ト準絶滅危惧種に分類されているクロアシアホウドリの繁殖が確認されている。2017 年 11 月に八丈小

島全域が東京都鳥獣保護区特別保護地区に指定を受け、繁殖地として定着すれば世界最北の繁殖地とな

る可能性が高いということで注目を浴びている。 

 八丈小島は、八丈島から約 7.5kmと目視でも確認できる小島であるが、上陸したことのない生徒が大

半である。今回、全校生徒に自然観察会の参加者を募り実施した。八丈島と八丈小島との自然環境の比

較や動植物の観察、残存する学校と村落の跡地を歴史的観点から観察することで、当時の生活環境や風

土観測を明らかにすることをならいとする。 

（２） 具体的な内容 

八丈小島で太平山と海岸・旧村落地域に分かれて自然観察を行った。八丈支庁産業課職員（鳥獣保護員）

によるガイドやレクチャーを受けながら自然観察を行った。行程は以下の通りである。 

八重根港(8:15)→八丈小島鳥打港(8:45)→学校跡地(9:20) 

Aコース 太平山登山→山頂(13:30)→下山(14:10)→鳥打港(15:40) 

Bコース 学校跡地(13:30)→神社跡地(13:30)→海岸(13:30)→クロアシアホウドリ繁殖地の整備 

→鳥打港(15:30)  
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（３） 成果と課題 

八丈小島の自然の特徴は鳥類にとって天敵となる哺乳類（ヒト、イタチ、ネコなど）が生息しないこ

とや、小島への行き来が少ないため植物相が伊豆諸島本来の姿を保っている。その結果、八丈小島だけ

で見られる陸貝や環境省レッドリストに掲載されている絶滅危惧種が多種生息することが分かった。 

クロアシアホウドリが繁殖を始めたことをきっかけに、今までほとんど手が付けられていなかった八

丈小島の生態系の調査が少しずつ進み始めている現状である。事後のアンケートより「自然観察会に参

加できて良かった」と答えた生徒が 76%。「自然観察会を通じて科学に対する興味・関心が高まり、もっ

と野外活動調査を行い学習を深めたい」と回答した生徒が 64%と肯定的な回答が多かった。生徒の感想

では、小島に外来種を持ち込まないことやむやみに立ち入らないなど私たちの出来ることを行い、動植

物にとっての楽園を大切にしていきたいという意見があった。 

 ＊経費 報償費 37,600円 一般需要費 82,667円 使用料及賃借料 149,040円 

 

【取組２】 全校生徒を対象にした学習会の開催 

（１） 取組のねらい 

 理科嫌い、数学が苦手な生徒に対して、研究者を招聘しての講演会運営をとおして、理科系学習の

興味・関心を高める。 

（２） 具体的な内容 

ザトウクジラは 11 月から 5 月にかけて日本の近海では主に沖縄や小笠原諸島近海へ来遊すること

が知られている。しかし、2015 年冬季から突如八丈島でも大規模な来遊を開始している。なぜザトウ

クジラが八丈島へやってくるようになったのか。八丈町は、2016年度から東京海洋大学大学院鯨類学

研究室（加藤秀弘 名誉教授、中村玄 助教）と共同で八丈島のザトウクジラの生態調査を行っており、

2016年度から調査報告の講演会を実施、本校生徒も参加している。今年度の報告内容は①八丈島周辺

における冬季分布に関する情報の収集（八丈島のザトウ回遊状態の季節的変動）②個体識別を行うた

めの自然標識写真の収集（八丈島ザトウの起源を知るため沖縄、小笠原との関係）③鳴音の録音（八

丈島ザトウの生態特性）であり、研究成果の報告が行われた。 

（３） 成果と課題 

 今シーズンの調査では、発見した群、頭数は昨シーズンに比べ倍近くに増加した。また、個体照合

の結果、昨シーズンと今シーズンの二シーズンにわたり確認された個体もおり、八丈島へ繰り返し来

遊している個体がいることが明らかとなった。昨シーズンに引き続き環境要因を含めた定量的な調査

を行えたことにより、ザトウクジラが八丈島周辺海域において、どのような環境条件において多く分

布するのかが少しずつ明らかになってきた。事後アンケートより「クジラ学習会を行い科学に関する

興味・関心が高まった」と答えた生徒が 50%、「もっと深く生物について学習したい」と答えた生徒が

60%と肯定的な回答が多かった。 

      

４ １年間の成果と課題   

 

（１）成果 

【取組１】を実施することにより、理科研究の方法や技術の向上が図れた。また、八丈島特有の生き物

や自然事象を研究テーマに取上げることで八丈島への理解を深化することができ、身のまわりの事象を

科学的に理解することができようになった。【取組２】では研究者講演会により科学者の研究や講演を

聴講する機会が少ない生徒にとって貴重体験となった。理科嫌いな生徒にとっても近年、八丈島に来遊

しているクジラをテーマにすることにより、抵抗なく聴講することができた。研究者との交流を通して

科学が身近なものとしてとらえることができるようになった。アンケートの結果より【取組１、２】に

より「科学に対する興味・関心が増したか」という質問に対して、大変増した、やや増したと答えた生

徒が全体の 50%であり、「授業での観察や実験について、もっと深く学習したい」と答えた生徒が全体の

61%。「授業でのプレゼンテーションを高める学習について、もっと深く学習したい」と答えた生徒が全

体の 62%、「授業での英語で表現する力を高める学習について、もっと深く学習したい」と答えた生徒が

全体の 74%あり、肯定的な回答が多数であった。 

対象生徒の進路希望先と希望数 

<1学年：理数系進学大学 0名、専門学校 0名>(全体 1名) 

 <2学年：理数系進学大学 2名、専門学校 2名>(全体 6名) 

平成 30年度選択科目 

<2学年：選択化学基礎 8名(19%)、数学 B12名(36%)> 
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 <3学年：数Ⅲ2名(8.8%)、物理 2名(8.8%)、化学 8名(24%)、生物 1名(2.9%)、理科課題研究 0名(0%)> 

平成 31年度選択科目 

<2学年：選択化学基礎 8名(13%)、数学 B15名(29%)> 

 <3学年：数Ⅲ2名(6.1%)、物理 2名(6.1%)、化学 1名(3.0%)、生物 1名(3.0%)、理科課題研究 4名(12%)> 

（２）課題 

生徒の一部は小学生から八丈サイエンスクラブに所属し、中学でも活発な理数教育活動が行われてい

る。近年、サイエンスクラブや中学において日本学生科学賞で受賞している。しかし、活発に行われて

いる理数教育活動も高校では科学部がなく、理科実験や研究にふれる機会が少なくなっている。本校は

部活動加入率も高く、部活動も活発に行われているため、理科研究に興味はあるが、活動できる時間が

少ない。在籍人数も都内の高校に比べ少なく、理科研究に取り組む生徒の人材と活動時間を確保するこ

とが今後の課題である。理科教員中心の運営体制で行ってきたが、学校全体の取り組みとなるように運

営体制を整え、より効果的な取り組みを実施していきたい。 

 

５ 生徒の研究事例 

 

・八丈島と八丈小島の自然環境の比較【2学年 7名、1学年 1名】 

・ヤコウタケ（光るキノコ）の単離と培養に関する研究【2学年 1名】 

・染料の研究【選択化学基礎選択者 8名】 

 

６ 成果検証シート 

 

 平成２９年度 平成３０年度 

今年度の各種科学コンテスト出展
数・その結果 

科学の祭典 ポスター発表  科学の祭典 ポスター発表  

生徒１名参加 生徒１名参加 

今年度の各種科学オリンピック 
出場生徒数・その結果 

参加なし 参加なし 

  

大学や専門機関との 
連携先・連携項目 

八丈島発光研究所 八丈島ビジターセンター 

発光キノコの発光メカニズム 八丈島の成り立ちや島の気候、 

の解説や単離方法、発光研究の 島の自然や生き物についての 

理解を深めた。 理解を深めた。 

八丈島ビジターセンター  

八丈島の成り立ちや島の気候、  

島の自然や生き物についての  

理解を深めた。  

校外の理数に関するイベントの参
加者数 

参加なし。 八丈小島自然観測会 

  

校外の理系に関する講演会等への
参加者数 

クジラ学習会 クジラ学習会 全校生徒(3 

 学年進学希望者除く) 

進路状況及び進路希望状況 

立命館大学食マネージメント 静岡大学工学部化学バイオ学科 

学部 1 名（推薦） １名（推薦） 

日本薬科大学薬学部薬学科 武蔵野大学教育学部教育学科 

１名（推薦） 理科専攻１名（推薦） 

その他 
都立小笠原高校との交流会に 特になし 

おいて、生物採取調査を実施。  
 



都立小笠原高校との交流会報告書 

期日 平成３０年６月２２日から６月２７日 

参加生徒 小宮山久瑠美（全日制） 

石原 泰明 （定時制） 

引率教員 黒﨑正喜（全日制） 磯崎理沙（定時制） 

目  的 

 ・ ３７回目を迎える「おがさわら丸で航く小笠原

（父島・母島）親善訪問団」に参加することを、平和教育的な視点で捉え、本校の教

育目標達成につなげる。  

・ 小笠原高校との交流を深め、相互の文化伝承教育や海洋教育について情報交換を行

い、島しょの学校としての課題改善につなげる。 

・ 体験・交流内容について、八高祭でパネル発表またはプレゼン発表させることをと

おして、コミュニケーション能力の伸長と全校生徒の理解深化を図る。 

 

６月２３日 ―出航から１７時間― 

８：３０ 

青龍丸戦没者追悼式が後部甲板で行われ海に献花しました。 

昭和１９年５月１１日潜水艦の攻撃を受けて沈没した青龍丸には八

丈島から動員された方々が引き上げのために乗船しており、５７名の方

がなくなりました。 

８：５０ 

ようやく島影が見えはじ

め、ボランティアでガイドを

されている方から島の説明

を受けました。 

 

１１：００父島上陸 明るい日差しと陽気なリズムに包まれていました。 

 

小笠原高校生徒

会の皆さんと先生

方が私たちを迎え

てくださいました。 

 

港のシンボル「クジラ」

の前で上陸記念写真 



小笠原の自然環境を学ぶ 

ウエザーステーション→ビジターセンター→世界遺産センター 

→水産センター→海洋センター 

小笠原には沢山の固有種

があり、触れたり、嗅いだ

りしました。 

南国ムード満点の路地 

 

大村海岸とウミガメの

産卵跡です（分かりにくい

ですが）孵化した子亀は町

の明かりを月明かりに光

る海と間違えて町の方に

行ってしまうことがあるため、卵のうちから保護して海洋セ

ンターで人工的に孵化させるのだそうです。小笠原高校ではウインドサーフィンを体育の

授業としてこの浜で行っています。 

ウミガメは保護されていますが、

昔からこの土地では食されていまし

た。ウミガメの刺身は馬刺しを少し

淡泊にした感じでしょうか。馬刺し

同様、ショウガやニンニクと一緒に

醤油をつけて食べます。煮込みはい

ろいろな部位が煮込まれており、コ

ラーゲンたっぷりの濃厚なモツ煮と

いう感じでとても美味しかったです。 

 

 

お願いに快く応じてくれました 

生徒会長さんありがとうございました 



６月２４日 世界自然遺産と自然保護   イルカウオッチング→ハートロック→南島上陸 

 

南島固有の自然を守るため、乗船する前には靴

の裏を洗い、外来種の侵入を防ぐことが義務づけ

られています。上陸できる１日の人数も限られて

います。南島に桟橋はなく接岸した舳先から岩場

に移るのは勇気がいりました。ここの岩は鋭く尖

っているからです。 

 

できる限り植物を踏まない 

よう注意を促す看板      踏み外すと流血間違いなし 

 

  

靴の裏をブラシで洗います 

 

 

 

 

 

 

 

半化石ヒロベソカタマイマイ     ウミガメが歩いた跡        高台から見た扇池 

絵の中にいるようで思わずため息が出る。この風景を守りたいと思わずにいられない。     



小笠原の文化 

 南島に行く小船の船長さんが操船しながらいろいろと話して

くださいました。 

 明治政府が小笠原を日本の領地と宣言するまでは、欧米の捕

鯨船の補給基地となっていて、定住者は日本人ではありません

でした。その後入植が進み人口は

7000 人まで増えましたが、太平

洋戦争中、島民のほとんどが内地

に強制疎開させられ、終戦後は米

軍の統治下に置かれたため、昭和

43 年の返還まで帰島ができなかったことがあり、島特有の

文化はほとんどないということでした。小笠原太鼓も八丈島

から移り住んだ人が八丈太鼓を広めたものだということで

す。島寿司も同じようです。他にも南洋踊りについてお話を

伺いました。先住民にハワイの人がいたこともあり、どこと

なくフラダンスに似ており、歌の歌詞にはいろいろな言語の

断片が連なり意味が不明なのだそうです。しかし今はそれを伝承しようとする若い人も多

くいるとのことで、あらたに文化を創っていこうとする力強さや大らかさを感じました。 

 

ハートロックは崩落した斜面がたまたまハート型で、

表面に現れた土に鉄分が多く酸化して赤くなり見事なハ

ートになりました。人々を惹きつける絶好の観光スポッ

トですが、船でしか見に行けないそうです。 

 

 

 

 

小学校で習うそうです。「アオリイカの歌」と

ありますが、「アオリイカを釣るのが大好き」な

人の歌だと思いました 

 

小笠原では小さい頃から自然に親しみ自然を守るということがしっ

かり教えられているようです。自然を守るということは伝統を守ること

にも匹敵する大切なこと。八丈と比べてみておおきな違いがありますが、

それぞれに守るべきものがあり、創りだしていくものがあることがわか

りました。 



戦跡を訪ねて 

戦時中小笠原は本土防衛の要所でした。戦後 73年

が経過してもなお、生々しく戦争の爪痕が残ってい

ます。ここに来てあらためて過去に戦争があったこ

とが実感できました。砲台や陣地は急な斜面だった

り崖の上だったりと築くのは容易ではなかったはず

ですが、当時の人々の決死の思いが伝わってきます。 

↑コペペ海岸の砲台 敵の艦船を狙う 

侵入した敵を迎え撃つ小型の大砲→                                  

小笠原は地理的に南から来  通信所の入り口↑と内部↓ 

る敵をいち早く察知し本土に

知らせる重要な役割があった

ため通信所は爆撃にも耐えら

れるよう分厚いコンクリート

で出来ていました。 

通信所の発電機を置いた台座跡→                                      

戦跡を説明してくれた黒野先生   

と生徒会生徒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小笠原高校のグラウンドの下には戦時中まで使わ

れていた巨大な施設がありました。扉を開けた通路

の先には高さ９ｍ広さ３０ｍ四方ほどの巨大な燃料

タンクです。今でも重油の臭いがはっきりと感じら

れました。特別に開けて見せて頂きました。 

首
を
進
駐
軍
に
持
っ
て
行
か
れ
た
二
宮
金
次
郎
像 



６月２５日小笠原高校訪問 授業体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても明るい小笠原高校生徒会の皆さんと    職員玄関がかわいらしい  各窓には鳥の写真が！ 

 

校舎は斜面に建っているため、階段が

多いのですが、こぢんまりしてとてもキ

レイでした。 

どの窓にも鳥の写真が貼ってあります。

この鳥は渡り鳥の天敵です。渡り鳥が窓

ガラスに激突するのを防いでいるとのこ

とです。 

教室から見える風景 

2 年生最初の授業では小笠原と八丈の違いについての話が盛

り上がっていました。小宮山さんの八丈方言に聞き入り、八丈

の写真に見入っていました。小笠原には方言がないことや八丈

富士のような高い山がないことで興味津々に顔を近づけスマ

ホの写真に見入っている姿が微笑ま

しかったです。 

パソコンを使っての数学の授業で

す。カリキュラムの違いがあっても、

わかりやすい授業を工夫して行って

頂きました。 

1 年生最初

の授業では

マナマナさ

んも自己紹介をしました。質問コーナー

では小笠原高校の生徒の皆さんが一生懸

命英語で質問をされていました。 

 



生徒会との交流会 

 

放課後は小笠原高校の生徒会の皆さんと交

流会を行いました。お互いの学校について質問

しあったり、普段の生活の違いなど話が弾みま

した。 

本校から持って行った部活動紹介と体育祭、

八高祭の紹介ＶＴＲを見て頂きました。 

部活紹介ではたくさんの笑い声が出ていました。体育

祭では応援合戦のチームワークや真剣に競技している

姿にしきりに「すごいね」と言って褒めてくれました。 

最後に皆さんが作ってくれたレイをお土産に掛けて

くれました。心のこもった何よりのプレゼントです。 

ぎんねむ寮   

母島出身の生徒が過ごす寮です。 

一人一人の個室があります。 

夜８時から夜１０時まで自習室で勉

強をします。設備が整っていてとても

過ごしやそうでした。 

 

現在５人

の生徒が入

寮していま

す。母島に保

護者が住ん

でいないと

入寮できま

せん。 

←生徒の個室 ↑自習室     洗濯室 



６月２６日 コーヒー農園にて 

 野瀬コーヒー農園では日本のコーヒー栽

培の歴史や木の種類、栽培方法を学び、そ

して収穫からコーヒーとして飲むことが出

来るまでの行程を全て体験させていただき

ました。 コーヒー豆は赤く熟したものを

摘み取ります。皮をむいた果肉はとても甘

くてまさにフルーツでした。 

皮をむいて２週間ほど乾燥させたもの

を、瓶で脱穀（薄皮を取る）してからいよ

いよ焙煎します。薄く煙りが出るのをキー

プしながら焦がさないよう１５分ほど焙煎器を振り続けます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美味しいコーヒ

ーの点て方のレ

クチャーをして

いただきまし

た。 

美味しいコーヒーの点て方（ペーパーフィルター） 

① お湯は熱すぎない（８０℃～９０℃） 

② はじめに粉全体に少し注ぎ蒸らす（１５秒～３０秒） 

③ 中心に円を描くように少しずつ注ぐ。縁には注がない。 

④ 適量となったら、落とし切らず、すぐにはずす。 

 

 

お湯を注いだとき

に出る泡は中心だけ

に残るようにします。

縁にお湯を掛けると

薄いコーヒーになっ

て本来の味が引き出

せないとのこと。 

今回は３つの班に分かれて作りました。豆も行程も同じですが、焙

煎や点て方の微妙な違いで、３つは全く違う味となり驚きました。 



１５：３０ お別れ 

 小笠原に滞在した４日間はあっ

という間に過ぎ、お別れの時が来ま

した。遠山校長先生には船内で食べ

てくださいとお土産まで頂きまし

た。出航後しばらく、沢山の船がお

がさわら丸と併走しお見送りをす

るのが習わしのようで、その光景は

実に壮観でした。生徒諸君とは残念ながら学校があるので、最

後にお話はできませんでしたが、なんと猛スピードの船で追い

かけ来てくれました。お見送りの船に向けて「ありがとう！」

と大きな声があちこちから聞こえます。「また来いよ！」の声が

エンジン音と波の音にまじりかすかに聞

こえてきます。声が届かなくなると船上か

らダイブして海上から手を振ってくれま

した。噂には聞いておりましたが、目の当

たりにすると心がじーんとします。 

 

まとめ 

全日天候に恵まれ、全ての予定が滞りな

く消化することができました。生徒たちは

お互い島に暮らす者同士ということもあ

るのか、すぐに打ち解け合うことができま

した。小笠原高校生の屈託のない明るさは、

この地に降り注ぐ明るい日差しそのもの

かもしれません。生徒と先生はほどよい距

離間を保ち、互いに慈しみながら明るく授

業が行われていました。小笠原高校には制服がなく、昼食は自宅に帰ってとります。外食

することもできます。八丈高校と比べて違和感を覚えましたが、島の地理や産業、生活環

境など様々な事を考慮するとこのようなシステムになるということがよく理解できました。

小笠原は伊豆諸島を含め東京の離島の中では唯一、人口が増加している島です。たしかに

若い家族が多く小さな子供も多く目につきました。世界自然遺産という確固たる環境の保

証が若い人達を惹きつけるのでしょうか。しかし、島が受け入れるキャパシティには限界

が見えます。今後、どのように島を開発し、島民の増加に対応していくのか注視していき

たいと思いました。 

この訪問で小笠原の魅力をたくさん知りましたが、八丈の良さについても再確認するこ



とができました。八丈高校生の真面目さや規範意識の高さは誇れるもので、どこに出して

も恥ずかしくないと思っています。生徒からすれば校則は厳しいと映っていることと思い

ますが、それでもしっかり守ってくれる態度が素晴らしいし、一生懸命学校生活に取り組

んでいる姿はすごく頼もしくあらためて八高生いいなと感じました。 

また、島の環境について比べてみると、砂浜と温泉、高い山、収穫できる農作物、固有

種、焼酎、サトウキビ、くさや、ウミガメの産卵・・・など、一方にあって一方にないも

のが多くあることが分かります。それらの違いに気づき、お互いの魅力を知ることでまた

自分の住む島の良さが分かってきました。この訪問の記録と得た事は次回の八高祭で発表

する予定です。 

最後にお世話になりました遠山校長先生をはじめ、島内を案

内していただいた池田副校長先生、黒野先生、新行内先生、山

本先生、ありがとうございました。そして公私に渡りお付き合

いいただいた生徒会の皆さん、おかげで楽しく過ごすことがで

きました。ありがとうございました。また、本校生徒のために

授業をしていただいた授業担当の先生方にも深く感謝いたし

ます。この交流会が大変充実した実りのあるものとなったのも

プロデュースいただきました中村修子さま、栗田知美さま、お

二人のご尽力のおかげと深く感謝申し上げます。 
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