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■ 表紙　HOLY FAMILY（聖家族） 

■ 伊東千鶴子先生を囲んで 

■ IN CECILIA　Part1 

　　 最近の学校の行事 

■ こんな素敵な卒業生1 

　　 セシリアの先生として 

　　 クラブ紹介1 

■ クラブ紹介2/同窓会だより 

■ こんな素敵な卒業生2 

　　 スキーの魅力にとりつかれて 

■ インフォメーション 

　　 青葉祭のお知らせ/会計報告 
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ラファエロ・サンティ 
（1483-1520） 
ルネッサンス期を代表する 
画家・建築家 

イエス、マリア、ヨセフの家族は「聖家族」と呼ばれ、キリスト教では家
庭の模範のように考えられています。クリスマスの後の主日は「聖家族」
の祝日といわれ教会では、「聖家族」のために祈りを捧げます。 

◆聖家族とサグダラファミリア 
アントニ・ガウディの建築で有名な 

 

「サグダラ・ファミリア」（聖家族教会）は「聖家族」

という意味をもち民間のカトリック団体が、貧しい

人びとのために聖家族に捧げる罪をあがなう教会と

して計画したのが始まりといわれています。 

現在でも建築中の「サグダラ・ファミリア」の東側

の生誕ファサードはこの聖家族がモチーフとして扱

われており、3つの門には左門にヨセフ、右門にマリ

ア、そして中央門にイエスが象徴として彫刻されて

います。 

Holy Family

Contents

Raffaello Sanzio

発　行：学校法人 大和学園 
　　　　聖セシリア女子高等学校 
　　　　同窓会「松和会」   
住　所：〒242－0006 
　　　　神奈川県大和市南林間３－10－１ 
T E L：046－274－3234（代表） 
会員数：6,122名（平成20年３月現在） 
発行日：2008年５月 

“EL TEMPLE.EXPIATORI DE LASAGRADA- FAMILIA” 
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松和会名誉会長 
聖セシリア女子高等学校校長 
 

来年度は私達の母校「聖セシリア」は創立80周年を迎えることになりました。 
この機に“校長先生の生の声を聞こう”という企画が持ちあがり、インタビューを 
兼ねて校長先生を交えて会食する運びとなりました。 
 
 

松和会の会員、卒業生は 6,122名になりました。 
私たち卒業生はこの学園の中で、輝いた女性になるために社会の中で自分を生かすこと、よく生きる力と愛の心を教
えていただきました。今年もたくさんの卒業生が来校しましたが、仕事、家庭それぞれの場で活躍されています。今
回の会報にあるカナダのウィスラーで働く上野さんの夢の実現もこの学園で得たことが生かされ、現在につながって
いるのでしょう。夢はみるだけでなくかなえていくために努力していく過程が大切だと思います。 
今ここで学んでいる生徒たちも自分は何が好きか、自分の適性は何か、自分の才能＝タラントンは何かを見出し、可
能性を広げていく心と力を育んでほしいと願っております。 
「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、わたしもその人につながってい
れば、その人は豊かに実を結ぶ。…略」 
この聖書を読むと卒業生一人ひとりがいつも学園とつながっていること、FAMILYの一員である喜びを感じます。 

松和会会長　　原   信 江 
 
 
 

昭和  4年    大和学園女学校 創立 

昭和  5年    大和学園高等女学校 設立 

昭和  7年    大和学園小学校 設立 

昭和10年    大和学園幼稚園 設立 

　伊東静江先生の教育目標である「カトリック精神による 

　豊かな人間形成」は初等教育から高等教育にわたる一貫 

　した教育制度が形成される 

昭和22年    大和学園女子中学校 設立 

昭和23年    大和学園女子高等学校に改称 

昭和28年    大和学園幼稚園 開設 

昭和37年    大和女子海外拓殖学校 併設 

昭和38年    農芸栄養科 新設 

昭和42年    保育科 新設 

昭和46年    創立者　伊東静江先生　帰天　 

昭和46年    伊東千鶴子先生　学校長に就任　 

　「信じ・希望し・愛深く」を学園の校訓とし新体制を築く 

昭和54年    創立50周年記念式典 

昭和55年    校称を「聖セシリア」に改称 

　　　　    聖セシリア記念日制定（11月22日）　 

　　　　    幼稚園、小学校、中学校、高等学校を 

　　　　    新校称へ変更 

昭和58年    短期大学 改称 

　　　　    大和学園 聖セシリア女子短期大学　 

平成11年    創立70周年を迎える 

平成21年    創立80周年へ　 

朝礼の言葉は、いつも神頼み。
聖霊が教えてくれるかのように
必ず不思議なくらい言葉が出
てきたとか。 
 

7つの部署を行き来する毎日。
生徒の名前と顔を一致できる
特技は並大抵ではできないこ
と…校長先生、あっぱれ！です 

この頃は創立者の仕事ぶり
は見る機会がなく毎朝本校の
八角堂まで創立者を車で送り、
そのまま喜多見幼稚園に戻り、
手伝いを。後を継いではじめ
て“偉い人だったんだなぁ”と
実感。 

“一流の物を見たり、聞いたり
しなさい”という母の教えにより、
幼いころからバレエ・絵画・ピ
アノ・ヴァイオリン等を身につ
けた学生時代。 

設立当時3歳の千鶴子校長
先生…専業主婦だった母（創
立者）が仕事をはじめたため
寂しい思いの日々 … 
一番懐かしい記憶は、懐に手
を入れると感じる暖かい母の
感触。 
 （左）千鶴子先生 

（左から３番目）千鶴子先生  （右）静江先生 



st Cecilia OG会松和会会報

3

普段なかなか校長先生に聞くことが出来ない質問を、若手の松和会メンバーが体当たりで直撃しました。 
雑談や話が脱線する中で校長先生の本音もチラホラ…この数時間は私たちにとって懐かしさを感じる貴重 
な時間となりました。 

  終わりに… 
 

Q１．来年2009年は創立80周年を迎えますが、どのように感じていらっしゃいますか？ 
　　　よくぞここまできた…と思います。神様の摂理が導いてくれてここまでこれたように思います。 
　　　幸せな人を作るためにはセシリアは必要であり今後もその素晴らしさを伝えていきたい。 

Q２．これからの生徒や卒業生、先生方に望むことは何でしょうか？ 
　　　≪生徒、卒業生に…≫  
　　　　幸せになってください。また、人の役にたつ人になってほしいし、むしろなるに決まっています。 
　　　≪先生方に…≫  
　　　　先生達にはいつも助けられています。常に理解し、それを生徒たちにも伝えてくれていると信じています。 
　　　　学校を信頼し理解してくれる人たちが支えてくれます。生徒、先生、ご父母…いい出会いに恵まれています。 

Q３．セシリアの生徒の誇れることは何でしょうか？ 
　　　たくましく、賢く、考え方が優しいこと。愛されて育ってきたこと。 

Q４．学園が発展していく中、これだけは変わらない…というものは？ 
　　　キリスト教の精神や価値観、「神を識り、人を愛する」建学の精神。 

Q５．女性の校長で苦労したことなどはありませんか？ 
　　　日本はまだまだ男性の社会で、ゴルフなどのお付き合いができなかった部分もありますが、女性だから
　　　ということで付き合い方が変わるわけではなく、皆様が良くしてくださるのでどんな方とも平等に接す
　　　ることができます。全ては神の摂理でここまでやってきました。たとえ失敗することがあっても文句を
　　　言うことはありません。人は必ず後ろから神様が助けてくれますから。 

Q６．80周年の中での大事件は？ 
　　　やはり、創立者である母が亡くなったことと自分自身が校長に就いたことです。カトリックの学校として
　　　いただくことができたご聖体を、「あなたが後を継がないならば持って帰ります。」と司教様に言われた
　　　ことで、後押しされ、神様の意思で校長になったように思います。また、母が亡くなる１週間前に言った
　　　「継ぐに決まっているわよ。」といっていたことも心に残っています。本来なら校長という職種は自分に
　　　とっては一番望まないであろう仕事でしたが、学園の素晴らしさと必要性を感じ、神から与えられた使命
　　　であったと思います。校長の職について改めて感じたことは、創立者の偉大さと素晴らしさです。　　 

これからも皆様に良い学校といっていただけるように更に頑張っていきたい　2008．1．12　伊東千鶴子 

今回、このような機会を設けていただいて感謝しています。千鶴子先生はどの年
代の人でも共感でき、そして目の前の方を大切になさる方です。皆に平等な愛を
持っていらっしゃる方だと思いました。多感な時期に聖セシリアに通って、良い出
会いをしました。頭だけではなく、心を刺激し、豊かにしてくれた学校に感謝！また
周りの人に愛されて育ってきたのだと改めて感じました。自分のできることを大切
にしようと思いました。いつまでも人を愛すること＝心のともしびを与えられる人で
あり続けたいです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（久松　記） 

お忙しい中、今回の企画を快く引き受けてくださいました。 
校長先生に役員一同感謝の気持ちでいっぱいです。充実した時間をありがとうございました。 
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セシリアの最新情報、前回に続き第2弾!! 今回はセシリアで行われる行事にスポットをあててみました。 
皆さんの時代と比べてどのくらい変化しているでしょうか？生徒の皆さんの感想を交えてご紹介します。 
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7月 高校 2 年生 7月 修学旅行 
九州へ「キリシタン史跡」を訪ね、長崎
では原爆資料館、平和公園での献花など、
「平和」を考えます。 

～萩・津和野・長崎～ 

今まで原爆の惨さや、恐ろしさは
聞いてわかっているつもりになっ
ていましたが、実際被害にあわれ
た方のお話をうかがうと、やはり
原爆の真の恐ろしさまでは理解し
ていなかったのだと気づかされま
した。 
アメリカが日本に対して謝らない
ことを非難せず、「謝らなくてよいので核兵器を作らないことを約束してくれ
れば満足」という下平さんの気持ちを知った時、この方は本当に原爆に対して
真剣に向き合い、戦おうとしているということが伝わってくるようでした。 
思わず耳をふさいでしまいたくなるようなことにも「過去に目をつぶらない」
という下平さんの固い決意を見習い、原爆の恐ろしさをこれからの社会に伝え、
平和な世の中を作らなければならない一人としてしっかりと心に留め、よく考
えなければならないと思いました。　　 
　　　　　　　　（平和セミナー感想文より　抜粋）　高校3年　下田麻里子 

最近の学校の行事を 
のぞいてみませんか？ 
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7月 ―私がサマーセミナーで考えたことー 

サマーセミナーに参加するまで、“生きる”ということを考えるなんて重いし、
正直面倒だなと思っていました。でも研修が始まって、どんどん自分と向き
合うようになりました。「生きる」ことを考える中で避けられないのは、“あ
りのままの自分をまるごと受け入れる”ということだと、どの研修からも聞
き取ることができました。（中略） 
ガラルダ神父様の「人生は今から始まるベクトル」という言葉がとても強く
自分に訴えかけてきました。不平不満ばかり言っていた自分を捨て、今を喜
んで生きたいです。自分の心に誠実で、奥深い心に従い、身をゆだねること
を実行できる人になりたいです。この3日間は、本当に自分にとってかけがえ
のない3日間になりました。「生きる」（黒澤明監督）の映画で見たように、こ
こからまた学校生活に戻って前と変わらない自分でいることがないように、
しっかりとしっかりと生きている時間を過していきたいと思います。 

（平成19年度卒　殿木　彩） 

高校 3 年生 7月 サマーセミナー 

8月 ―ニュージーランドの 
　　　　　　研修に参加してー 

異文化に触れるという機会は日常の中にはあまりないことですが、ニュージ
ーランドに滞在した半月間では、日本との異なりを発見する毎日を送りました。
例えば、少し顔を上げて見渡してみると、日本では高層ビルに視界を遮られ
てしまいますが、クライストチャーチでの空は雄大なものでした。 
また、今となっては良い経験になりましたが、滞在中に高熱を出してしまい
ました。何よりも心配だったのは、体の症状をきちんと伝えられるかどうか
でした。しかし簡単な単語で話しかけ、優しく私の話を聞いてくれるなど、
ホストファミリーの心遣いと温かな看病が心にしみ、すぐに快癒しました。
人情豊かな人々に囲まれ、日本とは違う休日の過し方、家族との団欒の時間
を心から楽しみました。 
あの半月間は今までの、どの夏休みよりも充実して輝いていました。 
言語だけでなく、人として大切なことが学べた時間。 
それが私の人生初のホームステイです。    　　　（高校2年　　田島　悠似） 

高校 　　 　　年生 8月 ニュージーランド語学研修 
ニュージーランド・クライストチャーチ
での20日間におよぶホームステイとイン
グリッシュ・レッスン。人と文化に触れ
ることで国際感覚を身につけ、文化の壁
を超えた友情の絆を育みます。 

サマーセミナーは、聖セシリアでの最後の宿
泊行事である高校3年生の夏期行事です。心と
頭を柔軟にして神父様や先生・友人の話を聞き、
自分の思いを語る中で「より善く生きるとは」
という大きなテーマに向き合います。セシリ
アの価値観を学ぶ集大成ともいえる行事です。 

2月 
精神面も体力面も強くなれたと思いますが、何よりも大きな収穫は冬の雪山
の自然を肌で感じられたことです。万座では日中でもマイナス10度前後であり、
家屋の軒先にある何本ものつららは私たちを驚かせました。 
そんな厳しい環境の中でも一致団結して最後まで楽しく講習を受けられたのは、
仲間との協力だけではなくインストラクターの方の丁寧なご指導だと思って
います。 

2月 スキー実習 
高校１年生は2泊3日の日程でスキー実習
を実施します。昨年度は厳しい寒さの中、
全員が検定級を取得し、大きな実りを実
感しました。生徒たちが楽しみながら成
長していく様子が感じられます。 

高校　　 年生 1 

21
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一人ひとりを大切に　淺利　麻衣（平成12年度卒）聖セシリア小学校教諭 
 

番外編　セシリアの先生として 
 

ソフトボールから得たもの　露木麻衣子（ 聖セシリア女子高等学校2年 ） 
 

セシリアでは卒業生の方が教員や職員として活躍しています。今回はその先生にお願いしてセシリアへの思いを綴っていた
だきました。あらためて校長先生の存在の大きさやセシリアの温かさを感じさせられます。 
…セシリアらしさがいつまでも続くよう、私たちも見守っていきたいですね。 

変わらない温かさ　佐野　友香（平成元度卒）聖セシリア女子高等学校司書教諭 

「淺利さん、お元気で頑張っていらっしゃる？」在学中、校長先生にお会いすると必ず名前を呼ん
でいただき、お声をかけていただいていました。私だけでなく、生徒一人一人の名前はもちろん、
がんばっていることなど把握していてくださり、なんて一人ひとりを大切にしてくださるのだろう
と感じていました。 
中学時代、いろいろとがんばろうと意気込んで入学したものの、たくさんのことに目を奪われ、肝
心なことを疎かにしながら過ごしていました。しかし、そのことも校長先生はすべてお見通しでい
らっしゃり、「高校に入ったら、もう少し何でもがんばれるわよね。」と言われたことがありまし

た。その言葉により、高校時代は自分のできることを一生懸命こなしていこうと決心したことは、今でも鮮明に覚えて
います。 
このような環境が当たり前でしたので、在学中にはどんなに素晴らしい環境なのか、ほとんど気がつきませんでした。
卒業してから、常々、校長先生をはじめ、先生方が親身に接してくださっていたことのありがたさを痛感し、このよう
な環境の下で中学高校時代を過ごせたことを嬉しく思っています。この恵まれた環境で学んだことを、同じように子ど
もたちに与えたいという思いで、現在セシリア小学校で勤務させていただいております。一人ひとりを大切にされてい
る校長先生のもとで、そのことをいつも感謝し、少しでも貢献していきたいと思っております。 

今年も高校3年生が聖セシリアを巣立っていきました。 
この季節を迎えると卒業生たちと重なるように、私自身の卒業の頃を思い出します。セシリアを
離れて自立していかなければならないのだという不安と、大人に一歩近づいたという少し嬉しい
気持ちで望んだ卒業式で、校長先生から「おめでとう」と笑顔で証書をいただきました。その後
「ここはあなた方の場所なのですからいつでも戻っていらっしゃいね。」 と優しく私たちを送
り出してくださいました。校長先生とは学生時代いつでも近くでご指導してくださった先生方と
は異なり、合同朝礼や青葉祭、サマーセミナーなどの学校行事でお会いする機会しかありません
でしたが、時間が許す限り、一緒にいてくださいました。また私たち一人ひとりを本当によくご存知でいらしたので、
いつもどんな時でも温かく見守ってくださっていると心強かったのを覚えています。 
セシリアに帰ってきて最初に感じたのは、校長先生や諸先生方が築いてこられた家庭的な雰囲気は在校生の頃とまった
く変わらないということでした。今は幸運にもその中で働かせていただいていますが、卒業した皆さんが、「学校は変
わらないので、遊びに来るとほっとします。」と口にするのを耳にする度に、私と同様に感じてもらえていると嬉しく
思う反面、この雰囲気を受け継いでいかれるように、これからも司書として進化し続けられるように、努めていきたい
と思っています。 

今年の夏は、特にアツかった。気温はもちろんのこと、私達の大会への想いが

あったからです。 

頼りにしていた先輩方は引退し、私達が最高学年となった最後の大会。「絶対

に優勝したい」「悔いの残らないように」という強い気持ちをもって臨みました。

後輩とも一丸となって練習に取り組むためにも、何度となくミーティングを行い、

その結果、“優勝”という成績をおさめることができました。思い起こせば、

ボールを追いかけることで精一杯であった中学１年生の夏から、辛い練習に耐

えられず、やめたいと思ったときもありました。ここまで頑張れたのも、苦楽

をともにした同学年のチームメイトや私達を信頼し、ついてきてくれた後輩達のおかげで学年を越えたチームとして、大き

な目標に向かうことで、とても大切なことを学ぶことができました。 

― こんなに熱い夏があったことを、私は忘れることはないと思います。 

① ① ① 
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写真の魅力（フォトフォーラム）中川　千尋（ 聖セシリア女子高等学校3年 ） 
 

幸せな思い出　古田　陽子（旧姓 黒木）昭和61年度卒 
セシリアを巣立って20年と少しが経ちました。当時私たちの中学の同学年は全部で21人と少なく、まるで姉

妹のように過しました。その同級生9人が昨年末集まりました。会は大いに盛り上がり思い出話に花が咲きま

した。あの頃、憧れていた先生と20年経って青葉祭でやっと話せたことや、花瓶と絵の具と、テニスボール

でクリームソーダを作り教壇に置いておくという皆でした可愛いいたずらのこと、でも先生方は「よくでき

てる」と喜んでくださり、それが嬉しくて全教科の先生にまでしたこと。教科書に載っていた和菓子がどん

なものかを私たちが知らないと、先生が全員分買ってきてくださり、授業中に教室で皆でいただいたことは、

今でも同級生が集まると必ずこの話が出るほど印象深い思い出です。放課後、先生が弾くピアノを囲みハレ

ルヤコーラスを歌ったり、時間が経つのを忘れていつまでも話をし、またよく先生が私たちの話を聞いてく

ださいました。 

当時、ある先生がおっしゃていた次の言葉が私の心の中に一番残っています。 

―「卒業生の子どもを卒業させるのが夢」―　　実は今回集まった同級生の3人がセシリアっ子になっていま

した。私たちはセシリアで祈りを学びそして先生方に大切に心豊かに育てていただきました。 

それは、月日が経った今でも幸せな思い出です。 

◆おいしいお酒と食事で会話も弾み、近況報告から学生時代の話まで
色々な話で楽しい時間が過せました。 

　　　　　　　　　          （下田　光代（旧姓：茅根）） 

◆久々に会った人もいましたが昔の話ですぐに盛り上がり楽しい時間
でした。  　　　　　　　                   （朋本　節子（旧姓：上岡）） 

◆学生時代一緒に過した仲間たちと定期的にお食事会という楽しい時
間が持てることをとても幸せに思っています。ずっと続けていけた
らと思っています。 　                      （  三輪　敦子（旧姓：田淵）） 

◆皆と会うとすぐに昔の学生時代に戻り、とても楽しいです。不思議
な力がセシリアにはありますね。 

（熊谷 友恵（旧姓：中川）） 

◆懐かしい友達と楽しい時間を過せて嬉しかったです。 
（大森 由美（旧姓：黒田）） 

② ② ② 
フォトフォーラムの活動では、部員一人一人が自分の作品作りに励んでいます。個人作業が中心です

が、互いの写真を見ながら、様々な撮り方の視点があることを実感し、良い刺激を受け合っています。

活動の中で一番喜びを感じるのは、ファインダー越しに見た景色が一枚の写真となる瞬間です。 

撮影からネガ現像、焼きつけと、写真になっていく過程を自分の手で全て行い、最後に作品となった

ものを手に取る時は、達成感でいっぱいになります。作品にな

るまでには、いつも満足のいく写真が撮れるとは限らず、ネガ

１本の中に作品になり得るものが一枚もないことも多くあります。 

しかし、この経験を重ねた上でよい写真が撮れたときは、感動

も一入です。その時一瞬を写し、未来に残すことができるという写真の魅力に触れら

れることを、嬉しく思っています。これからも、一瞬一瞬を大切にし、シャッターを

切り続けたいと思っています。 
高等学校１年　新村真央さんの作品 



st Cecilia OG会松和会会報

8

セシリアの皆さん、こんにちは。私はセシリアを11年
前に卒業し、現在はカナダ・ブリティッシュコロンビア
州ウィスラーでスキーインストラクターとして働いてい
ます。ウィスラーと言ってもピンとくる方は少ないでし
ょう。ウィスラーブラッコムスキーリゾートはバンクー
バーから車で２時間ほどのスキーリゾートで、ウィスラ
ー山とブラッコム山の二つの山からなっています。北米
一の規模と人気を誇る、2010年冬季オリンピック開催の
地です。私はこの北米一のスキーリゾートのスキースク
ールで初心者の大人のグループレッスンを教えていま
す。

私がなぜこの地で教えているのか、なぜこの場所を選
んだのか。実はセシリア在学時代と深いつながりがあり
ます。私が高校在学当時は、夏季休暇中、希望者にカナ
ダ研修といって２週間カナダにホームステイする機会が
ありました。私が高校１年の時、このカナダ研修に参加
し、生まれて初めての海外生活を山と海に囲まれた美し
い町バンクーバーで体験したのです。基本は毎日が語学
学校とホームステイ先の往復でしたが、語学学校の一環
で森に行ったり、セシリアの仲間と船で近くのビクトリ
ア島に行き、船上からイルカの群れを見たり、さまざま
な課外活動がありました。そしてその中のひとつにウィ
スラーに二泊滞在し、乗馬、リバーラフティングなどを
体験するというものがありました。

運悪く私は直前に風邪を引き、40度の高熱と止まらな
い鼻血の中、どうしても行くと言ってホストファミリー
と引率の高谷先生、坂本先生に迷惑をかけつつも皆とバ
スでウィスラーに向かったのです。ホテルに着いてもみ
んなと食事をできる状態ではとてもなく、当時ウィスラ
ーで最高級だったフェアモント・シャトーウィスラーホ
テルに一人部屋を与えられ、ベットで食事という非常に
贅沢な初日を過しました。翌日まだ熱があったものの、
もともと決めていた、山道の乗馬を体験し、お昼にホテ
ルに戻ると熱はすっかり下がって元気になっていたので
した。そして午後には友達と夏期にもハイキングや観光
のために動いているスキーリフトにのり、ブラッコム山
からの壮大な眺めを堪能したのです。その途中、リフト
で出会った人から数日前までスキーができたと聞き、ブ
ラッコム山では８月までスキーができることを知ったの
です。２歳からスキーをしている私にとってはこの話は
とても魅力的で、ホームステイを通して体験した様々な
体験の中でも特にウィスラーでの思い出が心に残ったの
でした。

大学は放送学科、就職先も放送業界という、海外での
スキー生活とは程遠い生活を1年半過した後、アメリカ
での放送業界を体験したいという強い願いからロサンゼ
ルスのローカルテレビ局でインターンシップとして働
き、もともと好きだった英語を伸ばしたいという思いと、
どこか他の国での生活も体験したいという気持ちから、
次にどこに行けるかを考えた時に真っ先に浮かんだのが
カナダでした。

30歳までであれば日本からカナダにはワーキングホリ
デーという大変便利な制度で行かれますし、勉強でも仕
事でも、好きなように自分の生活が組めるのは魅力的で
した。そしてカナダに行くのであればスキーをするしか
ない！と色々調べた結果、昔滞在したウィスラー・ブラ
ッコムで海外からの仕事の応募も受け付けていることが
わかりました。英語には自信があったものの、大学時代
スキーのレースチームで滑っていた私には、レースとは
アプローチの方法が違うスキーインストラクターの資格
を持っておらず、自分の経験とアメリカでの海外経験の
みで英語のレジュメと面接に臨むというのはかなり勇気
のいる冒険でした。

日本の資格もカナダの資格もなかった私にはフルタイ
ムでのインストラクターはやはり難しく、決まった仕事
もキッズのスキースクールのパートタイムなら、という
条件付でした。ただ、パートタイマーにはスタッフの寮
が与えられず、10月末になってから自分の住むところを
探すのは高級リゾート地であるウィスラーでは至難の業
でした。ちょうどそのとき、スキー・スノーボードのレ
ンタル部門で日本人を探しているという話があり、面接
をしてすぐに仕事が決まりました。私の目的はスキーを
することであり、教えるのが第一の目的ではありません
でしたし、何人も代わりがいるインストラクターより、
求められている場所でフルタイマーとして働くほうがい
いと思いました。そして配属された先は、なんと10年前
に宿泊したフェアモント・シャトーウィスラーの中のレ
ンタルショップでした。

～カナダ研修が私の根源～

カナダ研修/ウィスラーにて
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レンタルショップでスキー・スノーボードの調節やブ
ーツのフィッティングの仕事をしつつ、空き時間はひた
すら山に上がって数多くすべるように心がけ、カナダの
スキーインストラクターの資格のレベル１と２を取得し
ました。資格を取るにはスキーの技術だけではなく、グ
ループを前にして教える技能もなければいけません。ス
キーの技術レベルには問題はありませんでしたが、やは
り母国語でない英語で教えるというのは難しく、英語を
母国語とする他の仲間を相手にティーチングのテストに
臨むのは大変なプレッシャーでした。

レベル１に合格した時、コースのコーチからはキッズ
のスクールで働いて、教え方のレベルをあげるように言
われました。日常の会話に問題がなくても、技術的な説
明を英語でするには数多くのレッスンをこなすしか方法
はないのです。しかしすでにレンタルでフルタイムとし
て働いていた私にはパートタイムでもスキースクールで
働くのはかなりのハードワークで、自分がフリースキー
をする時間を削ってまで働くのはかなり厳しいと思いま
した。結局初めのシーズンはインストラクターとしては
働かず、自分自身のフリースキーのテキストを読んで技
術的な用語を頭に叩き込み、レベル２までの取得にこぎ
つけたのでした。

ウィスラーではカナダの
資格レベル２、もしくは
外国の同等のレベルまで
持っていて、２シーズン
以上どこかスキーリゾートで教えた経験があれば、ワ
ークビザを申請することができます。もちろん経験の長
さや資格、他に話せる言語があればそういったものも考
慮され、最終的にビザが下りるかどうかが決まります。
私は幸運にもレースチームに所属した期間も長く、多く
の日本人スキー客がいるウィスラーでは日本語が話せる
こともポイントとなり、翌シーズンの2006年にはワーク
ビザがおりました。普段は大人のグループレッスンを教
え、最高の仕事仲間に恵まれて、休みの日には日本では
数少ない、森の中を滑るバックカントリースキーや崖か
らのジャンプなど、今までに経験のしたことのないスキ
ーを楽しみ、２年目のシーズンを終えました。

10年前のホームステイに始まり、偶然にも滞在したホ
テルで働いたシーズンから２年が過ぎ、今の私の目標は
2010年のバンクーバーオリンピックをこの目で見ること
です。大学のレースチーム時代、長野オリンピック期間
中に同じ場所で合宿があり、同じ斜面で滑り、こんな貴
重な体験は二度とないと思ったものです。どれだけの人
が人生で２度も冬季オリンピックを目の前で見ることが
できるでしょうか。そしてただゲームを目にするだけで
なくその場所で何かの仕事に関わることができたら、こ
んなに幸運なことはないと思います。

様々な偶然や仲間に恵まれて、今のウィスラーでの私
がありますが、すべての根源は高校時代に聖セシリアで
体験したカナダ研修です。この話を帰国時にセシリアに
立ち寄った際にお話ししたところ、是非ということでこ
の記事を書く機会に恵まれ改めてこの10年を振り返りま
した。10年というと長い期間ですが、すべてはどこかで
つながっているのかなという気がします。今の私の原点
となったカナダ研修の貴重な体験や、当時私の無理を聞
いてウィスラーに連れてきてくださった先生方や仲間に
心から感謝したいと思います。あの体験がなければ、今
の私はなかったでしょう。私のような偶然に限らず、皆
さんもセシリアで体験した事が今の何かの役に立ってい
たり、どこかでつながっているということがあると思い
ます。

今年で３シーズン目のウィスラーですが、今なおこの
壮大な自然とスキーの魅力に取りつかれています。今後
も日々の経験を大事にし、2010年まで、この地で働き続
けたいと思います。

◇コメント◇

あれから10年が過ぎたのか、という感慨にふけりながら、上

野さんのウィスラーでの生活の様子をうかがいました。あの時、

心配しながらも、せっかくの機会だからと思いみんなと一緒にウ

ィスラーに連れていってよかったなぁと今しみじみ感じます。そ

こで、ウィスラーだからこそ味わえるあの大自然の素晴らしさに

出会い、その体験が自身の得意とするスキーと結びついて、彼女

の今の生活がある。神様の不思議なはたらきなのでしょう。

この10年、様々な困難や苦労の連続だったと思いますが、そ

れをひとつずつ克服して目標を実現している姿に、感動します。

これからもぜひ身体に気をつけて活躍されることを祈っていま

す。そして、2010年のバンクーバーオリンピックを目の前で堪

能してください。

（聖セシリア女子中学校　　高谷　健司）
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昨年もさわやかな青空の下、青葉祭が盛大に開催されました。
松和会では毎年大好評の「セシリアサブレ」の販売と、子ども向けゲームを行い、たくさんの子どもたちや卒業生で
大にぎわいの一日となりました。また、卒業生の一学年の有志で毎年参加してくださる“かき氷の出店”もお天気に
恵まれたことや豊富な種類、おいしさで人気が高く多くのお客様が足を運んでくださいました。

両店舗の当日の売り上げは 76,023円となり、例年通り学園に寄付させ
ていただきました。
今年の青葉祭は 5月25日（日）に開催されます。
しばらく学園から遠ざかっている卒業生の方も、この機会に是非皆様お誘
いあわせのうえ足をお運びください。
お待ちしております。
また、最近では当日のお手伝いに卒業生の教育実習生が参加してくださり
役員を助けてくださいます。皆様も青葉祭にいらした際には是非、ご協力
お願いいたします。

★セシリアのホームページ
中・高のホームページは学園の様子が満載です。卒業生のページに近
況報告や会報の記事についてなど、ご意見などを書き込みしていただ
けると幸いです。また携帯からも閲覧することができます。是非一度
検索してください。
★役員＆お手伝い募集
役員を引き受けていただける方および青葉祭でお手伝いをいただける
方を募集しております。同窓会へのご協力お願いいたします。
★原稿募集
会報の原稿を募集しております。｢こんな素敵な卒業生」「同窓会便り」
へのご投稿、新しい企画の提案などをお待ちしております。また、会
報作成のお手伝いをいただける方がいらっしゃいましたらお知らせく
ださい。

松和会にご意見やご感想などがありましたら是非お寄せください。近
況報告や住所変更などの連絡も随時下記FAXまたはハガキにて受付
けております。卒業年度・クラス・氏名を忘れずにお書きください。
なおFAX上部に｢松和会宛｣と書いていただけると幸いです。

＜お問い合わせ先＞
聖セシリア女子高等学校　松和会宛

TEL：046-274-7405 FAX：046-274-5070

INFORMATION
平成19年度　松和会　会計報告 

平成17年度卒業生会費 

（￥10,000 X 131名） 

預貯金利息 

雑収入 

収入合計 

通信費 

印刷費 

会議費 

雑　費 

慶弔費 

支出合計 

4,670,441 

1,310,000 

10,885 

15,000 

6,006,326 

281,248 

464,021 

17,576 

92,145 

20,000 

874,990 

5,131,336

収
　
入 

前年度繰越金 

次 期 繰 越 金  
 

支
　
出 

＊差引残高  ￥5,131,336‐ は次年度に繰越いたしました 

事務消耗品 
卒業生記念品他 （　　　） 

編集後記

春本番を迎え、辺り一面桜色に色づき始めると毎年セシリアの校舎前の桜を思い出す卒業生の方も多いのではないでしょうか？
先日１週間海外に出かけ、日本へ帰国いたしましたら、絨毯のように綺麗なピンク色に染まったその大地を見てたいへん感
動いたしました。歳を重ねる毎に、日々の早さに驚くとともに、外の世界に出てみると、普段当たり前の「事・物」の素晴
らしさを感じるものだと改めて思いました。また、職業柄子どもたちと触れる機会が多いのですが、子どもたちの純粋な心
に触れると、いつの間にか感動することや人への感謝の気持ち、思いやりが忙しさでどれだけ薄らいでいるのだろうかと気
づかされます。１月に校長先生との話をうかがう会で、セシリアの学生の頃は、当たり前のように理解し、実行していたこ
とがいつの間にかそれぞれ社会へ出て、一人ひとりの心の引き出しにしまったままになっているのではないかと深く感じま
した。どんな人でも、一人では生きてはいけません。周りに支えられて生きているはずです。皆様は、卒業されて年数を重
ね、様々な人生を歩まれていることでしょう。
そんな日々の中でふと立ち止まり、校長先生の「後ろで必ず神様が何とかしてくださっている。」「あなたはいつも愛されて
きた人ですね。」という言葉を思い出していただけたら、これからどんな状況に出あっても前向きに人生を生きていけるので
はないかと思い、願います。

（水越　記）


