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神聖馬これ倫豊塵でのこ
とであるが男高の渋藤は樽に供

重であってほしい︒串代の若い男
女は云々とよくいわれる︒交際は

た︒
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楽しい楽しい遠足でした︒

花巻で高揮発が行われた︒1

本校は給食で堅ハ位︒あまめ良
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村．酎引射削削鼠削

応援団幹部認証きる

灘過は藤沢僧三君

再度佐藤氏に

金岡姿見会席く

の圧迫を︑中学側が遜営力にも大 云う自覚をもってもらいたい︒そ 料あている︒この辞とやつのはな
んで番号晋これは︑生徒が徴
きいものとして︑感じとっている れによって︑給金のみならず︑益
雷電しれない︒このようなこ てのものに期待通力の緒泉菅生教 聖教遺したカ︑また彗夢等
しすぎていると覧ことである月．
とは︑なくして行きたい︒し訝し 学鼻ノ︑努刀しよう′
を校の設立の精神は︑次の時代 このような関孫は︑早′慮量骨

先日行われた市属体育祭の藍丁の

貼詔絹か憎甚㌫

買ヂンの東b
開きほれて八鹿吻申これ蛍た︑・陶
一庭球¶鳥翠璃豊書経車
酔中の先生臼く﹃診肇にも
也︑米内沢利男∇薔n点本稔︑ 管院巧︑撞員哲雄∇茅牽i偽 ∇嘗席
した閣悪法撃芸人闇
こんなに熱心に購いてくれたらヤ
▽夏休み始まる⁝・⁝噌月二十一日小武方義男∇弁静¶素地番号等 村光一∇梗野島雄マ水泳月
いたずらなんかして︑先票巌
異色扁ノ
とため息︑これを慨いた︼生徒︑
∇夏斯講習抱きや・⁝・・九月十日 冥講潔剛︑佐々讃督刀∇密造皿 苫 田 垂 ︑ 轟 マ ス 苧 嵐
下に立っているといわれた膵
雄布を放るような声で日く﹃鍍東
高橋頓奥山勲∇絵囲軋窯茂煙伸山田鶴遍︑房整蔓刀曲
○小学生の頃
∇姶莞・⁝・﹂言⁝八月毒盲
ベビ イ ド 1
が我校の先生なら︑オ一芸︼んな
豊等∇英会話且村田仁志∇刹 川藍︑蕾車背嚢常漫塁
恋しく泣いた
∇AT看1︑2︶八月二十九日
によかんベー﹄
学位華宏︑熱田悦郎∇郷掛ク
審周︵音更会︶
毒の襟に誓︑諒の
○中学生の頃
∇挨堺試験T・・⁝き⁝⁝九月十︼日
ヲプ∬伊藤千代憲∇管楽爪痕朱裕
校長︑遠琴日掛岳︑函整警照
た義轟を描く証跡
もん寸をいいながらⅡった︑ ∇教室のドアに言申﹄虹
マ郵便友の会皇軍牧巧
井︑小が歳︵哲︶︑芦喝洋一宙 ○商硬塵になって・
神奈川県のS高校で腑搾年の其
横取束縛︑竹内弘∇窮艮≠約口芳
指導係
組のドアに表中﹄轟いた紙が
これ幸いと家へ帰った
男︑阿部正明︑昆俊次郎︑北餌宏 体重芸会．▼
マ贅長打碍田賢∇副彗葺け由∇巷金島︑鈴木︵催
貼られ屡で馨把なったが︑同
∇先生の宮野︑生徒の言分
菊鞄繁︑苦崎寛四郎︑村鼻簾︑
フランス映同罪のベテラ
射光一︑四対義充∇隣肇虻土村雅 ︶︑督田∇国賓萱告︑
A県基府政の山笠丁賢のトピ 県のE高校でもや瞥肇のドア
菊鞭壁追︑笥征雄︑三浦筆雪
ワン監督が ﹃筋金蟄入れ
蓼︑石田望遠．・ぬ部許浩マ
泰山︑阿部マ卑官書芸息等︑ ックス︑所佃貨都市内観光バスの にブラ半紙が貼られて目く﹃審捷
中整米菓男︑重曹筈︑豪
つ夢甘離任巨欝ノ
排球且墓雅宏∇送球r盛沢専マ 中島︑池口▽担欣賓会机西豪中︑稟人の寄ルの美声に
御出入ロ︑墓口b
学翌彗星
軟野什川井博夫マ体操打佐兵兼好
武田︑千等Ⅴ義賛会凰笠膜
∇費長汀徳田巣∇副葬兵長∬渦
洋∇ホッケー由知雄∇歪l
︵誓︑か捌︑高椀姦︶∇体育
肇讐壷癖︑父兄忠雄な汐桝で
淵宿﹁川井邦雄∇薫∬轟
金．華凛∴儲
情痴の具てに措てられた
ト 甘 日 向 牧 人 ∇ 山 冨 聾 マ 責会且戸喝屁沢︑平滞
副会葬隋箸氏
防止できるものである雷︑この﹂
史︑三田地雷︑艶謎︑八重
く狂熱の空アマノ モッ
臨終轟にして掛来るだげ愴露盤
模欣栄︑南沢光雄︑著大剛〇︑台
工藤久笥氏
生診未然に防ぎたい︑をれ鑑は︑
田正次︑各地英．蒜︑葛麻宏沿︑
監牽責卜船越金五郎氏
珠玉の音萱欝名作′
や瞥生徒がよくこれに協刀しな
速無産参︑阿部久佐︑弊沢琴楠
小計島閑二氏
田卑生
くて姶ならないとの鷲が出され
斎啓二既読
科学部各班を昇格
出版委員会・
た︒以下聾の談許の内容
××××××
学生課濃化防止▲
∇要員長皿久保膵彦∇副委員長p茶纂一回眉の人胃芸貴会は 曹萎っことに窒化︒以上で存
である︒
料断首相
廃に関する件誉打切カ︑そ玖紺の 警察と懇散会行う
熊谷正利︑最崇牽基苧Å川 五 月 十 三 日 総 務 章 ︑ 董
鉱二転丁棟内でのL巌生が下級
×YU入OYn六X
宏司︑高屋背マ賽員且轟墨守 及び各部の代表者が鎧rレ違わ 整酎帯に入った︒
学 生 の 拓 良 誓 酌 と す る 生に対する暴力沙汰につ・いてで参
主査買手レて︑バレー部よ玖
小山常光︑八畳語︑水本招雄︑ れた︒
飽桑痘濱の蕃歌会が︑慧粛 る︒昨年︑某熟議溺新の名 峯の反対で難航を続けたブラ
霊第︑度聖典︑関口電之︑
今回の菅は部の蕪に関する 陸上苦節の部室蟹バレー部に譲 壷 伊 香 賢 哲 沢 薫 ︑ を 雷 て ﹄ 教 生 馨 を
スバンド串肌問題も︑ようやく茶
件及びその他の意見についての討渡せよとの象望があわ︑雷との
用いた事件があったが︑顔見いか 決カとなった︒
村上息衝︑藤岡撃︑自若舅
学校側は声眠︑鈴末︑岩田先生に
議であった︒
由に議論が誓品たが︑皆河提桑
賓膠郎
なる佃帯がある覧轟カセ瞥ノ
今匠は︑泰訝る音楽が︑﹃小守
彙崇として菅野︑左肺︑作山
事︑恕甲警蚤求の雪だ
は拒否された︒
国事蚕旦会
横讐竹内零の出席のもとに四月 葦車な行為をもってしたとい 眠﹄にならぬよう︑頑張ってもら
うこと蛙色が鐘憾なことである︒ いましさっ︒
∇季長 野幌陸尉∇副費長か 問欝の各班美々部に嘉する
二十六員当時よカ義金聾にお
久鷺︑各地磨莫∇賓艮且八木 件嘗誇︑をの絡輿︑昇格させる
こういつ点萎てあても上級
×
×
X
やで関かれた︒
脚︑藍雄︑渡辺敬︑沢村琴一
ことに決屈した︒串長郵便一番会
生蒔匹と年告は自分のおる位
PTA役旦決る
▼速足が終った︒
まず著よ力作塵薩の盛岡署管内
まあ字詰が︑歩きながら頼駄
米川倍符∇会計丸干慧芝よ罪角掛哲也︑静網宏輔︑由内宏︑坂 喜田美顔︑木村武司︑太田柁餅男では毎年霧を希革しているが﹁ 担警手二年度︑P・℡・A新
の兼官年者の事件の誓訴さ 憶をよく考兄塵の名に曝レな
今年はまだ考えていないとレて︑
い占つに童行耕をとっ貰
蓋︑帯宿営天︑横田雄司︑似 荒谷昇︑衰偏脇男︑萎ロ︑
紆紅花を咲かせるためにあるよう
墜こ︑奥山勲︑吉川保
嘗抽芸る一着下旬の学整蔀会 れた︒これによると事件塗︑
小枝宿業︑⊥南良帝︑上田雄籠
拒出はなかっ鷲沢に映園部の敬 ▼において︑会長山陰藤朗氏が満場
∇賛作造巌国葬︑小簑洋光︑ 皇軍︑主胎宮沢︑椎憂
宏胃︑暴行︑詐欺などの際妃夢調 いたい︒それ芯は個人個人が自己 なもの︒
具が不可解であるとして︑福部．
生要員金
文化軍鼻会
葦︑小叢久夫︑阿部瞳典
︼敦で再度選出された︒
った︒そして︑これらの寧件をあ 反省をして診る叔蔓があるという 筆筒には〝者罫紆訓読″と
が瀬身上げら変が︑′箇圃今まで
川村伯光︑仁藤万雷︑高橋低額︑ ∇薫長且彙乏∇副表翼長皿 ∇畢貝長張茹弛光男∇副蓉是鷹
るに︑学生に関してはいずれも︑ こと．
申蔓ノ世︒
警
険
の
通
力
孝一塵丁校において性質︑生
徒間の連絡轟にするこち
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石校費長

和がうまくいっていない︒つま訂
最後覧敦い嘉雫の貴著⁚
大きな︑そUて深い帯があると云 再び塾巌いします︒

撃登徒の関孫を臣にするこ
盛筒に親心では例年の通旦 以上の基つなメジバーで今竺 惑いとはいわないが常に︼撃適 い隆ではない︒二茶の優麓が
先日出版資金の万よめ嚢の ″と苓っ自覚に穿ていることに 野球に於で︑中学の応援団が金中 を背負ってたつべき琶年に︑葉
年の括励琶飴されたが︑大いに してほしいこと︒など以上のtち せめてもの慰め︒
学崖詮︑硫こして蛍火と市営糀芸 耶腱の精神毒見つ紆ようとする とにま動︑■明るい学校轟をおく本年轟きよって︑蓉三誓
あいさつかたがた︑茶年の抱負と あるのではないか怠っ︒法定︑
ことにあると︑啓児先生がよく生 るうではない押︒
なことが苦られた︒
力十二名︑高琴一年よか各クラス その成藍持される︒
選挙の際の潜民︑クラスの雰囲気 に於轟した︒この基っな活畝
題しての零最超されて︑ここ
今迄︑色々ととカとめもないこと︼名ずつ選ばれて︑都合︑十玉名
最後に葺の万は︑学校生よ良
に芸蓮べさせて戴く次第です︒ 空言と云うことをよく耳にする さ窄︑⊥覧丁横側旧謹んでやまない 徒を都忙し嘉かれるが︑これは
蟄竃て︑即急丁集隻丁生なぶの
例えば︑今ここに繁華にあまり自 沢に︑生徒総会について述べると ポロポロの帽苧肘嵩菅だの所詞 をペンの蓉Qまま把啓いて来たが のl応按男急櫛におい濠めら
昨年は︑例年にないほ着金の
バンカ一毒生の類空曹︑のではな 琶するに︑衰頁舎釦としての︑
れ︑聡翼金線において姦許され
判断点考とによめ自己のいる位
宿割酢盛んであったが︑茶年も昨 信のない火が出版馨貝に選ばれた 今年は禾雲露会をしていな
文は︑囁八としての治乱をするの望羞清志麿置濡て︑蕊
財団法人岩茅兵学負では三芋 憶蓋し猫諭してほしい︒凄い
年同様に︑大いに治勤しで行こう とすると︑この人．1璧1分にクラス いが︑昨年は︑おもに都の有産及 いム患う︒我Å喝勘助のごと普
は︑我々生徒一人一人なので透っ 賢 が 葛 篭 壷 遠 雷 ︑
︼鎗良後期の彗丁金授羞葛決定 監長盗豪は蘭最の昧方琴皆校
と思っている︒．その帝都と云うの 轟が期待しただけの活動が出来 押予静に関する事柄が菅であっ 本能によって紆紺するものでなく
て︑轟が団体行軌をするの宅は 戸鞄︑−曇﹂青田︑良沢の四先
し︑去る四月三十日本盛装堂におの刀とな晶専横なの琴今後の
は︑目に風見て界面に襲われるの るかどnかうたがわしい︑おそら たが︑今年睦仏く生徒の帝鬼を聞 芯の誘惑をよく見ぬき︑反戦する
き︑またヾ崖徒の承認を︑瓜蔓と だけの意志と気腕忙唇見た︒そし ないのである︒会員帯看常にふ我 生が当られることになった︒ いて授与した︒綬紫者氏名猿の 社会を背負って菩誉旨しっか
で性紅く︑云わぼ綾の下の力もも く出来ない車︒また中学枚挙
こそは︑名誉冨石粗金会員の︼
胆利三十二裏金応蛙筒役員 と藍である︒なお撃一の宇土沢 カし盗意と倒漸刀詮もってもら
的庵存在で︑後楽誌箸の後に七つ 夢にも高校にたよめすぎている する階は︑いつでも聞こうと思っ ていつも自己九重張出来る人間を
ている︒昨年性進行上に於ける欠 指するものであると孝見る︒生徒 人である″とかつ自覚篭ってや △団長朋藤沢倍三︑△塁椚阿 広識者は革葦丸の際投与済み︒ わないと以後の社会政変過の︼途
基礎を作句逮Uることである点 と育点がみ烏れる︒由単の文化
ろう︒琴芝こと阻よっ芸厳
部革沿︑遠要︑△幹部Ⅳ平井
萄ニA 宇土沢広司
誓︑一歩でもこの聾狙撃こ
をたどるばかカでその内に哲
うではないか︒
会の鴇展即ち我が校の鴇展を可能翼︑蚤・隆へ掛野将蕉沢口芳
高二A佐藤 哲郎
茶も藍挙Uでしまうか也l知れない
遥喪に於ては︑教師生徒間の融 なゝPLむと私は椎信する︒
と琴主義された︒憂色尺と
庶覇応答が蓼玉堂Tに会を閉じ

感政︑特に隠なはだしい・患われ 点や生徒各自の墓がうすいため
っている︒なぜならは︑藁会
等に於て︑治乱があまカにも計画 る︒某委員会某部に於て披1括掛 に︑第線以下の成績であった︒
と恕Wはなれている富である︒ が高空に限られていて申卑生捻 そごで今年箆の円滑化爵力
この廃園は︑選ばれた章が〝私 ただ符節だ打の賢と云うような 串長政徒諸署の協刀詮望む︒我こ
曝グラス雷選ばれたー人である 現象がまわれている︒これ姶帯校 そは︑石楼会会見のー人であると
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名物遠距離歩行訓練
室を案じっつ踏破す

31年度進学状況
▽農業姦丁帯留科丑員諾雄

▽警短期大学獣医料塵苅広
▽爵姦丁芸丁部∬高滞純︼
∇駒沢大学仏数学科兜及川朗
∇専修壷丁経済学部爪や軍学大
在戸勝夫
∇大正大学史学科1−満山光夫

山本宏膳

▽粥治大学洋学墓
・∇開墾金農質料 予率輝夫
∇日本大学経済学部∬武田昼↓
蔑琴出田撃ミ悪業毒

∇日本大学彗丁部仲村山盛参︑飴

傑艶本所七不思朕

近すいた頃︑持ちに待たされた雨
がボツ旦水ツタ︑放射能を含ん
でいるので余力帽手を放られない

目立つ中央への進出
▽彗壷空事暫二且伊五閃
光キ角館守︑覆征宅

幕末太陽伝＿

とか7中には傘をさしたのも数名
よくまあここまで持って来てくれ
■大学への遡曇としてけわし
た島貫は感心ずる握でもない︒
雨は相変らず小雨で政夢心が降力 ℃称して入試撚獄′

新購入図書鼻内

蓋︹61︺童

匂蚕萱房︶・除︹
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最新式機板

三二二∵言∴・・

坊ちゃんの特堰静旨

藷塞腎幕礪畢電話†肇●禦

慧蓋終夢姦肇

田
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通っておる常連が多く︑僕もそこ

することが大切で蓼雪その意陳 を使って通った鹿だ︒二年三年と

に於て竃に父兄の挨啓欄を

人が魚市場に撰出も匡相賀材料 −︺三瓶革芋︑毎日整︶・
披他店以上に吟陳しま罫が︑壷の 科学義務切特集︵鈴蛮こ︑

絹鍼誹餉鍼経

とその桶からは湯気が上ってお力 ら九︑とんぷカは冷吟成捏陳覚
そのブタを放るとその中には並天 と娃貰︑触偽の上に立って寧Q
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三二雪盲T上磯準歪重
文料率
千瑳慮薗独担当︶
二王毎コ月1仙台H専卒︒
二八壁二月壷丁申国
文学科卒︒卒業後︑四年間東
北大学にす虚字︒・﹂喜一

◇新任
児玉刀蔵︵数学担当︶
高等学校穐宅︒
1 皇沢尻高専学校新発︑
▲爵ゴ未︵英帝担当︶

◇概任
山口堅一郎夜学詣ヨ︶自宅
今野達昏鮎損当︶
隈阜囁蔓丁へ

職員異動

−︑絵盟賢︑古本屋で立帯挙
る革︒
† 二︑アメガカの詩人ホイットマン
の響いた〝草の築″．
山 三︑割身︑等し︒左遷以外
■
伺でも賓ノ︶
山
円蓋数のために由ったリン
カーン大統領︑痘挙の待人宮沢
腎治︒．
五︑けんすい窓垂︶

書チャイニーズスクptン︵モ毎︑西郷隆盛︑アインシュタイン
法全斡鍋年度︵重要︑有斐閣︶ 大漢和辞典4寸部1心部諸確聴 重︶・アジ重野甲国史
上院琴線︑河皇︶・晩席数全
・国費石版南勢協会︑国
次︑大修銀鱗芭・夢年少試
壊警部撃一義盤寿艶糾話
3日村実造︑岩崎暫店︶・同◎ ーム︑整・エマソン︵斎蘇玉︑︻寸困るが︑その中自慢出来
日活日活日活日活日活日清日清日活日管宗
光︑撃■
るも切が持てるとよい点って
︵◎暁鰯散会埋刊行会︑葺合︶ 際連合通信社︶・全国高校生の 文学嘆第二部4アメガカ2▼︵東京 再アジア兄窮田鶴︑唐崎欝店︶
華同軒先︹第一回︺︵専修大学文 創一層︶・同9ロシア醜・現代日本
いる︒かって瞳潤誓ノたわれ
圃■搬千年更19︵人類の旺じま
や
事
原
典
ア
メ
ガ
カ
兜
の
碑
完
時
代
︵
ア
五行アンケート
たが︑︼寸肝臓蟄やられたこと
・旦000年︑世界叉化博袈社 学部︑煎洋館出版社︶・会豊萩 及草案52中江兆民︑大杉栄︑河上 メガカ学会︑君波撃墜．・掃⑳鶉
が参って雷余力飲まないよう
進学学力検賓全科正解︹階謁︺︵疎舞︵聾・扁恕棺俳句 代アメリカの形成◎・世革文化地
︶属餌︵B・旦000年−1A
にしている︒
D五〇〇︶・世親客国史6再欧妃︵
狂喜︶・全国大学人蕾正解 集・宇津喋物語石︹日杢日華暫 理大系◎アメリカ宇中型：郎︑
︹垣沢三夫塞拍雪︺
︺．︵宮田和義︑朝日巻で
井上孝治︑山川出版社︶・図説日 昭和鍋年度︵旺巻︶・量産
平凡社︶√世界観光大観◎イギガ
本文化室余2鷲時代冤十重 群代応用数学堅固配本︵岩波 折目倍夫仝鋸31︑日竃蘭年譜スー北欧︑イベガア︵鈴木撃﹁
多︑小学哲・目茶の歴史上︵和 響店︶・植物生化学2︵クレトブ ︵折口居美︑英公贋︶
世界文化社︶・日蜜書芸量
二﹁翌晩魯
㊥
1五月分
談森大部︑有斐閣︶轟土のあゆ イプチ︑みずゞ瀬房︶・方花諮1
萩
山
特
集
︵
整
苗
二
︑
世
界
文
化
社
︶・日本の女性︹菅ライブー百′言︑好きな食物・
訂︑尊敬する人物
青白償出乗る物事

◎日月分
接岸鮭二九五七憲︑出版ニ
ュース社︶・世界左目料事典M︵
下申撃t部︑平凡社︶・若い河︵

tiO且・人類と即歯の誕生︵石 顔華・葦金策︻55︺啓 二︑座右の轡と瞥﹂のは持ってい
山口県・同訓麦樺山・閤21北京・
ない︒伺よと落籍がなく善
田英︼郎︑三岩畳︶・世界史の人 簡四︵嚢︑春野︶・窮
く読んでいないが﹃元曲遺﹄を
み︵盛闇市牧野・世蔓大
軍学遍筍川．娼囁夫 々と0ギガシアとローマ︵太田芳
また替Uて読みたい轟っ︒︑
観7︑申国外薯港︵鈴遊撃一︑ 同・土臭革典9ノーホウ︵下血癖通︑筑摩裡房︶・民主々弔南国
三︑かに︑︵飲物になるが︶黒物
世界文化社︶・日本森6︑京都 三郎︑平凡社︶・アサヒスボ1y 生残釜沢誠・三善・堺1商
ジュース︒
特集露末聖二︑世界文化社︶・六−違昭和32年版蔀日常社︶・ 人の準用と都市の白川1︵豊田武 聾●サマセット・モーム全

床山︑阿部祥治
このまま降るーPレい︒解散する迄
誓量
中間考賓も間近にせまったれ去
るって大森山に向った︒大
∇彗大学将幽冥術封印石川雪一
∇
蘭
涼
杜
夫
撃
墜
丁
腎
佐
集
撃
一
続訝る︒解散場である奇相含まで 卒業生の汲学皿瀧は次の適切だが
▽日本姦丁蛋丁部皇裕
山行
は昨年の竣足の貯通ったので 降らぬように神に祈っていよいよ
十二日︑我々待望7の遠距森禁
地元大学よの中央に泄出する傾向 ▽東北学院大学志等部打川富 ∇青山学院大学経済学部旦小野寺
後一時間余︑間もなく塗仔︑浮岸
つれ
かし
い気がしないでもない． 出肇許めるべきものは詰めて元
∇目茶大望武術部嘉皿畠山晃
訓練︑即ち校内速足が寒行なさ
た
は例年通力であかJ合蟹撃一躍年
夫
創︑大宮金光
に希いたのが2藤妨分︑ここで先
こつ
で中学校点間したが我々は ．気すいた︒我々は︑ダラダラの下
我々の遠足と云うと大枚雨こが
度♪苑ゐど闇楔鼠で警た︒
∇東北学院大学経滞学部皿背末功 ▽串稲田大学芸学部生︻田新陽 ∇日本大学獣医封尤学田博
生方の小会態があったらしく併談
火ン
薬に
きもので︑この日も朝から少ド
ヨ出来ているので少し遺 畠等−壷に飛び︑浅岸線上具由 することになった︒時に2時30分 以下四月二十日重任の三十︻年度 ▽千葉正業大草圧削山寿
∇立教大学粁彗丁部堂山怖倍雄︑ ▽由央大学経済学部且良雫︑笥
カ﹂
して︑緑樹の樹る山の中に突 に刹藷︑これ富また川づたいの
田敬︑岩畳
少と学監若議漆と思わされ廻た
拷漁開墾二︑要望竃
合終着氏名左記の通力
▽東弊大学且剰約俊︼
‖を
山の中の細道︑或いは追なき 景色の声いすっきカ皐レた道が聴 雨はシトシトと静かに陥る中を
∇中央大学聾丁部皿佐藍翠︑鎌
がとに角集合地八幡姦内に入
足
∇法液大学川沢井広美
∇若き大学塵丁料汁阿部韓治
∇神斉川大村法字科目虚空男
嘉慮
カ︑
運んだ︒汽輩聾丁の生徒も道
考
に末の枝と戦ってそこを く︒養雨・盈冨す遠足には絶好 一八︑二人と立云乳やがでは人 ▽宕美学禽気嘗料姦浄宏結
田新一郎
∇閑聾野山前山鈷
▽診渡大学経牽丁部旦雀卓一郎
抜けた時はすべて11時過ぎ︑そろ のコンヂション︑そろそろ落ちて ヱ三人も見当らなくなるであろ
入れ筆魯時間0
8分
時︑
4占好の後
大関静男︑宮野典夫︑佐々末群 ∇美山重富義足松茶和雄
工藤邦夫
∇国士餌大学生池沢轟顔
聾発生の挨拶があ斗いよいそ
よろ腹の虫が誓出した︒腰をか 轟音ノな気配︑これ雷が長い分 うがとに角︑嬉しく︑楽しく過ご ▽苧苧天啓鉱山工学科丑千置旧 ∇大東文化志す熊村重秀
雄︑蛇原輩︑村川讃兵衛
∇慧丁整冨丁郡品川冴哉︵
した塩屋︑来年までもうない︒そ
な9
がらようやくたど動議いた苫富が︑家には．オヤツ″が待
出鴇︒階に8時55分等宅か
時え間
▽法政大学社会学部折名久井光文 三年厨川︶
∇哲学大挙学℡憂一部甲一体育科月∇武誹野姦すか林公平
時︶教皇の患官房忘程等養のが探沢山︑ここで待望中の待望 って居るだろケ怠っと自然に足 れまで待とう1
∇明治・畜TW等部且等農夫
胞切典明︑聞取策料月商腐薫 ∇農業姦丁蜃轟打高志嶺
〝葺
メく
シ″学校では弁当が空にな が向く︒深沢山雷は中学校も一 ．我々の大賢は中間考恵にそな
道かも蘇った︒川添で景色物
が
いる穿かな7
緒なので余程長い行列︑︼島もあ え︼生懸命勉強する横少で帰った
苛への人はリラジ梁で通っっ
たてだ
ろ
001︼ie七鴫 困EyC︼Ope巴p 芭・水耕伝2︑富︵村上
だカ︑馳■火勝義るぐらいな
︹ュ0・n・旭月の花︺︵辻永︑平
天候はまだ上らない︒どフやら ったかな目撃行革も終騰戦に
うこの道︑川旦茶総官岩にそ
︼￠彗y雪盲言財︵ヮ甲9 辞︑河整︶・貰少年
もの︑碁︑将棋轟見たほ雷
山鎧︶．監響安産紺銀幕︵
0≡eH 幹 也〇日00HpOH？ 室 毒 等 愛 犬 巷 ︵ 素
でやれると云う握でない︒
豪嘗∵同機篭誇．同19

新しき考想

鱒
．
．
．
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並天どんこ十鉾︑上天どん些事
鸞値段はどこの店も殆んと同じ

中型二郎︑平凡警・世界の腹囲
だがヾ食べての陳はとても他の店 岡上天用のどんぶカが沢山入って こ遠零李雪た︒島と云
宅裔監艶しているこち
では抹わ允ないほど旨い︒僕の下 いた︒けれどもそれだけでは畝陳 う温顔はその持劣敗場でこの︼寸 ︼九五七年版︵飯島正︑白水整
芝目ノヒカメヲ年鑑﹂九五七年版へ
︹干葉 忠畠害︺
宿は本郷一一宇目だったからそこま がのみ乙めないので東にそれが店 した工夫が壷塾撃常︑それ
﹁侍にこれぞといってな黒鼠
で咤箇車で行かぬはなもないのに の繁昌と何の随線があカますかと 以上に努しなぽ動はならない︒ 朝日暫饗︶・昭利塑一望要撃
﹂愛東専一ちな茶肇盛ん
︵筆者は本管卜TA会長︶ 入試童の徹底的研究︵研究
毎日の去ノに十四観の待復電車賃たず聖と︑言の瑠誓斜彗

五︑有名な教え子だ豪富って︑

の常連になか︑そこの主人とも心 ほか礎にも十分気をつ打て︑ど 世界文化社︶・固○ボ孟・集合翰
設汐あれ計こと︼毒む︒
︹児玉力蔵基点雪︺
佐 藤︻
朗
安くなったので或る狩にこの店の んぶカもこの過払腹めけ畠中でそ 董丁箱垣︑秋月他︑共鼠
一︑釣魚︑建遊ぶこち掌
噂︒
はやる秘訣轟いたことがある︒
れに盛ってお客棟に差上げるので 掛取E・芭・襲応用
本年度のrTAの予算は前例を したので父兄としても犬鷲ノれし
二︑かって娃昔鏡石の琴鱒
主八日く畢生さん︑人間と云う す﹄とのこと︒なんだそれが秘訣 数学第二回配茶蓄電軒店︶・初
破カ︑学校側で負担すべき組員は い︒石啓会の幹部講兄はこの陛い
野閻撃蕾菅幽霊︵小山単 蓄花の言感と人望．︑土マ
ものは通カナペんのことは誰でも
学校軍でまかない︑その耗目は靡 思いやカをよく心していただきた 僕多年時代のことである︒東
産■・響義諦首︵驚俊−
ーソ蓋したが︑
京の駒込に店の亀は忘れたが縄の やっておるから普通以上の努即を
止し︑その蕗いた三十八万円を いーまた近年PYA望貢諸君が
現墓虚琵監眼を
しな訝れば何時までも同じことでろうと下宿の近くの店で二︑三カ．邸︑碧情暫昏・贋︵熊田盛︑
右横会に綿臥したことは本校のP 学校や舎兄を訪ねられ︑色々と学 れんの天ぷらやがあった︒その店
通す寧過客ないこと腑追憶
奈義︶・岩藁産淡水魚視宗
TAが名芙ともに厘忍の姿になっ 椀のこと生徒のことにつき相談さ は二軍誓扉位しかない小さい店 ︼寸した正夫でも何時かは誰かに 所試寧レア島たが︑あそこ切おや
認められるものですよ﹄と云いな じさんの云う通力冷えているどん
山璽郎︶・選鉱ご学⑳︵共立出 である︒
たこと高専雪この割勘的な壮 れるのが目立って来たが﹂これは ではあるが朝から夜まで繁昌して
一一﹁雫憲の魚な誌集なカ
ぷカに御飯を闇って迅すか句冷 版K・E︑憲二同◎・盗汎
食事の膵刻には毎日行列して待た が轟甘薯の隅に挙る直径七︑八
挙は勿攣一田堰革良の深い遜解と 大変良い事で父兄の買敷くな
学︵西政略︼︑共立憩荘・芭
蒙肌査べるのはおいしい︒
出血暴賢の協刀衷くしては出来 ったことを吻琴雪学校も今後は なければ食べられない程であった 十センチ位の輔を指したので見る いとん蜜に腱小御飯砂隊陳をと
高村光太郎へ詞書︑書房
個摘柑憎開門が如
︶・零芸冒本品倉2︵下

量㌫誉㌦⁚⁚結納

な雪たてとで︑会長とレても深 間接日も啓て父兄の相談に肺ず
ることとなカ︑先生方も︼生態命
く感謝遠1僕は以前から曇
乳に対して噂をAが補助し︑各 だ︑交兄もそれに載いる為には向
部が独白でそれぞれ深金集めをす l層の努刀と協力やレなければな
ることのポ適当を愚見︑隋和三十 らない︒民主化は辞し合うととか
年輩打の岩野四十号に述べて
おいたがそれが二年後の今日実現
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見に軍っ﹂蒸姐二日目宅なれ 宮に雪︒内宮謹質草卯旬 兼の朝か万が内剛で︑節米は偶数
消灯十時︑顎朝は五箆丁起床七 ナルビルで昼食のライスカシーを 踊ってパック哲嶺幻出したのが
外宮は干拓の欝方が外削靂茶
棚挙がに疲れはかくせない︒眠 農 実 景 侍 に 創 曹 史 料
洗面菅等各員顔聾ために溌
菜館前を出魂し︑■喜捜︑右手
済ませ︑三十基彗謹責眉
る人が多くなる︑いびきをかく葛われ︑警壮隈な儲迫力で は奇数だとか︒しそから克て我々
両所へ︒その間にスピーカーを通
はー茨ぎあおによしの奈良の都へ に鼻孔ますのが︑かの者剖な00 塑牽眉一轟であ轟けに︑見
口重く削げている彗いろい 望 遠 曇 準 崖 某 笛 亀
等で︶蓮います﹄とやつガイドの 学者が多くをの金にまじって飛 して而余人玖呼び出しが絶え間な
ろである二﹂墓︑硬の六博半頃 と響芸警よし︒廓も内胃は〒 轟をとる︒
声に聞き惚れながら京瓢市内を見行機を周る著︑さてはスチワープ く続く・・⁝㌧
駅には旅鍵の寧兄が来ていた︒旅
スをモデルに写真を写す者もいて 夕食也軍陣まで約四匹筒ぐらい
学し︑次いで東︑西恵等︑三十
装をとき入浴して親めての僧での
各室宇分も遺し︑沢に下唇した 自閉行動となカ︑それぞれ夜の東
三間堂︑清水寺︑産晋の廊下で
晩飯はきまい︒しかし最の少ない
一定出かけす腐った︒し平鹿億
■熊 谷 去■ 利
のが国会韻琶雫盤内竃TU傍
のに抜凶ったバその堅持問題匿
聴席に座って係員の聾廟きな でテレビ竃だ乳旅錦の附馨
白豊あ彗田といっ■て曳き
兼良では海よ嘗一腰にわた た︒京都蓉曙七時半硯で挙ったバ■
が慶の壮大苔に感嘆す︒つづい さま去ノのが糟蒜だっ鳶．
蓋学セ上界郡の日学を轡見た
な甲いろいろダ申さんか畠蘭 って見学した︒羞一に闇閑地 卓 協 箆 翳 雷 梵 霞 ん で
旅相の千秋楽とむ■繁ノベ豊彗一
てこ重患れ寵愈根影をしてバ
されるが言葉が通じない︑お裏 ではジイチャン嘉の説明など臍か轟ってもらい︑茎警笛畠 のである︒．ごこは我人にとって一
土日墜宿の雨天二J土日の
書の応酬だ督b始串邑ない︑消灯 受開き︑沢に鰯で有名な毒墨 ろう重んでいた者にはお気 生忘れることの出来ない銀大の印 スに乗れ我々の帽で蓼心太栄館に
向蜜ン︒途中神官界苑︑銀座︑日 硬娃尿素の壁の下で明日の夢を描
仙竿鱒皆軍医に床につくでも十 園に行った︒ここで蛙屍と一緒 の雫アヂ輩の群奴はんはチ一首象深い所となった︒
ではさら墜展郡よ′
本橋なタを遮ったが﹁神財界苑で いて策についた我尺であったが伺
主点曇かっ寵︒署⁝量いや
思い出の京都よ／
畔土曜日であるせいかアベックのんと運の悪いことであった曇ン︒
筈の興し畝が警たとぢ■わけ
愚痴をこぼす巻患なくなかった
群が燻教義是とって哲の愚
とにかく親書轟ませ八璧Tに観
7．であった︒挙◎着日く︻いいた
光バスで一意蛮菅︒腫
背き日の旅衣1撃旅行路用十六日午前十一．将軍四分︑百二十四名の著人の希望を
東頭は︑高校生でもしよすが忌
佐 ■藤 克 古
墓は整社で警あ応か象秋
耗して開始された︒■
んで宇つないで歩いでら︑うらや
して下さった︒そして例年通力の
しかし鳳の因果蓉ないが︑雨の日が三日も雪たとは！だが韻にもまけず〟の郎く
箸に議いたのが二十サ日の朝 今陰やめの三段式プアJ革であ牒 ま蓄﹄︒文銀盟︑日本個など
バナナとケーキとユーヒーをロに
へこたれず︑憧れの関轟の見学旅行露見︑そじて数多くの思い蓋し︑二士二日会
勿翰これ鷺の物であろうが︑我
の繁華街を通力過ぎ心まで︑撃丘
九時頃︒それか象髄を持ったま
しなが義軍長のおもしろいお帯
見無顎帰郷した︒そこでその思い出憲二の四着に恒l麻し︑綴っていただいた︒
巷間八幡宮に参拝したが︑参拝 人にとっては画と轟ましいこと 石の大ビルヂング︑人や乳の敬に
に傾聴した︒十陣差して年後
しないで待っていたバス鼻梁カ で挙った︒三時間ぐらい車中で左 目をバチク空音てい花︒■．■
あた旦面の菜の花︑茶畑︑美し
六狩までの約八時間の自輔行勘と
い沿岸︑我見はこの最のお怒り
した潜牧人リ︑亡霊岬つて各クラス石の景色に見とれながら蔚いたの 葦に意いたのが午後四時ごろ
なったが︑しばらく琴南裏の
で心がな苗︒汽車墜餞四下を
ごとにバス簑レて陳倉の大仏
前にたたずんでこれかbの聾
小
山
常
光
欝る︑山が迫った陣︑薯︑■大
に向官ノ︒馨は様光地象われ
許し負っている者もいた︒しかし
義 雪 見 ご ト ン ネ ル ダ ノ 誓 閉 め二時展まで語が説く︒翌朝四壁丁転刀さア紅海さ琶んも切と︼盆 ているが︑道路の狭いのが玉にき
十分後に盗碁敵しす点い患いの
登用士ハ日管待望の修学腑符き声︑初旅のホームシックともい
ず︑その狭いのといったら勝間の
るんだbで大笑い︒汽車は相惜薇 起床︑宋軽石で日の出を嵐︑ロの懸命であった︒それ墓令︑
串っか︑おふくろの顔がチ一首ノ脳
雨の東京へと行った︒ある潜はシ
轟屠恩寵監督呈金蕊始め
道よカはなはだしい︒大仏は伸貞
気機関串でしキ垂崖撃一囁丁 鐙五時一宇一分よめ始まる︒旅
小宮讐毒筆大仏などを聾
裡をかすめる︒h密に轟いたのは
永ラマへ︑ある意は日脚︑プ︻ア永
暁︑ここで下車して一萱自
した︒大仏で柏陽きしにまさる巨 良かったり奈良よカハンサムとや
撃参徒壁手分︑茎にはこ
芸の五聾丁登あた生面渚が
穿ユームへ︑文ある者紋薪戚兄
ら1をの前で鷲等真電計︑バ
シに一同唖然として声をの甲∵一
足︑旅行碇おける轟勅のこと こぞとぼか少カメラマン﹁斉に体
︼敬啓温︑ここ等菅 かかってお轟がする︒罷木
姉♪ニ渚に・・⁝︒
ャッ孝・を切る︒旅館袋埠へ時 そして汲後にササヤキQ盛丸蓮 スに栗色終向蟹ン婆葉1
と考雪豊姦あ纏めてんを
犀畠嶺︑どの顔も摂れきってい でもあって︑皆瞥切って行く︒
盛衰香六時︑発革曝八膵十
んかし草炭参差し︒
院︑再び夫婦智で整瓜綴影︑後威 って春日大社膏見学した﹂■それ専 車は嘗送の里ブ蕊ソサニーを
心はすで肥関東墨に飛ぶ︒仙台 たが下車す嘉︑緊張のてい
五分﹂軍曹肇の膳筒を利用して
らバスに果つて奈良駅へ行き荷物 気持ち良く走力︑．賛よく目につ
カ︑出に伺う︒内雪蔓参
我々やっぱカオノ苛ノサytに嘗ノこうしている内に陸間にな勢
親戚︑兄姉︑先輩らと蔓の対敵
も近い1塗炭で埜時間に及ぶ
いたのが著人たちのサイケガング
名古屋薫四壁芋五分の汽革で二 拝︒あの有名な五十鈴川を通力内 吾凍って電車で肯蔀へと向っ
尉速歩聖峯都宮で尊雪面
構見る物︑聞く物すべてが珍しW
挙レ︑別れを翠レみ車中の人とな
った︒そしてこの七昆我々は大
の粟幻換えで︑ちょっと誓︑で すぐ責行に梁力換一年をつすヾ
の打雪弁慶が折る伊を電た制 努梶田薄く︑丁膠語帝棉碑阿国 妙常衆参同軍縛等が犀あ掘る中 應営繕︒嚢も終諷t儀
東京駅︑ここ等一十分の自相応勤
いに碧め解雇農学態帰
も汽車の旅装しい畠︑空八
梅田コマスタディアム観覧
の白露があって︑てんでに大
札の空拳木の鷲との洩革晶 がその雄姿轟た一尊い湧一同 ■に︑神戸薄を後匡した︒．そしてユ
雷洗面など露呈㌔その後東
って来たので挙雪我舟が対面し
日く■言あ伺七申し馨し去っか9
わって鷲の情趣の深恰所で参劇 思わず遥ん点でつけな丑とぴっ キyチックな国際腰帯戸監別れ 便の衝に敵っていった．嘉の後劇
︼番おもし免のは汽車の中ですな宮巣六時五十分の臨時列車で名白
た臼玉の窯僻︐巳い姿は教員の生
場
の
童
で
夕
甚
巻
と
斗
七
除
富
藍伊︑次の朝霞︷験に向った
馬の逆落しで有管ひよを晶も く 曳 そ の 終 に 等 ス 旧 幕
﹄というと︑それに琴見て日く﹃ 星に向つた︒津悪はその栄竺瞳
態の思い昂となるで荊妻ン︒すば
の層コマ墨に嘗三
阜歪が︑葦で松畳とは 府が碇泊申︑インド系の下警 上級に弾くとすぐ感光バスで市
うんだ︑■ぅん空こう冗談きっ の絵であ玖葉風︑また我々の旅情
らしき中毒丁詫狩︒・
梶
田
英
司
㌧号数畠習署マの墓ノ転
いわれないようであモ■美経が敦護が勒珍＞巳そう踵我象見て小 内見学に討た︒先ず萱丁と
ている乳にも夜は鯛けて行ぐ︒と姦める︒．革甲蔓る景色
る︒叉︑ガイドと一帯に写真をと畢彗﹂円硬讐憲漂行革冨た
転す渇のでその名が泰斗てのよ
彗宇目は五聾慮巧葦前
盛の首養い︑育英験した東壁守
も娘
今までよ芝段と上酪さ姦し
年撃醇思い出多い重義に
こからか聞一九で来るニワトリの
あ菅山もカなそれ竃で■〝げ鉛うな舞台窒菌に二つし雷箪
にパスを止め︑しばし暫時を瞑憩 っているの膏殆て︑童しげ
LJ国電で拙岩に向った︒大阪︑
を楢の垂れて婁肝に出発
新入生姦見た四月雷︑正面
毒っな″といち癒しき聖水の うである﹂さて章一︑二階の補
に指笛烹く︑こっち善と
棚芦を透し︑五時に爾降る明石 ㌔裡戸までの竪疲労に出た︒ そぼ降る雨も︼大儀最をそそ
玄関折節仙白のバラがきれいに咲き
都といわれー護りあって︑確の多 助麻Tト轟後列で︑敷金は三宮円
駅に到替︒明石琶犀の壷︑
■寧柿茶人贋轟る人丸神社前 l雪再び乗車して神戸市河に入る や幻かえす︑はからすも膏の交
い畏路廿言責でも珍已
嘩1濫璧倭斗畝や辞や演劇 揃い︑苦しくなカ昏た今にな
ずら少産／外套霞め︑
蹄閉館︑衝商館に滞弟き︑その晩 で停革︑同所にある日本礫準陣東
いのは四つ橋で別条∵臥字橋とも を早芝峯一時間︒そ町野越路 るまで︑努行を飽びかせてしまい
は各クラス毎にその三餌什券宿す璧三五度の桓七を展︑厨饗を
中国牽鰐の鯛等厳で下草︒■これは
誠に桐と海脛びしてよいやら︑実
笠の儲︑．欄竃饗︑許茜即
いわれ︑．﹃源しさ︼歯づ讐四つ
三国時代の東経関羽将輩を罷るお
ることになった︒賽森が捜さ
参拝︑明石城桑に眺め︑海岸
の演劇二二本のカ平︑有里都の 岳まぬ次帯です︒
渡を﹄め番の何がこの四つ
宮で︑朱塗の奇妙な払囁ゾ周から
れ︑■撃一同をの豪華な食事に目 菅羞芦へ轟をとった︒こ
男らしくない﹃いいわl鼻巴にな
癌に不俄の地位を与えたともいえコメディ旺捉冥y−書蓋
蓋はp﹂おかわ超もしてくれる の日も雨天で︑天気のいい日払はは異様な臭気が流れてくる︒沢は
るかもしれませんが︑なにしろ︑
るそうである︒義の天守閣は ︑紅葉もくすごした︒そして氷の都
衣郭でも珍らしい鉄筋コンクリー
とあってサービス儲讃︒七時富 美しい軽戸の海底什溝溌勝島が選
新聞部で意っている︑属ノ■ユル︑
御大典家とし垂ハ毎夜院造 轟の哲︑重罰轟︑煙の都の大
十時まで臣拍行動︑あいにくの雨 挙尻る普っだが・⁝・︒道路の左石ト進めの津川神社︑憮雀大桶公の
築され︑鉄筋コンクリート学童 阪秦帝し︑＋壁芋舟の列車で大 崇不足亭ノきっに汚勅出来
で塑闇組の万が多かったがへ■それ は於林︑この辺一帯が醸事灸喝 慧った社で神戸市民の菅
ず︑又︑実に沢山の学校行革で︑
内部隠博物館として使用されてい
船へ伺った︒．
でも大きな字入力の番傘をさし︑財閥三井家の警別宅も見える とするものとかや．とこ票望遥彦
る︒市阿鼻二望せんとて昇ったが ︹表は大阪梅田ユマ劇埠の豪牽編集の進行速度が鈍乳七月に入
す申C辞で紐掛るものもある︒ 今庄放きれてm菌の︻都となっ なした︒市内の墨書や多彩
ってか皇管ッチ蟄出し完成へと
悪天のため温くは屋久すがっか幻な空鼠東︺■ ■
こぎつけ草レた︒
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宇治橋を涯らんとする本扱生徒
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書籍と文房皐の店

藁葺専門の店

売りよく負いやすい

セイコー舎新型入荷

￣古書籍と雄琴

（申）

新

桜
石
館勲日立隼7月ゑ0由
（誇4白専）

羽田ター「ミナルよ町
、滑走題を望む

