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第 19 号

2016 年 2 月吉日

会長挨拶 	 ご　挨　拶

同窓会会長　小塚　光夫

　同窓会会員のみなさまにおかれましては、各界各地にて、ご活躍のこととお慶び申し上げます。

また、本会活動にご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。

　私どもの母校は、昭和 33 年の開校以来 57 年余を迎え、卒業生は、13,500 名余を数えます。

　知多奥田の恵まれた環境の地にて、勉学と各クラブ活動に頑張っておられる後輩の姿を見ます

と、先輩の一人として大変誇りに思っております。

　私ども同窓会は、会員相互の親睦と母校の発展に寄与するために、同期会やクラス会活動を、援助支援いたしており

ます。（本頁下の「同期会等開催費助成制度」をご利用ください。）

　この会報「たちばな」に触れていただける機会を通しまして、同窓会活動母校のゆりのき祭へ、皆様方のご参加をお

待ちしておりますとともに、「温故知新」新たな自分探しにおいでいただき、進化を続ける新しい母校の姿を一度見て

いただけますように、お願い申し上げます。

　また先般、2015 年 11 月 22 日に開催されました「日本福祉大学同窓会設立 60 周年記念大会」の席上において、大学・

付属高校・中央福祉専門学校・高浜専門学校の各同窓会でもって「学園校友ネットワーク連絡協議会（仮称）」の立ち

上げが承認されましたことにより、同窓会との情報交換や連携を推し進め、親睦交流と自己実現に資する活動を通じて、

地域社会にさらなる貢献をしていきたいと思います。

2016 年度の主な事業のお知らせ

本会の中心的活動の一つである卒業同期会等の開催を促進するために、【同期会等開催助成】をおこなっています。

クラス会やサークルOB・OG会の開催についてもこれを準用していますので、同期会等催される際にはご一報ください。

同期会等開催費助成制度のご案内

１　助成金の交付

　幹事から申請のあった開催内容に基づいて、各年度一回

に限り、次の金額を交付します。

（1）同期会の開催にあっては、10,000 円。

（2）クラス会及びサークルOB・OG会にあっては、3,000 円。

２　申請手続きから助成金納入まで

①会長宛に別紙【同期会等助成申請書】を記入の上、申請

してください。 

なお、同期会 ･クラス会の開催にあたり宛名シール（同

窓会名簿による）の発行を希望するときはその旨を申し

出てください。

②本部より幹事宛に会費納入のお願い文書や宛名シール、

パンフ等（希望の場合）を送付します。

③同期会終了後、【所定の報告書】を提出してください。

また、宛名シール（同窓会名簿）と違う連絡先が判明し

た場合（住所や氏名の変更）は、お知らせください。

④報告書確認後、申請時の銀行口座に助成金を振り込みま

す。

３　その他

（1）申請は、当該年度に開催する同期会等を対象とします。

（2）同窓会本部は、申請者（幹事）に対し【同窓会費の納

入のお願い】文書等を送付しますので、参加者への周

知にご協力ください。

（3）高校や学校法人が発行するパンフレット等を希望する

場合は、その旨を申し出てください。

（4）本部役員に出席の要請があるときはその旨申し出てく

ださい。常任幹事で調整します。

ゆりのき祭

 日時 2016 年 9 月 18 日（日）

 内容 餅つき、模擬店、活動報告

同窓会の皆様のご参加をお待ちしています。

前日準備（13：00 頃～）もぜひご協力ください !

同窓会幹事会	 日時 2016 年 5 月 21 日（土）13 時 30 分

 場所 日本福祉大学付属高等学校

3 団体合同講演会 日時 2015 年 5 月 21 日（土）14 時 45 分

 場所 日本福祉大学

 講師 金澤　泰子氏（書家）

 演題「ダウン症の娘と共に生きて」
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2 0 1 5 年 度 事 業 活 動 報 告

■学年同窓会報告

■学年同窓会予定

１　会務の運営強化

２　委員会活動の強化推進

３　会員・幹事等交流事業の実施

４　会員・ホームページを中心とする広報活動の実施

５　在校生との交流・支援事業の実施

６　母校並びに関係支援団体との連携強化

42 回生（2001 年度卒）　日時：2015 年 5 月 17 日　場所：日本福祉大学付属高等学校

10 回生（1969 年度卒）　日時：2015 年 9 月 27 日　場所：HOTELルブラ王山

52 回生（2011 年度卒）　日時：2016 年 1 月 16 日　場所：日本福祉大学生協「食菜」

19 回生（1978 年度卒）　日時：2016 年 4 月 2 日　場所：名鉄グランドホテル

会 計 報 告
2014 年度同窓会会計決算

（収入の部）

項　目
2014 年度

予算額

2014 年度

決算額
比　較 備　考

前年度繰入金 1,387,027 1,387,027 0

入会金収入 880,000 880,000 0 入会金（@5000 × 176 名）

会費・寄付金収入 50,000 25,007 -24,993

利息収入 225 254 29 銀行利息（普通預金のみ）

合　計 2,317,252 2,292,288 -24,964

（支出の部）

項　目
2014 年度

予算額

2014 年度

決算額
比　較 備　考

事務費 100,000 659 -99,341 ＊業務費

消耗品費 30,000 0 -30,000

印刷費 50,000 0 -50,000

通信費 10,000 134 -9,866

アルバイター費 0

雑費 10,000 525 -9,475 残高証明書手数料

会議費 250,000 37,164 -212,836
＊会議運営費（通信費、会議

費、交通費）

幹事会 60,000 12,000 -48,000 1 回

常任幹事会 90,000 25,164 -64,836 5 回

委員会 100,000 0 -100,000

事業費 1,290,000 773,921 -516,079 ＊各事業運営費

文化講演会 200,000 58,918 -141,082 三団体合同文化講演会負担分

会報発行 500,000 502,470 2,470 印刷費、発送作業費、発送料

交流企画 100,000 20,939 -79,061 ゆりのき祭企画

ホームページ運営 250,000 0 -250,000 委託費

特別給付奨学金 100,000 100,000 0 積立拠出

新会員記念品 88,000 81,486 -6,514 卒業証書ファイル贈呈

同期会支援金 52,000 10,108 -41,892 1977 年度

備品費 0 0 0 パソコンリース料

予備費 677,252 0 -677,252

支出合計 2,317,252 811,744 -1,505,508

次年度繰越金 1,480,544 1,480,544

合　計 2,317,252 2,292,288 -24,964

2015 年度同窓会会計予算

（収入の部）

項　目
2015 年度

予算額

2014 年度

予算額
比　較 備　考

前年度繰入金 1,480,544 1,387,027 93,517

入会金収入 845,000 880,000 -35,000 入会金（@5000 × 169 名）　

会費・寄付金収入 50,000 50,000 0 会費（@1000 × 50 名）

利息収入 254 225 29 銀行利息

合　計 2,375,798 2,317,252 58,546

（支出の部）

項　目
2015 年度

予算額

2014 年度

予算額
比　較 備　考

事務費 100,000 100,000 0 ＊業務費

消耗品費 30,000 30,000 0

印刷費 50,000 50,000 0

通信費 10,000 10,000 0

アルバイター費 0 0 0

雑　費 10,000 10,000 0

残高証明書発行手数料、特

別給付奨学金選考委員会旅

費など

会議費 250,000 250,000 0
＊会議運営費（通信費、会

議費、交通費）

幹事会 60,000 60,000 0 @60000 × 1 回

常任幹事会 90,000 90,000 0 @15000 × 6 回

委員会 100,000 100,000 0 各委員会

事業費 1,336,500 1,290,000 46,500 ＊各事業運営費

文化講演会 200,000 200,000 0 運営費負担分＋懇親会負担分

会報発行 550,000 500,000 50,000

交流企画 100,000 100,000 0
ゆりのき祭、役員との交流

ほか

ホームページ運営 250,000 250,000 0 個別メンテナンス費

特別給付奨学金 100,000 100,000 0 積立金

新会員記念品 84,500 88,000 -3,500
卒業証書ファイル寄贈

（@500 × 169 名）

同期会支援金 52,000 52,000 0 5 件見込み

備品費 0 0 0

予備費 689,298 677,252 12,046

支出合計 2,375,798 2,317,252 58,546

合　計 2,375,798 2,317,252 58,546

同窓生のみなさん！年会費（1,000 円）の納入、寄付にご協力ください。
ゆうちょ銀行  金融機関コード：9900　店番：089　種別：当座　店名：○八九店

 口座番号：0169025　加入者名：日本福祉大学付属高等学校同窓会
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2015 年度　常任幹事会　役員名簿

役員紹介

役　員 氏　名 卒業年度（西暦）

会 長 小塚　光夫 1968 年度卒業

副 会 長 丸山　容子 1978 年度卒業

副 会 長 吉村　和幸 1984 年度卒業

会 計 丸山　容子 1978 年度卒業

会 計 迫田　真希 事務職員

常任幹事 福岡　正之 1971 年度卒業

役　員 氏　名 卒業年度（西暦）

常任幹事 富岡　隆治 1983 年度卒業

常任幹事 新美　滋啓 1987 年度卒業

常任幹事 酒井　俊作 1993 年度卒業

常任幹事 江ノ上敦士 2001 年度卒業

常任幹事 榊原　　幸 2003 年度卒業

常任幹事 古川　真帆 2005 年度卒業

役　員 氏　名 卒業年度（西暦）

監　 事 池田　修三 1962 年度卒業

監　 事 堀場　純矢 1993 年度卒業

顧 問 丹羽　典彦 1960 年度卒業

顧 問 岩本　憲之 校　長

顧 問 山口喜久枝 教　頭

顧 問 君田　竜一 事務長

回生 卒業年度
（和暦）

卒業年度
（西暦） 1 2 3 4 5 6 7 8

1 昭和 35 1960 （佐藤　友彦） ＊丹羽　典彦

2 36 1961 桜井　敏寿

3 37 1962 ＊池田　修三

4 38 1963 （山東　克彦）

5 39 1964 吉田　孝仁 水野　義広 水野　孝安

9 43 1968 大久利一男 ＊小塚　光夫

12 46 1971 河村　　昇 ＊福岡　正之

14 48 1973 山田　順子 青山　伸吉

15 49 1974 水野　英子 古澤美代子

17 51 1976 平瀬　哲則

18 52 1977 中村　勝彦 鬼頭　和則 青山　智弘 高木　真澄

19 53 1978 ＊丸山　容子 桂　　佳男

20 54 1979 高垣　　充

21 55 1980 筧　　重和 菊地　淳子

22 56 1981 岡本　吉治

23 57 1982 川瀬　克幸 （渡辺　美雪）

24 58 1983 福井　政浩 榊原　京子 樋口　吉己 ＊富岡　隆治

25 59 1984 古川　裕資 大井智穂子 ＊吉村　和幸

26 60 1985 福地　充洋

27 61 1986 松田　洋幸

28 62 1987 小林　純穂 ＊新美　滋啓

29 63 1988 渡邊真理子

30 平成元 1989 仲野　　智 久田　里子

31 2 1990 瀬尾　隆之 中野　ゆか

32 3 1991 木俣　聖佳

33 4 1992 冨田　達郎 竹川　寅之

34 5 1993 岩田佳奈子 西　　将志 藤原　聡子 ＊堀場　純矢 *酒井　俊作

35 6 1994 白井　雅樹 （榎戸　幸子）

36 7 1995 佐藤かおり 鶴長　泰輔

37 8 1996 布目　達彦

38 9 1997 尾之内　童 白石　優理 長谷川純子 宮川　鮎美 寺澤　由紀

39 10 1998 市村　美和

40 11 1999 吉口　史晃

41 12 2000 鵜飼　健史 御手洗　旭 半田こすも

42 13 2001 ＊江ノ上敦士 武田　恵子 廣瀬　美子

43 14 2002 大久利勇輝 山﨑由香里 佐々木諒真 榎本　千香 長坂　創太 久野　達也 堀田　瑞樹 深谷　愛美

44 15 2003

有馬　將太 今井　佐栄 神野　由貴 田島由佳子 山下さなえ 野々垣聡子 鈴木　警史 小野　七絵

内田　　愛 小川　友子 宮澤　枝里 根崎　芳行 小牧　直哉 相羽　優香 小山　奈未 深谷　典子

＊榊原　　幸

45 16 2004 清水　大介 村上　辰之 山下　雄規 中平　　猛

46 17 2005 北浦　　稔 塚田　康人 水谷佳那子 菊地　宏晃 渡辺　拓也 舟橋　佑希 ＊古川　真帆

47 18 2006 永田　悦子 生田　卓也 竹内　　甫 大河内　恵 小島　祐助 浜野　由莉

48 19 2007 鶴見　　匠 眞鍋智奈実

49 20 2008 沖田　昌紀 椎葉　　梢

50 21 2009 竹内　航太 小田ひとみ

51 22 2010 青山　聖恵 長屋亜矢子

52 23 2011 武田　　颯 梶原　裕子 浅井真莉子

53 24 2012 西保皓太郎 奥村　仁美 戸村　龍昇

54 25 2013 野田　将也 岩田　　唯 高橋　　克

55 26 2014 土屋　大悟 永野朱梨奈



― 4―

同 窓 生 の 活 躍

おざわ　ゆき（小澤由紀）さん（漫画家）	 （1982 年度卒）

プレハブ校舎に通っていた頃

　私が日本福祉大学付属高校に通っていたのは、今から 30 年以上も前のことです。

　その頃はまだ、立花高校から名称が今の日本福祉大学付属高校に変わったばかり

で、入学前はみんな「立高、立高」と呼んでいましたっけ。

　知多に移転直前だったので、校舎はプレハブ造りで、3 年間プレハブ校舎で学び

ました。

　今思うと、あまり無い高校生活ですよね。プレハブ校舎は 3棟並んでいて、全部

平屋で、一番手前から一番奥の校庭の様子がわかるくらいでした。

　プレハブですから壁がもろいんですよね、ある日同級生の男の子が友達とふざけ

ていて、壁を殴ったら穴が空いてしまって。先生から「二度とやるんじゃないぞ」っ

て怒られてました。修理が大変だったんでしょうね、普通の鉄筋校舎ならこんな理

由で怒られる事もなかったでしょうに。

　でも、不思議とプレハブ生活は嫌いじゃなかったんですよね。周りに「こんな校舎嫌だ」なんて言う子もいなくて、

結構生徒みんなに気に入られてたんじゃないかなと思うんです。

　高校と言えば学力が割合近い生徒が集まりますので実力格差も無くてのびのび自由な気持ちで通っていました。先生

も穏やかな人が多かったように思います。先生方が時々お互い友達同士みたいにしゃべっているのが面白くて。職員室

も気軽にのぞけましたし。もちろん校則なんかはきちんと守らされましたけど、生徒も全体的にのんびりしてましたね。

　私は在学中にプロマンガ家としてデビューしました。

　2 年生の時に「家族の戦争体験」のレポート提出の課題がありました。その時私は兵役経験のある父親の話を聞きま

した。父親はソ連（今で言うロシア）に捕虜で連れていかれて強制労働をさせられていました。その話が強烈で、これ

はとても大事な記録であると感じました。

　レポートの評価も「優」をつけても

らって嬉しかったですね。私は当時か

らマンガの構想のことばかり考えてい

ましたから「これは是非マンガにした

い」と即座に思いました。これが後に

「凍りの掌」という本になり、世の中

に評価してもらうきっかけになったの

です。

　高校時代の課題がなければ、今の私

はいません。人生の転機はどこにある

かわかりません。今在学中の貴方たち

にとって「毎日を大切に」と言っても

ピンと来ないかもしれませんが、将来

の自分の生活の下地になる事が、今の

学生生活で起こっています。

　在校生の皆さんには今の気持ちを大

事にして、悔いの無い高校生活をすご

して欲しいと願っています。
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ゆ り の き 祭 報 告

　ゆりのき祭（日本福祉大学付属高校の文化祭）にて、同窓会として

展示ブースと餅の振る舞いを行いました。今年は、様々な年代のメン

バーで楽しく餅つきを行いました。

　展示ブースの教室では、餅の振る舞いと付属高校の歴史や同窓会の

活動を展示し、ブース外のテントでは、実際に餅つきを行いました。

歴史や同窓会の活動の展示の前では、現役生や OB が日本福祉大学付

属高校トークに花を咲かせながら、様々な年齢層の交流も生まれ笑顔

あふれる場となりました。

　さらに、今年度はいつも以上に中学生がブースにお越しくださり、

親子で付属高校に通って 倉又則弘、麻津美（旧姓　中川）（1987 年度卒）

　現在大学 1年の長男は、付属高校時代

が一番楽しかったと振り返ります。

　たくさん友だちができ、オーストラリ

ア留学を経験し、ゆりのき祭では音楽部

の仲間とステージに立ち、親からみても、

うらやましいほど、やりたいことを楽し

くやってきたと思います。

　そんな長男の姿は、次男の進路に影響

を与え、4月に付属高校に入学しました。

そして、ソフトテニス部と音楽部を兼部

し、充実した生活を送っています。

　日頃、息子たちは夕食を済ませると、

自分の部屋で過ごすことが多いのですが、時々兄弟で部活や行事、先生方の話をしています。

　つい先日は、話の流れから長男の卒業アルバムを開き、私たちの卒業アルバムまで眺めながら、“今と昔の日福”

の話になりました。

　このような時間を大切にし、息子たちとの会話を楽しみたいと思っています。

　これから中学三年間を送る三男が、どの高校を選択するのかわかりませんが、兄たちの充実した高校生活が、ま

た大きく影響しそうです。

文化祭に参加した感想、付属高校の率直な感想を話されている姿が多くみられました。文化祭のちょっとした休憩スペー

ス、ホッと一息できる場として使用してくださったことが私たちにとっても嬉しい限りです。

　今後とも「日本福祉大学付属高校」という軸から横の繋がりだけではなく縦の繋がりも大切にしながら「同窓会」と

いう場、何かあった時に頼りになる場を作り上げていきます。

　少しでも「同窓会」に興味を持たれた方は事務局までお問い合わせください。

長男　スポーツ万能！

球技大会で大活躍！

（写真は在学時）

次男　音楽大好き！

文化祭ステージで大活躍！
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高 校 の 近 況 報 告

　付属高校は進化し続けています
校長　岩本　憲之

　同窓生の皆様、お元気でご活躍のことと思います。付属高校は、教育改革を前進させようと、教

職員一丸となって日々頑張っておりますが、その一端を紹介したいと思います。

　まず、今春学園全体で人工芝グラウンドを開設しました。知多奥田駅を下車すると、すぐ目の前

に緑鮮やかなグラウンドが広がり、学園の風景が一変しました。特

に土日はサッカーの試合や応援などで多くの方がお見えになり、大

変にぎわっています。もちろん本校サッカー部は、その恩恵に大い

に浴しています。施設の充実、顧問の指導、選手の頑張りなどの成

果が相俟って、4 ～ 10 月に及んだ知多リーグでは見事第一位を飾

ることができました。来年度はさらに部員を増やして、より強化し

たいと張り切っています。

　和太鼓部は今年度夏、全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門に、

24 年目の連続出場を果たし、優良賞（第 3 位）を獲得しました。

大会直後には、日米文化協会の招待を受けて、アメリカ・ピッツバー

グの公演に参加。日本の高校生の代表として各地で和太鼓を披露し、

好評を博しました。他の運動部・文化部も双方頑張っています。

　今年度の文化祭では、戦後 70 年にふさわしいとりくみを行おう

当日は保護者の方々や美浜町長さん、地域住民の方々など、約

1400 名の来校者で賑わいました。

　付属高校では生徒諸君の活躍の場をできる限り提供し、可能性

を伸ばすため様々なとりくみを行っていますが、今年度も、夏の

イギリス研修や年度末のオーストラリア語学研修にとりくみまし

た。参加者は老人施設の訪問（イギリス）など、本校ならではの

研修に大いに刺激を受けました。また、希望者は介護職員初任者

研修が受講でき、今年度も 30 数名の受講者全員が修了試験に合

格し、資格を手に入れました。

　さらに高校では、保護者や地域の方々の期待に応えられるよう、

何をすべきか検討を重ね、改革にとりくんでいます。

　その一番の柱は「学び」を変えることと考え、今年度から新し

い取り組みを始めています。

　まず、すべての教室に電子黒板を設置し、ICT を活用した授業に着手しました。また多目的教室にタブレットを 40

台配置しました。これは、生徒の IT 活用能力を向上させるのに役立っています。

　レベルの差はあれ、すべての生徒が P.P. を使ってのプレ

ゼンテーションなどのスキルを身に着けています。生徒の学

び方も変わりあります。最近、日本中の学校でアクティブラー

ニングと呼ばれる指導法が注目されています。これは文字通

り、生徒が積極的、主体的に学ぶ指導法ですが、本校でもと

もすると従来の‘チョーク＆トーク’から脱し、学びの質を

上げるべく教員研修会を開くなどとりくんでいます。

　これまでの付属高校の伝統を引き継ぎながら、本校の教育

目標である、「ふだんのくらしのしあわせ」に役立つ人材

を育成すべく、これからも切磋琢磨していきたいと思います。

　同窓生の皆様、今後益々のご支援をお願いするとともに、

末筆になりましたが、皆様方の益々のご活躍と健康をお祈り

します。

と、生徒会役員が年度初めから準備を進めてきました。その努力が実り、戦争や平和を考える展示が多く見られました。
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部 活 の 活 動 状 況

サッカー部

吹奏楽部

　今年度で創部 6年目となりま

した。多方面からの援助を頂い

て、楽器もほぼそろえることが

できました。3 年生が引退した

後は、1年生 7名、2年生 16 名

で活動しています。人数が少な

い分、一人一人の演奏が全体の

音作りに大きく影響します。

　4 月から「120」の試合、総走行距離「400」km のランメニューを積んできました。2015 年度知多リーグ参戦 1 年目

10 勝 1 敗で「優勝」を勝ち取り、県 4部リーグ参入戦VS 名古屋高校C（名古屋地区 3位）に 2-1 で勝利し、昇格を決

めることができました。

　この結果は、4月に新入部員を含めてミーティングを行った際に、OFF	 THE	 PITCHを中心に選手たちがルールを決

めた成果です。

① 時間厳守

② 身だしなみ

③ 挨拶

④ 掃除

⑤ 能率手帳提出

⑥ 携帯管理など。

　ルールを掲げ、徹底することにこだわりを持って取り組

んでいます。12 月の入れ替え戦で精神的支柱であった 3

年生 2名が引退しました。

　今後は、2年生 1名・1年生 14 名・マネージャー 5名の

計 20 名となりましたが、2 年後に全国高校サッカー選手

権出場と大きなジャンプをするために、小さなことを積み

重ねて準備をしていきます。応援宜しくお願い致します。

吹奏楽コンクール文化祭

　夏は吹奏楽コンクール、秋は文化祭・吹奏楽フェスティバル、冬はアンサンブルコンテストを目標の中心において練

習に取り組んでいます。その他には、教育集会で演奏の機会を頂いたり、野球部の応援に出かけたり、施設からの依頼

演奏もさせて頂いたりしています。

　週に 2回、外部から専門のコーチから指導を受けており、技術的にも向上するよう努力しています。まだ人数も技術

も十分ではありませんが、演奏する生徒たちも、そして聞いてくれる方も楽しめるような演奏を目指して活動していき

たいと思います。応援して下さい。
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2015 年度在職教職員紹介

日本福祉大学付属高等学校　同窓会
〒 470-3233　愛知県知多郡美浜町奥田字中之谷 2-1
TEL（0569）87-2311　FAX（0569）87-2312

同窓会報について

　同窓会報「たちばな」はPDF版でホームページに掲載しています。バッ

クナンバー、最新号とも同窓会ホームページでお楽しみください。
http://www.netnfu.ne.jp/koko-dosokai/

佐藤　耕三
在職：1969 年 4 月～

2006 年 3 月

● 恩 師 は 今 ●

私の近況

　私は 22 歳だった 1969 年から 37 年間国語科教師として在職しま

した。送り出した卒業生の諸君たちの年代は、62 歳から 28 歳と広

がりをもっています。

　私が教員時代を記録したものとしては、27 歳の時から 30 年間続

けた学級通信実践を軸に授業実践・卒業文集エッセイなどをまとめ

た三冊の本があります。（44 歳、53 歳、59 歳の時に刊行しました。）

　私がリタイアして数年間は、老後の生活に備え思い切って私物を

整理することに専念する日々でした。ひとつはアルバムです。その

重量は半端なものではありません。そこで手元に残しておきたい写

真のみパソコンに取り込みました。さらに大量の VHS テープの整

理にもかなりの時間を要しました。残したい映像を HD や DVD に保存する作業が実に大変でした。一方で雑誌や

資料なども処分し、最後に残ったのがかなりの数の蔵書でした。

　最近三年間の近況を 2013 年の年賀状から順に紹介します。

　「昨年春に 60 年来の大親友を亡くすという出来事がありました。その後は傷心のままひとり各地を旅する一年で

した。一方、郷里の旧友たちとの旅を通してのあたたかな交流があり、卒業後はじめて大学同学科の同窓会があり、

43 年ぶりに旧友たちとの再会をはたしました。これからの人生をいかに過ごしていくかは私たち世代の切実な課

題です。2 年前からはじめた蔵書整理でサイト出品数の 4 割にあたる 2,000 冊を全国のカスタマーに届けました。

本が生かされるということはうれしいことです。」

　「近年、自分自身の精神史とかかわる心の旅を続けています。北海道・岩内、岡山・伊部、広島・尾道、山口・三隅、

福岡・若松、鹿児島・知覧などを訪れました。現在の趣味である映像編集ですが、最も熱心に取り組んでいるのが

年一度の郷里の同級生たちとの旅紀行映像編集です。旧友たちへの親愛とふるさとへの思いを込めて仕上げ、全員

に見てもらうのが生き甲斐にもなっています。また最近知り合った若手・中堅の画家・陶芸家（備前焼）の方たち

との交流から新鮮な刺激を受けています。（14 年）」

　「この年になりますと、親しい人たちとの交流が心の財産のように感じられます。茅ヶ崎の開髙健記念館のボラ

ンティアの皆さんとの交流で知った「城山三郎・湘南の会」の会員となり、新たな気持ちで文学と向き合っていま

す。4年を経た古書サイトでは出品数の 6割にあたる 4,000 冊を全国のカスタマーに届けてきました。（15 年）」

　最後に、私がリタイア後の生き方を考える上で大いに参考にした本を紹介します。

＊城山　三郎『無所属の時間で生きる』

＊嵐山光三郎『「不良中年」は楽しい』

追記：現在私は、知多校舎の教え子で故・立川談志さんの弟子だった落語家の立川平林君を七年前から熱心にサポー

トしています。

職　　務 氏　　名

校 長 岩本　憲之

教 頭 山口喜久枝

教 務 部 長 加賀　敏美

生活指導部長 竹内　智司

進路指導部長 松永　太志

渉 外 部 長 今田　和弘

学 監 平野　征人

1 学 年 主 任 岡部　道宣

2 学 年 主 任 近藤美穂子

3 学 年 主 任 青木　律子

氏　　名 担当教科

青木　律子 英　　語

石﨑　　摂 国　　語

伊藤　克之 国　　語

今田　和弘 地歴公民

岩橋由美子 養　　護

岩本　憲之 英　　語

鵜飼　建吾 保健体育

岡部　道宣 数　　学

奥田　章子 英　　語

加賀　敏美 数　　学

神谷　貴史 保健体育

河合理恵子 理　　科

川島　徳巳 理　　科

氏　　名 担当教科

木原　侑香 国　　語

君塚　　麿 数　　学

近藤美穂子 地歴公民

榊原　智穂 英　　語

重藤　信夫 英　　語

清木　敦史 理　　科

竹内　智司 保健体育

武智　静香 保健体育

田中　理恵 英　　語

中川　歩香 英　　語

夏目　大輔 理　　科

櫨　　秋晴 数　　学

長谷川友紀 英　　語

氏　　名 担当教科

半田こすも 国　　語

坂野　由季 地歴公民

日高　幸浩 数　　学

古澤　嘉一 国　　語

増永　和大 数　　学

松永　太志 地歴公民

宮東　靖浩 理　　科

向井　直紀 地歴公民

森　あゆみ 国　　語

山口喜久枝 国　　語

山田　育世 情　　報

山田　尚悟 地歴公民


