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海外視察団から気付かされたこと
同窓会の皆様には、日頃より
本校の教育活動にご支援いただ
き、誠にありがとうございます。
今年度本校で行われた海外か
らの視察について、二つほど紹
介したいと思います。
まず、４月２０日に、タイ王国
から教育省教育審議会及びタイ
王国大学関係者９名が訪れまし
た。日本でいう中央教育審議会に相当する、タイ国の教
育を統括する組織が、日本の教育システムを知ろうと秋
田県を選んだことに、学力日本一といわれる秋田県への
関心の高さを感じました。また、その中で本校が選ばれ
たことは、とても名誉なことであります。
当日、一行は、中等部と高校どちらの授業も参観しま
した。その後懇談の場が設けられ、佐藤利正校長の英語
による見事なプレゼンテーションもあり、和気藹々と会
はすすみました。そんな中、こちらの予期せぬ感想が出
てきました。それは、秩序を保った規律のある授業が行
われているのに感嘆したというもので、タイの皆さん同
意していました。生徒同士が動き回ったり教えあったり
という活動の場面もあったのですが、その中にも秩序や
規律を感じていたようです。タイと言えば微笑みの国と
も呼ばれるように、礼儀正しい国という印象がありま
す。その方々にとっても、日本の授業は礼儀正しく映っ
たようで、どうすればそのようにできるのかといった質
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問もありました。我々にしてみればいつもの授業風景で
したが、タイの方々からの質問で、日本の教育の美徳を
逆に再確認させられました。
１０月下旬には、中国の蘭州市から、二人の教員が一
週間ほど本校で研修していきました。秋田市が行ってい
る蘭州市との国際交流事業に、本校が協力する形で行わ
れたものです。二人とも英語の教員で、当初、英語の授業
中心に研修を計画しておりました。ところがそのうちの
一人が最も興味を示したのは、何と体育の授業でした。
来校早々、体育館を目にした途端、興味津々の様子で、見
学の許可を求めてきました。その後、体育の授業を何度
も見学していました。放課後の部活動にも興味を示し、
これも熱心に見学していました。中国の大学進学事情は
日本よりはるかに厳しく、どうやら授業は知識偏重のよ
うで、体育施設も十分ではないようです。そこに進学校
であっても二階建て体育館や、剣道場、柔道場、新しい中
等部棟アリーナがあるのを見れば、興味を示すのも納得
がいきます。体育の授業や部活動がきちんとなされ、設
備も充実しているのは、日本の教育の誇れるところだ
と、中国からの研修員の行動から教えられました。
これらのように、日本の教育の良さを海外の方々がそ
れぞれの観点から見いだすのも、南高ならではのことだ
と思います。これまでの礎と伝統を築いてこられた同窓
会の皆様に改めて感謝申し上げるとともに、引き続きの
ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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平成30年度秋田県立秋田南高等学校
同窓会総会・南翔の集い同時開催について
秋田県立秋田南高等学校同窓会
会

長

山岡

緑三郎（3期）

1962年4月に秋田県立秋田南
高等学校は創立し、
“独立自尊”
の
校訓の基、南高の歴史がスター
トして、今年3月で創立55周年を
迎えます。中等部3期生（80名）高
校57期生（240名）が4月に入学す
ると、960名のマンモス校となり
ます。平成28年に中高一貫教育校としてスタートしてか
ら3年目を迎え全学年が揃います。新しい歴史を刻む、平
成30年、同窓会南翔も今まで別々に開催をしてきた同窓
会総会と南翔の集いを7月7日（土）に開催することを29

年度総会、三役・理事会で決定をいたしました。現在中等
部、高校の生徒は、
“文武両道”の精神を伝統として、その
成果を遺憾無く発揮しております。同窓会“南翔”は、
“在
校生と共にある”の理念に基づき、出来る限りの支援を
していかなければならないと考えております。毎年度の
会費納入率が、3～4％と低く、十分な予算を組めない状
況です。総会、南翔の集いを同日開催し、多くの同窓に参
加していただき、状況をご理解いただきたいと考えてい
ます。
そのことにより、少しでも会費の納入率をアップし、
学校の要望に応えたいと思います。同窓の皆様のご理
解、ご協力をお願いいたします。
今年一年、皆様にとって素晴らしい一年になりますよ
うお祈りいたします。

支部だより
■「南翔」山岡緑三郎会長 来岡
瀬戸内南翔会副会長

桑原富生（７Ｂ）

山岡緑三郎会長が、業界所用の四国高知からの帰路、
岡山を経由されるとのこと。その列車乗継時、当支部の
メンバーと懇親されたい旨を伺い、集まれるメンバーを
と声を掛けた結果、4名の参加を得、11月18日（土）岡山駅
西口近くのすし店“福寿司”に集まった。
当店はバラ寿司発祥の店として知られるそうで、昼食
は当然そのバラ寿司セットをいただきながら談笑を得
た。噂にたがわずおいしく舌づつみをうちつつ話が弾ん
だ。当方も設立したての支部（2017年7月1日第１回設立
総会に次いで）の２回目の集いだったが、旧知の如く各
人の近況を話し合い、新しく連絡をくれた同窓生がお
り、今度会えるだろうとのうれしい情報も紹介された。
さらに、南高校が中高一貫校になっての最近の状況を
聞いたり、また各人の昔の地域話に花を咲かせ、佐藤支
部会長の持参した古い秋田市内地図を覗き込み、各人の
近隣やかつての通学路等を話しながら楽しい時間を過
ごした。
山岡会長からは、同窓会南翔本部からとのことで支部
設立祝い金と支部助成金を支部活動に役立ててくださ
いといただき、ありがたく頂戴した。

太田郁子６B 田中倫子２I 佐藤宣雄３G 山岡緑三郎会長 桑原冨生７B

次年度（’18年）の支部総会の場所と時期を話し合って山
岡会長のスケジュールの合間に合わせましょうとなり5
月頃広島市でどうかとなった。詳細については今後詰め
ることとなり、この話し合い時、山岡会長の予定表を覗
き込みその埋まり具合に驚きもした。
そしてさらに駅前のコーヒー店に場所を移して、会長
の乗られる新幹線時刻ぎりぎり迄、
「 卒業生の出世頭は
○○か？」とか、
「 大学の先生になっている人がいるよ
ね」等々話題は尽きず、別れを惜しみつつ談笑を続けた。
迫った時刻に、帰路の安全と次の再会を約束しつつ会長
を見送り、散会となった。
追記：次回総会は５月とは限らず、皆がより都合の良
い日を今後相談して決める事にした。
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金融事業本部 副本部長

熊谷

智（19期C組卒）

生まれ育った秋田を離れ、もうどれくらいになるだろ
う。気が付けば35年を過ぎており、他での生活の方が長
くなってしまいました。しかしながら、故郷での南高時
代を思い出すと、雪の中自転車を漕いで通学したこと
や、最も時間を費やしたバレー部のことなどが、今でも
鮮明に甦って来ます。特にバレー部は、当時、まだまだ
スポ根全盛時代であったにもかかわらず、同期のメン
バー、諸先輩や顧問にも恵まれ、自由闊達な雰囲気の部
活であり、自分たちのやりたいことを伸び伸びやって
いたような気がします。今思えば、それまでの、受け身
の行動や生活、考え方までもが、とても自由で自主的に
変わっていった高校生活であったように感じます。ま
あ、同期のバレー部メンバーが、とても個性的で、自由人
だったこともあるかもしれません。ただ、その頃勝手気
ままではあったものの、部活を通して芽生えた自主性み
たいなものが、今でも心の奥底に根付いているのはこの
年齢になっても感じます。
その後、秋田を離れ、ちょっとだけだらしない大学生
活を送りながら、コンビニでアルバイトを始めたのが
きっかけでコンビニ業界に就職し、以来この業界一筋で
汗を流し現在にいたります。何か確たる信念を持って、
この業界に入った訳ではないものの、当時コンビニの将
来性に何となく可能性を感じていたことは記憶してい
ます。
コンビニは今でこそどこにでも身近にあるのが当た
り前の存在ですが、私が働き出した頃は、まだまだ全国
的に一般的ではなく、大都市等でやっと市民権を得始め
た頃でした。ただ、拡大のスピードは物凄い時期に入り
つつあり、常に人手不足に喘ぎながら、若さゆえにでき
る過酷な日々を過ごしていたものです。それでも、成長
が実感できる中では、やりがいもあったのかもしれませ

南翔ホームページをご覧下さい
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ん。コンビニには老若男女を問わず、毎日沢山の方がお
見えになります。学校も仕事も、ライフスタイルもそれ
ぞれ違う方が、色んなニーズを満たすため来店されま
す。それらのニーズをいち早くキャッチし、応えていく
ことで今のコンビニは成り立ってきました。また、近年
では単に商品を販売するお店ではなく、様々なサービス
を提供する拠点となり、地域のコミュニティ的な場所へ
現在進行形で変化しています。
私もこの10年程度は、コンビニATMの設置に関わって
きましたが、ATMでさえ今や当たり前のサービスとなり、
どんどん時代が変化していくのを目の当たりにする毎
日です。コンビニのATMサービスでは、全国の地方銀行ひ
とつひとつと交渉を重ね、その地域で本当に便利に使え
るATMとするのに苦労しました。それでも、このサービス
はコンビニに求められる必須のサービスであるとの信
念のもと、全国への設置を実現してきました。秋田にお
いても県内の銀行にご協力いただき、ATMを設置できた
時は感慨深いものがありました。
この業界に長く携わり、このような変化を体験していく
と、常に求められていることは何か、それは多くのお客
様に指示されるのか、考えることが習慣化してきます。
私自身は、もっとゆったり時の流れに身を任せて暮らし
たい方なのですが、それ
はいつか秋田に帰りゆっ
くりできる時の楽しみと
しておきます。私の周り
にも、南高だけでなく、秋
田県出身者が沢山働いて
います。みんなとても周
囲に気を配り、真面目で
責任感が強く、ちょっと
肩の力を抜いたらと言い
たくなるようなこともあ
ります。でも、その粘り強
さが秋田の人の魅力でも
あり、だからこそいろん
な場所で活躍しているの
だと思います。
これからも、OBの皆さん
が元気にご活躍されるこ
とを祈念しております。

南翔HPは

南翔

秋田南

（4）平成30年2月28日

知的書評合戦

秋田県立秋田南高等学校同窓会会報

ビブリオバトル

ビブリオバトルとはお気に入りの本を持ち寄り5分間で
紹介し、参加者の多数決でチャンプ本を決める書評合戦
ゲーム。
「秋田県ビブリオバトル2017」で全国大会出場を決めた
高1の古谷涼風さん、中2の菅原愛美さん、司書の杉山先
生にビブリオバトルの魅力を伺った。
ービブリオバトルや読書の魅力はどんなところです
か？
古谷 参加した頃は楽しむ余裕がありませんでしたが、
ある時、個性溢れる先輩が本を紹介する姿を見て自分が
楽しくできることが一番だと気づきました。
『阪急電車』
は自宅にある本の中から選びました。参加者が笑ってく
れたりリアクションをしてもらえるのが楽しく、客席の
大きな反応は嬉しいです。
菅原 いつもはサスペンスやミステリーを読みますが
『カブキブ！』は青春が痛いほど感じられ、キャラクター
も濃く、
「青春したい！」という思いをみんなに紹介した
いと思いました。ビブリオバトルでは思う存分本の紹介
ができるし、とにかく私の紹介を聞いて欲しい。紹介冒
頭の歌舞伎のセリフはインパクトも考えていましたが、
言いたかったんです。自分が好きな本を好きなように紹
介できるあの空間が好きです。
古谷 恋愛小説が好きで、好きな本は想像しながら３回
くらい読みます。ビブリオバトルでも３回ほど読めば
キーワードが自然に出てきます。紹介する要領で試して
いると原稿が頭の中に出来上がります。私は紙をめくる
のも好きですね。コミュニケーション能力を高めると人
間的にも成長すると思うので、本を読んで思ったことを
伝え合うのは大事だと思います。複数の人が同じ本を読
んでどう紹介するかというのも面白いと思います。
ー1月28日に行われた全国大会では残念でしたが感想
を聞かせてください。
古谷 ものすごく緊張しました。予選はトップバッター
でくじ運が悪いし、もうダメだと思いましたが、会場か
らいい反応をもらいました。決勝には行けませんでした
が満足しています。グランドチャンプは話術だけで面白
いと思わせる、その引き込み方がすごかったです。やは

株式
会社 フィデア情報システムズ
（第 １ 期 F 組卒）
取締役
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金澤
三河
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～あなたが薦める本を読んでみたい～
りすごく悔しいですね。来年も全国大会に出たいです。
杉山先生 あの雰囲気の中でトップバッターで笑いを
とっていい空気を作っていたのは素晴らしかったです。
グランドチャンプは自分の個性をしっかりと生かして
いました。会場には本が好きな人たちが来るのでマイ
ナーな本が強いのかなと思いました。自分の個性と本の
個性で紹介していくものですからね。みんながまた来た
いという憧れの地のようで、本の甲子園ですね。
ー3月には中学の全国大会がありますね。
菅原 あぁ、どうしよう。強力な友人からもアドバイス
をもらっているので心強いです。
杉山先生 高校生大会を見て磨きをかけている中学生
がきっといるから油断は禁物ですね。
菅原 頑張ります！
世の中には1億3千万冊ほどの本があると言われている。
興味を持ち、想像力を広げ本から学ぶ、それが読書の醍
醐味だ。AIの進歩で「聴く読書」などのアイテムがあるが
その利便性を論じる前に学ぶ意味を考えるべきかと思
う。便利アイテムがあるから学ばなくてよいというのは
魅力的ではない。後輩の2人は意欲的で自分の意見を持
ち、自分の言葉で伝えている。読書を楽しみ、魅力を語る
2人を見て乾いた心が潤ってくるようだった。心が乾い
たと感じた時、あなたはどんな本を読むだろうか？
2人のプレゼンは『あきたびじょんNEXT』、YouTubeの
『WebTVあきた』を検索。
取材：雅楽代昭子（16期）

古谷涼風さんと菅原愛美さん
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水泳部
女子

運動部活動
硬式野球部
秋季高校野球中央地区大会
県大会代表決定トーナメント2回戦敗退 7-8 五城目
サッカー部
第96回全国高校サッカー選手権県大会
準々決勝敗退 1-1(PK3-4) 秋田工
バスケットボール部
第70回全国高校選手権大会県予選会
女子 2回戦敗退 30-112 和洋
男子 2位 58-72 秋田工
バレーボール部
第70回全日本高校選手権大会県予選
男子 2回戦敗退 0-2 湯沢
山岳部
第68回県民体育大会
山岳競技 １位 Aパーティ
剣道部
第6回登龍杯争奪全国高校選抜剣道大会
男子団体 ３位
第30回東北高校剣道選抜優勝大会
男子団体 優勝
アーチェリー部
第32回東北高校アーチェリー選抜大会
女子団体 準々決勝敗退 0-6 鶴岡中央
男子団体 準々決勝敗退 0-6 鶴岡工専
全
県
新
人
戦
サッカー部 1回戦敗退 1-1(PK3-4) 大館国際
ラグビー部（秋田高校ラグビー部合同チーム）
３位 45-7 金足農
陸上競技部
女子 400mH
４位 佐々木 佳乃
5000mW
３位 池田 明日香
1600mR
６位 (三浦、佐藤、佐々木、大山)
走り高跳び ６位 大山 遙花
学校対抗トラック競技総合 ８位
男子 200m
６位 髙橋 太樹
800m
４位 齊藤 弘晃
三段跳び
４位 茂木 世界斗
砲丸投げ
６位 吉田 仁哉
円盤投げ
５位 吉田 仁哉
八種競技
２位 茂木 世界斗
学校対抗混成競技総合 ２位
剣道部
女子団体 ２位
個人 １位 小松 まりあ
男子団体 ２位
個人 １位 及川 拓
３位 土田 竜矢、加藤 将太
登山部
男子団体
１位
個人総合
３位 畠山 奨太 ４位 竹村 竜一
体力
３位 畠山 奨太
天気図 ３位 竹村 竜一
読図
２位 竹村 竜一
フェンシング
男子個人フルーレ ３位 仙葉 遼輔
バスケットボール部
男子 ２位

秋田市泉北４丁目３番２８号

総合 ６位
800m自由形
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２位
３位
４位
５位
５位
４位
４位
７位
３位

100m平泳ぎ
200m平泳ぎ
100m背泳ぎ
200m背泳ぎ
男子 100m背泳ぎ
200m背泳ぎ
バトミントン部
男子個人２部ダブルス

シングルス

大友 優実
佐々木 捺子
伊藤 佳穂
白渡 萌々子
白渡 萌々子
長谷川 玲央奈
長谷川 玲央奈
三上 陽向
三上 陽向
２位
３位
２位

佐々木 啓吾、石川 達朗
荻田 敏、伊勢 賢伸
佐々木 啓吾

文化部活動

第30回秋田県高校囲碁新人大会
女子 ３位 藤田 菜桜子
第31回東北地区高等学校囲碁選手権大会
女子 優秀選手賞 藤田 菜桜子
高校生俳句スクール
優秀賞 石澤 茜「仰ぎ見る空ほら居待ち月ひとつ」
入 選 泉 彩菜「青田道若者の背に風が吹く」
ビブリオバトル2017 in AKITA 高校生の部
チャンプ 古谷 涼風 『阪急電車』有川浩 著
第80回秋田書道展
【2年】 褒状 杉永 龍久 【3年】３等 鷲谷 京香
県新春書き初め席書大会
秀作 齊藤 理佐子
佳作 佐藤 千華
平成29年度秋田県高校文化祭総合美術展
書道部 推奨 佐々木 真緒、進藤 颯斗
写真部 推奨 浦嶋 柚乃、鈴木 健太、中泉 咲良、田村 有紀
文芸部
第35回秋田県高等学校文芸作品コンクール
【詩部門】 第二席 坂谷 日向 第三席 石澤 茜
【短歌部門】第二席 泉 彩菜
佳作 昆野 真夕、武石 実楓
【俳句部門】第三席 坂谷 日向 佳作 泉 彩菜、石澤 茜
【小説部門】佳 作 泉 彩菜
【文芸評論部門】第二席
【文芸部誌】第二席 「岬」55号
第32回全国高等学校文芸コンクール
【詩部門】入選 坂谷 日向「スタートライン」
石澤 茜 「物体X」
演劇部
平成29年度秋田県高等学校総合文化祭
第48回秋田県高校演劇発表会 優秀賞
美術部
第50回秋田県高等学校総合美術展美術工芸部門
【デザイン部門】推奨 斉藤 萌加, 佐藤 茜, 松田 ひなの、
中泉 咲良
入選 齋藤あみ、乾菜月、佐藤彩月、
白旗 優帆、昆野 真夕、村上 優奈、
伊藤 未希、能登谷 璃奈
吹奏楽部
全日本アンサンブルコンテスト第40回秋田県大会中央地区予選
金賞 フルート６重奏「ブリンダーヴァン」
金賞 クラリネット８重奏
｢カタラクト｣－クラリネット８重奏のための－
全日本アンサンブルコンテスト第40回秋田県大会
金賞 クラリネット８重奏
金賞 フルート６重奏
全日本アンサンブルコンテスト第45回東北大会
金賞 フルート６重奏
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恩師は今

秋田県立秋田南高等学校同窓会会報

岩田

かつみ

勝覩

先生

新年早々、電話のベルが鳴っ
た。南高の卒業生からだった。急
に元気が出てきて、嬉しかった。
用件は、
「 南翔」に掲載する現況
報告の原稿の依頼であった。
定年退職してから23年目を
迎えた。退職したばかりの頃は
元気潑刺であった。友人に誘わ
れると、喜んで山菜とりやキノ
コとり、さらには温泉や旅行な
どに行ったものだが、前々から
気にかかっていた仕事があった。それは原書のアニアン
ズ著『シェイクスピア･グロッサリ』の編訳書を作ること
である。これに多くの時間をかけて、2011年にやっと
『シェイクスピア語彙英和辞典』という書名で出版した。
全国の図書館や一部の大学などに謹呈し終えたときに
は、ほっとした。なかでも、忘れられないのは、出版して
間もない頃、他県のある町工場の所長さんらしい方から
教え子のインターネットを通して一冊、そして二年後に
また一冊の注文があったことである。後でわかったこと
だが、自宅と工場に置いて読むためだった。
「世の中には
シェイクスピアを好きな人がいるものだなあ。たまげた
なあ！･･････夢があるのだ！」とつくづく思った。
この辞書を出版してから2、3年たって、10期生の還暦
祝いがあるという話が聞こえてきた。また元気が湧いて
きた。
「よし、これまで書きためていたものをまとめてプ

【訃報】

第68号

レゼントしよう」と心がけて、
パソコンに向かって編集して
いると、目がかすんできた。
「あ
あ、これは「緑内障が進行して
いる証拠だな」と感じた。
「これ
はどうにもならないし、仕方の
ないことだ。諦めるしかないの
だ。やれることをやるだけだ」
と自分に言い聞かせた。そして
祝賀会に間に合い、粗末なもの
だが、
『 心にしみるシェイクス
ピアの台詞』という本にして、
岩田勝覩篇
出席者にあげた。
もう10期生の方々と会うこ 『シェイクスピア語彙英和辞典』
とはないだろうなあ！
その後まだ物が見えるので、
『鎮魂集』(私家本)を書き
上げた。あくまでも自分のカタルシスのためである。
現在は、県立点字図書館から20代の頃に読むべきで
あった本、例えば、ミルトンに『失楽園』やスペンサーの
『妖精の女王』
・ブロンテの『嵐が丘』
・オーステンの『高慢
と偏見』それにウルフの『灯台へ』など、ほか多数のＣＤ
を借りて聴いたり、衰えつつある視力を心眼で補いなが
ら、
『少年パックが見た夢』(第二集)の原稿を書いたりし
て、日々を明るく楽しく、ゆっくりと過ごしている状態
です。
それでは、南高の卒業生の方々、
皆様のご健康とご多幸を
心から祈念致しております
（昭和47年4月～昭和59年3月まで在職）

「2018年度秋田南高等学校同窓会
総会・南翔の集い」のお知らせ

同窓会副会長赤上智氏が昨年の12月23日に逝
去されました（享年59歳）。赤上さんは秋田南高校
を昭和53年卒業の14期生。同年秋田市役所に入ら
れ、平成27年4月から子ども未来部子ども育成課
長に就かれておられました。生前の同窓会活動へ
のご尽力に感謝するとともにご冥福を心よりお祈
り申し上げます。

新年度から、10年続いた「南翔の集い」が総会と
一本化して同日開催となりました。
日時：7月7日（土） 17：00 総 会
18：00 南翔の集い（懇親会）
会場：秋田ビューホテル
※詳細は6月初旬掲載の秋田魁新報朝刊広告でご
確認ください。

今シーズンの冬はいつもの年より寒く感じ
ました。そこで私の今年のニュースは凍結で
す。１月下旬の強烈な寒波で、秋田市も水道
凍結が相次ぎました。我が家もほとんどの水
道が凍結して、しばらく使えず散々な思いを
強いられました。
「 不自由が無いと工夫が生
まれない。」と言いますが、不自由は無いに越
したことはありませんね！まだまだ油断な
らない今年の冬を工夫次第で乗り切りたいです。

あと！万一水道管が凍結破裂したら、水道屋さんと保険
屋さんに電話です。火災保険（共済も）で水道管修理費用
が出るケースが多いです。ご存じの方も多いと思います
が、知らないで損をしないように！
19期 清水毅彦
〒010－1437 秋田市仁井田緑町4の1
秋田県立秋田南高校内
電話 018－833－7431

