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秋田県立秋田南高等学校同窓会会報
「南 翔」 第70号
題字揮亳
鈴木 義信 氏（4期・東京支部）書道家

「南翔の集い」漫画家の倉田よしみさん（9期）と2ショット

平 成と「獨立自尊」
同窓会員の皆様には、本校教
育 活 動 に 対 し 、深 い 母 校 愛 を
もって、ご理解とご支援をいた
だいておりますことに、心から
敬意を表し、感謝申しあげます。
平成最後の年度末を迎え、こ
の間の秋田南高校の歩みを振り
返るとき、不易流行の３０年間
であったと感じております。
平成４年の学校創立３０周年を機会に、信太四郎初代
校長が教育目標として掲げられた「獨立自尊」を、校訓と
して定めました。平成元年にベルリンの壁が崩壊し世界
のボーダレス化が進展していく中で、創立の初心に帰っ
ての校訓制定は、大変重い意味のあることであったと考
えます。それまでに増して多様な価値観が混在する社会
の中で、リーダーとして活躍することが求められる南
高生は、本校校訓を体現し、自己の尊厳とアイデンティ
ティを確立する必要があると考えるからです。
平成の後半になると、グローバルな視点をもちながら
新たな価値を創り出す人材の育成が、時代の要請となり
ました。平成１６年から、文部科学省の指定によりSuper
English Language High School としての実績を積み上
げた本校は、平成２７年にはSuper Global High School
の指定校となりました。秋田県におけるグローバル人材
育成のモデル校として、数々の先進的な取り組みを県内
外に発信し、大変高い評価を得てきました。しかし一方
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で、様々なグローバル体験をした生徒たちは、秋田や日
本の文化を、さらに深く理解する必要性を痛感している
ようです。グローバル視点の軸となるのは、ふるさとで
あり、
「獨立自尊」の精神です。
グローバル人材育成を目標に掲げ、平成２８年に併設
した中等部においても、
「獨立自尊」は大切な理念です。
中１から高３まで６学年という多様な集団の中で、自分
とは異なる多様な他者を「鏡」とすることで、自らのアイ
デンティティを確立し、さらにその多様性を受け入れる
ことのできる若者となることを願っています。
平成の日本は、戦争のない平和な時代でした。グロー
バル化の功罪が明確になることで、それに背を向ける
ような動きも海外にはあります。しかし、次代を担う本
校生徒には、
「獨立自尊」の精神のもと、グローバルリー
ダーとして、課題にきちんと向き合い、新たな時代、平和
な世界に貢献して欲しい、と心から願っております。
若い南高生や卒業生に対する、南翔同窓会員の皆様の
ご指導ご支援を、よろしくお願い申しあげます。

教育者文部科学大臣表彰
祝 佐藤利正校長が平成30年度教育者文部科学
大臣表彰を受章されました。学校教育に情熱を注
ぎ、SGHでは文部科学省から高い評価を得ています。
生徒と信頼関係を確立し学校教育の発展に大いに
貢献されています。
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南高校SGHカンファレンスに参加して
10月26日、澄み渡る秋晴れの下『秋田南SGHカンファレ
ンス2018』が開催された。学校の資料によると、参観者数
は134名に上りそのほとんどが公開授業と公開成果発表
会を参観した。
◆工夫された授業で生徒の目が輝く
公開授業では中3と高1英語を見学したが、参観者は廊
下にまで溢れ関心の高さがうかがえた。その期待は絶対
に裏切らないだろうと始まる前からワクワクした。高1
の授業はザンビア共和国の水問題を解決するために設
置されたPlayPumpsがテーマだった。PlayPumpsとは子
供たちの遊ぶ力が原動力の水を汲み上げる設備だが、
この設備の具体的な問題点(cost,design,maintenance,

■平成30年叙勲、褒章受章者
春の叙勲 旭日双光章（保健衛生功労）
鎌田 光教氏（1期）
秋の叙勲 瑞宝小綬章（防衛功労）
榎 利美氏（1期）
秋の褒章 藍綬褒章（調停委員功績）
小山田 節子氏（2期）
■全国高等学校ビブリオバトル決勝大会
1月20日、古谷涼風さん(2年)が決勝大
会へ出場。以下は学校司書の杉山先生の
感想。
「 紹介したのは『ありえないほどう
るさいオルゴール店』(瀧羽麻子・著)とい
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billboard)についてワークシートを活用しながら意見
を出し合った。その中でフレーズや文法を学んでいく。
とても工夫された授業で面白く私も仲間に入りたいと
感じた。英語の間違いは全く恥じることはない。Don't
hesitate! 英語で話す世界を楽しんで欲しい。
◆素晴らしい「公開成果発表会」に感動の涙
選抜された6グループは限りない努力と時間を費やし
てこの日に臨んだ。迷いのないスピーチとプレゼンの
最後に映し出された相当数の参考資料を見れば一目瞭
然である。英語の質疑応答では提案しながら質問をし、
Good question!と賛辞を送りたい生徒がいたり、専門的
な質問にも丁寧に答えていた。後ろの席の由利高校の女
子生徒が「英語でプレゼンってすごいよね、かっこいい
よね」と弾んだ声で話しているのを聞き、興奮と感動で
こらえていた涙が溢れた。
◆独立自尊、グローバルリーダーとは
昨年夏、佐藤校長先生から南高生が新聞に投稿し掲載
されていると伺った。投稿は「大型商業施設は地域経済
の敵？」と題し、学校で講演を聞き強く疑問を持ったと
いう。自分の意見はこうだがどう思うかと級友にリサー
チし、そして決められた字数で投稿。さらに「どこか間
違っているだろうか」と提議している。何度読んでも力
強く理路整然としていて説得力がある。
“curiosity”を
持ち、
“creative”に実践してみることが私たちにもでき
る第一歩だと大いに考え、充実した1日だった。
雅樂代 昭子（16期）

う心温まる物語です。古谷さんは満員の
会場に緊張しながらも、笑顔でプレゼン
ができました。惜しくも決勝には進めま
せんでしたが、投票した方に「読みます
ね」と声をかけられるなど、本の魅力を会
場に届けられたと思います。」
■男鹿支部総会
10月19日、例年通り船川の「おとみ」に
おいて佐藤利正校長、沢井副会長を来賓
に迎え開催されました。議事はスムーズ
に進み懇親会では、霊験あらたかなる武
内顧問から差し入れの銘酒真山をはじ
め、ハタハタや紅ズワイ蟹などを堪能。佐
藤校長は3月で定年を迎えますが、これま
で情熱を持ってご指導下さったことに感
謝と今後更なるご活躍を祈念致します。

「2019年度秋田南高等学校同窓会
総会・南翔の集い」のお知らせ
日時：7月13日（土） 17:00 総会
18:00 南翔の集い
会場：秋田ビューホテル

■瀬戸内支部
昨年９月秋田から山岡会長、沢井副会
長に参加いただき、広島に７名が集まり
二回目を開きました。皆なかなか帰省出
来ませんが、色々なことが懐かしく特に
金農の準優勝もあり話題は尽きませんで
した。また、西日本豪雨のためJR不通区間
がまだ残ってましたが、直接の被害は無
いことを確認し安堵しました。次回は高
松で開催する予定です。
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水泳部OB会50周年
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蕗水会(水泳部OB・OG会)創立50周年を祝う
平成30年10月27日、蕗水会創立50周年記念祝賀会は秋
田駅前某レストランで多数の会員が参加し開催された。
平成27年8月に開催された、母校校長佐藤利正先生は
じめ沢山の御来賓のご臨席を頂き盛大に催された水泳
部創立50周年記念式典・祝賀会に続く大きな節目の会で
あった。
開演に先立ち、参加者全員で物故された諸兄に黙祷を
捧げた。
祝宴では、近況報告はもちろん、創立50周年に関わる
横断幕「泳竜乗水」や各部員へ記念品贈呈、会報発行な
ど、成功裏に終えられた他の記念事業も改めて紹介された。
杯を重ねるほどに誰とは無しに発せられたのは幾度
となく語られてきた定番の話題。
昭和40年、柴田廣をリーダーとする4期新入生3人の創
部宣言と、公認八橋プールのオープンまで、蛇が泳ぎ回
る上北手横山沼(現ポパッチゴルフ場)や足下に巨大な
カラスガイが生息していた茨島コジマデンキ向かいの

三角沼で行った練習。
「Let's make Dento(伝統)!」の気
概で練習に励み、創部2年目で東北大会出場、3年目には、
どの運動部も成しえなかった中央地区総合優勝。個人で
は楢岡秀雄の東北大会4位、伊藤章が母校初の国体選手
となった創世紀の偉業。その後も続く多数の国体・イン
ターハイ選手輩出をはじめとする栄光の数々、練習の成
果を充分に発揮できなかったり、部員不足でリレーを組
めなかったりした不振の時代。男子の平成2年県新人戦
団体総合における念願の初優勝。女子は平成16・17・18
年、団体総合3連覇に輝き「秋田に南高あり」と言われる
ほど県内屈指の強豪校に成長。本会命名者は柴田廣とそ
のいわれ等々、半世紀の時空を超えても熱き血潮をたぎ
らせた時代の思い出話は、今なお鮮明で尽きることはな
かった。
最後に、母校水泳部の飛躍はOB・OGにとって誇り・自慢
であり、勇気や元気を与えてくれる。さらなる躍進を願
い、支援継続のためにも同学年及び前後の学年の一層の
組織・機能化に努めることにした。
また、伊藤章会長の勇退に伴い後任に山崎進(5期)を
新会長に選出、一同名残を惜しみつつ再会を約束し散会
した。
※敬称略 文責;事務局長 菊地雅敏（24期)

ハンドボール部OB会

界を席巻することを願い、平成最後のOB会は無事終了し
ました。
船木 純（18期）

平成31年1月26日（土）メトロポリタン秋田にて、平成
最後のハンドボール部大OB会が開催されました。平成8
年までは毎年開催されておりましたが、いつの間にかOB
会は昨年まで開催されませんでした。しかし、平成最後
の年にゴジラのように復活！2期の進藤 進さんを筆頭
に、総勢20名の名プレーヤーが集結。コートを縦横無尽
に席巻したかつての名プレーヤーもだいぶ白髪としわ
が目立っておりました。
（笑）
平成30年11月23日大曲体育館で行われた新人戦のダ
イジェスト版が会場内に投影され、現役プレーヤーの
ゴールシーンにはOBも思わず拍手！現コーチ28期OB
の高桑 崇コーチも、OB全員から「フレー！フレー！高
桑！」の大エール！高桑コーチも暖かい激励に、いつか
は秋田県王者 湯沢高校を撃破するエネルギーをもらっ
たようです。
会場にはボールが１個準備されました。今のボール
は、昔のボールとは明らかに違います。昔は滑り止めの
ために手に松ヤニを塗っていましたが、
「（今の）この
ボールって、松ヤニいるのか？」と手のフィット感の違
いに戸惑うOBがチラホラ。また、
「 今のボールって重く
なったんじゃね？」と感じるOBが続出。
「先輩！握る力無
くなってるんだすべ？」との回答にOBも苦笑い。
久々に集いあったかつての名プレーヤーたち。最後は
輪になり肩を組んで校歌を大合唱！OBの大きな声が現
役プレーヤーに伝わり、いつか秋南旋風がハンドボール
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秋田県柔道整復師会名誉会長
かまた

鎌田

みつのり

光教（1期）

柔道家、柔道整復師として国内外で活躍された鎌田光教
さんに柔道との深い繋がりについて伺いました。
■柔道との出会いについてお聞かせください。
父が警察官で柔道家でした。父の影響で５歳頃からご
く自然に始めました。南高に入学した当初は秋田駅前に
あった秋田高校の校舎で学び、そこにはとても素晴らし
い道場がありました。手形に移った秋田高校の先輩と一
緒に稽古をし胸を借りたおかげで実力をつけました。柔
道漬けの高校生活でインターハイに出場できたのは、秋
高の先輩との出会いと稽古の賜物です。
■卒業後は柔道家と柔道整復師を両立されたのですね。
整骨専門学校で学びながら3回国体に出場しました。
柔道が好きでたまらなかったのです。心の中ではオリン
ピック選手になりたいと思っていました。そんな中、私
の人生を変える出来事がありました。ソビエト(当時)の
格闘家が柔道選手としてオリンピックに出場したので
す。私は格闘技サンボの情報収集のため船と大陸鉄道を
乗り継ぎ遥かモスクワまで行くよう命じられました。一
生懸命技術を吸収しロシア語も習得しました。その後、
世界選手権に２回出場するも決勝で敗れてしまいまし

支部だより
■本荘・由利支部

支部長 山田耕一郎（9期）
秋田南高校同窓会、本荘・由利支部総会が平成30年9月
5日に同窓会本部より、山岡緑三郎会長、藤原常太副会
長、工藤卓奧氏また学校より佐藤利正校長を来賓にお迎
えして開催されましたことを、ご報告させて頂きます。
総会においては、報告事項、決算、予算その他上程事案
は滞りなく承認・可決いただき、懇親会では各々自己紹
介しながら同窓の杯を傾けて和やかに歓談いたしまし
た。名残惜しいので場所を変えて二次会を行い大カラオ
ケ大会になり、本荘の夜は更けていきました。本荘・由利
支部は通常、2年に一度の総会開催を目指して活動して
おります。本荘・由利支部の同窓生は500名以上在籍して
いますが、総会の出席者数は15～20名で推移しており、
まだ出席されたことの無い同窓の皆様の参加をお待ち
しております。
昨年、初めて出席された方も懇親会が進むにつれて旧
知の間柄のように和やかに馴れ親めるアットホームな

た。オリンピック出場は叶
わなかったがやるだけの
ことはやったと後悔はあ
りません。この一連の出来
事が今の私に繋がってい
ます。
■秋田で開業後、印象的な
出来事はありますか。
柔道整復師会の国際部
長を務めた縁でJICAを通
して若い柔道整復師と共
にモンゴルで整骨普及活
動をしました。遊牧が中心
の地方では医療環境も厳 高3、恩師中沢一男先生（右）と
しく、骨折しても放置して
いました。モンゴルでの活動はやりがいを感じ、同時に
未だに柔道整復術がないウズベキスタンやカンボジア
などでも普及活動をしたいと思うのですが、もう少し若
かったら良かったですね。
■様々な努力と経験をされてきた先輩から後輩に贈る
言葉をお聞かせください。
私の座右の銘は「雪に耐えて梅花麗し」という言葉で
す。私の人生を振り返ると何事にもひたすら頑張ってき
ました。夢を持ち叶えるには努力と忍耐が必要です。頑
張りは幸運を引き寄せ花を咲かせます。若い人たちにこ
の言葉を贈り夢を叶えて欲しいと心から願っています。
いつも穏やかな笑顔が素敵な鎌田さんですが、その裏に
は辛い時ほど限りない努力をし耐え抜いた精神力があ
りました。今後もますますのご活躍をお祈りいたします。
雅樂代 昭子（16期）
支部です。あの人も同窓だったのかという新しい発見も
ありますよ。
一度、是非参加してみてはいかがでしょうか？
総務連絡先
大嶋 繁夫 TEL 0184-22-0172
山田耕一郎 TEL 0184-22-0253
Mail yama74ko@beige.plala.or.jp

株式
会社 フィデア情報システムズ
（第 １ 期 F 組卒）
取締役
取締役
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邦雄（第14 期 I 組卒）
雅則（第18 期 G 組卒）
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運動部活動
硬式野球部
第70回秋季東北地区高等学校野球秋田県大会
2回戦敗退 0-7 秋田商
サッカー部
第97回全国サッカー選手権秋田県大会
3回戦敗退 0-3 秋田商
バスケットボール部
ウインターカップ2018/第71回全国高校選手権大会県予選会
ベスト８ 58-65 秋田工
平成30年度秋田県高等学校体育連盟中央支部
バスケットボール新人大会
準優勝
バレーボール部
第71回全日本バレーボール高校選手権大会県予選
ベスト８ 0-2 秋田工
山岳部
第69回県民体育大会
山岳競技 ２位
剣道部
第15回日本海旗争奪高等学校剣道大会
男子団体 ３位
優秀選手賞 菅原 義仁
陸上競技部
第30回全国高等学校女子駅伝競走秋田県予選大会
女子 ４位 (佐藤柚花/小林美泉/沼田彩花/佐藤爽花/高田果歩）
第73回国民体育大会
少年Ｂ女子 走幅跳 12位 津谷 環奈
第23回東北高等学校新人陸上競技大会
女子 走幅跳 ３位 津谷 環奈
100m ８位 髙橋 遥香
全県新人戦
サッカー部 ベスト８ 0-1 秋田商
ラグビー部（秋田高校ラグビー部合同チーム)
４位 28-52 金足農
山岳部 男子個人種目別 体力 １位 渡辺 周平
剣道部
男子団体 １位
個人 ２位 淡路 優太朗
３位 東海林 真之介
陸上競技部
女子 総合５位
100m
２位 髙橋 遥香
200m
４位 髙橋 遥香
６位 佐藤 優
400m
４位 佐藤 優
3000m
８位 佐藤 柚花
5000mW ２位 高田 果歩
400mR
５位（髙橋遥香、大山遥花、佐藤優、津谷環奈）
1600mR ４位（髙橋、大山、佐藤、津谷）
走高跳
８位 大山 遥花
走幅跳
１位 津谷 環奈
三段跳
２位 津谷 環奈
やり投
５位 高橋 実佑
男子 200m
７位 田近 優太
走幅跳
７位 安達 健登
８位 古川 友康
砲丸投
４位 吉田 仁哉

株式会社

宇佐見経営

宇佐見
税理士 宇佐見

税理士

康伸（4･A）
昇平

TEL（018）832−8045
FAX（018）832−8195
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円盤投
２位 吉田 仁哉
やり投
２位 齊藤 恵
フェンシング
男子個人 フルーレ ２位 仙葉 遼輔
水泳部
女子50m自由形
７位 伊藤 佳穂
100m自由形 ７位 伊藤 佳穂
100m背泳ぎ ２位 長谷川 玲央奈
200m背泳ぎ ３位 長谷川 玲央奈
100m平泳ぎ ４位 照内 真尋 ５位 白渡 萌々子
200m平泳ぎ ４位 照内 真尋 ５位 白渡 萌々子
400mリレー ５位(白渡萌々子/照内真尋/伊藤佳穂/長谷川玲央奈)
400mMリレー ４位（長谷川/白渡/照内/伊藤）
男子50m自由形
７位 三浦 凌
100m 自由形 ４位 三浦 凌
100m背泳ぎ ３位 三上 陽向
200 m背泳ぎ ２位 三上 陽向
バドミントン部
女子団体 2回戦敗退 2-3 金足農
個人Ⅱ部ダブルス
３位 工藤 杏珠/須藤 彩悠
個人Ⅱ部シングルス ２位 須藤 彩悠
男子団体 2回戦敗退 0-3 大曲工
個人Ⅱ部ダブルス ３位 泉 洸介/三浦 雅久

文化部活動
ビブリオバトル2018秋田県大会＜高校生の部＞
チャンプ本 古谷涼風 『キャロリング』 有川浩（著）
全国大会では『ありえないほどうるさいオルゴール店』
瀧羽麻子（著）を紹介（P2ア・ラ・カルトより）
第4回PDA高校生即興型英語ディベート全国大会2018
菊地 風花、ブース 梨杏、崔 明俊
平成30年度秋田県高等学校総合美術展
美術部
デザイン部門 特賞 松田ひなの
推奨 武石実楓、佐藤 茜、木村文香、
昆野真夕、伊藤未希、中泉咲良、
齊藤百花
写真部
推奨 鈴木 健太「うららの羽」、鈴木 福「繋ぐ」、
遠山 早希「あったかーい」、天野 瑞稀「夕陽」
吹奏楽部
全日本アンサンブルコンテスト第41回秋田県大会
金賞 フルート５重奏「小ソナタop.80より」１、4、５
(浦舞衣、石木田優奈、長谷川ここの、中川華花、仁村真由香)
銀賞 クラリネット6重奏「クープランの墓」より
前奏曲 リゴードン
(川田華令奈、山﨑見和子、小林芽以、鈴木聖奈、伊藤柊人、荻原幸恵)
秋田県吹奏楽連盟創立60周年記念式典
優秀団体賞
演劇部
第49回秋田県高校演劇発表会
優秀賞
文芸部
第36回秋田県高等学校文芸コンクール
文芸部誌部門 第一席「岬」第56号
詩部門
第三席 伊藤 未希、 佳作 昆野 真夕
短歌部門
佳 作 佐藤 海里
俳句部門
佳 作 武石 実楓
放送部
第39回県高校放送コンクール
朗読部門
入 選 戸津 のどか
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2018 南翔ゴルフ同好会コンペ
2018年9月30日(日)、生憎の風雨に見舞われたものの、
会場となった南秋田カントリークラブには佐藤竹昭会
長(5期)をはじめ同好会役員が出迎え、早朝から元気な
笑顔の選手達が続々と集まって来る。中には「この雨で
もやるんだが?」との声もあったが、佐藤会長は「当然だ
べ！」と選手精神溢れる回答。
今年は28チーム98名の参加となり、4名又は3名のチー
ム編成でチーム上位3名の合計スコアでのチーム戦と、
個人戦で競われる。7時58分、OUTとINに分かれて、
「雨も
何するものぞ！」と続々とスタートしていった。
昼の時間もレストランは同窓生で一杯。皆さん手の内
は明かさず、曖昧な会話が目立つ。風雨にも負けず、午後
のコースへ出発して
いく。ゲームは順調に
進行し、全員が無事故
でホールアウト。表彰
式と懇親会の会場の
アキタパークホテル
へと向かった。
主な成績は次の通り。
チーム戦
(チーム4名又は3名のうち上位3名のネット合計スコアで決定)
優

勝

準優勝
第三位

佐藤昭徳/鷹島悟/石田隆一/三浦聡

219.8

個人戦(ネット-グロス)
優

新体制となった、秋田県立秋田南高等学校ゴルフ同好
会の新しい役員は次の通り。
会長

宮腰

壽(6期)

常任幹事 鈴木

洋光(20期)

副会長

山形

好人(12期)

事務局長 鈴木

久和(30期)

事務局員 高橋

慧(44期)

竹昭
常任幹事 佐藤
(5期・前会長)
常任幹事 川合

俊昭(5期)

常任幹事 鈴木

力雄(5期)

顧問

伊藤 健一
(1期・元会長)

佐藤前会長の永年にわたるご努力に感謝すると共に、
新会長の宮腰壽さんは就任の挨拶で、会員の増強、とり
わけ女性会員の増加をはかると共に、ゴルフ同好会の活
動が、
“南翔”自体の活性化の一助となれる事を目標に、
皆さんの力と合わせて頑張っていきたい、と抱負を語った。
川合 俊昭（5期）

217.8

森本大治/金美智彦/小林謙太郎/田中一博 218.2
佐藤隆/神谷琴美/鈴木明/越山薫

表彰式に先立ち、今まで会長を務められた佐藤竹昭会
長から、今回で退任する意向が伝えられ、新しい役員体
制が提案された。協議の結果、全会一致で新役員体制が
承認された。

勝 木内彰文 67.2-84

準 優 勝 森本大治 69.4-79

第 三 位 高橋美紀 70.0-88

第 五 位 三浦篤聡 71.0-77

第 七 位 奈良文男 71.6-86

第 十 位 小松

徹 72.0-102

本年の南翔ゴルフコンペの概要決定！
本年の南翔ゴルフコンペの概要は次の通りです。
開催日時 2019年9月29日(日)
会
場 南秋田カントリークラブ
参 加 枠 アウト15組、イン15組、120名枠
尚、スタート時間等の詳細については、今後会場と
打合せの上、決定してまいります。

ベ ス ト 金 美智彦
グ ロ ス out/38-in/36

GAFA(ガーファ)という言葉を聞いたことは
ありますか？グーグル、アップル、フェイス
ブック、アマゾンの頭文字をとった言葉で、
この4社の株式時価総額は300兆円を超えて
おり、大きな影響力がある会社として言葉に
なりました。秋田南高校でもグローバルで活
躍できる人材を育てるとの方針で、卒業生が
上記のようなGAFAで働くことがあるかもしれません。
ところで、ビブリオバトルでは、全国決勝大会で南高生

がプレゼンをしましたが、私からも本の推薦を一つ。ユ
ヴァル・ノア・ハラリ氏の「サピエンス全史」です。世界で
800万部売れ、上下巻読むと非常に影響を受けることは
間違いないです。
田崎宏明（29期）
〒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

