
平成30年度同窓会総会・懇親会が開催されました

平成30年度の総会・懇親会が平成30年8月11日（土・祝）、パレスへいあんで開催されました。
総会では平成29年度の会務・会計の報告、平成30年の会務・予算案などが協議され、承認されました。
懇親会は現役・在籍されていた先生方や当日参加の方も含め、約40名の方にご参加いただきました。各回生が壇上で現状な

どを報告するコーナーや歓談など、回生を越えた交流が見受けられました。
その後設定した二次会にも20名ほどの方が参加し、これも盛会に終わりました。ご参加いただきました方々、ありがとうござ
いました。
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こんにちは!　ようこそ、泉館山高等学校同窓
会へ。本来ならば、社会の皆様に感謝を申し上
げるところですが、新しく入会される34回生に向け
てメッセージを贈りたいと思います。

問題　校訓（自律、敬愛、貢献）について、貴
方の経験をもとに自由に述べなさい。答えに間違
いはありません。

1、自律、みんなでやるから面白いんだ!
恥ずかしながら当時、自立と漢字すら誤って認

識し、誰の力も借りずに立派にやることが大切だと
考えていた。しかし1人でできることなどわずかし
かない。そんな私に気付きを与えてくれたのは、チー
ムワークの大切さを教える泉館山のイベントである。
定期戦、球技大会、翠樅祭など盛りだくさんだ。
当時、勉強や部活もあるのに、追いつかない!　と
思ったものだが、社会に出て責任がある立場にな
ればなるほど、チームでなければ楽しむことができ
ない世界があると知る。もし自分自身にできないこと
があっても、その分野でクレイジーな位詳しい友達
を見つけてほしい。そして仲間と仲間をつなげて
いった時、きっとあなたにしかない宝物を友達が教
えてくれると思う。それを自律と呼ぶのではないだ
ろうか。

2、敬愛、様 な々考え方があっていいんだよ!
また敬愛を当時、世の中に気が合わない奴も

いるし、口うるさい先公を愛せないよ!　なんて
思っていた。人間誰しも気が合う友達とだけ一緒
にいると楽しく、他人を白黒つける方が楽だったり
もする。しかし、世の中全ての人の様々な考え方
や生き方を否定ではなく、まずは放っておくことも大
切である。要は、人を白と黒で区別するのではなく、
まずはグレイにしておく。そして時が経過すると、
グレイの中に、自分にとって利益になりそうなものが
白色に見え、そうでないものは黒色に見えるのであ
る。この一連の考え方をできる者が、物事の本質
を知り、社会のリーダーになっていくものだと思う。
敬愛は社会を正しく認識し、人を育てる大切なキー
ワードの1つだと考える。もし、近くに苦手な人や考
え方が違う人がいたら見守ってごらん。いつの日か、

あなたの未来を変えるキーパーソンになるかもしれ
ない。

3、貢献、大きな事より小さなことを大切に!
世の中でビックなことをやってこそ貢献だ!　なん

て思っていた学生時代。3年間毎日、母はお弁当
を作ってくれたが、感謝どころか文句ばっかりだっ
た。おかずが昨晩のもの、冷凍食品飽きた、ご飯
が冷たい。これらも自らが弁当を作るようになるといか
に大変か思い知らされる。3年間のお弁当は、1番
大切な青春時代の体を作り、思いを込めて毎日作
り、まさにこれから社会へ羽ばたく皆さんを支える
超重要アイテムなのだ。社会に出るとつくづく当た
り前と思っていることが、本当は当たり前でなかっ
たりする。母の弁当だって、社会への貢献なのだ。
どんなに小さな貢献であっても感謝し認めることが
できる人こそ世界を動かすカギに違いない。

クリエイティビティー、それは新しいものを創造す
る力と定義されるが、歴史、伝統、過去を深く知り、
人々の思いや苦労を知らずして未来を変えることは
できない。そして、人と人とのつながり、多様な考
え方への寛容も必要となる。私たちの母校は、何
より人を大切にする校訓を有し、仲間と共に喜び、
本気で語り合い、悲しみをいたわり、思いっきり笑
い社会へ羽ばたく。卒業から21年が過ぎた今、
皆さんと一緒に考えてみたい。

結びに、卒業を迎える皆、3年間楽しいことだ
けでなく辛いこともたくさんあっただろう。しかし人を
大切にできる皆さんならば、必ず自分らしく社会で
花開きます。あせらず、人生をかけて。

米国アップル日本法人、東京大学研究所にて奮
闘しながら、妻と娘と子育てを楽しんでいる。勉強、
部活、どれをとっても優秀ではなかったが、患者さ
んを支えたい思いから東北大学へ進学。道半ば
で視覚障害者となるが、東大で病気や障害と共に
生きる患者さんを支えるテクノロジを学び、後にアッ
プルへ進む。が、同僚や友人には、前職は吉本
興業?　変人!　と呼ばれるが同窓会長として猫を
かぶっている。面白い事考えるの、だ～いすき、キャ!

八巻　真哉
宮城県泉館山高等学校 同窓会長

同窓会会員の皆様には、日頃より本校の教育
活動に御理解、御協力を賜り、誠にありがとうご
ざいます。この場を借りて深く感謝申し上げます。

同窓生の皆様の優れた御活躍、御功績を見る
につけ、本校生徒は大変誇らしく感じております。
またそのおかげをもちまして、本校も地域の皆様
から厚い信頼をお寄せいただいております。生徒
は諸先輩方の努力に学び、実績に感謝しながら、
日々 意欲を持って学校生活に取り組んでいるところ
です。

さて、今年度の主な生徒の活動成果について
お知らせします。まず5月1日に行いました恒例の
泉三校定期戦では、運動部諸君の気迫のこもっ
た戦いと、応援生徒の強力なサポートにより、見
事総合優勝を勝ち取り、史上初の四連覇を果たし
ました。次年度は本校が主幹で実施しますが、追
われる立場として他校を迎え撃ちたいと思います。
また高体連をはじめとする各種大会では、陸上競
技部が女子走高跳で東北大会出場、弓道部が
女子団体で東日本大会出場、文化部では放送
部がNHK杯高校放送コンテスト全国大会出場、

吹奏楽部が吹奏楽コンクール東北大会出場、家
庭部が牛乳乳製品利用料理コンクール東北大会
出場、囲碁将棋部女子が東北大会出場と、めざ
ましい活躍が見られました。さらに2018信州総文
祭には、昨年度のみやぎ総文2017の流れをくん
で、写真部・合唱部が出場しました。これらの生
徒の活躍は、皆様が築いてこられた「文武両道が
実現できる進学校」としての伝統を受け継ぎ、守り
抜くための努力の成果です。今後も先輩方の応
援と指導に感謝し、期待に応えるべく励んで参り
たいと思います。

本校は今後も同窓生の皆様の築いた伝統を礎
に、日々 新たな学びを重ね、泉館山の名にふさわ
しい歴史のページを綴って参ります。同窓生の皆
様には、これからも母校に対する御支援と御協力
をよろしくお願いいたします。同窓会の今後ますま
すの御発展と、同窓生の皆様の御活躍、御健勝
を祈念いたしましてご挨拶といたします。

泉館山高校同窓生の皆様、こんにちは。第34回
生で生徒会長を務めました間所美月です。

同窓会の皆様におかれましては、日頃から多大
な御支援・御協力を頂きまして誠にありがとうござ
います。この場をお借りして深く感謝申し上げます。

泉館山高校で過ごした日 を々振り返ってみると、
同窓会員の皆様の手厚いサポートが在校生にとっ
て必要不可欠なものであったということが深く感じら
れます。同窓会報Abiesで同窓会の活動の様子
や卒業生の皆様のご活躍などを理解することがで
きました。また、入学式や卒業式に参列していた
だき、私たちを見守ってくれる同窓会長の八巻様
の暖かいまなざしを忘れません。

更に、日々の授業や講習で使用している翠樅
会館の冷暖房設備は同窓会の御援助で設置され
ました。部活動でも、私たちの先輩である皆様が
築き上げてきた「文武両道」の精神が、在校生が
向上心を持ち、互いに切磋琢磨する姿勢となって

今もなお息づいています。
さて、今年度の館山高校は「新しい館高」に向

かって様々な改革や変更が決定し、実践されまし
た。同窓会の皆様が培って来られた素晴らしい伝
統を継承するだけでなく、より一層地域から愛され
る学校を目指して発展することができたように思い
ます。私たち卒業生が行ってきた様々な活動や地
域への働きかけが、館山の「過去」と「未来」を繋
ぐ架け橋になれば嬉しいです。

今春、私たち34回生は泉館山高校を卒業し、
同窓会の一員となります。これからは同窓生として
少しでも母校の力になれるよう、皆様が守り続けて
きた「自律・敬愛・貢献」の歴史ある伝統を精一杯
後輩に引き継ぎ、また自らも社会の中で実践してい
きたいと思います。最後になりましたが、泉館山高
校同窓会のさらなる発展と御多幸を願って私から
の挨拶とさせていただきます。

間所　美月
宮城県泉館山高等学校 前生徒会長

（新同窓生）

武田　元彦
宮城県泉館山高等学校 校長

M E S S A G E

Creativity　～創造力、それは人との出会いから～ 伝統に学び歴史を紡ぐ
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自由度高く、行事で団結
　「なんてったって、共学ですからね」。館高を選んだ理由を尋ね
ると返ってきた言葉です。当時、いわゆるナンバースクールは男女
別学、「共学でトップ校」と呼ばれたのが泉館山でした。
　高校生活は「楽しかった、のひとこと」。進学校ではあったもの
の自由度は高く、「それぞれ好きなことをやって、イベントになれば一
致団結するっていう雰囲気でした」。２、３年のときは翠樅祭実行
委員。「夏休みは翠樅祭一色。３年のときもずっと学校にいて、準
備の合間に受験勉強した、っていう感じですね」。友だちとバンド

を組み、街なかのスタジオで練習をした思い出も。「ちょっと大人の
世界に触れたみたいな、ドキドキ感でした」。

つらいとき支えてくれる友
　「高校時代は人生のベース」と振り返る草野さん。「今でも、い
ざというときに頼るのは館高の友だち。カッコつけなくていいし、『素』
で話せるんですよね」。
　「転職したり、人生に迷ったり、まっすぐじゃなかった」と話す卒
業後の日々 。つらくなったとき、不思議と高校時代の友だちに再会
でき励まされたそう。
　社会人になってから出会う館高ＯＢにもよくお世話になったと話しま
す。もっとも「頭が上がらない」人は、２回生で２代目応援団長の小関
勝英さん（2017年発行「Abies」に掲載）。バーのオーナーで「疲れた
なと思ったら小関さんに会いに行きます。間違いなく元気になれる」とか。

失敗しても大丈夫！
　館高の良さを表現して「思いっきり自由だけど、節度がある」。
個性を認め合う懐の深さが、居心地の良さ。「でも女子のほうが
威勢よかったのは、間違いないかも」と苦笑い。
　「心が折れなければなんとかなる、と教わったのは高校時代」だ
とか。在校生にも人生のベースになる経験をしてほしい、「つらいと
きは視野が狭まって『失敗したら終わり』と思いがちだけど、そんな
ことはない。やり直せるよ」とメッセージをくださいました。

いざというとき、
やっぱり館高仲間
16回生、現在36歳の草野和広さん。
「10数年ぶり」という母校で、思い出話を聞きました。
「あんまり覚えていないんだけど……」と言いながらも、
懐かしい卒業アルバムをめくればさまざまなシーンが蘇ったようです。

草野 和広さん　

16回生。

仙台市職員。仙台市在住。

バンドとともに、部活も楽しんでいました

卒業生に
聞きました KAZUHIRO KUSANO

『バカ』にもなれる館高生
　泉地区出身の佐々木先生は、自身の高校当時にはまだなかった
新設校に注目していたそう。「進学校でスマート、生徒たちは素直
で真面目、という印象でした」と話します。他校で野球部顧問を務
めたときは、館高と定期的に練習試合を行ったそうで、「赴任したと
きはすでに親近感を持っていましたね」と笑います。実際に勤めは
じめると、生徒たちの様子は「思った以上に優秀でした」。
　それは単に勉強がよくできるという意味だけではありません。「謙
虚で吸収力が高い。そしていざ行事となると全力で楽しみ『バカ』
にもなれる、それがいいんです」。三大行事である球技大会、

翠樅祭、体育祭ではパフォーマンス力や企画・実行力の高さにい
つも驚かされるそう。

地域・保護者・学校の結びつき
　学級担任の他、ＰＴＡ事務局長、同窓会事務局担当、さらにソ
フトボール部顧問も務める佐々木先生。さまざまな活動を通して、
館高と地域の関わりの深さを実感するそう。
　特にＰＴＡについては「県内屈指の活動。感服します」。地域住
人を招いてイベントを開いたり、県高Ｐ連の大会で館高生の日常を
寸劇で披露したり。印象深いのは、役員の負担を減らそうと活動
の簡略化を提案した際に「先生はＰＴＡの意義を知らないのです
か」と返されたこと。「学校は地域に愛されてこそ存在する。部活
動や行事で迷惑をかける分、理解してもらう努力が必要なんです」
という言葉にハッとしたそう。「地域と保護者、学校が真に連携す
ることの尊さを教わりました」。

人格を磨く高校生活を
　会報誌「Ａｂｉｅｓ」の発行や総会・懇親会の開催など積極的に活
動する同窓会との関わりも、丸５年。「多忙な現役世代が中心になっ
てどんどん発展する若 し々い同窓会。教職員や元校長らも親しみ
を感じています」と笑顔。
　第一線で活躍し社会に貢献する多くの先輩は、在校生の良き手本。

「人格は周囲が決めるもの。館高生には人間的な魅力のある大人に
成長してほしい」という言葉は、生徒への愛情がにじみ出ていました。

忘れてはいけない
「地域に愛されてこそ」
「泉館山で教壇に立つのは、33年前の新任時代からの憧れでした」
と話す佐々木弘明先生。
赴任４校目で念願叶った館高での日々は、
どのようなものなのでしょうか。
学級担任や部活動顧問の他、
PTAや同窓会も担当する多忙な合間を縫って、話を伺いました。

佐々木 弘明先生

担当教科：政治経済、現代社会　部活動：ソフトボール部顧問

校務分掌：総務部でPTA事務局長・同窓会事務局担当

学年：1学年正担任

教員に
聞きました HIROAKI SASAKI

ソフトボール部顧問として、自らマイクロバスを運転し引率もこなす
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これからの教育は、主体的・対話的で深い学びの実現、
いわゆるアクティブラーニングによって、主体性と持って自
ら学び続ける人材（アクティブラーナー）の育成が重要とさ
れています。つまり、どう生きていきたいのかという自らの
意思をしっかり考えるということが、学校教育の中で、これ
までよりも一層求められていくこととなっています。

自分の意志に基づき学び続けるものを探求する……いわば
人生のテーマ探しとも言えますが、ではその人生のテーマ
はどうやって見つけることができるのでしょうか？

そこで、これに近い考え方としてGRIT（やり抜く力）とい
う考え方をご紹介したいと思います。このGRITは、「情熱」_

「ねばり強さ」に分解でき、さらにその「情熱」は、「興味」と
「志（利他的な精神・やり甲斐的なもの）」に分解できるそう
です。

つまり、それぞれの若者が自分が何に対して情熱を燃や
せるのかということを知ることが主体性を育むはじめの一歩
となるのです。

そしてそれは、自分の興味が何に向いているのか、自分
はどんな時にやり甲斐を感じるのかを自覚する機会に恵ま
れなければ、その一歩を踏み出すことは困難なのです。

キャリア教育の理論の一つに計画的偶然性理論というも
のがあります。その理論は、様々な人との出会いが豊かに
なれば、その人のキャリアも人生も豊かなものになるので、
出会いを多発させるような５つの姿勢（好奇心・柔軟性・
持続性・楽観性・リスクテイク）を持って生きることが大事
ということを説いているのですが、まさにGRIT＝その人の
人生のテーマの発見による主体性の発露には、多様な人と
の出会いを通じて、自身の興味や甲斐への気付きが不可欠
であるということを示していると言えます。

実際に、私たちNPO法人ハーベストが昨年行った若手
社会人30名に対して行ったインタビュー調査でも、「就活前
にやっておくべき事は何か？」という質問で「社会人との対話
の機会を沢山作っていくべき。」という回答をすべての回答
者が答えたことからも、これからの教育において中高生時
代から多様な大人との対話の機会を若者に担保することが
何より重要になってくるのでしょう。

同窓会のつながりで、４回生の同窓生のお子さんの学校
の保護者会にお招きいただき、こうした取り組みを講演した
際にも、受講してくださった保護者の方から、「学生の頃に
親以外の大人から社会人としての生の声を聞く、というのは
子供たちの考え方や可能性を広げる大切な体験になる。」

「ぜひ自分の子どもだけでなく、地域の子どもたちにそのよ
うな機会をあたえてあげたいなと思うようになりました。」と
いう感想もいただきました。

さて、泉館山高校では、キャリア教育の一環として、毎年
夏休み明けに、20名ほどの社会人を講師として招いたキャ
リアセミナーが開催されています。

様々な社会人が実体験を元に、自身の働きがいや挫折経
験などを車座で生徒に紹介し対話を行う場となっており、同
窓生の参加は今のところ数名にすぎませんが、今後、同窓
生の参加が増えていくことを期待しています。

皆さんの力で現役の館高生が力強く世の中に踏み出す
一歩を応援しませんか？　社会人講師に興味のある方は
是非、同窓会もしくはNPO法人ハーベストまでご一報くだ
さい。

山﨑　賢治さん　3回生
認定NPO法人ハーベスト代表理事

T O P I C S 泉館山高校同窓会の行事や会員の活躍などを紹介します。

館山小径

館高生の通学路でなじみ深いスポットにアポなしインタビューを行う企画、「館山小径」。
第2回目となりました今回は、館高生御用達の「Von Mehl」（フォンメール）さんです。
本名照洋社長に色々とお伺いしました。

「安全」「安心」「リーズナブル」をモットーに、地元大手ベーカリーで修行された本名社長が 1999 年に開業されて以来、
ちょうど今年で20 周年。当時と変わらず、館高正門付近に
あります。フォンメールとは、ドイツ語で「粉から」を意味し、
ドイツ語の店名にしたかったのと店の雰囲気に合致するという
ことで、この店名になったとのことです。

特に人気なのは、厳選した小麦粉を使った「食パン」に「ミニ
総菜パンセット」で、小さいお子様に総菜パンは大変喜ばれて
いるそうです。

最後に、館高生の皆様に「お店で売ってない種類のパンで
も、要望があれば作りますので、気軽にご相談ください」との
メッセージをいただきました。

本名社長の柔らかな人柄が随所に見られる素敵なパン屋さ
んに皆様も足を運んでみてはいかがでしょうか？　お仕事中に
ありがとうございました！

同窓生として館高生の主体性を
育む場に参加しませんか？

TOPIC
01

TOPIC
03

卒業時の年齢と同じくらい卒業後に年を重ねた30代中盤から40歳くらいの同窓生同士で話していると、必ずといってい
いほど話に上がってくる先生、マッチこと町田尚彦先生。現在、教頭として勤務されている仙台高校に訪問して館高時代の
想い出話を伺ってきました。

まさに30代中盤で赴任された町田先生は、当時の先生の中では若手。生徒との年齢が近く感じられ、親しみのあるキャラクター
でした。インタビューで出てきた想い出話としては、「泉三校定期戦でのストーム」（町田先生より質問：今もやっているのでしょうか？）
や「夏服の改定」（H10年度）、「球技大会での手作りユニフォーム」や「中庭でのタイムリーに行う壮行式」などを挙げられました。

先生が生徒会を担当していた当時、OBや近隣の会社などの力添えもあって「ハートフルイルミネーション」が始まりました。
「ピンチがあった時でも、学校を生徒たち自身の手で作り上げて行こうという気概に溢れていたこと」や「思ったことを形にし
ようと話し合ったことが学校全体に広がって行くダイナミズム」を実感できたそうです。

また、館高生は「うまくいかないことや、挫折、コンプレックスを感じることがあった時、今はできなかったとしてもいつか実現可能
な夢に変えて行こう！ と、明日を信じる生徒」、「他とつながることができる生徒」、「言葉
と言葉の間にある思いを読める生徒」と感じたそうです。「課題を投げかけると必ず返し
てくれる。生徒たちが考えて行動し、それが形になって広がる様子がはっきり見え、それ
が自身の教師としての成長にもつながる理想的な日々だった」と当時を振り返ります。
「館高生は、夢を信じられる生徒」　今も昔と変わらず、フランクな雰囲気を持ち

つつ、館山時代を大事にされている町田先生にお会いして、再び「明日を信じて形
にする力」をいただいたような気がしました。今も当時の先生方と集まることがある
そうですので、懇親会の際にでももっとお話ししたいです！　町田先生、お忙しい中、
ありがとうございました。

なつかしの先生を訪ねて
TOPIC

02
町田　尚彦先生

平成8年度～平成12年度在校

担当教科　現代文・古典

13回生卒業アルバムから
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平成30年度同窓会総会・懇親会が開催されました

平成30年度の総会・懇親会が平成30年8月11日（土・祝）、パレスへいあんで開催されました。
総会では平成29年度の会務・会計の報告、平成30年の会務・予算案などが協議され、承認されました。
懇親会は現役・在籍されていた先生方や当日参加の方も含め、約40名の方にご参加いただきました。各回生が壇上で現状な

どを報告するコーナーや歓談など、回生を越えた交流が見受けられました。
その後設定した二次会にも20名ほどの方が参加し、これも盛会に終わりました。ご参加いただきました方々、ありがとうござ
いました。

TOPIC
04

Abies
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翠 樅 会

〒981-3211　宮城県仙台市泉区長命ヶ丘東1 宮城県泉館山高等学校内
Tel. 022-376-0975
Facebook. http://www.facebook.com/groups/215259171873714/

宮城県泉館山高等学校同窓会

URL. http://www.izumitateyama.jp/

最新情報、総会・懇親会の申し込み、
および住所変更等のご連絡はこちらから▶

T O P I C S


