
憧れの応援団
　「花の応援団という漫画が好きで，高校に入ったらまず応援団と
決めていた。」という小関さん，２代目の団長も務め，高校時代は応
援団一色だったとのこと。 
　「もうね，応援団はね・・ちょっと思い出がたくさんありすぎて・・・」
その言葉どおり，エールの研究や合宿の話，個性豊かな団員たち
のエピソードなどが尽きません。 ちょうどこの頃（昭和60年）は，２回

生の佐々木重樹さんを中心に野球部が大活躍。秋季大会の福祉
大球場で行われた決勝戦は，応援団を中心に３学年が揃い全校
一丸となった応援は多くの生徒の記憶に残るものだったそうです。

若さを全力で受止めてくれた先生方
　当時，納得のいかないことは，先生に対してもとことん張り合っ
ていく生徒だった小関さん，校則や学校運営の問題について，生
徒指導の先生方と何時間でも徹底的に議論していたとのこと。そ
して，そんな先生方との本音のぶつかり合いを越えたところに強い
信頼関係ができていったそうです。
　「その中でも一番印象に残っているのは，福田誠先生。」「山の
世界や歴史の持つロマンやドラマを熱く語る人間味が大好きだっ
た。」と，そんな福田先生は，今でも小関さんのお店にたまにふらっ
と現れるそうです。

学校って，人って面白い 
　「何もないところから，いろんなものを生徒や先生が一緒に創り上
げていくところが，とても楽しかった・・・・学校って面白いトコだなあっ
て心底思ったよ。」 この想いは，小関さんが教師を目指すきっかけ
となり，その後，定時制の仙台図南萩陵高校（現在の仙台大志
高校）の非常勤講師として教壇に立つことになります。
　「人の繋がりというものを教えてもらった高校時代が今の自分を
創っていると思う。」

人と関わることの
楽しさを知る
二代目の団長として泉館山高校応援団の基礎を創った小関さん。 
２回生，創生期の館山を知る１回～４回生は
小関応援団長の天を突くような精悍な顔つきと
髪型を覚えている方も多いでしょう。 
現在は同窓生や懐かしい先生方が集まるバーのマスターとして
変わらず館山高校の同窓生の応援をしてくれています。
 そんな小関さんに高校時代の思い出を聞いてみました。

小関 勝英さん　2回生
2代目応援団長

バー Frogs オーナー

卒業生に
聞きました KAZUHIDE KOSEKI

T O P I C S 泉館山高校の行事や生徒の活躍などを紹介します。

卒業回生早見表

生まれた年度と卒業年次によって何回生がわかる早見表です。卒業当時の校長先生、各クラスの担任の先生方のお名前
も併記しております。懐かしい恩師にお会いになりたいという方は是非、同窓会ホームページよりお問い合わせください。
現在の勤務校等、同窓会で把握している範囲で情報提供可能です。

TOPIC
01

回生 生まれた年度 卒業年
（3月） 在職校長

卒業次　組担任

1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組

1 1967 S42 1986 S61

加藤 暢郎

吉光 章喜 佐藤 典郎 伊藤 峰視 浅沼 一夫 関　訂 梁川 武治 千葉 元信 渡辺 忠明

2 1968 S43 1987 S62 佐藤 典郎 齋藤 光次 渡部 孝 武林 恵子 浅沼 一夫 澤村 茂 狩野 宗憲 早川 克文

3 1969 S44 1988 S63 渡部 孝 菊池 由和 鈴木 秀夫 熊谷 桂二 木村 淳 福田 誠 山下 雅範 奥山 雅敏

4 1970 S45 1989 H1

湯本 眞哉

小野寺 宏 吉光 章喜 一條 忠美 堀川 和義 狩野 宗憲 櫻井 宏一 武林 恵子 千田 孝彦

5 1971 S46 1990 H2 佐藤 典郎 青山 純 渡部 孝 太田 健治 河岸 博子 浅沼 一夫 斉藤 安正 澤村 茂

6 1972 S47 1991 H3 佐藤 典郎 伊藤 峰視 和泉 安信 粕谷 淳子 熊谷 桂二 木村 淳 菊池 由和 福田 誠

7 1973 S48 1992 H4 狩野 宗憲 菊地 豊 澤村 茂 渡部 孝 小野寺 宏 遠藤 宣廣 堀川 和義 櫻井 宏一 井口 雅夫

8 1974 S49 1993 H5

沼田 啓充

浅沼 一夫 青山 純 一條 忠美 斉藤 安正 谷藤 正樹 河岸 博子
（狩野 宗憲） 山下 雅範 太田 健治

9 1975 S50 1994 H6 渡部 孝 菊池 由和 大宮 和子 秋元 一郎 熊谷 桂二 千田 孝彦 阿久津三枝子 鎌田 幹夫

10 1976 S51 1995 H7 阿部 翼 菊地 豊 佐伯 聖一 菅原 一比古 武林 恵子 小野 泰治郎 堀川 和義 小野寺 宏 井口 雅夫

11 1977 S52 1996 H8

菅野 政夫

梅田　茂 玉井 秀明 斎藤 文弘 志村 和治 上西 亮子 渡部 孝 狩野 宗憲 大谷 豪生

12 1978 S53 1997 H9 青山 純 一條 忠美 玉井 秀明 熊谷 桂二 鎌田 幹夫 菅原 一比古 菊地 潤 樽野 幸義

13 1979 S54 1998 H10 佐藤 春作 菅原 久夫 大橋 由紀子 高瀬 琢弥 町田 尚彦 笠原 哲雄 芳賀 誠 谷藤 正樹

14 1980 S55 1999 H11
遠藤 宗雄

加藤 徳善 飛鳥 貴 斎藤 文弘 伊藤 浩 小野寺 雄一 樽野 幸義 三浦 全郎 遠藤 厚志

15 1981 S56 2000 H12 栗原 虔冶 菅原 実 奥山 恭子 髙橋 隆一 半田 千里 樽野 幸義 金澤 潤 末木 正信

16 1982 S57 2001 H13
岡崎　忠

北爪 郁子 青山 勝 町田 尚彦 堀籠 亮一 佐藤 春治 菅原 久夫 玉井 秀明 大橋 由紀子

17 1983 S58 2002 H14 飛鳥 貴 齋藤 孝志 小野 均 梅森 修二 半田 千里 伊藤 浩 伊藤 博之 川村 恵理子 奥山 恭子

18 1984 S59 2003 H15

花井 弘美

渡部 知子 青山 勝 加藤 徳善 佐藤 浩志 金澤 潤 細倉 浩 木村　篤史 畠山 晶子 浅野 行廣

19 1985 S60 2004 H16 岩淵 伸夫 渡部 知子 山本 肇 佐藤 光二 小野　善広 堀籠 亮一 宇都宮 満 北爪 郁子

20 1986 S61 2005 H17 佐々木 智子 菅原 謙一 富岡 久喜 川村 恵理子 黒澤 弘 奥山 恭子 宇都宮 満 小野 勝

21 1987 S62 2006 H18 神保 義信 村松 昌子 桂島 猛 飛鳥 貴 手代木 章宏 秋山 直樹 青山 勝 菅原 淳

22 1988 S63 2007 H19

高津 律子

佐藤 春治 佐藤 浩志 鶴岡 丈彦 佐竹 潤一 岩館 裕章 青柳 啓介 雪江 美穂 庄司 清彦

23 1989 H1 2008 H20 菅原 謙一 奥山 恭子 池田 秀樹 木村 剛 木村　篤史 宇都宮 満 鈴木 秀利 富岡 久喜

24 1990 H2 2009 H21 髙橋 由紀 上杉 茂樹 青柳 啓介 村松 昌子 村上　悟 富永 明 愛澤 英治 黒澤 弘

25 1991 H3 2010 H22
佐藤 富夫

池田 秀樹 針生 智之 横山 佳司 菅 修一郎 岩館 裕章 鶴岡 丈彦 庄司 清彦 千葉 薫充

26 1992 H4 2011 H23 小野寺 章 菅原 謙一 木村 剛 大場 緑 桂島 敦 斎藤 秀美 松本 尚樹 鶴岡 丈彦

27 1993 H5 2012 H24

小笠原 朋之

林 宣子 木村 敬二 田中 由紀 青柳 啓介 横山 佳司 富永 明 村上　悟 沼田 秀樹

28 1994 H6 2013 H25 藤崎 統康 森谷 浩明 針生 智之 池田 秀樹 小山 裕之 西澤 崇 高橋 文 天川 葉子

29 1995 H7 2014 H26 梅村 聖一 木村 剛 茂野 真喜子 秋山 和士 小山 裕之 水上 智子 浅沼 謙一 小野寺 章

30 1996 H8 2015 H27 松本 文弘 西澤 崇 二階堂 芳輝 松本 尚樹 横山 佳司 長谷川 拓美 阿部 人志明 扇谷 健 林 宣子

31 1997 H9 2016 H28
澤田 可知

渡邉 朗 千葉 祥 川村 晃史 大内 千枝 水上 智子 平野 茂 佐藤 和之 池田 秀樹

32 1998 H10 2017 H29 茂野 真喜子 森谷 浩明 水上 智子 菅原 謙一 川上 秀一 佐藤 英人 小野寺 章
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