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智を似て
徳の心を育む塾校人
其の心美しく染まり
健康な体をつくる
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会員の皆様の多くは社会人となり、これまでに一つや二つは「認めたくない現実」という
社会の現実に直面したことがあろうかと思います。今回は、私が直面する「認めたくない現
実」に触れたいと思います。校友会便りの挨拶文としては相応しくないかもしれません、ま
た読んで不愉快な思いをされる方がいらっしゃるかもしれませんが、厳しいご意見も覚悟
の上で紛れもない私のジレンマを綴りたいと思います。
我が母校である塾校は、
「行きたい学校」ではなくて「仕方なく行く学校」になってしまった。これが私の「認
めたくない現実」です。誤解の無いように更に申しますと、
「仕方なく行く学校」という世間の評価がなされている、
ということであって、その世間の評価が正しいとも思いませんし、真実ではないとも思います。しかし残念ながら世
間の評価は決して良いものではありません。それが現実です。
私は校友会の会長ということで度々学校に足を運ぶこともあり、学校の教職員の皆さまが頑張っていることを
つぶさに見て理解しています。私の在学中と比べても質・量そして経験値（伝統）が加算されて、生徒にとって恵ま
れた教育環境にあると思います。あの手この手と、てんこ盛りのプログラムは年々強化されていて学校のチャレン
ジ精神や妥協しない取り組みには本当に頭が下がります。また、実際に通う生徒達も明るく、闊達な印象を受けま
す。これは真実です。
私事ながら、私の長男は現在6年生で、私立中学を受験するために勉強中なのですが、学校説明会・塾での進
路指導・他の6年生の保護者との会話などの機会が増え、そこで必ずでてくる世間の学校に対する評価（評判）
は残念ながら低いものです。今までも似たような評価を耳にしてはいましたが、世間は世間、俺は俺、
「塾校は最
高！」と突っ張ってきました。それは私自身のことなのでできたことかもしれませんが、自分のことではなくて、こ
と親の立場となると調子が狂ってしまいます。土佐に行けない子が「塾校でえいか」と志望を下げてくる学校であ
り、土佐を落ちた子が敗者復活する学校であり、高校野球が無く、ラグビーでは花園に行けなくなった学校であり、
塾中から追手前に進学する生徒がでている学校であり、学費が高い学校であり、東大合格者が少ない学校であり
ます。このギャップの間にあって、校友会会長であり、評議員であり、受験生の親である私としては、恥ずかしなが
ら100％の気持ちで「塾校が一番」と言えない部分が心のどこかにありました・・。
皆さんはこういう世間の評価を聞いてどう受け止めますか？
校友会会長としてはあるまじきことにて申し訳ありませんでしたがやっと心の整理がつきました。それは特別
何かをするわけではありません。校友会の会員皆さまが「社会でもっともっと活躍すること」であり、校友会として
それを「盛り上げていくこと」が、
「認めたくない現実」を少しでも正し、素晴らしい真実を認識させ、ジレンマや
ギャップを解決していくのだと思います。我々のオリジナリティは紛れもなく北中山にあります。同じ原風景を持つ
卒業生が元気であれば、塾校が元気だということです。これは言うまでもなく、これまでお願いし続けてきた校友
会の方向性そのものです。
ということで、
「元気出していきましょう！（自分にそう言い聞かせながら）」1月の総会でお会いできることを楽
しみにしております。また県外在住の方も、年末年始で高知に帰る方がいらっしゃるでしょう。どうか学校へも足を
運んで下されば、懐かしい先生方ももっと元気になることでしょう。自問自答しながら最後はまた皆さまにお願い
申し上げ終いとしたいと思います。
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卒業生会社訪問

久保 正二
（１期生）

株式会社フォアフロントテクノロジー
高 知：高知県高知市菜園場町1番21号（四国総合ビル）
名古屋：名古屋市中区丸の内三丁目17番28号（第2リックスビル）
代表取締役

土居 道典

取締役

久保 正二

システムコンサルティング
システムの企画・設計・開発・運用・保守
ネットワーク／サーバ／DBの設計・構築・運用・保守
ソフトウェアパッケージの企画・開発・販売
ゲーム・スマートフォンアプリ制作
インターネット関連サービス業務全般
Web、携帯、
カーナビ向けコンテンツの企画・制作
デザイン企画・制作・コンサルティング
ビジネスソリューションコンサルティング 他

フォアフロントテクノロジーという社名は、
「ICT業界において、最新の情報通信技術を応用し、先端のアプリケーションやサービスを生み出すことができる先頭企業として
歩んでいこう
！」
という創業当時の考えから名付けたものです。特に、
インターネットに関わる分野における第一線で価値ある企業になることを目指しています。

新設校だった土佐塾高校も多くの卒業生を送り出し、
その卒業生は世界中で活躍しています。今回から高知で活躍する卒
業生に注目してみたいと思います。
第一回目は
『株式会社フォアフロントテクノロジー』
にお勤めの久保正二さんにお聞きいたしました。
久保さんは、大学卒業後、高知の情報系大手の企業へ就職され、
その後転職、現在では
『株式会社フォアフロントテクノロ
ジー』
を設立し、
取締役として活躍をされています。
お話をお伺いした様子をお伝えいたします。
⑴ お忙しいところありがとうございます。早速ですが、現在は就職が困難な時代ですので、社会に出て仕事をされている卒業生の
お話は学生は興味があると思いますので、お伺いさせていただきたいと思います。IT業界のお仕事は、場所を選ばないと思います
が、それでも都会の方が便利で需要も多いと思いますが、どうして高知に帰ってこようとおもわれたのですか？
別にこだわりがあったのではないです。採用された会社が高知の会社でした。都会よりやはり地方ははるかに厳しいです。しか
し、この仕事は地方の仕事だけにこだわっているわけではなくて、高知を起点にして日本全国、また世界中で仕事をすることが可
能です。
⑵ IT業界では、技術力をつけて他の会社へステップアップすることは珍しくはないと思いますが、高知で別の会社に移ることに
関して、一歩目を踏み出すのは怖くなかったですか？
やはり高知と都会では情報量も違いますし、技術の広がるスピードも違います。そういった点ではそういえるかもしれませんが、
ただそれなりの技術を持っていましたので、怖さというものはありませんでした。
元々野心家なので、人がやっていないからやろうと思いますし、誰もしていない仕事なら1番になる可能性もあります。手段として
中央に飛び込んでそこから這い上がるのも一つでしょうし、外で力をつけて中央に近づくということもあると思います。
インターネットの世界なのでマーケットは国内と考える必要もないのでやる気になれば可能性は広がります。
会社を立ち上げるにしても、転職するにしても高知に戻ってくるにしても自分が飛び込む市場の調査というものは当然必要です。
何ができて何ができないか。またそれをしてどういったものが自分に返ってくるのかという調査は必要です。
例えば、公共的なものでしたら県とか市の財政状況とか知事がどのような方向性で活動されているのかなど知れば、そこに合わ
せた企画立案ができます。
私が恵まれていたのは、ソフトの仕事だけではなく、ネットワークなどIT系の仕事のなかでも多方面の仕事をする機会があって実
績を積めたので、あらゆる専門家になれました。お陰で取引先との仕事の話がスムーズにおこなえ、県外から仕事を頂ける事にもつ
ながっていると思います。こういうところがベンチャー企業の面白さかもしれないですね。
⑶ ところで高校時代の印象に残っていることはありますか？
そうですね。う〜ん、勉強難しかったな〜。特に数学(笑)。
日本史なんかとんでもない偏差値をとってしまったことがあります。憶えるのより発想する方が好きでした。
ソフトボール部でしたが、最初は四人でしたからね。勿論、試合はできませんでした。当時、試合ができていたのはサッカー部だけ
じゃないのかな。
フォアフロントテクノロジーで
今の学生もそうだとは思いますが、補習がすごかったですよ
最近開発した iPhone アプリ
ね。夏休みなんかもなかったですよね。先生方には丁寧に教えて
いただきたいへんありがたかったです。
あ！ 思い出した。受験番号が1番でした。その後1番になること
はなかったですが。
⑷ 学生に何か一言いただけますか？
これから就職する人にはたいへん厳しい時代です。その中で
も目標や目的を持って何に対しても前向きになれる人は、大丈
夫です。入社当初は、想像出来ない忙しさがあったり、システム
業界や出版業界など不規則で大変な仕事も多いですが、それも
自分の実績になり後々に役立ちますので、体にだけは気をつけ
て頑張ってください。

色々お話をお伺いいたしましたが、
かいつまんで紹介させ
ていただきました。お忙しい中お時間を頂きありがとうござい
ました。

http://i-animal.jp/
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校友会だより
ある日、自動販売機の前

7 期生

高橋直久

学部学科が多い大学ですが、会員の業種は様々です。

に立ったときのことです。そ

そんな会員の中に、私の息子がお世話になっている保

こには飲料の自動販売機が

育園の園長先生がいたりするわけです。大学の校友

6 台あり、メーカーも様々種

会つながりで、親としては勝手に安心してしまってい

類も豊富です。私はコーヒー

ます。

を買うつもりで、各メーカー

各期の皆様もクラス会や学年での同窓会は開催さ

の自販機を見渡しました。そ

れていると思いますが、学年をまたいだ「タテ」の

の 中 の 1 台 に、
「 い つ でも

つながりも結構面白いものですよ。もちろん、先輩・

100 円」とポップのあがった

後輩という関係に変わりはありませんが、お互い「大

自販機を見つけました。私は 120 円を覚悟していたの

人」ですから。特に 10 期生以降の若い会員の皆さん、

で、
「おっ、この自販機から買ってやろう」と心の中

校友会には優しい先輩がたくさん在籍しています。何

でつぶやきました。

から話したらいいか分からない方は「寒くなりました

いざその自販機の前に立ったとき、あることを考え、
結局、120 円の自販機で購入しました。一見 20 円の

ね」と気軽に声をかけてみてください。
さて、どうでもいいような「100 円か 120 円か」の

ケチ話に聞こえますが、何が私をそうさせたのでしょう。

話の続きです。100 円の自販機に陳列されていた商品

私が校友会活動に参加するようになって 10 年が経

（A 社）はドラッグストア等で日頃から 60 円程度で販

とうとしています。その 10 年間、私生活では転職し

売されています（販売されていることを知ってしまって

たり、結婚したり、子供が誕生したり、と様々な出来

いる）。しかし、私が購入した商品（B 社）は安くて

事がありました。校友会活動に割く時間は年間で考え

も 90 円程度でしか販売されていません。60 円に 40

ると少しの時間ではありますが、多くの先輩、後輩と

円足して 100 円で購入するか、90 円に 30 円足して

出会い、大変有意義な時間を過ごせたと感じていま

120 円で購入するか。私には後者の方が心が満たされ

す。仕事やプライベートでの出会いはたくさんあります。

ました。

初対面の人とはたいがい「寒くなりましたね」などと

コーヒーを買うのに「少しだけ足して」満足している

天候の話題が無難ではないでしょうか。もうちょっと

人は私だけかもしれませんが、人生の時間に「少しだ

話題が進むと出身校の話になったりするものです。不

け足す」ことで、タテのつながりも作ってみませんか。

思議なもので、出身校が同じなら、それだけで心を

在学中にはすれ違ってもいない先輩・後輩でも、土

許してしまうことがあります。

佐塾出身と聞けばもう仲間になった気分です。そんな

私は出身大学の高知県支部でも幹事を務めていま

仲間達の「溜まり場」として、校友会が発展していけ

す。大学の校友会は歴史もあり、私の両親よりも年上

ばいいと願っています。皆様お忙しいとは思いますが、

の大先輩方も多く在籍されています。昔から理系の

総会・校友会活動にぜひ参加してみてください。

関 東 支 部 の 活 動
東京で、校友会の集まりを開催しています。
関東在住の皆さん
是非私まで連絡をお願いします。
山崎好朗（７期）yamasaki446@gmail.com

❖ 関東支部の主な行事 ❖
５ 月 新入生を囲む会
９月or１０月 BBQ
１２月 忘年会
その他、随時集まりの場を設けています。
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日 時：平成23年１月2日㈰

長

介（２期生）

17：30～総会

丈（４期生）

18：00～懇親会

場 所：高知新阪急ホテル
会 費：学生 3,000円

20期生は無料

編集室より

聡（２期生）

●代表の幹事は以下の通りです。
１ 期生
山脇弘道 前田憲志 藤岡宏健
２ 期生
山本泰弘 黒川真介
３ 期生
釣井龍秀 中野孝昭 村岡大輔
４ 期生
下元祥史
５ 期生
松崎健太 矢部昌宏 關本麻香
６ 期生
大西みちる 西内貴史
７ 期生
高橋直久 間大資
８ 期生
川崎鮎美 栄田智文 西岡孝絋 濵口滋
９ 期生
井戸田晴信 澤田冴香 高井宏美
10期生
堤基成 織田知恵 坂本卓也 浜田伸也
11期生
川嶋由妃 鈴木雄太 松本麻美
12期生
橋元大地 浅野真由 斉藤昌己 高芝利和
本田貴久
13期生
安養寺正之 北岡浩介 篠崎優 西森心平
14期生
上村絵里菜 川田敦士 川村将平
本田亜矢子
15期生
池崇宏 池末和陽 石川洋一 田中翔
山川佳佑 山本雅典
16期生
山本慎平 岡崎晶子 緒方綾乃 野村佳世
浜渦杏奈 藤井啓史 村田憲昭 湯浅亮
17期生
岸本優行 飯田大介 尾崎陽子 堅田健太
川口貴之 山崎文恵
18期生
石田光子 小野敬洋 小野憲人 神埼喜子
佐光健太 中内翼
19期生
岩松美恵 堅田雄太 熊沢歩
20期生
石田信子 野田浩希 岡本悠里 有光桃子
入川友美 内田圭美 岩崎加純 眞鍋裕起子
小野泰佑 岡部未弥 近藤伸哉
21期生
尾崎尚子 横畠諒

社会人 6,000円

今回から総会の報告と卒業生が勤める会社訪問のコー
ナーを設けました。あらゆる分野で活躍する土佐塾高校
卒業生をみて、何かを感じていただければ嬉しく思います。
さて、平成22年は「国民読書年」ということらしいです
が、皆さま最近どのような本を読まれたでしょうか？先日、
学校の図書館に寄せていただくと、私が学生の頃より数
倍、蔵書が増えていました。その内容も魅力的な本が並
び、担当されている先生の御尽力に頭がさがる思いでし
た。また、最近はあらゆる電子端末の普及により、本を読
みやすくなりました。
私たちは他者とコミュニケーションをとる手段は限られ
ています。人間は言葉を話すことと体を使って表現する
こと以外にコミュニケーションをとることができません。
そのコミュニケーションの出発点は、全て心・感情という
ようなものだと気づかされます。心や感情は、困難な局面
でその姿が顕著にあらわれます。
あらゆる判断をする時の目線の違いは（何を中心にし
て思考をするのか）、結果を左右します。時と場合によっ
てはポジティブにもなるでしょうし、ネガティブにもなり
ます。
今回、一期生の久保正二さんにお話をお伺いしました
が、どこにいようと目の前にある状況をどう受け取るかと
いう判断と、目標をどのように達成するかということを考
え、一つの分野だけではなく多くの分野から学び、あらゆ
る視点を持ち、目的に向け行動・実践されてきたのだと感
じました。
インターネット検索大手のグーグルでは、勤務時間の
20％を主要業務とは異なるテーマにあてるように推奨

平成21年度土佐塾高校校友会
総会議案
於

新阪急ホテル

平成22年1月３日（日）

（第１号議案）議長選任及び議事録署名人の選任の件
（第２号議案）事業報告及び決算報告
事業報告 鷲尾根トリエンナーレ開催
創立22周年記念の寄付金
会報の発行
（第３号議案）事業計画
卒業アルバム購入の件
（第４号議案）平成21年 会計決算報告
（第５号議案）平成22年 予算案
※全て満場一致で了承されました。

しています。この時間から「Gmail」が開発されました。多
角的な視点が、あらゆる目的を実現させる糸口になると
いうことだと思います。久保さんは常に向上心を持ち学
ばれながら仕事に取り組まれてきたことがわかりました。
学生時代に多くの本を読み、あらゆることに興味を持
ち、経験したこと、またその姿勢が根となり、その後、卒
業生たちがあらゆる木や葉、花をつけ立っているのだと
思います。そろそろ各卒業生が魅力的な多様性をもち、お
互いに関係しあいながらあらゆる文化を生み出す「塾校
の山」が誕生するのではないでしょうか。
その中の一人の久保さんに、学校の思い出は？とお聞き
すると即答で「勉強難しかった～。」とのことでした。久
保さんと私の共通の驚きは、１時間目の授業前の0時間目
の授業でした。これも塾校の特徴の一つだと思います。
そして、図書館の環境を含めて蔵書の充実は、その学校
の姿が表現される一つのような気がします。

