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平素は校友会への格別のご高配を賜り､ 厚く御礼申し上げます｡ さて､ この度土佐塾高
等学校校友会の事業の一環として ｢会報｣ を発行することになりました｡ これもひとえに
会員各位の日頃からのご支援ご理解の賜物とありがたく御礼申し上げますとともに､ さら
にパワーアップした校友会組織となるよう役員一同精進致す決意ですので､ 今後もともに
盛り上げていただきますようよろしくお願い申し上げます｡
これまで校友会の活動を報告する機会は､ １年に１回の総会が主なものでしたが､ 総会のために高知で集まる
こともなかなか難しい事情もありました｡ そこで会報を通じて校友会をより身近に感じていただけるような内容
に充実させていくことを当面の目標ととらえています｡
ここで今更ながらではありますが､ 改めて ｢校友会｣ についてご確認をお願いします｡
｢校友会｣ は土佐塾高等学校の卒業生で構成される組織で､ ｢会員相互の親睦と､ 各自の向上発展を測るととも
に母校の興隆に貢献すること｣ を目的として1994年１月に結成されました｡ 塾高の第１回目の卒業式は1990年１
月に行なわれ､ その４年後つまり一期生が大学を卒業するタイミングで校友会は結成され､ 現在では会員数3000
人を数える規模となっています｡ 一期生でも36歳､ という若い母校の発展に少しでも貢献したいと考えています
が､ ｢創立の精神を引き継ぐ｣ ことを大命題として､ 身の丈にあった活動を展開してきました｡ そろそろ､ 社会
の中でも中核を担う立場となり､ ｢身の丈｣ が徐々に伸張してきている､ といったところが校友会の近況にある
と言えます｡ 今年母校も創立20周年を迎えます｡ 我々もそろそろ若葉は卒業し､ 本葉を伸ばし太い幹からたくさ
んの枝を伸ばし更には花を咲かせられるよう校友会をともに育んでいきたい所存です｡ 会報がその一助となるよ
う願うところです｡ どうか会員の皆様も変わりないご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます｡

校友会の組織
校友会は平成５年３月に発足しました｡ 当時は校
友会役員・会員もまだまだ若く､ 手探りの状態でし
た｡ 平成13年より新たに２期生黒川会長の下､ 活動
が本格的に開始されました｡
最初の取り組みは､ 連絡をとるための住所録の作
成でした｡ 次に会の組織を盤石にするための組織作
りと､ 校友会を知ってもらう為の活動を続けました｡
校友会役員は会長・副会長・会計・監査・在校幹
事・幹事からなり､ 土佐塾高等学校の卒業生が会員

校友会発足記念パーティ

です｡ 役員は年数回必要に応じて会議を執り行って
います｡ また年１回総会を開き､ 全ての議案は総会
で議決をとっています｡

会則などの詳細は､ 総会の度に配布させていただ
いておりますので､ ここでは省略します｡
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大嶋邁校長先生
を偲んで

丈 (４期生)

聡 (２期生)

●代表の幹事は以下の通りでございます｡
１期生
山脇弘道 前田憲志 山本哲史
２期生
山本泰弘
３期生
釣井龍秀 中野孝昭 村岡大輔
４期生
大塚丈 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 浜口慈
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
◆在校幹事
１期生
井上貫太
土居一成
加藤有果
６期生
乃一輝久
山本宏和
８期生
中村宏行
９期生
濱田里佳
10期生
岡田大輔
宮地豊尚

11期生
12期生
14期生

川村右京
小田貴久
水口由里子
森昭浩

何かの際は各幹事に連絡
をするか､ もしくは在校
幹事まで連絡をください｡

御意見･御要望をお寄せください
校友会では今後の活動の為に校友会員の皆様よ
り御意見・御要望をお待ちいたしております｡

平成19年３月10日､ 87歳で亡くなられました｡
大嶋先生は私たちに学生としての道をしめして
くださり､ また人としてのありようをご教授く
ださりました｡
卒業生はあらゆることで激励の言葉を頂戴し､
一緒に楽しく行事をおこなったのではないでしょ
うか｡
退任後も校友会総会にも出席いただき､ いつ
も優しく接していただきました｡
心より感謝をしご冥福をお祈り申し上げます｡
大嶋先生を偲んで 大嶋邁先生を偲ぶ とい
う冊子が８月におこなわれた ｢偲ぶ会｣ で配布
されました｡
お持ちでない方には平成20年１月12日(土)の
総会で配布いたします｡

五期生から同窓会の様子が届きました｡
平成19年８月に共済会館に於いて行われました｡
80人も集まりました｡

皆さんも同窓会を行った際は､ 写真を同封し校友会
事務局 中村宏行､ もしくは下記のアドレスにコメン
トとともに送ってください｡
釣井龍秀 (３期生) hide̲in̲tibet@goo.mail.ne.jp

土佐塾高校も創立20周年を迎えます｡ そこで総会で
も了承をえました寄付をお願いいたしたいと思います｡
同封の青色の用紙で振込みをお願いいたします｡
全て土佐塾高校に寄付いたします｡
校友会への御意見要望をお送りください｡
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校友会だより
私は今､ フリーダイビングの世界大会､ フリーダイ
ビングワールドチャンピオンシップの日本代表選手と
してエジプトに来ています｡
フリーダイビングとは簡単にいえば素潜りのことで､
フリーダイビングの競技とは､ 息を止めたままどこま
で深く潜れるかを競うものです｡
単純に潜るといっても方法は様々で､ 大きくは､ 大
きな重りにつかまって潜り､ 浮上する際にはその重り

３期生

岡本 耕輔

分の体とガイドロープを連結する器具 (ラニヤード､
ランヤード) を使用する｡
ガイドロープとは､ 先端に重りをつけたロープを水
面からまっすぐに下したものでそれをガイドにして潜
行､ 浮上を行うことからそのように呼ばれています｡
素潜り中の死亡事故や､ 海外で行われている水中銃
での魚突き (スピアフィシング) 中の死亡事故は (１)
を守らなかったために起きています｡

を捨てて浮き上がって来るものと､ 潜る際に使ったお

私の所属しているフリーダイビングクラブではこれ

もりそのまま持って浮上するもの (コンスタント・ウェ

らを厳守した練習を行っており､ クラブの設立以来７

イト) に分かれます｡

年間､ 軽微な物も含めて１件の事故も起きていません｡

前者は映画 ｢グラン・ブルー｣ の中でも描かれてい

今回私が代表となったのは､ フリーダイビングの競

たこともあり､ フリーダイビングというとこのスタイ

技の中でも､ 足ひれなど推進力を得るための道具を使

ルを思い浮かべられることが多いのですが､ この方法

わずにどれだけ深く潜れるかを競う ｢コンスタントウ

は設備に費用がかかることや､ 後述しますが､ おもり

エイト・ウイズアウトフィン｣ という種目です｡

という道具の力に頼った方法であるという危険性から
一般的な競技としては行われていません｡

私は､ この種目を専門に行っていて特別にすぐれた
結果を出していることから代表選手に選ばれたという

後者のコンスタント・ウェイトが現在競技として行

わけではなく､ この種目は､ まだ競技人口の少ないマ

われているもので､ 女優の高木沙耶さんも一時期競技

イナーな競技であるフリーダイビングの中でもとりわ

に参加していたことがあります｡

け競技する人､ 記録を持っている人が少なく､ そのた

フリーダイビングをしていて必ず聞かれる質問は

め代表に選ばれやすかったからで､ しかも第３補欠と

｢息を止めて深く潜る行為は危険ではないのか｣ とい

いうことなので日本代表だと自慢できるようなもので

うことです｡

もありません｡ (日本記録55mに対して代表選出時の

私はこの質問に対していつも ｢道具を使わないフリー
ダイビングは道具を使うスキューバダイビングよりは
るかに安全だ｣ と答えています｡
人間はさまざまな道具を使用することで､ 自分の能

私の記録は25m｡ ちなみに世界記録は83m｡)
私がフリーダイビング競技を行っているのは､ 光が
届かないとは言わないまでも深海への興味と､ 単純に
自分の限界が伸びていく楽しさからです｡

力を超えたさまざまな活動､ 例えば車やバイクを使っ

イルカと長く泳ぎたいという理由からこの競技を始

て高速で移動したり､ パラシュートを使って高所から

める人が多く､ そのため大半の人はある程度､ ３〜４

飛び降りたりということを可能にしています｡

年経験すると競技としてのフリーダイビングはやめて

しかし､ その道具に異常が起きた場合や道具の操作
を誤った場合には､ 自分の能力を超えたところから､
自分の能力で無事に生還できる可能性はほとんどあり
ません｡

しまします｡
私がこの競技を始めたのが2002年からですから､ そ
ういう意味では ｢もう｣ ５年になります｡
その間に世界記録保持者や日本記録保持者などの多

簡単にいえば ｢階段という道具を使って高い所に登っ

くの優れた選手を見てきましたが､ その人たちと比べ

てそこから飛び降りれば足の骨を折る危険があるが､

たとき､ 私がこの競技に対する適性､ 特別な能力を持っ

自分の力でまっすぐ飛び上がってそのまま着地して足

ているとは到底思えません｡

の骨を折るやつはいない｣ ということです｡
もちろん息堪えをするわけですから酸欠による失神
という危険性､ 広い海の中で何らかのトラブルが起こ
る可能性は存在します｡
これらに対処するためにフリーダイビングでは以下
の３つを厳守することとしています｡
(１) 必ず２人以上で海に行く｡ １人では絶対に潜
らない｡
(２) 潜る際にはガイドロープに沿って潜る｡
(３) ガイドロープから離れてしまわないように自

普通の人が､ 必死になって息止め､ 耳抜きをしてい
るというレベルです｡
ただ､ だからこそ､ エリートではないからこそより
多くのことを考え､ 体得し､ またそれを同じように苦
労している人に伝え､ 教えてあげることが出来るので
はないかと思います｡
太平洋を懐に抱える高知生まれの人間として､ 海に
関することで負けてはいられないという気概を持って､
今後も続けていきたいと思います｡
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在 校 幹 事 通 信

土佐塾中学高等学校

土居 一成 (１期生)

最近の本校生徒は､ 首都圏の中
高生と同じように携帯電話を持ち､
メールやブログをコミュニケーショ
ンのツールとして使っています｡
多分､ 私の時代と比べて最も大き
く変わったことではないでしょう
か｡ 生徒の本質の部分では大きく変わっていないの
でしょうが､ 携帯の普及により､ コミュニケーショ
ンの取り方は違ってきているようです｡ 良し悪しは
別にして､ 便利な世の中になっています｡
私のいた頃の土佐塾中高は､ 校舎も在校生が増え
るにしたがって徐々に完成していったという感じで
した｡ 運動場も石だらけで､ 体育の授業も石拾いば
かりしていました｡ 完成された校舎や整備された運
動場が用意されて入学した彼らにとっては､ それが
当たり前であり､ 創立当初のそんな話が彼らを基準
に考えれば同情の対象であっても､ 自分たちが恵ま
れた環境で学んでいるという思いには繋がっていか
ないのは当然のことだと思います｡ ただ私にとって
このような体験は苦労というより､ むしろ楽しかっ
た思い出となっているのは確かです｡ 生徒であった
当時の私がどの程度それを楽しいと感じられていた
か､ 今となっては分かりません｡ たとえ置かれた環
境が他人から見て同情に値するものであったとして
も､ 思い出は月日によって段々と美化されていくの
だと思ったりもします｡
私は､ 現代の生徒たちに土佐塾中高に入学して卒
業するこの間にたくさんの思い出をつくってほしい
と思っています｡ 当然､ それらは必ずしも素敵で楽
しいと思えるものばかりではないはずです｡ しかし､
そういった経験がなければやがて来る困難に立ち向
かうだけの人間力は養われないと考えるからです｡
たくさんの思い出を持ってこの学び舎から巣立っ
てくれることを願っています｡ やがて月日がそれら
を素晴らしいと思えるものにかえてくれるのだから｡

日 時：平成20年１月12日(土)
場 所：高知新阪急ホテル
会 費：学生 3,000円 社会人 6,000円
17期生は無料

校友会費は卒業時に５千円を頂いておりますが､ そ
れ以降に徴収はいたしておりませんでした｡ 現在､ 総
会の案内状を全卒業生に発送するために､ 単純に計算
いたしましても､ 送料100円を3,000人に発送いたして
おりますので30万円を毎年支出いたしております｡ こ
のままですと会費が不足いたします｡ そこで､ 皆様に
寄付をいただきたく振込用紙を同封させていただきま
した｡ １人が10年の間に1,000円以上の寄付金を納入し
ていただくだけでも１人分の総会案内状・活動報告が
10年間発送できます｡
振込用紙は郵便局のもので､ 手数料は校友会の負担
となっております｡
無理なく､ できる範囲で結構です｡ 校友会へ御協力
のほど何卒よろしくお願いいたします｡

編集室より
いままで､ 校友会の活動の一つとして､ 学校だより に ｢校友
会だより｣ というコーナーを設けていただき､ 一期生から三期生ま
でが寄稿いたしました｡ この度会員の皆様のご高配とご協力を賜り､
校友会より独自の会報を発刊できる運びとなりました｡ この会報が
会員の皆様方をつなぐ一助となり､ 校友会活動が今後ますます発展
していければと思います｡
私たちは 土佐塾高校 に育くまれました｡
人として心も肉体も成長する時期の一つが中学・高校の６年間だっ
たのではないでしょうか｡
前文化庁長官の河合隼雄先生は､ この青年期を芋虫から蝶になる
サナギの時期と喩えられていました｡ サナギは､ 芋虫である自分を
内に取り込み､ 蝶になるための準備をしなければなりません｡ 蝶に
なるには､ この大きな変化を生み出すサナギの時期が必要不可欠で
す｡
学生時代には様々な不安・喜び・悲しみ・楽しい思い・辛い思い
がありました｡ 私たちは知らず知らずの内にそれらの思いを単に乗
り越えるだけではなく､ 保護者・先生・友達の力をかりて自分の内
に取り込み､ 心の糧としてきました｡ サナギの時期が土佐塾高校で
の時間だったのだと思います｡ その時間を過ごした空間は､ 今の自
分を育ててくれた土台の空間だったのではないでしょうか｡ あらゆ
る感情・感覚・考え方等を生み出し､ 育まれた空間は､ まるで母の
ような空間であり､ それが母校ではないかと思います｡
母なる学校の師からは､ いまだに多くの問いかけ､ ご教授をいた
だきます｡
尊敬してやまない大嶋前校長先生が中学棟に残された､ 会津八一
氏の 学規 はその一つです｡
一､
二､
三､
四､

ふかくこの生を愛すべし
かへりみて己を知るべし
学芸を以て性を養うべし
日々新面目あるべし

これからを担う土佐塾高校の在校生のため､ また母校である土佐
塾高校のために､ 無理なくできる範囲で､ 校友会は会員の支えのも
とで活動を続けていきたいと思います｡ そのために土佐塾高校らし
く､ 皆で意見を出し合い､ 様々なことを議論していける会であり続
けるよう努めていきたいと思います｡
母校を飛び立ち蝶となった我々が､ 今､ サナギである後輩たちに
自分たちのできる範囲でお手伝いができれば､ それは幸いなことだ
と思います｡
最後に河合隼雄先生や大嶋邁先生など賢者がこの世を去りました｡
心よりご冥福をお祈りいたします｡
編集委員

