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土佐塾高等学校校友会
会報
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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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変わらぬ風景

会長あいさつ

職員室

土佐塾高等学校校友会会長

写真

中村宏行

黒川 真介

早速ですが、今回は私の卒業した大学の話をご紹介したいと思います。私の母校でも
ちょうど創立の節目を迎え今まさに「創立150年記念事業」が行われています。記念事業
はいろいろあるのですが、とりわけ影響してくるのがやはり「記念事業募金」です。母校
には、総数865団体、約28万人が所属する大学の卒業生による同窓組織があり、私も高知
県の卒業生で作る地域組織の事務局のお手伝いをしている関係で、今回募金のとりまとめ
をさせていただきました。一般的に母校は、「伝統的に団結力があり、生涯に渡って卒業生としての誇りを持ち、
母校を愛している」と評されることが多いのですが、実際に記念事業募金を通してそれを再認識することができ
ました。下世話で申し訳ありませんが、敢えて金額に触れますと、なんと、150周年記念事業募金の総額（９月
20日現在）は約254億にものぼります。実は創立記念に関係無く、寄付金の呼びかけや基金の設立などは恒常的
に行われている（結構熱心に）のにも関わらず、母校の呼びかけ一つでこれだけの募金が集められる組織力に改
めて驚きを隠せません。
では我が土佐塾高等学校はどうでしょうか？上述の大学組織と比べるのにはかなり無理があります・・。もち
ろん募金の規模では敵いません。では金額ではなく、母校を愛する気持ちはいかがでしょうか？
私にとっての二つの母校（大学と高校）を比べ、そして同じく卒業生の同窓組織を比べたところ、土佐塾高等
学校をもっともっと盛り上げていく必要を感じましたし、そのためには我々校友会がさらにより強力な組織とな
らないといけないなと痛感した次第であります。校友会会員の皆様におかれましても、「自分たちの母校」を盛
り上げていくため、校友会活動へのご理解、ご支援をこれまで以上にお願い申し上げます。
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在 校 幹 事 通 信

今昔土佐塾中高
土佐塾中学高等学校

水口

由里子（12期生）

今年度の土佐塾のパンフレット
のタイトル
『2190days』。2190日と
聞いて何の日数かわかりますか？
中高６年間で過ごす日数のことで
す。
自分が土佐塾の学生だった2190
日間、毎日何をして過ごしていたのか今となっては、
はっきりとは思い出せませんが、こうして母校で教
員生活を送っていると、様々な場面で自分の学生時
代を振り返ることがあります。体育祭・文化祭など
の行事のために遅くまで残って係の準備をしたこと
や、バスを待ちながら友達とピロティーに座ってお
しゃべりをしたこと。塾校で過ごした楽しい時間と
いうのは今も変わらず受け継がれているように感じ
ます。
現在、学生生活を送っている生徒の皆さんは楽し
いことだけではなく、苦労していること、先生に注
意されることもたくさんあると思います。もちろん
私にもそのようなことはたくさんありました。それ
でも大人になって、そして教員生活を始めて辛かっ
たこと、注意されたことを思い出すと、すべてに意
味があったのだと思えるようになりました。勉強で
苦労したことは、その苦労があったからこそ、こう
して仕事が出来ている。先生に注意されたことは大
人になるために必要なこと、身だしなみがどれほど
大切かを教えてもらっていたことに他なりませんで
した。
これから先の学生生活では楽しいことだけではな
く、辛いこと悲しいこともまだまだたくさんあるは
ずです。その感情は学生だからこそ、土佐塾生だか
らこそ味わえるものですので、一瞬一瞬を大切に
日々過ごしてほしいものです。
無用の用という言葉があるように無駄な時間はそ
うあるものではありません。土佐塾生でいられる
2190日間大切にしてください。

関 東 支 部 の 活 動
関東支部では主に東京で校友会の集まりを開催して
います。一度参加してみませんか？
学生時代のあこがれの人に逢えたり、怖かった先輩
もおじさんになっていたりと新しい発見があるはずで
す!!その他、時々集まっています。会に参加したい方は下記
までご連絡をお願いいたします。
後日案内を送付いたします。
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
10月 BBQ
12月 忘年会

平成20年に７期生と当時担当の先生方を合わせて総
勢76人で同窓会を土佐御苑にて行いました。
懐かしい顔ぶれに楽しいひと時を過ごすことができ
ました。

校友会総会 ＆ 成人祝賀会
日 時：平成21年１月10日（土） 18：00～
場 所：ホテル日航高知旭ロイヤル
会 費：学生 3,000円 社会人 6,000円
18期生は無料

同窓会の様子を下記までご連絡ください。掲載させ
ていただきます。
釣井（３期）hide_in_tibet@mail.goo.ne.jp
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校友会だより

4 期生

大塚由右子（旧姓 小松）

高知県の空気は日本一おいしいってご存知です

そのような体験が、社会人になってから自分の中

か？森林の占める割合84％、CO2を最も吸収する

に蘇ってきて、大学で学んだ専攻とはまた違う方

といわれる四十年生のスギ・ヒノキの人工林の占

面に興味が沸いている自分がいます。森林講座に

める割合64％、共に日本一です。高知の空は森林

参加してくれている子どもたちにも、これからを

によって浄化された空気で充満しているのです。

生きていく中で、何かの岐路に立ったとき、「自

そして、夜には満天の星空。夏は天の川が白い

然と生きる」という視点をもった選択肢も含んで

帯、冬は水溜りに映ったシリウスがこわいくらい

ほしい、そういう意味で、できるだけ多くの自然

に輝き、「星明かり」で字が読めるほどの澄んだ

体験を子どもたちにしてもらいたいと思っていま

空を体感できる場所もあります。山に入ると、猪

す。ちょうど私もそうだったように。

が体を洗ったぬかるみや、鹿が木の皮を食べた跡、

私はこれまで、地質、天文、植物、写真の専門

狸が縄張りを示すために盛った糞、運が良ければ

家、昆虫、動物の専門家、さらには無農薬の畑作

カモシカに出会うこともあります。森の中を歩く

りの専門家・・・いろんなスペシャリストとの出

だけで、木々の緑と鳥の囀り、多くの命のパワー

会いを通して、高知の自然の面白さ、素晴らしさ

で心が洗われます。

を教えて頂くことができました。心が震えるよう

私が、身近にこんな豊かな自然がある高知のす

な感動をたくさん体験させてもらいました。南ア

ごさに気付いたのは、大学を卒業してからのこと

メリカのアマゾンに単身渡り、現地で林業指導に

です。就職したベンチャー企業での徹夜続きの

携わっている知り合いを訪ねて行ったこともあり

残業に限界を感じて、高知に戻ってから、「自然

ます。アマゾンに向かう道中では、「拳銃を突き

を知りたい」という気持ちが強くなり、山師にな

付けられたら、とりあえず持ち金は全部渡しなさ

りました。スパイク付地下足袋に、作業服にヘル

い」と教えられながら、アメリカのシカゴ、マイ

メット、腰にナタをさし、マイチェーンソーを

アミ、そしてブラジルのサンパウロ、マナウスを

持って山の現場へ行っていました。

経由して、目的地ベレンまで丸２日かけて行きま

全ての木には個性があり、同じ木は一本として

した。地球儀で言うと、ちょうど日本の裏側にな

ありません。木は人間と同じ。環境がいい木は、

ります。食事では、ピラニアを釣って丸揚げにし

素直にまっすぐ育つし、急斜面や日陰といった悪

て食べました。白身で美味でした。アマゾン河を

い環境の木は根元から曲がって癖のある扱いにく

上って、野生のワニ、カピバラ、ナマケモノと遭

い木になります。「いつも自然からいろんなこと

遇して、大草原を馬で走って、体中で地球を感じ

を教えてもらいゆう」と先輩の言っていた言葉が

ることができました。こういう体験ができたのも、

今も鮮烈に残っています。

ひとえに人のご縁だと感じています。

益々自然を知りたいという気持ちが高じた私は、

「出会いが人を変える」といいますが、本当に

森林インストラクターという資格を取得し、現在

そうだと思います。これからも、この素晴らしい

は、月１回、小学校高学年を対象とした森林講座

高知に生まれ育ったこと、その高知のエキスが

のスタッフとして、樹木観察や間伐体験、昆虫採

ギュッとつまった土佐塾校に学んだことを誇りに

集や草木染などをしています。

しつつ、良い出会いを、感動を、新しい発見をた

私自身も小学生の頃、学校帰りにザリガニを
獲ったり、トンボでカエルを釣ったりしました。

くさんしていきたいと思います。
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役 員
会

校友会活動援助のお願い
校友会活動援助のお願い
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関東支部
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会
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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 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
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。

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、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、皆様に援助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円以上の会費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
今年度から新役員のもと新しい環境で校友会が運営さ
れ始めました。各学年の幹事も決まり組織として本格的
に始動する準備ができました。大変喜ばしいことです。
各幹事はそれぞれが仕事をもっています。新人の間
は只ひたすらに目の前のことに取り組んでいることで
しょうし、また 30 代になるとそれぞれの部署をまか
され、新たな責任感を持たなければならないでしょう。
そんな中、時間を繰り合わせ、さまざまな形で校友会に
参加し、母なる学校を思い想像することは各幹事も含め
て土佐塾高校に関するあらゆることによい影響が今後あ
るように思われます。
土佐塾高校の故工藤雅幸教頭は「『一隅を照らす』人
になってください。
」
という言葉を残されております。
「学
校や家庭、職場など自分の置かれた場所（一隅）で精一
杯努力し、光り輝くことのできる人こそ、何物にも替え
難い尊い人です。一人ひとりがそれぞれの持ち場で全力
を尽くすこと、それが多くの人を幸福にし、自分を幸福
にします。
」ということでした。各幹事は時間的にも大
変でしょうが、仕事場でも校友会の場でも一隅を照らし
ていただけると思います。
各幹事、校友会会員の皆様のお陰で校友会が成り立ち
ます。その力が生徒や土佐塾高校に関するあらゆる人の
喜びにつながることは幸せなことだと思います。
高知を離れてどんな場所にいても『土佐塾高校出身
です。』という言葉を聞けば嬉しくなります。その言葉
を聞けば、卒業生どうしの時間と空間が一瞬にしてなく
なり、土佐塾高校での生活という共通した思いに出会う
ことができます。このような感覚、場所が存在すること
はたいへんありがたいことです。
そのような一人ひとりの時間と場所をつなぐ幹事、そ
の幹事や校友会会員で構成される世界には可能性を感じ
ずにはいられません。
高知では不定期ですが幹事の会を行っています。参加
されたい方は各学年の幹事にご連絡ください。
また毎年総会を行い、議案や事業報告・計画などの報
告をいたしております。その後は各学年と学校の先生方
も交えての懇親会を執り行っています。懐かしい顔に会
いお互いに刺激を受けるいい機会です。是非ご参加くだ
さい。

