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あかね会会員なりたてほやほやの卒業生の現役時代の一コマ 

平成 19 年 3 月卒業学年 ３年７組担任  西 川 勝 美  

 この春卒業してあかね会会員になりたての彼ら現役時代の生活を紹介させていただきます。7 組の

生徒達は“南高生活を十二分に楽しんだ”というのが担任の印象です。2 年生の時は学校行事と学習

はほどほどに関わり？ 友だちと過ごす時間と部活動に燃えて(楽しみ)いた印象を持ちます。3年生で

は 1学期で合唱祭や部活動も修了し、夏休みはかなりの生徒が受験モード？で過ごしていました。我

が７組も受験モードに突入していましたが、文化祭の出し物が当初の予定と違い 2年続けての“劇”

になったことで、かなり影響を受け、受験勉強と文化祭準備を上手く組み合わせてやっていく必要に

迫られました。夏休み中の準備が成功への鍵と思っていましたが、文化祭の係の生徒中心にそれぞれ

の係が役割をきちんと担っていました。例えば、休みの半ば過ぎには大道具・小道具がほぼ完成し、

後半には役者グループは台本の読み合わせや立ち稽古、その他の生徒は衣装づくりや音響等受験勉強

の合間を見つけてよく準備をしていました。こうした休み中からの取り組みの成果もあって文化祭本

番では、クラス全員が協力してクラス劇“ライオンキング”を上演し、大成功を修めました。(写真） 

このクラス劇“ライオンキング”への取り組みがその後の受験勉強に好影響を与えたと感じていま

す。10 月以降は他のクラスの生徒達同様全力で取り組んでいましたし、特にセンター試験受験後も学

校（7 組教室を活用した）での勉強中心にやっていました。彼らは朝登校すると各自思い思いの場所

（7 組教室・図書館・進路資料室・空き教室等）で勉強し、昼になると 7 組教室に集まり昼食を摂り

ながら談笑し、終わると誰ともなくそれぞれの勉強空間に散って行って受験準備をしていました。 

また、受験勉強中に悩んだり、行き詰まったり、困ったときなどは担任の処に話に来たり、校内のい

ろいろな先生方に話を聴いていただき過ごしていました。この甲斐あって卒業時には多くの生徒が自

分の目標を達成し、彼らの新しい進路に向け歩み始めました。 
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100 周年に向けて輝く南高 

校長 榎 本 成 己 

100 周年記念式典は、来年の 10 月 11 日に執り行うことで決定しました。これまで数年に亘る同窓

生の皆様の多大なご努力のもとに、準備が着々と進んでおり、感謝申し上げます。 

 本校は、進学校としての教育内容を益々充実させており、学校生活に対する生徒の意識がとても向

上しています。生徒たちは、学習はもちろんのこと行事や部活動にも大変積極的で高校生活を謳歌し

ています。その上で、個々の進路実現に向けての真摯な努力が実を結び、近年では都立高校上位の進

路実績を上げる学校になっています。 

 本校に入学したいと思う中学生や、入学させたいと思う保護者の方々が多く、地域からの期待が大

変高まっております。また、平成 22 年度から八王子地区中高一貫 6 年制学校に改編となり、そのた

めの開設準備室も来年から設置されます。本校は、中高一貫の母体校として一層充実した教育活動を

期待されております。 

 このような輝かしい発展を約束された本校が、来年には 100 周年を迎えることは、同窓生の皆様方

そして日頃からご支援を賜っている地域の皆様方にとって御同慶の至りと存じております。 

 皆様方におかれましては、今後とも何かとご支援ご協力の程を宜しくお願い申し上げます。 

 

輝く伝統“南高創立 100 周年”をみんなで祝おう 

実行委員長 常 盤 正 臣 

 いよいよ来年、母校創立 100 周年を迎えることになりました。明治 41 年に創立されて以来、永き

にわたる歴史と伝統を受け継ぎ、さらに輝かしい未来を切り拓いていくため、学校、ＰＴＡ、同窓会

が一丸となって記念事業実行委員会を運営してまいりました。 

実行委員会・統括事務局会のもと 6 つの委員会がそれぞれ委員長を中心に各委員の献身的なご努力

をいただき、お蔭様で実行すべき基本的な計画がまとまって参りました。 

平成 20 年 10 月 11 日に八王子市民会館で行う「100 周年記念式典」と京王プラザホテルでの「祝賀

会」、100 年の大きな節目にふさわしい、感動を味わえる「記念誌・湧水万古」。 

そして、名簿づくりや広報活動、また、組織や人事管理、そして会計管理など会の運営の要として

活動する総務・財務、更には本事業の基盤となる一番大変な募金委員会の熱意と努力に敬意を表すと

ともに、その募金活動に 2,400 名を超える大勢の同窓生の方々にご協力をいただきました。皆様に心

から感謝申し上げる次第です。 

実行委員会では、あと 1 年を「準備総仕上げ期間」と銘打って全員一丸となってがんばる所存です。 

なお、式典・祝賀委員会や企業募金活動が始まる募金委員会など更なる人材が必要となります。 

大詰めの委員会活動にご協力下される方は是非ご一報下さい。 

 

≪式典･祝賀委員会から≫ 

「創立 100 周年記念式典･祝賀会」の日程･会場が決まりました 

開催日：2008 年 10 月 11 日（土） 

会 場：式  典／八王子市民会館 

祝賀会／京王プラザホテル八王子 

  

いま、式典は学校が主体となって創立 100 周年記念事業実行委員会 式典・祝賀委員会 半澤 邦彦

委員長を先頭に、式典プロジェクトグループの皆さんがサポートする立場で、また祝賀会は祝賀会プ

ロジェクトグループの皆さんが企画作業中です。企画は、式典は現役生徒が主役、祝賀会はあかね会

会員が主役と位置づけて、アトラクションに満足いただくには、どんなことをすべきかと話し合っています。 

◎お問い合わせ 

式典関連：大埴 重康 電話：042-637-5350   祝賀会関連：糠信 和代 電話：042-646-1469 

加嶋 ひさ 電話：042-624-9723          浅野 常子 電話：042-646-9833 
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≪式典･祝賀委員会から≫ 

団員の結束が強く、盛り上がった「ＯＢ･ＯＧ合唱団」の結団式 

母校創立 100 周年記念事業の一つ「ＯＢ・ＯＧ合唱団」は、本年 2月 24 日に東急スクア 11 階スカイラウ

ンジクレア(JR 八王子駅北口)にて結団式を行いました。 

結団式には、来賓としてご臨席いただいた榎本校長、 

常盤実行委員長、松田有子指導・指揮者(昭和 39 年卒業) 

をはじめ、23 人の団員に参加いただきました。(写真) 
すでに合唱団のボイストレーニングや指揮をお願いし

ていた松田有子さんから、合唱団員として大勢の卒業生

をご紹介いただき、一挙に 60 人の団員になりました。 

 また、来賓ご挨拶の中で、榎本校長から「練習会場には、

校内施設を提供しよう」と心強いお言葉と「ぜひ本年の

合唱祭に特別出演され、歌ってください」と励ましをいた

だいたことで、「私たちは現役に負けないぞ！」と、結団 

式の雰囲気は一気に盛り上がり、本年の母校合唱祭に特別出演となりました。 

 

「さくらさくら」と「ほたるこい」  母校合唱祭で 31 名が歌いました 

 本年 6月 6 日に八王子市民会館で行われた母校合唱祭に「OB・OG 合唱団」が特別出演をしました。 

特別出演は、後輩たちクラス対抗コンクールの審査の時間帯に時間を割いていただき、松田有子さん

の指揮で「さくらさくら」と「ほたるこい」を歌いました。 場内アナウンスが特別出演を告げ、白

のブラウスに黒のスカートのお揃いで登場すると、客席から「ウォー」と喚声が沸きおこりました。 

 合唱祭閉会後、市民会館の 2 階席で聞いていた創立 100 周年記念事業実行委員や保護者会（PTA）の方

から「OB・OG 合唱団は品よく、きれいな声で歌っていた」「普段接している皆さんとは思えないくらい

上品で歌がうまかった」とか「現役は 2 部合唱だったが、OB・OG 合唱団は 3 部合唱だったので、響きが

美しかった」といった評価をいただきました。 合唱団員にとって、今後の活動に励みとなる評価をいた

だく反面、団員からは「残念なことに、現在の団員の構成は男性一人で女性ばかりなので、是非男性の方

に団員になっていただき一緒に歌いたい」とのラブコールもささやかれていました。 

 

市民文化祭「合唱の集い」に出演が決まる 「式典でも歌いたい」との要望が高まる 

結団式で、にわかに母校合唱祭に特別出演が決まっ

てから、８回の練習で高い評価をいただいた「ＯＢ･

ＯＧ合唱団」は、熱気ムンムンで、八王子市が主催す

る市民文化祭「合唱の集い」に出演が決まったり、

母校創立 100 周年記念式典でも歌いたいと要望が

高まるなど、月2回の練習も活発に行われています。 

 

◎市民文化祭「合唱の集い」ご案内   

開催日／2007 年 11 月 4 日(日) 出演時間は未定 

会場／八王子市民会館大ホール 

主催／八王子市                    

共催／(財)八王子学園都市文化ふれあい財団       

協賛／八王子文化連盟                         

◎合唱団の運営は、南多摩高校創立 100 周年記念事業実行委員会 式典・祝賀委員会「文化・芸術系プロジェ

クトグループ」が行っています。  スタッフは、伊藤淳子、石川志津子、金井ツル子、松本陽子、齋藤奈津子、

新山陽子、菱沼里子、中川美樹子、市村みちよ の皆さんです。 

衣装もきまって、美しく歌いました 写真提供：榎本校長 

◎合唱団に入団を歓迎 

伊藤 淳子 電話：042-635-2033 

石川志津子 電話：042-661-7201 
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≪式典･祝賀委員会から≫  第 2 回総合学習支援プロジェクト＝先輩に学ぶ＝実施 

楽しみながら、ためになるお話を聞きました  ＝生徒感想＝ 

 本年 2月 14 日 13 時 15 分から、母校２学年総合学習の時間帯に行いました。 

この総合学習は、２学年生徒に「進路（進学）のモチベーションを高める」ことを目的に、5 人先輩

が講師になって、70 分の持ち時間をそれぞれの演題で講演しました。 

講師名 卒業年 職   業 演      題 

 伊藤 淳子 昭和 27 年 
舞踊家、モダンダンス研究所主

宰 

「あこがれ」 

 常盤 正臣 昭和 31 年 
（財）東京しごと財団 障害者委

託訓練チーフコーディネーター 

我が“なにくそ人生！！” 

山あり谷あり「何事も一所懸命」 

 井上  務 昭和 44 年 創価大学 生命科学研究所 
「DO YOU 脳？」 

“能力”アップのヒント教えます 

 安本  豊 昭和 50 年 学習塾「渓泉学院」院長 
「受験」をどう捉えるか 

受験生とともに過ごした２６年間を振り返って

 白川 由紀 昭和 63 年 フォトエッセイスト 
自分の可能性を探る 

地球を巡り歩いてきた体験から 

 ＜生徒の感想文＞ 

○（略）お話を聞いて、何かを犠牲にしてもダンスを続けることは並のことではないので、すごく尊

敬します。私も何か没頭して、本気になれるものを見つけて、頑張りたいと思いました。（略）。 

○（略）南高生に多才でステキな卒業生がいてくださることをとても誇りに思いました（略）。 

○（略）私は、将来の夢があって、親にも大反対をされていたのですが、「人生一度きりなんだから

本当にしたいことをしたい」と思って親を説得した経験があったので、お話を聞いて、私の考え

は間違っていなかったのかなと思うことができました。（略）。 

○（略）会社の難しい話ばかりかと思ったら、ききやすい話も多かったので良かったです。（略）人

生は順風満帆ではないだろうけど。様々な逆境に負けず、自分たちが次の社会を背負う意識をも

ちたいです。（略）。 

○（略）考え方の幅も広がってよかった。受験勉強の話では「こういう人は合格できない。」と言われたと

きに、自分だと思ってかなりあせったし、ちゃんと変えていかないといけないと思った（略）。 

（注：この感想文は学校の取り計らいで、各講師の講演終了後、生徒に無記名で書いていただきました。） 

 

 

 ◎皆さんも、ぜひ講師になってください 

「総合学習支援プロジェクト＝先輩に学ぶ＝」は、創立 100 周年記念事業として式典・祝賀委員会が

中心になって企画され、創立 100 周年の該当年を待たずに、前倒しで行っています。これから永続的

に続きます。皆さんも是非講師になってください。  連絡先：事務局＝清水 美輝（電話：042-691-1658） 

 

｢先輩に学ぶ｣の講演風景
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≪式典･祝賀委員会から≫ 

＝新企画発表＝  歴史散歩「八王子城跡」を訪ねて  2008 年 4 月 18 日に実施 

 創立 100 周年記念事業実行委員会 式典・祝賀委員会 スポーツ系プロジェクトグループでは、こ

れまで「のぼろう・三頭山」や「八王子八峰登山大会に相乗り参加」等を企画し実施してきました。

しかし、“山のぼり”は参加者が限られてしまうことや、中高年齢層の方にも気軽に参加でき、楽し

めるイベントを企画するニーズがあると話し合ってきました。 

そこで企画されたのが、歴史散歩「八王子城跡を訪ねて」です。 

八王子城（八王子市元八王子）は平成 18 年 2月に「日本 100 名城」に選定（東京都では、「江戸城」

と「八王子城」の 2城だけ）されていることから、創立 100 周年記念事業として 100 名の参加を募り、

戦国時代の歴史を学んだり、参加者が互いに親睦を深めることを目的としています。また、講師には

母校卒業生で、100 周年記念事業募金委員会の委員長として活動されている樋川藤光さん(昭和 31 年

卒 日本の城の研究者)や、由緒ある宗関寺の住職 足利俊昭さん(昭和 38 年卒)にお話を聞くなどが

企画されています。 

＜宗関寺：寺伝によると､平安時代に華厳菩薩によって開寺

され、八王子城主 北条氏照により再興されたといいます＞ 

 

実施日：2008 年 4 月 18 日（日）＝予定＝ 

  参加要領等企画の詳細は、9月に行われる 

母校文化祭には発表できるよう準備しています。 

 

◎お問い合わせ 

村井 康夫 電話：042‐627-1912 

武田 康子 電話：042‐666-1824 

大貫 京子 電話：042‐651-2624 

  山口 慶介 電話：042‐664-1700         式典・祝賀委員会委員長 半 澤 邦 彦 

 

≪名簿委員会から≫ 

  母校の誇り約 28,000 名の｢同窓生名簿｣の発行準備を進めています 
2008 年 10 月発行予定で、只今、「同窓会名簿」の準備を進めています。これまでお寄せいただきま

した住所変更等のお便り、同期生情報のお知らせ、誠にありがとうございました。 

これらも含め、約 28,000 名の同窓生名簿を作成し、有償頒布いたします。同窓生名簿に加え、記

念募金者の芳名録、企業広告等をあわせ掲載いたします。 

なお、住所等の確認、広告の掲載希望、名簿の購入希望等の調査通知は、2008 年 1 月頃に同窓生の

皆様に発送予定です。最新の内容で作成したいと思いますので、ご協力のほどお願い申し上げます。 

 
名簿委員会委員長 野 口 冨巳子 

 

 

あと 1 年と迫った 100 周年委員会で活躍できるＯＢを募集しています 

100 周年実行委員会では、式典･祝賀委員会や、企業募金が始まる募金委員会などで活動される人材を

募集しております。あと 1 年と迫った詰めの委員会活動にご協力下される方は、ぜひご一報下さい。     

 

     連絡先 電話：042-383-5066    総務･財務委員会委員長 野 﨑 捷 治 
  

「
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≪総務・財務委員会から≫ 
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≪記念誌委員会から≫ 

来年の刊行に向けて、記念誌の編集作業は順調に進行中です 

 

記念誌委員会は、皆様のご支援、ご協力を頂戴しながら、創立 100 周年『記念誌』刊行に向けて一

生懸命に活動をしております。 

母校は、昭和 20 年 8 月 2日の未明の大空襲で全焼しましたので、資料や写真なども、ほとんどあ

りませんので、思うように仕事が進まないのが現状です。 

そのような中で、同窓生の皆さまからの感動あふれる寄稿文がたくさん集まってきておりまして、

過去から未来へのパイプ役としての記念誌委員会の役割を、しっかりと自覚させられているところで

あります。 

幸いにして記念誌委員は、人柄がいい、明るい方々が集まっており、笑顔が絶えないなかで楽しく

活動をしておりますが、皆さまのご期待に報いるために、気を引き締めて努力しております。 

記念誌委員会は、開かれた会でございます。いつでもお気軽にお立ち寄りくださいまして、ご指導

くだされば幸いです。 

まだまだ編集途中で、まとまらない部分がたくさんありますので、詳しい状況をお知らせできませ

んが、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

記念誌の題字が決定しました 

 

記念誌の題字を決めるについては、記念誌委員会といたしましては、あえて約 2年間の猶予期間を置いた

のです。 先生方や、皆さまからの寄稿文に目を通したり、校正をしているうちに、記念誌委員各自の胸

のうちに、しっかりと文字が浮かんでくるはずだからであります。 

 題字は、多くの恩師や同窓生、そして現在の生徒さん、さらには未来の生徒さんたちにも共感し、納得

していただけるものであってほしいわけであります。自分たちの世代だけのことを考える狭い感情は、慎

まなければなりません。 

 従いまして、記念誌委員会といたしましては約 2万 8,000 人の同窓生の、声無き声を踏まえて決定する

心構えで活動してまいりました。 

 そして、十分に心して、検討いたしました結果、今年 7月 7日の記念誌委員会で、異論なし、反対意見

なしの全員の拍手をもって、記念誌の題字が下記のように決定いたしましたのでご了承願います。 

 

     
 
八王子の街は、湧水の街と言っても過言ではありません。 
浅川の流れが伏流水となり、南高の敷地沿いには湧水が流れています。近くの子安神社には、都会では

珍しい、清らかな湧水の池が、訪ねる人の心を癒してくれます。 
南高の校歌の冒頭に「湧水」があり、在校中に行われる三度の合唱際での強烈な感動、感激の思い出は、

卒業後、数十年経っても、昨日のことのように思い出されます。卒業生にとりましても体にしみ込んだ言

葉になっているのです。 
“湧水万古”の意味は、一言で言いますと、 

「湧水も、学校も、永久に、永遠に尽きることなく栄えつづける」 

ということでして、百年の伝統がある母校の記念誌にはふさわしい、まことに奥の深い、重みのある、

そして、清らかな生命の躍動感のある、誇らしい題字だと考えております。 
 

記念誌委員会委員長 染 谷 英 夫 
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≪募金委員会から≫   記念募金へのご協力 誠にありがとうございました 

母校の創立 100 周年記念事業の一環として、これまで 2 回の募金協賛をお願いしてきました。約

2,400 名の皆様のご協力により、約 3,600 万円の貴重なご厚志をいただき、衷心よりお礼申し上げま

す。当初の募金目標額 1 億円には及びませんが、府立(都立)第四高等女学校・都立南多摩高等学校を

卒業された同窓生の絆や暖かいお心におすがりし、現在、5万円(10 口)以上の多額寄付は約 100 件に

のぼっております。 

一方、会員の皆様から「記念事業の中身や使途・経費がどうなっているか判りにくい」とのお声も

聞いています。ホームページを含めた広報対策、事業内容の充実、会員への理解促進を進める策や企

業広告協賛の取組みを一層進める予定です。 

創立100周年もいよいよ明年となり、来年10月の記念式典･祝賀会の中身も大分詰まってきました。

後輩生徒の育成面では「先輩に学ぶ」授業を先行して 2回開催し、会員親睦を深めるハイクやバスの

旅も開催し引続き企画・実施を図ります。記念誌の編集作業も精力的に進め、会員名簿整理と作成準

備も着実に進んでおります。詳しくは各委員会の報告をご覧いただきたいと思います。 

記念募金は、現在の募金状況をもとに当初目標額

を修正し、更なる事業資金の確保に努めます。100

周年記念事業を成功させ、母校の後輩生徒の健全育

成、会員の交流促進や情報交換などが積極的に図れ

るよう、只今、第 3回募金計画、地元企業等に向け

た広告募集を検討しています。 

この間のご協力に感謝申し上げますとともに、

100 周年記念事業を共にお祝いし同窓の絆が強め

られるよう、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

へっへっへへ
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記念募金　年代別件数内訳 一般
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達成見込額

変更目標額
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2
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記念募金（1･2回目）　月別募金額（郵便局＋たましん）

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月～

記念募金（1・2回目）　金額別内訳

2.5万
3% 2万

3% 1.5万
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1万
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22%

100万
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注：データはすべて 2007 年 6 月末現在               募金委員会委員長 樋 川 藤 光
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創立 100 周年記念事業実行委員会のシンボル＝「大漁旗」＝を作成 

 

 

創設者・横川 楳子女史について 

校門を入ると誰でも目にしたことのある横川楳子女史の胸像。この府立第四高女──都立南多摩高

校の前身、私立八王子女学校の創設者である横川女史の軌跡を、改めて紹介したい。 

楳子は、嘉永 6 年(1853)1 月、武州多摩郡横川村（現八王子市横川町）の名主、横川十右衛門の長

女として誕生。父の影響で早くから学問を志し、文久元年(1861)から明治 11 年(1878）まで、主とし

て個人的な師について多岐にわたる学業を修めた。 

明治 11 年、楳子 25 歳の時、東京女子師範学校(現お茶の水女子大学)附属幼稚園に保母見習いとし

て勤務しながら､保育法を修了。のち同幼稚園の教員に任ぜられ､明治 16 年(1883)には､東京女子師範

学校の御用掛り･舎監などに就任するが、翌年父の死去に伴う家督相続のため、退職して帰郷する。 

郷里に帰った楳子は、八王子地方の女子教育の遅れを憂い、裁縫その他の

学科を授ける女子学校の必要性を痛感し、明治 21 年(1888）、八王子町の篤

志家に呼び掛け、横山町に教授所を開設、10 人あまりの女子の教育をスタ

ートさせた。 

その 4 年後の明治 25 年(1892）、上野町 4 番地（現天神町）の借地 250 坪

に、宿願の私立八王子女学校及び幼稚園を設立し、以後同校は多くの人材を

世に送り出し、女性教育の先駆けとなった。 

  明治 41 年(1908）、東京府立第四高等女学校設立に際し、楳子は率先して

八王子女学校の施設すべてを東京府に寄付すると共に、在校生を同校に移籍、

15 年 4 ヶ月の歴史を閉じた。 

なお、戦後男女共学へ移行し、昭和 25 年（1950）に都立南多摩高校と改

称し、現在に至っている。                     (資料提供：八王子市立郷土資料館)       

 

国には国歌・国旗が、学校には

校歌・校章（校旗）が、会社には

社歌・社旗がある。 

このように組織にはシンボル

があり、100 周年記念事業実行委

員会にも何かシンボルが欲しか

った。 

そこで、100 周年記念事業実行

委員会のシンボルとして、我々実

行委員会のメンバー全員が一つ

心になって同記念事業の成功に

向けての願いを込めて、この大漁

旗を作成したものである。 

実行委員長 常 盤 正 臣

≪広報委員会・編集後記≫ 
いよいよ創立 100 周年が明年に迫ってまいりました。今号では校長、実行委員長をはじめ、平成 18 年

度に 3 年生の担任を受け持たれた西川先生に「生徒達の現役時代の一コマ」を寄稿いただいたほか、各

委員会の活動状況などを掲載しました。また、創設者の横川楳子女史についても紹介しております。横

川先生については、今後、先生の苦労、当時の授業内容や生徒に関する事等についても紹介していくこ

ととしています。                      広報委員会委員長 生 島 弘 行
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