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秋田県立秋田南高等学校同窓会会報
「南 翔」　第76号
題字揮亳
　鈴木　義信 氏（4期・東京支部） 書道家

　今年秋田県立秋田南高等学校

は、創立60周年を迎えます。約

810万人が出生したといわれる

第一次ベビーブームのいわゆる

「団塊の世代」に対応する形でス

タートしました。一桁の期の同

窓生は高齢者となっております

が、まだまだ意気軒昂で母校の

甲子園出場を諦めない熱い思いがみなぎっております。

　さて時はめぐり、2015年から５年間、文部科学省の

SGH(スーパーグローバルハイスクール)指定を受け素晴

らしい活動実績を残しました。2016年には中高一貫教育

校として秋田県立秋田南高等学校・中等部が新たな一歩

を踏み出しました。本県教育の転換期ともいえるスター

トに、現在YURIホールディングス㈱取締役会長の須田精

一氏を座長に有識者会議が開催され、将来のあるべき姿

が討議されました。そして６年後、中等部１期生が卒業

する今年３月からは中高一貫校としての成果が評価さ

れると位置付けています。

　校訓「獨立自尊」精神は、いかなる時も動揺することな

く自身の目標達成のため揺るがぬ実行力を身に着けて

いくことです。粘り強く挑戦し成果を上げて行ってもら

いたいと思います。

　2014年に十代目の同窓会長に就任以来、４代の校長先

生（佐藤健公氏、佐藤利正氏、眞壁聡子氏、伊藤雅和氏）と

お付き合いさせていただき８年目を迎えています。創立

60周年記念にあたり、同窓会の記念事業として全校舎で

使えるWi-Fi環境整備の費用補填を含め、在校生の必要

不可欠な活動のために寄付金１千万円を目標額とし、総

会に提案、ご了承をいただいております。何卒寄付金の

ご協力をお願い申し上げます。

　２年以上もの間、新型コロナウイルス感染拡大で南翔

の集いの中止、卒業式や入学式に参加できない時もあ

り、皆で校歌を歌うことができず虚しい日々が続いてお

ります。今年こそはすべての行事が開催できることを心

から願っております。

　母校入学以来、60年になる１期生の皆様はじめ同窓

生、在校生、先生方や職員の皆様にとって2022年が実り

ある素晴らしい年になりますよう祈念しながらご挨拶

とさせていただきます。

秋田県立秋田南高等学校・中等部
創立６０周年実行委員会会長

同窓会長　山　岡　緑三郎（３期）
60周年を迎えるにあたり

写真提供　㈱岩田写真　岩田幸久（21期）

中学生のスポーツの祭典　中総体 宿泊研修　岩城少年の家
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◆　貴方の後ろに、道は出来る

秋田県立秋田南高等学校・中等部
初代教頭　築地　洋

　南高中等部一期生の皆さん。
　わたしは、貴方たちのことを考
えると、必ずといっていいほど思

い出す詩があります。彫刻家で
詩人の高村光太郎が詠んだ『道

程』です。「僕の前に道はない、僕の後ろに道は出来る」の
フレーズが有名な、あの詩です。
　実はこの詩は元々、百行を超える長詩の形で発表され
たものであることをご存じでしょうか。もしオリジナル
を読んだことがなければ是非一度、読んでみてください。
　わたしには、この長詩に描かれた情景こそが一期生の
歩んできた姿に思えるのです。
　オリジナルでは、自らが歩んできた道程の様（さま）が
語られています。『曲がりくねり迷いまよった』『自堕落
に消え滅びかけ』『絶望に閉じ込められかけ』そして『無
残な光景』・・・。そんなに厳しくはなかったって？いやい
や。思い出してみてください。たくさんの友と離れ、たっ
た一人で生まれ立ての学校に通う決意をしたことを。片
道一時間以上かけ毎日朝早く夕方遅くに通学したこと

を。自分の将来を考え、悩み、親の思いとの隔たりに苛立
ち、不安を覚えたことを。おそらくは人生で最も多感な
時期に、あなたは中等部一期生として道を切り開き、悩
みながら歩んできたのです。
　大変なことと同じくらい、キラキラ輝く素敵な思い出
がたくさんできたはずです。
　君たちにとっても教師にとっても、正に何もかもが新
しかった新入学の日々。中等部棟校舎が完成し、初めて
中を見て回った時の感動。駒ヶ岳に皆で登り、ソーラン
節を踊った中２の秋。そして、中学３年間の学びの集大
成となったシンガポールへの修学旅行・・・。

（現在は海外修学旅行もわらび座の宿泊体験も実施が難
しい状況。正に『将来の予測が困難な時代』であることを
思い知らされます。）
　たくさんの経験が貴方を強くたくましく育ててくれ
ました。間違いなく、こうした唯一無二の体験で、今の貴
方が出来ています。今日、家に帰ったら、照れずに心を込
めて親御さんに感謝の気持ちを伝えてください。
　そして、次の（道なき）道に向かう決意を、胸を張って
声高らかに表明してください。

　大丈夫。貴方の後ろに、道は出来るのです。

当社の取り組みについて、くわしくはこちらから

秋田にも全国展開するＩＴ企業があります！

https://www.kitacom.co.jp/

誕生！

中等部１期生が高校卒業
－恩師から贈る言葉－ 

2018年（中３）SGHカンファレンスで英語授業の様子

運動会 （中３）海外研修旅行　マーライオン公園にて （中３）

築地先生直筆イラスト
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◆　ふるさとの風景

秋田県立秋田南高等学校・中等部
第十九代校長 　佐藤　利正

　秋田県民歌が好きである。ふる
さと秋田の風景が浮かび、何より
も、伸びやかなメロディは歌って
いて心地いい。秋田ノーザンハピ
ネッツの選手とブースターが、試
合前に県民歌を一緒に歌い、絆や

郷土愛を深めている、という話はすぐに諒解できた。
　平成27年に秋田南高校に着任した時、ＳＧＨ事業が
始まり、１年後の中高一貫教育校のスタートに向けて、
学校は活気にあふれていた。前任の佐藤健公校長先生を
中心とした職員の方々を、有識者会議・同窓会・ＰＴＡ・
開設準備室の方々が支え、完璧に段取りがついていた。
　そんな中で、秋田県民歌を式典で歌いたい、というの
が私の唯一の望みであった。県民歌を歌うことは、「ふる
さと教育」の実践そのものだと考えていたからだ。たと
え秋田を離れても、詩情あふれる県民歌を口ずさむこと
で、アイデンティティと元気が湧き上がると確信してい
た。松本市のある小さな居酒屋でのこと。その場で知り
合った地元の二人が、長野県歌「信濃の国」を朗々と歌っ
てくれた時の顔の、なんと誇らしげだったことか。
　平成27年度の卒業式で、初めて県民歌を卒業生とと
もに歌った感動は、私の宝である。霊峰太平・鳥海山、母
なる流れ雄物川、狂乱吠えたつ男鹿半島、緑や黄金の広
野などに加えて、それぞれが好きな風景を持っていると
思う。今年の卒業生も、ふるさとの愛する風景を胸に、
無限の大空を、希望という翼で羽ばたくことを、心から
願っている。

◆　コンクールと、58期のこと

吹奏楽部顧問　奥山　昇（31期）

　第69回全日本吹奏楽コンクール出場に際し、同窓会
員の皆様から沢山のご支援を賜りました。この場をお借
りし心より厚く御礼申し上げます。31回目の出場とな
りました本大会において、銀賞を受賞いたしましたこと
をご報告申し上げます。２年ぶりとなったコンクール出
場は決して順風満帆ではなく、コロナ禍で課せられた
様々な制限を克服しなければならず何かと辛く苦しい
日々でした。困難に直面する中ではありましたが、中入
生と高入生が３年間活動を共にした初代となる58期が
部を引っ張り、上手くまとめてくれました。
　平成28年の中等部１期生が入部間もない頃の話で
す。当時、私は中等部顧問を兼ねておりました。初めて合
奏練習で取り上げた曲はＪ．スウェアリンジェンの「ロ
マネスク」。当初から中高６年間の活動になることを見
越し、高３の引退時にもう一度この曲を演奏するからそ
れまで沢山練習して上手になろう、と伝えました。それ
から月日が流れ昨年10月、最後のステージとなる全国
大会を目前に控えた練習日のこと。約束を果たすべく、
この曲を５年数ヶ月振りに取り上げました。同期の仲間
も後輩も増え、個々の演奏技術は向上し、表現力も豊か
になり部員全員で奏でたその楽曲は、言葉にできないほ
ど感動的なものでした。６年分の成長を強く実感できた
この日の演奏を、今後も決して忘れることはないでしょう。
　先日、新体制で初となる主催本番を無事に終了し、ま
た次の代の活動が始まりました。
　今後とも当部への変わらぬご支援ご協力のほど、何卒
よろしくお願いいたします。

株式会社

フィデア情報総研
参事 （第14 期Ｉ組卒）金澤 邦雄

執行役員 （第18 期Ｇ組卒）三河 雅則
（第19 期Ｉ組卒）加藤 尚之

データセンタ事業部長

医療福祉部長

民需営業部長

（第19 期Ｉ組卒）菅原 英樹
（第24期D組卒）冨樫 　卓

〒010-0951
018-883-0200 https://www.fir.co.jp/

秋田市山王三丁目４番23号

ＩＣＴの利活用で地方創生に貢献します

株式会社 宇佐見経営
税理士　宇佐見　康伸（4･A）
税理士　宇佐見　昇平

TEL（018）832－8045
FAX（018）832－8195

写真提供　㈱岩田写真　岩田幸久

（21期）
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「彩(いろどり)のある生活を」
　同窓会会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか？

 こちらの寄稿依頼をいただいた日、たまたま五十歳と

いう節目の日を迎えました。今、半生を振り返ることが

偶然ではなく必然なのだという感覚になります。

　三十五年前、私は吹奏楽部に所属していました。今も

当時も、南高校と言えば吹奏楽部の名門校。入学時、入部

は考えていませんでしたが、友だちに誘われ見学に行き

その場の圧と勢いで入部。入部に気乗りではなかった

にも関わらず、諸先輩の素晴らしい音色を聞くとモヤモ

ヤが一気に憧れに変わり、フルートを基礎から学び直し

ました。三年生で副部長になりましたが、ミーティング

で檄を飛ばした記憶はなく、予餞会の劇の脚本を作った

り、ビデオテープの編集をしながら仲間と明け方まで騒

いだり、「パート会」（=誕生祝いや打ち上げという名目で

「お菓子やドリンクで楽しむ会」）で盛り上がったり、演

奏以外の楽しかった記憶ばかりです。

　さて、現役の皆さんはこの度、吹奏楽コンクール全国

大会において銀賞を受賞しました。おそらく、その結果

に漕ぎつくまで、さまざまな思いをしたでしょう。顧問

の熱意ある指導、家族の支え、仲間との信頼において渾

身の演奏をやりきった現役の皆さんを、先輩として大変

誇りに思います。

　こうした音楽を創り上げる一体感が脈々と受け継が

れる中、平成元年、秋田シンフォニックウィンドアンサ

秋田市管弦楽団
吹奏楽部OG
本田　由香（26期）

（旧姓 田中）

ンブル（南高校吹奏楽部の

ＯＢバンド）が誕生しまし

た。私は高校卒業後に入団

し、十数年間、演奏会やコン

クールで演奏する傍ら、運

営サイドでさまざまな経

験をいたしました。思い起

こすと、出産や子育てで演

奏できない時期も、子育て

サークルの運営、ＰＴＡ、スポ少などにおいて、吹奏楽部

を通して学んだ協調性や忍耐力、ＯＢバンドの運営で得

た知識や経験が大いに役立ちました。

　ＯＢバンドが不定期活動に変わり、演奏の機会も減っ

てきた時、知人から秋田市管弦楽団への入団のお誘いを

受けました。仕事や家庭、子どものことが頭をよぎりま

したが「残された時間」を考えると、まだ私には『音楽で

人を喜ばせ、自分も楽しむ時間』がある、と思い入団を決

意。以来、楽器を演奏することと、その少し前から、筋力

アップと心の栄養のために始めたヨガが、二本柱で私の

生活に彩を与えてくれています。

　最後になりましたが、秋田市管弦楽団には、同じ南高

校ＯＢで活躍されている方がいらっしゃいますので、写

真でご紹介します。

左から堀井淳司（22期）、鵜沢奈美子（30期）、木内恒（14期）
本田由香（26期）、佐々木雅子（23期）、伊藤はるみ（18期）

「令和４年度 総会・南翔の集い」 「創立60周年記念式典・祝賀会」
日時：令和４年７月９日（土） 総会16：30
　　　　　　　　　　　　　南翔の集い18：00
会場：ANAクラウンプラザホテル秋田

記念式典　日時：令和４年10月15日（土） 13：00
　　　　　会場：あきた芸術劇場ミルハス
祝賀会　　日時：令和４年10月15日（土） 17：00
　　　　　会場：秋田キャッスルホテル

秋田市泉北４丁目３番２８号
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運 動 部 活 動
硬式野球部
令和３年度秋季中央地区高等学校野球大会
　１回戦敗退　４-５（延長11回）秋田商
　第5・6・7代表決定戦　2回戦敗退 １-2 秋田工
サッカー部
第100回全国高校サッカー選手権秋田県大会
　２回戦敗退　０-５大曲工
ラグビー部
第101回全国高校ラグビー大会秋田県予選
　1回戦敗退 (大館鳳鳴/大館桂桜/能代科学技との合同チーム)
　0ー77男鹿工
バスケットボール部
ウインターカップ2021/
第74回全国高校バスケットボール選手権大会秋田県予選会
　女子　１回戦敗退　　　　40ー60 湯沢
　男子　２回戦敗退　　　　49ー54 大館桂桜
全　県　新　人　戦
サッカー部　準々決勝敗退　0-９ 明桜
ラグビー部（７人制）
大館鳳鳴/大館桂桜/能代科学技との合同チーム 0ー27 秋田
陸上競技部
女子　100m 　 ４位　佐々木ののは
　　　200m 　 ５位　佐々木ののは
　　　　　　  　 ６位　石井　月乃
　　　400m 　 ４位　石井　月乃
　　　100mH 　 ４位　相場　心
  　 ６位　東海林舞果
　　　400mH　　  ５位　相場　心
　　　　　　　 　 ６位　安藤向日葵
　　　４×100mR　２位　
　　　　 (吉田小都子/佐々木ののは/相場心/石井月乃)
　　　４×400mR　２位
(吉田小都子/鎌田珠幸/佐々木ののは/石井月乃)
　　　棒高跳 　 ２位　三浦　真子
　　　走幅跳 　 ４位　二階堂陽依
　　　三段跳 　 ４位　進藤さらら
　　　砲丸投 　 ５位　櫻庭　朱里
　　　円盤投 　 ４位　櫻庭　朱里
　　　総　合 　 ２位
男子　5000m 　 ４位　馬場浩太郎
　　　110mH 　 ２位　柴田　朗大
　　　3000m障害　２位　馬場浩太郎
　　　走幅跳 　 ４位　鎌田　藍璃
　　　やり投 　 ２位　岡部　倖也
　　　総　合 　 ８位
剣道部
女子団体　　　　　 ３位
　　個人　　　　　 ３位　　菅原　陽菜
男子団体　　　　　 優勝
　　個人　　　　　 優勝　　東海林健太
　　　　　　　　　 準優勝　小野　太心
　　　　　　　　　 ３位　　淡路航志朗、　五十嵐　颯
水泳部
女子　200m自由形　　　　　３位　金澤　泰子
　　　400m自由形　　　　　３位　金澤　泰子
男子　50m自由形　　　　　　６位　村上　隆道

文 化 部 活 動

 　 

　　　200m個人メドレー　　１位　川口　伝央
　　　　　　　　　　　　　　２位　佐藤　時絃
　　　400m個人メドレー　　１位　川口　伝央
　　　　　　　　　　　　　　２位　佐藤　時絃
　　　400mフリーリレー　　２位
　　　　　　(鈴木健友/村上隆道/佐藤時絃/川口伝央)
　　　800mフリーリレー　　１位
　　　　　　(鈴木健友/村上隆道/佐藤時絃/川口伝央)
　　　総合　４位
バトミントン部
女子個人単２部　　 ベスト８　三浦　藍
男子個人複２部　　 ベスト４　佐藤　希・茨木　蒼太
アーチェリー部
女子　１位　保坂　　優奈　　２位　佐藤　彩来
男子　１位　佐々木　優太　　２位　松本　大翼
硬式テニス
男子シングルス　　　　　　　３位　虻川　優太
山岳部
男子　読 図 部 門　　　　　　２位　長谷川琉賀
　　　天気図部門　　　　　　２位　佐藤　颯太
東　北　選　抜　大　会
アーチェリー部　女子団体　　準々決勝敗退
　　　　　　　　　　個人　　４位　保坂　優奈

ビブリオバトル2021in AKITA ＜高校生の部＞
準チャンプ「もしも徳川家康が総理大臣になったら 」眞邊明人 著
　　　　　バトラー：今野　惺琶　　　　　　
吹奏楽部
第69回全日本吹奏楽コンクール　銀賞
全日本アンサンブルコンテスト第44回秋田県大会
金賞　クラリネット5重奏（東北大会出場決定）
　　　フルート4重奏
自然科学部　
第65回日本学生科学賞秋田県審査　
秋田県知事賞　　マイクロプラスチック調査班　
　「河川マイクロプラスチックの現状～猿田川の土壌や
　　　水生動物に含まれるマイクロプラスチックの研究～」
秋田県審査読売新聞社賞　　鳥類・植生班
　「猿田川の植生と鳥類相の相関」
文芸部
石井露月顕彰第63回全国俳句大会兼秋田市短詩型大会
　俳句部門　　　入選　　鈴木　優愛
第39回秋田県高校文芸コンクール
　詩部門　　　　第三席　小松田実希
　短歌部門　　　第三席　小松田実希、　佐藤　佳穂
　小説部門　　　第二席　鈴木茉斗依
　文芸部誌部門　第一席　「岬　59号 」
第36回全国高等学校文芸コンクール
　詩部門　　　　優秀賞　「毎日を生きるよ」  鈴木茉斗依
　　　　　　　　入　選　「あやまちのみち 」 小松田実希
　文芸部誌部門　優良賞　「岬　59号 」
第54回秋田県高等学校総合美術展
美術部　絵画部門　　　推奨　「不時着」　菅野　百花
　　　　デザイン部門　推奨　「優しさ」　高橋みなみ
書道部　入選　赤井藍、大髙美空、大沼春稀、小熊ことみ、
　　　　　　　杉浦紗弥、川越はな、佐々木彩愛、塩谷優月、
　　　　　　　菅原唯、山田朝日
写真部　推奨　「黒煙を率いて」　高橋　翔太
　　　　　　　「映りゆく」　　　三浦　梨愛
　　　　　　　「刹那」　　　　　柏木　心寧
　　　　　　　「明」　　　　　　内田　佑奈
　　　　　　　「清」　　　　　　山田　凰介

TEL:018(846)0977　FAX:018（846）2469
E-mail:info@fru-ru.jp

ホームページ:http://www.fru-ru.jp
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〒010－1437　秋田市仁井田緑町4の1
　　　　　 　  秋田県立秋田南高校内
電　　  話：018－833－7431
同窓会HP：http://www.akitaminami.net/

　深夜に渡る除排雪作業を行う業者の皆様や市役所の
担当職員の皆様にはエールを送りますが、行政トップの
皆様には多数の市民の意見に少しでも耳を傾け、創意工
夫と迅速な対応を早急にお願いしたいです。一市民のつ
ぶやきでした。　　　　　　　　　　　清水毅彦（19期）

■2021年叙勲受賞者
　秋の叙勲　瑞宝小綬章（教育功労）　
　熊谷　隆益氏（5期）

■ビブリオバトル 2021 in AKITA
　今年度のビブリオバ
トル全県大会では、高校
１年の今野惺琶さんが
『もしも徳川家康が総理
大臣になったら』を情熱
的に語り、準チャンプ本

に選ばれました。
　ビブリオバトルに学年の壁はないた

め、中等部１期生から中高生の交流の場
ともなりました。中等部から途切れず関
わり続けてくれる生徒がいたおかげで、
６年連続で県大会に出場することができ
ました。本校バトラーたちはライバルで
ありながら、互いに称え合い助言し合う
雰囲気があり、チームとして成長しています。
　秋田南高等学校学校司書 杉山 芙美子

■吹奏楽コンクール

　二年ぶりに開催された吹奏楽コンクー

ル。秋田南高校吹奏楽部は通算31回目と
なる全国大会出場を果たし、銀賞を受賞
した。一昨年同様コロナ禍の中での練習
は容易なものではなかったが、日々限り
ある時間の中工夫を重ねながら、生徒た
ちは全国大会への切符をつかみ取った。
コンクールへの出場が断たれた昨年の卒
業生の思いも乗せた演奏からは、生徒た
ちのコロナへ負けずに立ち向かう、力強
さを感じた。

吹奏楽部OB 大友 澪（48期）　　　  吹 　奏 　楽 　部 
第69回全日本吹奏楽コンクール 
　      銀　賞　受　賞

1

チーム戦・新ペリア方式
（チーム4名又は3名のうち上位3名のネット合計スコアで決定）

順位 チーム名/氏名 グロス/ネット

優　勝
チーム鎌田

佐藤彰宏/高橋文広/佐藤昭徳/
263/223.4

準優勝
4期NKKT

奈良文雄/金田孝志/田口博志/熊谷正司
267/223.8

第三位
剣道部OB会

福田昭典/越前屋潤/大庭雅樹/佐藤健司
277/224.2

個人戦・新ペリア方式（グロス／ネット）

優　　勝 山崎　進 5期 81／70.2 準 優 勝 奈良文雄 4期 86／70.4

第 三 位 川合俊昭 5期 84／70.8 第 四 位 福田昭典 20期 76／71.2

第 五 位 森本大治 9期 88／72.4 第 十 位 楢岡輝樹 13期 87／73.8

ベストグロス

男　性 佐々木創太　25期 75 Out37   in38

女　性 原田　成子　10期 88 Out44   in44

　2021年10月17日（日）、前日の肌寒さが漂う中、会場の
南秋田カントリークラブに幹事団は７時に集合、天気予
報は曇り時々雨。空模様を気にかけながら受付の準備を
終え参加者の到着を待つ。
　コロナ禍も２年に及ぶ中、参加者の大多数は２回のワ
クチン接種を終えているものの、密を避けるため表彰式
懇親会は中止、プレイ・食事以外はマスク着用、手指のア
ルコール消毒徹底、各自ラウンド終了後速やかに帰宅な
ど万全の対策を講じての開催となった。そのような状況
下でも29チーム106人の参加者が集い、盛大にゴルフ同
好会を開催できたことは大変ありがたく、母校南翔会の
パワーそのものであり幹事団の励みとなった。
　午前中は曇り時々小雨、短時間であったが大粒のあら
れが降ったり、青空が見えたりと目まぐるしく変わる初
秋の天気、午後は気温が上がり曇り空、夕方には体調不
良者や怪我人もなく全員ホールアウトし終了した。
　競技は18ホール１ラウンドの新ペリア方式のため、個
人及び団体戦の成績表は翌日の郵送、順位該当賞品は宅
急便でのお届けとなった。
　また、中等部の鐙基倫教頭先生、高校吹奏楽部後援会
長・若松康博さん、東京南翔会会長・山田透さん（６期）に
も参加いただき感謝申し上げます。

2021 南翔ゴルフ同好会

2022年南翔ゴルフコンペの開催概要！
皆様のご参加お待ちしています

開催日時　2022年9月（日曜日）で調整中
会　　場　南秋田カントリークラブ

南翔ゴルフ同好会会長　宮腰　壽（６期）

　今年の冬も同じであった･･･
　どうも秋田市の道路除雪事情は毎年同じこ
との繰り返しのようである。
　市民生活に支障を与え、事業活動にも大き
な支障を与え、このところ毎年道路が悲惨な
状態である。道路事情により実態上無理なこ
となら仕方ないが、他の自治体は創意工夫を

凝らし、住民に苦労をかけまいと努力しているように見
える。具体的なことはさておき秋田市民として我が街が
雪に強い、冬でも住みやすい街となることを切に願います。

創立60周年記念式典直前号
77号予告


