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思い出すままに

安藝 勉︵８回生︶

一 筆山について

私の生まれ育った高知市には筆山という可愛
らしい山がある︒軸太の筆が静かに横たえら
れた様子でもある︒小さい山ではあるが市内
では殊更有名であり︑在学中は時々流れる大
汗をふきふきクラス毎に懸命に登らされたも
のである︒
筆山の麓鏡川の畔とは我が土佐中学の所在
する所であり︑その筆山並に母校は共に鏡川
の南側に位置している︒

二 故修兄について

おこがましいことであるが︑修兄は実は私
の長兄で土佐中学の第 回生であり︑同期最
後の生き残りであったが︑本年 月 日老衰
にて九十一歳の寿命に終りをつげ︑第 回生
は遂に一人も生存しなくなったと聞く︒残念
なことである︒私の属する第 回生さえも既
に十名足らずの生存者を数えるのみ︑淋しい
限りであるが︑人間寿命には勝てないもので
あってみれば之亦致し方もあるまい︒
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三 初代校長三根圓次郎先生について

1

初代の三根校長は昭和 年 月 日急逝
されたが︑目の病気のため既に全く見えなく
なられたものの︑温容のもと眼光更に鋭く︑
私達は帰郷時母校に必ず校長をたずねたもの
であるが︑声で識別されたものか︑鋭い御注
意にはいつもびくびくしていたものである︒
御長男は今は亡き超有名歌手ディック・ミ
ネさん︵三根徳一氏︶であったのは改めて言
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五台山から見た高知の町（関東支部ＨＰより）

を︑以下にご報告致します︒
●学年幹事会
昨年の学年幹事会で提案さ
れた﹁支部会則 条の改正案﹂
が︑今年の支部総会で承認さ
れました︒
支部総会の開催時期が 月
下旬もしくは 月上旬に移行
したことに伴い︑関東支部の
会計年度および学年幹事会の
開催時期を変更しようという
ものです︒
第 条 この会の会計年度は︑
毎年 月 日から 月 日
までとする︒
この結果︑毎年 月に開催
されていた学年幹事会が︑毎
年 月に開催されることにな
りました︒次の学年幹事会は
平成 年 月 日︵土︶の開
催となります︒学年幹事の皆
様には 月中にご案内を差し
上げます︒
また来年の関東支部総会は︑
平成 年 月 日︵土︶に今
年と同じ渋谷区代々木の﹃国
立オリンピック記念青少年総
合センター﹄で行います︒来
年は末尾﹁ ﹂の回生︵ 回
生〜 回生︶の方々に担当し
ていただきます︒ご期待くだ
さい︒
●母校創立 周年
本年 月 日︵土︶高知市
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う迄もないであろう︒

級学校の過程丈丈丈でもくぐり抜
けられたことががが今にして思え
ば本当に有難くくく感謝の気持ち
に強く通ずるももものがある︒兄
弟とは正にそううういうものであ
ろうか︒
そこはかとなななく︑とりとめ
のないことを思思思い出すままに
茲に綴ったことととを何卒御容赦
願いたいものででである︒私の入
学した頃南面ででであった正面玄
関も今は北面とととなっている母
校・・・︑そののの更なる発展を
心から祈ってやややまないしだい
である︒

関東支部活動報告

事務局長 鶴和和千千秋︵ 回生︶
前号で詳しくくくご報告致しま
した 月の支部部部総会︑多数の
ご参加のおかげげげで︑他支部︑
本部からの参加加加者に大きなイ
ンパクトを与えええたようでした︒︒︒
﹁うちの支部でででも学生の出席
をもっと増やさささんといかん﹂
等︑続々と反響響響が寄せられま
した︒
今年後半の関関関東支部の動き
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六 おわりに
母校には兄弟生徒が割合と
多く学んでいたものであるが︑
余り優秀でもなかった私にとっ
て︑特に優秀な成績を残して
いた兄が 回生として居たた
め︑古い先生方の中に︑兄を
教えたり︑知って居たりして
いた先生がまだ残って居られ
たことが私の立場からは大変
恥かしかったことが思い出さ
れる︒その先生方から折にふ
れ兄の話が出ると︑それが励
ましの意味であったと感じた
にせよ︑随分と心苦しかった
ものである︒何くそと自らを
極力鞭打ち何とか兄と同じ上
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知っていたので︑下校してよ
とは何年か前の筆山誌上にて
申し述べたことがあるので御
く調べたところ︑問題の場面
承知の方もあるかと思われる︒ で確かに太郎次郎の両名の名
前の左下に︑はっきり﹁壇の
浦において能登守教経と共に
五 先祖の歴史上実在証明
入水す﹂と註記されていたの
について
が分った︒翌朝職員室にて先
生に深くお詫びをした記憶が
ある︒そしてこの二人の先祖
には何がしかほのかな親しみ
をおぼえたものである︒この
時先生のその御質問がなかっ
たなら︑詳しいことは一切分
らずじまいとなっていたこと
であろう︒世の中とは全く不
思議なものである︒
私の三年生の頃だったか︑
樋口先生から教わっていた平
家物語の中の源平壇の浦の合
戦の一部分に於て︑平能登守
教経という平家随一 の 猛 将
︵百人力といわれた︶に追い
つめられた源義経が海上で船
を身軽く次々と飛び移って逃
れて行った八艘飛びの場面で︑
その教経をさえぎるべく左右
から彼の船にとび移り︑彼に
両わきからとびかかって行っ
た二人の武者︵義経の家来︶
が居た︒それが安藝 の 太 郎
︵五十人力︶︑次郎︵二十人
力︶という兄弟であったが︑
力まされる教経はこれを両脇
に抱えこみ︑三人組合ったま
ま海中に落ち︑共に戦死した
と記されていたが︑その時先
生から﹁これはお前の先祖と
ちがうのか﹂と尋ねられて知
らなかった私は全くのところ
どう答えてよいか分からず驚
いたが︑実は当時我家の押入
の中に虫にあちこち喰われて
穴の沢山あいた和紙製の系図
が入っていたのをおぼろげに
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四 三根校長の校葬による
告別式について

私が東京の大学一年を終り︑
楽しみにした春休みに帰高し
た時︑なんということか︑思
いもかけない同先生の御逝去
にぶつかり︑校葬としての告
別式に出席︑卒業生総代とし
て弔辞を読まされたものであ
る︒どういうものか私より年
次が上の卒業生が誰一人とし
て帰高しておらず全くやむを
得ないことでもあった︒国語
担当の樋口一治先生の御指示
にて徹夜で乱れ文字も顧みず
墨書した弔辞を翌日の告別式
で読み上げたのであるが︑冒
頭から︑とめどなき涙にあふ
れ︑とぎれとぎれの読み方に
は我ながらあきれはてたもの
で︑列席の方々には誠にお聞
きづらかったことであろう︒
その後同窓会から出版され
た︵昭和 年 月 日付︶三
根先生追悼誌には弔辞として
は兄の修名となっているのは︑
編集者の方が︑ 回生の私で
なく︑それよりも 回生の兄
の名前がより妥当との配慮で
あったのではなかろうかと思
われるのであるが︑事実は今
述べたとおりである︒このこ
1
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内新阪急ホテルで開かれた同
窓会本部総会に宮地支部長︑
溝渕幹事長以下 名の役員が
出席しました︒会議では母校
創立 周年の記念事業につい
て検討されましたが︑その中
で関東支部では一つの提案を
して参りました︒
昨夏発行された本部会報
﹃向陽﹄の創刊号に母校の坂
本隆先生︵ 回生︶の﹁戦地
からの軍事郵便﹂という一文
が掲載されていました︒
昭和 年から戦地に招集さ
れる 年までの 年間︑母校
で教鞭を執られた中澤薫先生
︵ 回生︶の︑母校への愛情
と︑教え子達との心の交流の
記録を発掘し︑その軌跡を忠
実にたどる作業の中から︑土
佐高教育の原点をもう一度見
つめ直そうという︑坂本先生
の母校への熱い思いに溢れた
力作でした︒
今年に入り︑これを一冊の
本に纏め上げたいという坂本
先生のご意向を知り︑関東支
部役員一同は︑この本の出版
こそ 周年記念事業に相応し
いと考えで一致し︑本部各支
部の役員の皆様の賛同を得る
ことが出来ました︒来年 月
の記念式典までには上梓され
る予定です︒

( 3 )

●筆山会
関東支部の比較的ご年配の
同窓生の集りである﹁筆山会﹂
の会長が交代になりました︒
関東支部の前の支部長で永く
筆山会の会長を勤められてき
た北岡龍海さん︵ 回生︶の
﹁若手﹂に道を譲りたいとの
お考えで︑ 回生の吉澤信一
さんに引継がれました︒新体
制となった筆山会の重厚かつ
若々しい活動にご期待くださ
い︒
●同窓会館建設基金
溝渕幹事長の提案で︑ 年
前からスタートした同窓会館
建設基金は︑平成 年 月末
現在で︑金一︑九四六︑六一
六円となっております︒この
年間には︑ 月の支部総会
に出席された方々︑筆山会の
新年会やゴルフコンペに参加
された皆様︑一木会に集まっ
た呑ん兵衛諸君などから︑合
計金二八八︑七八一円のご寄
付をいただきました︒ありが
とうございました︒
なお基金の振込口座が︑四
国銀行東京支店︵普︶口座番
号〇一二三八二一﹁土佐中・
高同窓会館建設基金﹂に変更
になりました︒今後とも同窓
の皆様のご協力をお願い致し
ます︒
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雄介
弘一
拓二
光
南海男
宗範
修三
芳郎
貴美
英敏
銑太
淳司
史雄
卓泰
之久
博中
正道
泰朗
宏昭
昌弘
知寿子
由佳
宏
龍
信政
泰子
晋介
浄晃
伸晃
愛
博也
泰幸
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型への転換です︒礼節とマナー
尊重の輝かしい伝統をしっか
りと体得してくれるよう︑又
中学生らしい元気印の研修と
なるよう期待しています︒そ
れにしても 年若返りの中
生は本当に可憐な感じであり︑
どうかすくすくと素直に成長
してほしいと願わずにはいら
れません︒生徒のしおりにも
﹁ハジケまくるぞ﹂という愉
快な檄もあり成果を楽しみに
しております︒
次に進学校として最大の課
題である大学入試への取組み
ですが︑これから期末にかけ
て高 生を中心に特訓や模試︑
プレテスト︑志望校検討会等々︑
真剣な最終取組みが続きます︒
本年度の現役合格率は七四
四％と急上昇し︑統計上過去
最高の記録となりました︒嬉
しい限りですが︑今後は加え
て東大京大等最難関校を含む
ワンランク・アップ達成を目
指し全力で取組んでまいる決
意ですので何卒ご声援の程お
願い申し上げます︒因に今年
度の入試センター試験出願者
は二六一名で前年を上回る約
％の出願率となりました︒
さてご承知のとおり来年
︵平成 年︶は記念すべき学
校創立 周年に当ります︒現
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母 校 だ よ り

3

学校長 森田幸雄
土佐独特の季節的表現とさ
れる卯夏も終り︑当地もすっ
かり秋冷の気配となりました︒︒
会員の皆様にはますますご健
勝の御事とお慶び申し上げま
す︒
さて 学期当初の伝統的行
事である第 回中・高合同の
大運動会は︑台風 号の為
日間順延の後︑去る 月 日
生徒実行委員会の手により盛
大に開催されました︒尤も今
回の延期はグランドコンディ
ションの調整によるもので︑
昨年の大水害に伴う大幅延伸
とは異なり混乱は全くありま
せんでした︒なお今回も昨年
に引き続き正副実行委員長は
女子の独占となり︑本校ハチ
キンパワーの健在振りを強く
印象づけました︒このように
貴支部愛称ハチキン会諸姉の
後継者達は元気に育っていま
すので何卒ご安心の程お願い
いたします︒
次に従来の中 生の修学旅
行に代わる中 生集団宿泊研
修が 月 日から 泊 日
の日程で実施されます︒いわ
ゆる移動観光型から定地訓練
28

名名名名簿簿簿簿事事事事務務務務局局局局よよよよりりりり

溝渕
永吉
河野
武田
前田
北村
井本
島内
山本
児島
傍士
安原
田部
吉村
矢間
日浦
大原
野村
長崎
久松
池本
恒石
渋谷
坂本
岡本
青山
戸田
石川
宮地
城下
永野
山川
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この半年間で左記の方方の住住
所が不明になりましたた︒消消
息をお知りの方は関東東支部部
事務局にご一報くだささい︒︒
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E‑mail：tsuruwa@mxq.mesh.ne.jp
連絡先：関東支部事務局
TEL 03‑3587‑6200 FAX 03‑3587‑6201

80

12

17

4

80

47

11

1

6

16

10

5

在︑校内では記念行事実行準
備会を立ち上げ︑検討態勢に
入ったところです︒組織の概
略は正副実行委員長の下に記
念行事関係︑記念事業関係の
二つの柱を設置︑それぞれに
責任者︵担当者︶を定め︑式
典や祝賀行事︑記念誌等の実
行細目を具体的に詰めてまい
ることになろうと存じます︒
勿論この事業は同窓先輩の皆
様の強力なご協力無くしては
成り立たないものばかりであ
ります︒今後いろいろと無理
なお願いを申し上げることも
あろうかと存じますが︑是非
お聞き届け頂きご支援を賜わ
りますよう重ねてお願い申し
上げます︒向寒の砌︑関東支
部のますますのご発展と会員
各位のご健勝を祈念申し上げ
学事報告とさせて頂きます︒

本 部 だ よ り
幹事長 岡内紀雄︵ 回生︶
年 月 日︵土︶
高知新阪急ホテルにおいて︑
新卒 回生を含む多数の同窓
の出席を得て︑総会・記念講
演ならびに懇親会が盛大に開
催されました︒
総会では︑本部ならびに関

( 4 )
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東・関西・東海・広島・香川
各支部の活動報告や︑収支決
算・予算が承認されたほか︑
会則を改正︵役員の人数を変
更︶した後︑役員の改選が行
なわれました︒新役員は次の
各氏です︒︵敬称略︶
会長
岡村 甫 ︵ ︶
副会長 浅井 伴泰︵ ︶
〃
大久保浩二︵ ︶
〃
森木 房恵︵ ︶
〃
川崎 康正︵ ︶
幹事長 岡内 紀雄︵ ︶
副幹事長 永野 和宏︵ ︶
〃
横田 整二︵ ︶
〃
岡田 容典︵ ︶
〃
西山 彰一︵ ︶
会計
千頭 裕 ︵ ︶
会計監査 森木 将雄︵ ︶
〃
田中 章夫︵ ︶
記念講演は︑ 回生︑元広
島高検検事長で弁護士・相模
女子大学理事長の竹村照雄氏
による﹁土佐人への回帰﹂と
いうテーマで︑このテーマは
﹁土佐に生れて︑土佐の大地
︵父母の眠るところ︶に帰る﹂
ということから︑﹁コンプレッ
クスを持つことは決して悪い
ことではない︒それをバネに
して向上を図ることが大切で
ある︒﹂など︑氏の生い立ち
から今に至る︑人格の形成に
影響を与えた幾つかのエレメ
20

40 32 58 48 47 40 34 34 42 39 32 30 32

年の支部総会にもぜひともお
ントについて︑大変興味深くくく︑ 母校にエールをおくりお開き
一本筋のとおった土佐人らししし
となりました︒
越し下さい︒
なお︑
年の総会
さて︑この東海の地をさら
いお話をしていただきましたたた︒
は 月 日に開催いたします︒︒ に活性化しようと名古屋駅前
のツインタワー︑愛知万博︑
関東支部のみなさま多数のご
中部国際空港の建設等︑大型
参加をお待ちしています︒
プロジェクトが進行中です︒
こんななかでの地元ドラゴン
東海支部だより
ズの優勝ですから人の気持ち
の盛り上がりが加速され︑近々
名古屋経済は復活するのでは
ないでしょうか︒そこいらの
難かしい話しは 月 日︵日︶
に開催する支部忘年会で酒を
酌み交わしながら土佐高ＯＢ
の秀才に聞くとします︒
また来年来年︒来年がある
さ⁝︒

懇親会は︑森田校長をはじじじ
め多数の懐かしい先生方を交交交
えて︑ソフトボール部球友会会会
の元気あふれる司会進行のももも
と︑新旧同胞盃を交しつつ︑︑︑
思い出話に花を咲かせ︑応援援援
歌を合唱︑岡村会長ならびににに

5

関西支部だより

12

幹事 中山眞智子︵ 回生︶
関東支部の皆様︑こんにち
は︒関西支部の今年一年を振
り返ってみます︒
月に︑ 年振りになんぷ
う 号を発行しました︒
月 日︵金︶に︑関西支
部総会を新阪急ホテルにて開
催︒特別ゲストの中澤節子先
生に︑退任にあたってのお話
を頂きました︒ 年ぶりの会
計報告ができました︒
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事務局長 南毅一︵ 回生︶
燃える前に終わった︒そん
な感じの今年の秋︒ゴルフで
言う﹁待ちチョロ﹂になっちゃ
って︒
しかし日本シリーズが始ま
る迄の ヶ月の間は楽しかっ
た︒なんたって巨人倒しての
セ界一ですもの︑これで日本
一にでもなったら︑そらこの
東海の地が日本の首都になっ
たような⁝︒まっことさわが
しい風がビュービューでした︒︒
そう言えば︑今年の春︑わ
が支部の総会にご出席の皆々
様と野球談議に花を咲かせま
したネ︒そこいらの熱気がわ
がドラゴンズを押し上げたの
ではなかろうか︒特に甲子園
の元祖スター永野関西支部長
には感謝しておりますゾ︒貴
方様がご来名下さるようになっ
てズズズ⁝ンとドラゴンズが
上昇ムードになりました︒来

2 19 1

8

1
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日時 平成 年 月 日︵土︶
本年度の香川支部総会は︑
時 分〜 時 分
月 日︵土︶ 時から﹁な
場所 広島県民文化センター
か座﹂というところで開催し
講演者 折衝中
ました︒支部創設以来お世話
学生 懇親会無料︵招待扱い︶
になった﹁土佐っ子﹂が閉店
月になると準備に取り掛
されましたので︑変更した次
かり︑案内状は 月中旬発送
第です︒当日は雨天でしたが︑
の予定です︒
来賓として︑母校から森本尭
また︑小料理店﹁梅太郎﹂
教頭先生︑本部から岡村甫会
で第 水曜日アフターファイ
長︑岡内紀雄幹事長︑広島支
ブに自由参加の形で続けてお
部から小島一洋事務局長︑関
ります広島支部の例会﹁青春
西支部から竹下和夫幹事長の
の集い﹂はますますもり上がっ
皆様に出席頂きました︒支部
ております︒どういう風の吹
会員は︑ 回から 回までの
き回しか最近︑かつて広島一
名が出席しました︒
の三味線の名手とうたわれた
この総会に合わせて支部の
江戸っ子の君太郎姐さん︵御
会報︵地理的な意味と先輩・
年 才にして六分の才気・四
後輩を繋ぐという意味で﹁か
分の艶気あり︶が毎回飛び入
けはし﹂と名付けました︶の
りしています︒土佐高の知性
発行に取り組み︑ともかく日
と気っ風の良さに惚れたとか
の目を見ることとなりました
⁝？︒乞︑民謡・端唄に興味
が︑母校︑本部︑各支部から
ある方︑奮ってご参加を︒
も寄稿頂きありがたく思って
＊ 小料理店﹁梅太郎﹂の電
います︒
話番号︵
当日は︑活動報告︑会計報
︶
告の承認などセレモニーのあ
酒は土佐安芸市菊水酒造の焼
と懇親会に移りました︒山下
酎﹁竜馬﹂がまっことたまら
前幹事が高知から駆けつけて
んぜよ
大いに盛り上げてくれました︒
香川支部だより
母校のこと︑郷里高知のこと︑
景気のこと︑社会現象のこと
など︑あちこちで話がはずん
支部長 土田哲也︵ 回生︶
だところで︑恒例の校歌大合
関東支部の皆様には御清栄
のこととお慶び申し上げます︒︒ 唱となった次第です︒
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月 日︑今年第 回目の
幹事会・総会反省会を開き︑
この会で︑新幹事増強を努力
目標の第一としました︒その
結果︑現在 名の幹事が関西
支部を支えてくれています︒
月 日の幹事会は︑会費
制にて︑土佐料理・いごっそ
う寿司で開催︒ 月からは︑
ほぼ月 回のペースで幹事会
を開いています︒ 月は︑
﹁手弁当で﹂との支部長の提
言に基づき︑会費制にて︑寿
司弁当と発泡酒で熱のこもっ
た幹事会を展開しました︒幹
事が盛り上がれば総会は盛り
上がる︑をモットーに︑只今
来年の総会に向けて秘策を練っ
ているところです︒
来年の関西支部総会は平成
年 月 日︵土︶に開催し
ます︒
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広島支部だより

で大きな被害がでました︒特
に︑世界遺産に登録されてい
る安芸の宮島で有名な厳島神
社の一部が倒壊して︑観光に
生きる町が大変な影響を受け
ております︒テレビ︑新聞等
でも連日金融界を取り巻く大
合併劇や日産をはじめとする
グローバル提携が報じられ︑
リストラの嵐が吹き荒れてい
ます︒明治維新や日本の敗戦
による社会変動は︑すべて外
圧による旧体制から新しい体
制への移行でしたが︑今︑起
こっている事態もまた︑グロー
バルスタンダードという名の
外圧による経済分野のスクラッ
プ＆ビルドの大改革に思えま
す︒新しい秩序形成のための
産みの苦しみと受け止め︑大
いなる未来に希望をもってお
互いに頑張りましょう︒いよ
いよあと︑ ヶ月で殺戮の
年代も終わり︑平和を
祈念する
年にはい
ります︒︵ 世紀は
年からですが︑⁝︶この瞬
間を生きるであろう一人とし
て感慨一入のものがあります︒
広島支部では︑去る 月
日︵水︶の役員会で沖新支部
長︵ 回生︶になって初めて
開催する平成 年総会スケジュー
ルその他の大枠を決めました︒
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会計監査 天田充︵ 回生︶
西暦
年を目の前
にして︑これがいうところの
世紀末というか自然も社会も
又経済界も大変な事件が続い
ております︒
月 日︑集中豪雨が広島
県南部を襲い︑あちらこちら

( 5 )
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今年は全国的に長雨︑台風
で︑早明浦ダムは満水状態の
日数が記録的な長さとなり︑
お陰で高松は水の心配がなく
夏を過ぎました︒しかし︑暑
さは格別で︑残暑という言葉
がつい最近まで使われるほど
でした︒
北四国の変化は︑やはり三
橋時代になったことが挙げら
れるでしょう︒一面では利益
・利便性をもたらし︑他面で
は不況の時に転職・離職を余
儀なくされる人も多くいて︑
影も落としています︒少ない
人口︑年齢層の偏り︑基盤の
弱い産業など︑暗いイメージ
の言葉で語られる地域ですか
ら︑大都市とは違う様相があ
ります︒
地元高松では︑以前の駅周
辺の再開発事業が進行中で︑
古い建物が取り壊されたため︑
城の石垣や海が一望できる状
態になっています︒三越高松
店が増床改築され︑その周辺
も風景が変わりました︒豊島︑
直島など廃棄物に絡む話題で
注目されがちな香川県ですが︑
新しい明るい話題もないわけ
ではありません︒旅の途中で
変化を観察してみて下さい︒
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｣｣｣｣

ちそうになるまでなんとか知
識をつめ込み 次試験に合格
すると︑口頭質問とブライン
ドティスティングの 次試験
が待ち受けています︒私の時
は︑白ワイン︑赤ワインとも
種類ずつの計 種類のグラ
スワインの外観︑香り︑味わ
いのコメントを書き︑ぶどう
品種︑ワインの銘柄︑産地︑
年代︑価格︑サービスする時
のワインの温度︑相性の良い
料理を書き出すというもので
した︒そしてさらに︑ソムリ
エだけには︑﹁実技﹂という
次試験が課せられます︒厳
しい表情の試験官の前で︑ワ
インのオリを取ったり香りを
聞かせたりするために︑本来
ワインが入っているボトルか
ら︑デカントゥールというガ
ラスびんにワインを移しかえ
る作業をします︒ここでは︑

4

｢｢｢｢

は︑自分が飲むため
ではなくプロとして
きちんとした知識を
持ってお客様にワイ
ンをサービスしたい
と思ったからでした︒
現在︑日本ソムリエ
協会が認定する資格
呼称は︑ ソ ム リ エ
︵ 年以上サービス
業に従事し︑現在もも
従事している人︶︑︑ワワインア
ドバイザー︵ 年以以上上酒販業
に従事し︑現在も従従事事してい
る人︶︑ワインエキキススパート
︵一般のワイン愛好好家家︑私の
生徒さんでもあったた女女優の川
島なお美さんが取得得ししたのも
この資格︶の 種類類でです︒試
験は 次試験と 次次試試験があ
り︑ 次試験は︑電電話話帳ほど
の厚さのある教科書書かから出題
される筆記試験︒膨膨大大なワイ
ンに関する知識を暗暗記記しなく
てはなりません︒ももちちろんフ
ランスワインに限ららずず︑イタ
リア︑ドイツ︑スペペイイン︑ポ
ルトガル︑オーストトリリア︑ハ
ンガリー︑ギリシャャ︑︑アメリ
カ︑カナダ︑オースストトラリア︑
ニュージーランド︑︑日日本など
世界中のワイン︑そそししてお料
理︑公衆衛生に至るるままでの知
識です︒頭を振るととここぼれ落
3

3

ソソソソムムムムリリリリエエエエののののババババッッッッ ククククボボボボーーーーンンンンはははは高高高高知知知知 のののの おおおおききききゃゃゃゃくくくく
高学年の頃にはいっぱしに︑
にあある酒屋で︑当時は酒屋ど
盃を交わした相手の盃の中身
うししの親睦を深めるために月
が空になっていないと︑﹁ま
に一一度︑各酒屋持ち回りで︑
だ空いちゃあせん﹂と首を横
﹁おおきゃく﹂を開いていまし
に振り︑返盃の盃を受け取る
た︒︒今はもうありませんが︑
ことを拒んでいたように記憶
当時時どこの酒屋にも﹁コップ
しています︒そして中学生ぐ
酒﹂﹂が飲めるカウンターがあ
らいになると︑つがれた盃の
り︑︑食事時などは家族が順番
お酒に口だけつける真似をし︑ に店店番をするため︑小学生頃
相手の目を盗んで残りのお酒
からら︑仕事帰りに一杯飲みに
はテーブルの下に置かれてい
立ちち寄る﹁コップ酒﹂のお客
る灰皿に移すという高度なテ
さんんに一升ビンからお酒をつ
クニックを身につけていたと
ぎなながら﹁表面張力つけちょ
思います︒
くききえぇ﹂とサービスしてい
私の実家は︑土佐高から歩
ましした︒また両親の﹁女は自
いて 分程のところの天神町
分のの限度をしっちょかんとい
かん﹂という教育方針の
もと︑何かの折に少量の
お酒を飲むことは許され
ていたので︑土佐高を卒
業し︑青山学院大学文学
部フランス文学科へ進学
した頃には︑﹁高知の酒
屋の娘はさすがに酒が強
い﹂という印象を周りに
与えていたように思いま
す︒
そんなバックボーンを
持つ私がワインに出会い︑
ソムリエの資格を取った
のは︑全日空の国際線で
スチュワーデスとして勤
務務していた時で︑その時

⑲⑲⑲⑲
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田崎真也ワインサロン副支配人 阿部川知佐︵ 回生︶︵旧姓 濱田︶
現在︑私は︑世界一のソム
リエ︑田崎真也氏が主催する
﹁田崎真也ワインサロン﹂と
いうワインスクールで︑講師
として︑また経営全般に携わ
る副支配人として勤務してい
ます︒
先日︑久しぶりに帰高し︑
高知流の宴会に出ましたが︑
これこそ全世界に通 用 す る
﹁もてなし方﹂だなあと︑自
分が育った環境を誇らしく思
いました︒ホストがビールと
コップあるいは徳利とおちょ
こを持って︑ご返盃を繰り返
しながらゲストを一人一人回っ
てご挨拶させて頂く︒つい最
近︑お茶を習っている友人に
聞いたところ︑亭主︵ホスト︶
が高知流飲み方と同じように
盃を持ち招待客︵ゲスト︶を
回ってご挨拶することを﹁千
鳥の盃﹂と言うそうで︑高知
流飲み方は﹁茶の湯﹂の世界
にも通じるのです︒
私が高知で︑﹁おきゃく﹂
という宴会の世界にデビュー
したのは多分小学生低学年ぐ
らいの頃で︑実際にお酒を飲
んでいたかどうかは定かでは
ありませんが︑﹁ご返盃﹂と
いう言葉を繰り返し大人にき
ちんとおしゃくをし︑小学生

( 6 )

3

テクニックばかりではなく︑
サービスマンとしての素質も
チェックされますので実際の
お客様の前でやっているとい
う想定のもと︑清潔感のある
身だしなみはもちろんのこと︑
はきはきした言葉づかいや︑
エレガントな身のこなし︑好
印象を与える笑顔なども重要
なポイントになります︒胃が
しくしく痛くなるような合格
率 〜 ％の試験をなんとか
突破し︑合格通知と金色に輝
くソムリエバッチを手にした
時は︑涙を流して大喜びしま
した︒
現在は︑その喜びを生徒さ
んに味わってもらいたく︑資
格を取るための認定試験準備
講座を立ち上げ︑ 〜 割の
合格率を誇っています︒ワイ
ンを通じて人と人が出会い︑
一生の友達になれるように︑
高知の﹁おきゃく﹂で培った
﹁おもてなし﹂のサービス精
神をベースにしてこれからも
頑張っていきたいと思います︒
最後に︑田崎真也ワインサ
ロンでは︑ワイン初心者のた
めの講座や︑田崎真也が直接
指導する上級クラスまで様々
な講座を催していますのでい
つでもお気軽にお問い合わせ
下さい

( 7 )
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岩井千尋︵

回生︶

42

杯おごってくれて︑音楽には
セクションにいて︑ときどき
講演などで出張もします︒
本当に国境がないと感激しま
ところで︑ジャズは一定の
した︒
ルールと習慣を持った音楽で︑ ︽大学で⁝︾
テーマとコード進行が解れば
昨年から︑非常勤講師とし
飛び入りができます︒出張先
てですが︑縁あって上智大学
にも︑たいてい鞄に楽器を隠
の経済学部で﹁資本市場論﹂
し持って行くのですが︑スイ
という授業を持っていまして︑
スのチューリッヒに出張した
資料といっしょに﹁ライブの
とき︑ジャズ・バーで地元の
お知らせ﹂を配付します︒
ジャズ研の部室にも顔を出
すのですが︑ここだけは妙に
嫌がられている雰囲気があり
まして︑これはひとえに﹁単
位﹂を媒介にしての付き合い
のせいかなあ⁝︒
︽最近︑高知でも︾
高校を出てからずーっと県
外ですが︑最近は︑年取った
一人暮らしの母親を見舞うと
いうことでちょいちょい高知
に帰ります︒高知の大丸の北
に﹁ジャスト・フレンド
﹂というピアノ・
バーがあり︑ここで高知一素
晴らしいトリオが待ち構えて
くれているのです︒土佐弁の
中で吹くラッパは︑酒のうま
さと相まって最高に心地よい
ことを知って︑最近こじゃん
と﹁里心﹂がついてきました︒
どこかで︑土佐訛りのラッ
パを聴いたら︑ひとこと声を
かけてください︒

三菱信託銀行 エコノミスト

と︑実に様々な人々が集
まりますが︑もう見事に上下
関係も利害関係もない︑その
プレーンさが素晴らしいので
す︒
︽出張先でも︾
勤めは三菱信託銀行という
ところで︑経済・金融の調査

な人々が来てくれまして︑こ
れまたジャズの虜である店主
を筆頭に︑ああでもない︑こ
うでもないと酒を飲みながら
批評してくれます︒前衛指向
の個人タクシー運転手︑最近
プロのピアニストに転向した
元麻酔医︑チャーリー・パー
カー論を著したトビ職人︑コ
ルトレーン狂いの弁護士︑

まだ︑吹いています
恥ずかしながら︑まだ︑ラッ
パを吹いています︒
あれは中学 年だったから︑︑
昭和 年の秋のことですが︑
ブラバン︵吹奏学部︶へ入部
して緑青サビだらけの楽器を
与えられて以来︑ラッパ狂い
と化して 年以上経っても︑
いまだにあちこちでジャズの
トランペットを吹いておりま
す︒
ピアノ︑ベース︑ドラムを
リズム陣にして︑テナー・サッ
クスとトランペットをフロン
トに構えたクインテットでの
演奏が基本ですが︑まずテー
マをやってアドリブ・ソロを
各個人に回します︒まあ︑た
まに︑自分だけしか解らない
のかもしれないのですが︑
小節くらい気に入ったフレー
ズが吹けるときがありまして︑
このときに︑ドラムのドドド︑
スタタという合いの手が入っ
たりするから︑もう止められ
なくなるのです︒
︽毎月︑渋谷で︾
ここ 年ほど︑毎月第 金
曜日の夜︑渋谷シー バ ー ド
︵
︶というジャ
ズ喫茶で演奏会を開いていま
す︒出演者も聴衆も無料の気
楽なコンサートには︑ありが
たいことにたくさんのいろん
37
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バンドに飛び入りしたことが
あります︒テナーとトロンボー
ンが相手で大いに盛り上がり︑
司会者になんと﹁ザ︑スシ︑
トランペッター！﹂と紹介さ
れて︑大喝采を浴びました︒
皆のドイツ語は全然解らなかっ
たのですが︑店のマダムが一
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私の思い出の中にある﹁母と
土佐高﹂という事では︑やは
り 回生の方々を置いては語
れないと思います︒と言うよ
り︑その他の学年の方々との
交流を︑私があまり知らない
と言った方が正しいのかもし
れません︒昭和 年︑母が土
佐高に就職出来たその年︑時
を同じくして入学されたのが
回生︒つまり両者は﹁同期
の桜﹂というわけなのです︒
その頃︑私達女ばかりの 人
家族は︑学校近くの小さな︑
古い借家にひっそりと暮らし
ていました︒飼っていた犬ま
で﹁チロ﹂という名のメス犬
でした︒その女の園︵？︶と
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昭和17年 母23才 淳子0才

昭和47年 土佐高校庭で

才︶︶︶︶
才才才

昭和41年 45回生と遠足で室戸へ

思思思思いいいいででででのののの先先先先生生生生方方方方 ⑯⑯⑯⑯ 中中中中澤澤澤澤 節節節節子子子子 先先先先生生生生︵︵︵︵
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79

長女 後藤 淳子︵ 回生︶
ト頑張ってみただけとの事で
す︒﹁好きこそものの上手な
れ﹂﹁芸は身を助く﹂という
のが︑実感を込めた母の口ぐ
せです︒
夫に死なれ︑ふたりの子供
と母親を抱えて︑さてこれか
らどうやって生きて行こうか？
思案投げ首の竹の子生活を︑

見るに見 か ね た 知
人が仕事 の 世 話 を
してあげ よ う と ︑
母の履歴 書 を 見 て
いて︑﹁おまさん！
この経歴 じ ゃ と 先
生の資格 が あ り ぁ
せんかね？﹂と言っ
て下さっ た ら し い
のです︒ 自 分 に 資
格がある 事 さ え 知
らないと い う 有 様
だったよ う で す ︒
そして疎 開 し て い
た父親の 出 身 地 で
ある香美 郡 夜 須 町
の中学校に︑無事職職を得る事
が出来ました︒そのの 年半後︑
ある方のご紹介で面面接を受け
た土佐高に︑幸運ににも採用さ
れたのでした︒以来来︑時間講
師としての最後の一一年を含め
ての 年間︑ずっととお世話に
なったという次第でです︒夜須
中学の分を加えますすと 年と
半年︒教師生活半世世紀という
わけです︒︵ただ今今︑明徳義
塾校にて記録更新中中︶
数多くの出会いや別別れがあっ
たであろう 年間のの母の土佐
高生活のうち︑私ががすぐそば
で︑教師としての母母を見てい
たのは 年間だけでです︒ちょ
うど 分の といううわけで︑

32

32
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母は大正 年 月 日︑東東
て出征︒ 年のの終戦の日を目
前にした 月 日に戦死︑と
京で 人兄弟の長女として生生
ふたりの結婚生生活は正味 年
まれました︒この拙い文が皆皆
と少し位でしょょううか︒猛スピー
様のお目に留まる頃には︑
ドであっけなくくまたもとのひ
歳になっているはずです︒でで
も私が書いている現時点ではは︑ とり身︑ 歳ででした︒しかも
まだ 歳です︵ここの所がとと
ふたつのコブ迄迄付いて⁝︒
もともと母にには英語の教師
てもうるさい︒クレームが付付
かないよう正確を期さねば⁝︶ ︒ になろうというう気持ちなど皆
無だったのだだ
歳の時︑あの関東大震災災
に遭い︑親子 人命からがらら
そうです︒時
東京を逃げ出して︑関西に移移
代が時代だっ
り住みました︒兵庫県立第一一
たものですか
神戸高女・高等科・英文科をを
ら︑女が外で
卒業後︑昭和 年の秋に父とと
働くなんて︑
結婚︒翌 年に私︑ 年に妹妹
普通の家庭の
とあっと言う間にふたりの子子
娘がする事で
持ちになってしまいました︒︒
はなく︑お茶
・お華・料理
⁝とお定りの
いわゆる﹁嫁
入り修業﹂な
るものをしっ
かりやらされ
たとか︒ただ
英語が人一倍
好きで︑チョッ

2
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年の春に父に召集令状が来来
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も言うべきあばら屋にに︑毎日
毎日︑入れかわりたちちかわり
誰も来ない日は無い位位︑常に
誰かが来ていたようにに記憶し
ています︒圧倒的に男男子生徒
で女生徒は ︑ 人︒︒それも
さっぱりとした威勢ののいい︑
およそ﹁女﹂を感じじ
させない︵失礼！︶
方々ばかりでした︒
それが 年間続きま
した︒さすが大学生
ともなると︑ほとん
どの方が県外に行か
れたものですから︑
随分間遠にはなりま
した︒それでも帰省
の度にお顔を出して︑
母を喜ばせて下さい
ました︒それは社会
人となられた後もずっ
と続き︑大半の方が
老眼・白髪頭になっ
てしまわれた今に至っ
ております︒
年令的にはうって付付けの
歳年上の男性が︑あんんなにた
くさん出入りしていたたのに︑
なぜか我が身にロマンンスはひ
とつとして芽生えませせんでし
た︒最近になって︑ややっとそ
の理由が分かりましたた︒昨年
の夏︑母が上京した折折に﹁淳
チャンも一緒に﹂と食食事に招

( 9 )
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この春︑やっと土佐高から
完全撤退︒すんなり﹁ご隠居
さん﹂に納まるかと思いきや︑
母の教師としての情熱はまだ
まだ失われてはいない︑もっ
たいないではないかと惜しん
で下さる方々のご尽力で︑明
徳義塾校に現場復帰致しまし
た︒
﹁今迄ガムシャラに働いて来
たんだから︑あと残り少ない
︵？︶人生︑楽しく遊んで暮
らしてもバチは当たらないよ︒﹂
と申しますと︑﹁遊びは飽き
るけど︑仕事に飽きは来ない﹂
﹁私は教える事が好き﹂﹁根っ
からの英語教師﹂﹁教師は天
職﹂﹁生涯現役﹂⁝まあまあ
好きなようにして下さい︒
歳になんなんとする今︑
上にはとうに還暦を過ぎた方々
から︑下は自分の孫よりも若
い方達迄から︑﹁先生﹂﹁先
生﹂と言って頂くのを見るに
つけ︑﹁教師冥利につきる﹂
とはまさにこの事と︑心の底
からそう思います︒私も何と
か﹁普通のおばあさん﹂にさ
せようと︑やっきになった時
期もありましたが︑ここ迄来
たらもう応援するしかないと︑
覚悟を決めました︒あと何年
続ける事が出来るか分かりま
せんが⁝︒

① 回生 黒鉄ヒロシ︑中野
孝次︑如月小春共著
﹃犬犬犬犬はははは東東東東にににに日日日日はははは西西西西にににに﹄
清流出版
１４００円
② 回生 塩田潮
﹃金金金金融融融融蟻蟻蟻蟻地地地地獄獄獄獄﹄
日本経済新聞社 １６００円
③ 回生 竹内靖雄
﹃諺諺諺諺でででで解解解解くくくく日日日日本本本本人人人人のののの行行行行動動動動学学学学﹄
東洋経済新報社 １８００円
④ 回生 田島征三絵 越水利
江子作
﹃フフフフレレレレンンンンドドドド 空空空空人人人人のののの森森森森へへへへ﹄
教育画劇
１２００円
⑤ 回生 田島征三
﹃いいいいろろろろいいいいろろろろああああっっっっててててももももああああるるるるききききつつつつ
づづづづけけけけるるるる﹄
光村教育図書 １６００円
⑥ 回生 田島征三絵 木村裕
一文
﹃オオオオオオオオカカカカミミミミののののごごごごちちちちそそそそうううう﹄
偕成社
１４００円
⑦ 回生 野田正彰
﹃紊紊紊紊乱乱乱乱ののののロロロロシシシシアアアア﹄
小学館
１０００円
⑧ 回生 野田正彰
﹃庭庭庭庭園園園園にににに死死死死すすすす﹄
春秋社
３５００円
⑨ 回生 森岡浩
﹃ププププロロロロ野野野野球球球球人人人人名名名名事事事事典典典典１１１１９９９９９９９９９９９９﹄
日外アソシエー ２８００円
⑩ 回生 大原健士郎監修

﹃精精精精神神神神科科科科ハハハハンンンンドドドドブブブブッッッックククク６６６６心心心心理理理理
検検検検査査査査﹄
星和書店
４０００円
︵ 回生宮岡等さんも関わる︶
⑪ 回生 大原健士郎
﹃学学学学校校校校のののの先先先先生生生生ののののたたたためめめめのののの心心心心のののの診診診診
察察察察室室室室﹄
講談社
１４００円
⑫ 回生 大原健士郎
﹃眠眠眠眠れれれれるるるる生生生生活活活活 不不不不眠眠眠眠症症症症をををを退退退退治治治治
すすすするるるるたたたためめめめのののの生生生生活活活活術術術術﹄
ごま書房
８５０円
⑬ 回生 大原健士郎
﹃心心心心のののの病病病病︑︑︑︑そそそそのののの精精精精神神神神病病病病理理理理
ああああるるるるががががままままままままのののの自自自自分分分分とととと仮仮仮仮面面面面のののの自自自自
分分分分﹄
講談社
６８０円
⑭ 回生 大原健士郎
﹃誰誰誰誰ににににもももも起起起起ききききううううるるるる﹁﹁﹁﹁心心心心のののの病病病病気気気気﹂﹂﹂﹂
のののの症症症症例例例例・・・・ のののの答答答答﹄
講談社
１６００円
⑮ 回生 倉橋由美子
﹃毒毒毒毒薬薬薬薬ととととししししててててのののの文文文文学学学学﹄
︵倉橋由美子エッセイ選︶
講談社
１２００円
⑯ 回生 坂東真砂子
﹃屍屍屍屍のののの声声声声﹄
集英社
４１９円
⑰ 回生 坂東真砂子
﹃ララララ・・・・ヴヴヴヴィィィィタタタタ・・・・イイイイタタタタリリリリアアアアーーーーナナナナ﹄
集英社
１２００円
⑱ 回生 坂東真砂子
﹃身身身身辺辺辺辺怪怪怪怪記記記記﹄
角川書店
４９５円
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いて頂いた時の事︒Ｙ君いわ
く︑﹁あの頃︑おれらぁ野郎
の目は全部︑年若い美しき未
亡人の方ばっかし向いちょっ
たがよ︒﹂﹁えー！ほんなら
私と妹はおじゃま虫やったが？﹂
﹁あったりまえよ︑ガキは目

じゃなかったわえ﹂ですと︒
︵この会話は︑実のところもっ
と﹁人間味あふれる﹂と申し
ましょうか︑いや︑いささか
﹁生臭い﹂とでも言った方が
⁝︒同窓会の会報には︑あま
りふさわしくない表現だった
ものですから︑少々脚色して
あります︒︶

平成9年 病気手術後自宅にて51回生と

80

上高地の雨

昨年のＴ尾瀬ハイクの会に
参参加したのは︑ちょうど会社
生生活にビリオドを打って新し
いい気持ちで再出発という時で
しした︒それだけに︑またとな
いいリフレッシュの機会になり
まました︒参加チームの皆さん
のの明るい元気さにすっかり乗
せせられて︑これからの挑戦に
良良い加速をつけることができ
たたことを︑いまも感謝してい
まます︒同行した家内にとって
もも︑とても印象深かったよう
でです︒
ことしはＴ上高地ハイクの
会会︒家内は足の心配があって

( 10 )

森健︵ 回生︶
参加でききままませんでしたが︑２
人分の積積もももりで参加しました︒︒︒
新宿のの待待待ち合わせ場所にい
くと︑昨昨年年年のなつかしい顔が
つぎつぎととと現われました︒もっ
とも︑ももっっっと早く行って皆と
ビールををぎぎぎゅっとやればもっ
と良かっったたたのですが︒
バスがが走走走り出したと思った
ら︑あっっととという間に乗鞍高原
疊平でししたたた︒小雨模様で︑日
の出を拝拝むむむことはできません
でした︒︒しししかし高いところに
あがってていいいると︑静かに明る
く見えててくくくるまわりの高地と
手前の草草原原原をたのしめました︒︒︒
こちららがががのんびりしている
間に︑乗乗鞍鞍鞍最高峰の剣が峰ま
でちゃんんとととあがって来た人が
います︒さささすが土佐高ですね︒
心配だだっっったのはむしろ次の
上高地でですすす︒まえに卒業まえ
の子供たたちちちを連れていったと
きに︑河河童童童橋から見た穂高の
美しい姿姿をををまた見てみたいと
思っていいたたたからです︒
着いててみみみると︑まだ雨でし
たが次第第ににに止みそうな期待を
持てまししたたた︒各自の自由行動
というこことととでしたが︑河童橋
から明神神池池池を訪れて︑明神橋

23

を渡って梓川の対岸
を帰ってくるハイキ
ングの組に加わりま
した︒雨に湿った緑
の美しさ︒梓川やそ
の支流の水の清らか
さとところどころで
見かけるかるがもの
一家をたのしみまし
た︒期待の穂高もと
きどき姿を見せてく
れました︒むしろ参加加した皆
になりありがとううごございまし
さんと雨でしっとりととした上
た︒
高地をゆっくり散策でできたこ
考えてみますとと︑︑Ｔハイク
とは良かったと思いまます︒
の会は 回 回をを中心とした
帰りは昨年と同様にににぎや
皆さんの富士山へへのの感動の挑
かなバスツァーをたののしんで︑︑ 戦からはじまったた
定刻に帰って来ましたた︒幹事
のですよね︒こん
の皆さんには︑本当ににお世話
な企画をし︑さっ
と実行する︒これ
は素晴らしいこと
ですね︒そのチャ
レンジ精神︑創造
性こそは土佐高の
精神です︒それに
まぶしくなるよう
な美人の参加が多
いことも良いです
ね︒
世 紀の若 手
を引張って︑明る
い未来を築いてく
れるのは︑皆さん
です︒
21

37

38

皆さんの若々しい力を中心
にして︑これからもトレッキ
ングの感動をたのしめるよう
に︑新しいコースへのチャレ
ンジをお願いします︒
またまだ参加していない方
も積極的に参加して下さい︒
もちろんわれわれＯＢのな
かのＯＢにも声をかけていた
だけると思います︒誘ってい
ただければ喜んでついて行っ
て︑コースによっては後に下
がってゆっくりビールでも飲
んでいることにします︒
来年もぜひＴハイクの会を
やって下さい︒

イランの貧しい少年アリがが︑
修理に出した妹ザーラの運動動
靴を不注意から失くしてしまま
う︒親には言えない︒明日かか
ら学校へ行けない︑とすねるる
ザーラ︒さて・・・︒
これは︑はじめて観たイララ
ン映画﹁運動靴と赤い金魚﹂﹂
の話だ︒
困った揚げ句︑アリは︑オオ
レの運動靴を二人で交替に履履
けばいい︑と云う︒ザーラはは︑
しぶしぶブカブカの兄の運動動
靴を突っかけて午前の授業にに
出る︒急いで帰ると︑今度はは
待ち構えるアリが︑靴を履きき
替え︑おくれまいと午後の授授
業に駆け出す︒
親には内緒で急場を凌︵しし
の︶ぐ︑これが幼い兄妹の精精
いっぱいのチエだが︑その中中
には︑貧しくてもこころ寄りり
添ういじらしい兄妹愛が見ええ
る︒私はシーンごとに笑い︑︑
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私のの中学では︑毎月一回持
笑いながら胸がジンと熱くなっっっ
物検査査があり︑その中に運動
た︒
そんな折︑県内の学校別マママ
靴も入入っていた︒私の靴は二
年も前前のもので︑伸び盛りの
ラソン大会があり︑三等賞ででで
私の足足には疾︵と︶うに履け
何と運動靴が貰える︑と云ううう
のだ︒アリは勇んで参加するるる︒ なくななっていた︒無理して私
ザーラの靴が貰える︑必ず貰貰貰
立中学学に入学︵はい︶ったも
のの︑︑母ひとりの生計︵かせ
うゾ︑と念じながらアリは三三三
ぎ︶ででは︑月づきの月謝も遅
等をめざし︑ひたすら走るののの
れる有有様だったし︑新しく運
だ︒
ところが勢い込みすぎて一一一
動動靴を買って︑とはと
等になってしまう︑一等でははは
ても言えない︒
検査の当日︑私は小
さくなって履けない運
動靴を隠すようにそっ
と並べた︒回ってきた
先生は︑私の方をチラ
と見たが︑黙ってその
侭通りすぎた︒私はホッ
としたが︑同時に自分
の貧しさを見透かされ
たような屈辱を覚えて
ももいた︒
こののイランの映画では︑兄
妹は最最後には運動靴を買って
貰えるるのだが︑私の場合はそ
のあとと新しい運動靴を履いた
記憶ががない︒
運動動靴一足︑息子に買い与
えられれなかった母の無念を想
うこととはあっても︑そのこと
で母をを恨むことなどなく︑今
では却却って母との深い絆を感
じていいる
運動靴は貰えない︒がっかりりり
してアリは家に帰り︑庭に座座座
りこみ︑運動靴を脱ぐ︒豆だだだ
らけの足指︑底のぬけてしまっっっ
た運動靴︒アリはそのボロボボボ
ロの運動靴をじっと見ているるる︒
そのシーンに私はハッとなっっっ
た︒これは他人︵ひと︶事ででで
はなかった︒アリと同様︑運運運
動靴についての︑貧しさ故ののの
せつない思い出が私にもあっっっ
た︒
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回生同期会

平成 年 月 日ＪＲ五反
田﹁ゆうぽうと﹂において
回生の同期会が 名の参加を
得て開かれた︒﹁いやァ一別
以来です﹂と恰好をつけての
挨拶もメッキの剥げるのは早
い︒そこは同期会︑あっとい
う間に思い出話や近況報告の
花が咲く︒卒業以来 年振り
に再会したＫ氏は︑不断の努
力か天性の賜物か体形はドン
10

37

11

20

幸徳正夫︵ 回生︶

ピシャリ高校時代のままであ
りケンタッキースタイルの貫
禄諸氏の羨望の眼差を一身に
浴びる︒﹁ありゃ︑今日はＨ
のエッチ︵Ｈ氏︶が居らんね
や﹂といつも同期会の中心に
あって賑やかなＨ氏の仕事で
の欠席を惜しむ声しきり︒Ｈ
女史差入れの土佐鶴の小瓶が
パッパッパッと瞬く間に空に
なりメートルが上る頃には医
師のＫ氏を囲んでの俄か健康
談義︒血圧︑血糖︑中性脂肪
に肝機能等々の数値が各氏よ
り澱みなく発せられお互いに
一喜一憂す︒生涯現役たらん
と願う男性軍の健康談議は︑
学生時代の授業など比べもの
にならぬ真剣さ︒しかるに女
性軍の若やいでいる こ と ︒
﹁勿体無いことをした﹂との
影の声も不謹慎でもお世辞で
もない若々しさ︒叶うものな
ら若さを競いたい男ごころ︒
いつものことながら宴酣の頃
に︑時間厳守の声がかかり︑
懐しくも温かい 時間を共有
した同期会も︑Ｋ氏が森信三
先生︵教育者・哲学 者 ︶ の
﹃人生の一生﹄を紹介し︑一
同大きく頷きながら再会を約
しつつ散会す︒
職業に上下もなければ貴賎

37
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十回生 立仙浩一

せつない運動靴

14

1

ひらめき光る

17

18

12

3
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このチームは︑高知新聞紙
上で ひらめき光る個性派集
団 との賛辞を浴びていたが︑︑
ヒールパスやドリブルといっ
た個人技を縦横に繰り出す︑

回戦は

月 日
仙台育英と

すぐれたタレンンント集団と言え
るようだ︒ここここにも母校の自
由闊達な雰囲気気気と個性尊重の
教育理念が息づづづいており︑本
大会での活躍ががが大いに期待さ
れる︒

!!
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気になる 回回回戦の組み合わ
せだが︑ 月 日千葉県総合
運動場陸上競技技場場場の第 試合︑
時 分から宮宮宮城県代表の仙
台育英高校とのの対対対戦となった︒
暮れの慌しい時時時ではあるが︑
後輩諸君が持てててる力を存分に
発揮し︑見事初初初戦突破を果た
せるよう︑多くくくの同窓の応援
が待たれる︒
また試合前日日日の 日午前
時 分からは︑︑︑神宮外苑国立
競技場においててて開会式が行わ
れる︒光り輝くくく後輩イレブン
の晴れ姿は︑こここちらでもたっ
ぷり見ることががが出来る︒

9

31

30

2

27

3
2

1

1

14

10

30

31

1

12

土佐高校サッカー部全国大会へ

24

2 38

‑

7

｣

11

｢

15

‑

回生 森下 茂茂 さん
平成成 年 月 日

おおおお 悔悔悔悔 やややや みみみみ 申申申申 しししし 上上上上 げげげげ まままま す

もない︒世のたたためめ人のために
役立つことなららら︑︑何をしよう
と自由である︒︒︒ししかしどうせ
やるなら覚悟ををを決決めて十年や
﹁筆山﹂ 号の原稿も集ま
り︑編集︑校正も終えた 月
る︒すると二十十十かからでも三十
日︑母校よりインターネッ
までにはひと仕仕仕事事できるもの
トに乗って思いがけない朗報
である︒それかかからら十年本気で
が届いた︒おかげで編集部は︑︑
やる︒すると四四四十十までに頭を
あげるものだががが︑︑それでいい
速報記事の差し込み︑紙面の
気にならずにまままたた十年頑張る︒︒︒ 組み替えで灰神楽の立つよう
な大騒ぎとなった︒
すると︑五十まままででには群をぬ
この日︑母校サッカー部は︑︑
く︒しかし五十十十のの声をきいた
時には︑大抵のののもものが息をぬ
全国高校サッカー選手権への
くが︑それがいいいけけない︒﹁こ
出場をかけた県大会決勝戦で︑︑
れからが仕上げげげだだ﹂と︑新し
強敵追手前高校と対戦︑何と
い気持ちでまたたた十十年頑張る︒
これを
で破り悲願の選
すると六十ともももななれば︑もう
手権出場を決めたのである︒
相当に実を結ぶぶぶだだろう︒だが︑︑︑ 勿論︑土佐高サッカー部史上
初の快挙である︒
月並の人間はこここのの辺で楽隠居
試合は前半 分に土佐が先
したくなるが︑︑︑そそれから十年
制︑ 分に同点にされると︑
頑張る︒
サイドの変わった後半 分に
すると︑七十十十のの祝は盛んに
勝ち越し︑さらに 分に追加
やってもらえるるるだだろう︒しか
点を挙げ︑追手前の追撃を後
し︑それからまままたた︑十年頑張
半 分の 点だけに抑え︑
る︒するとこのののココースが一生
で一番おもしろろろいい︒
で逃げ切り︑﹃国立﹄へ
のキップを手にしたのである︒︒
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