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2019年（令和元年）9月20日　第47号

宮寺伸太郎さん　	 娘は、学院生活を楽しんでいます。
　　　未

み
来
く
さん　高37期	 娘と母校に来られるのが嬉しいです。

　　　花
か
音
のん
さん　小学３年生	 学校の図書館が楽しいです。

母から娘へ
　朗らか学院育ち
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　私は５人兄弟の２番目で全員が
柔道をしていました。中学生の時、
ほかの兄弟が柔道で成績を出して
いるなか、私だけ結果が伴わずつ

らい日々を過ごしていました。学院の高校に入学し濱名先
生と出会ったことで私は、柔道が大好きになりました。先
生から柔道のスタイルを大きく変えるのは、難しいことだ
が、自分を信じてやってみろと教わりました。力が足りな
い分、ウエイトトレーニングやランニングを始め、練習で
は、奥襟を持ち内股、大外刈りをやり続けました。また、

自主トレーニングで、足上げを100回、綱登りを徹底して
やり続けました。すると自信を持てるようになり、結果が
出てきました。高校３年の時には、関東ジュニアで優勝、
インターハイベスト８になりました。帝京大学時代には、
全日本ジュニア優勝、講道館杯３位になり日本代表にもな
りました。オリンピックを目指す道もありましたが、人生
を後悔したくなかったので空港で働くことを選びました。
今の仕事は、荷物預かりやチケットの購入、飛行機が飛び
立つまでのサポートをしています。たくさんの人の接客な
ど時間に追われる毎日ですが、やりがいのある仕事です。
柔道で学んだことを仕事に活かせ、柔道していたことに誇
りを感じています。

20代  渡邉貴子さん
高61期（24歳）　航空会社勤務

　昭和27年横須賀学院入学。せっかく学院に入ったのだか
らと私の母は、「勉強！勉強！と字が上手く書ける様に！」
と命令しました。素直？なボクは、一生懸命頑張りました。
そのせいなのかボクは、女子生徒にいじめられてよく泣い
ていましたっけ。担任の先生―１年２年大平先生、３年菊
池先生、４年５年前西先生、６年橋本先生、楽しかった６
年間を有難うございました。幼稚園で指揮者を初めてやり、
大学２年の時から合唱指導者になり、今年で棒振り54年目
になります。小学校では、岡安先生の指導で聖歌隊をやり
ました。好きな音楽で毎日を過ごせるのは楽しいですよ。

昭和50年頃からコー
ラスのジャンルも
ジャズ、ポップス、
ミュージカルに絞
り、現在５つの団体
で指揮者として、又
歌手として頑張って
います。W・ディズ
ニーの日本語版歌の
音楽演出も継続中で
す。

70代  深澤茂行さん
小８期（73歳）　歌手・合唱指揮者

　私は、兄２人に倣って、中学
校から横須賀学院へ入学し、３
年間、担任の河村先生にお世話
になりました。３年間とも１ク

ラスでしたが、部活はブラスバンド（吹奏楽部）で、高校
と合同でした。ブラスバンドでは、トランペットを担当し
ました。また、聖歌隊もテノールとして３年間参加しました。
　ブラスバンドでも、聖歌隊でも、横須賀市内〜横浜、また、
葉山などでも演奏会や県大会などに参加しました。中学校

のクラス仲間とも軽音楽バンドを組み、文化祭や新入生歓
迎会などでも演奏をしました。
　その後、県立高校へ進み、大学は米国へ留学、就職後も、
10数か国への出張や駐在を経て、バイリンガルとなりまし
た。
　音楽の面でも、横須賀学院での経験が基礎となり、現在
も多くの演奏会等に出演しています。
　仕事面では、米国の会計の資格により、今現在も、米国
型の財務経営管理を行い、法人の会長として経営管理にあ
たっています。
　私の現在がある基礎は、横須賀学院での、国際的色豊か
な、音楽性豊かな、３年間があったからだと、深く感謝し
ています。

60代  中野登喜夫さん
中19期（64歳）

福祉社会法人会長

　私の在学時は、いわゆるお調子者でした。学校生活のう
ち、部活は、柔道部で汗を流していました。級友たちと稽
古に励んだことを懐かしく思い出します。
　私は、東京都中野区出身で、藤野校長先生の支援もあり、
勇気を頂き20年間農業をやっていま
す。農業を始めるきっかけは、私が
生き物が好きなことから、野平満枝
先生に東京農大に行くよう指導して
頂いたことで今日があります。
　現在は、長野県東筑摩郡で総面積
が東京ドームのグランド以上の広さ
の1.4ヘクタール（約4200坪）の畑
で作物の栽培をしています。ズッキー

ニの出荷は、毎日40箱以上あります。ネギの草取りや土寄
せのほか、ぶどうの栽培をしています。獣や鳥よけのため
の網かけのほか、日焼け防止と鳥よけの笠かけ、袋かけに
汗を流し、毎日追い込まれての作業は、ぎりぎりセーフの
パニック状態。思えば、高校時代から宿題もぎりぎりセー
フの連続で当時と全く変わりません。こんな忙しさのなか、
家庭菜園で出来る限り自給自足の生活を楽しんでいます。

50代  姫野功さん
高28期（56歳）　農業経営

社会の豊かさに貢献

　私は中高一貫の内部生として過ごさせて頂いたため、今
でも時折一緒に食事をして、いつでも当時の関係に戻れる
仲間がいます。また、高校時代に所属した演劇部では女優
を続ける仲間もおり、舞台の案内をもらいお互いの活躍を
確認しあう事も嬉しい時間です。
　昨年2018年９月に父から引き継いだ美濃屋あられ製造
本舗にて代表取締役社長として仕事にあたっています。当
社は2019年で90年を迎える横浜の老舗米菓メーカーです。
横浜の様々なストーリーとコラボをした商品「ビール発祥

の地、横浜のあられ【横濱ビ
ア柿】」や「ナポリタン発祥
の地【横浜ナポリタン】」、猿
島周辺で採れるわかめを使用
した「猿島あられ」など、地
域に根ざした商品作りを行っ
ています。
　これからもあられを通じて
地域と密接に関わっていきた
いと考えています。

30代  小森健太郎さん
中・高47期（37歳）　あられ製造本舗取締役

　私は、中高６年間を横須賀学
院中学・高等学校で過ごし、大
学卒業後は３社６ホテルにてフ

ロントスタッフから支配人に駆け上がり、現在では、世界
最大となったホテルチェーン・マリオットが経営する「モ
クシー大阪本町」というホテルの総支配人をしております。

なぜホテルを進路に選んだかと、振り返ってみると、特に
これ、というポイントはありませんでしたが、中高時代合
計４回も担任になった池田先生が、学院に赴任される前に
ホテルに勤務されていたそうで、中１のガイダンスでその
話をしてくれ、ちょうどテレビドラマ「HOTEL」を見て
いた私はとても興味を持ち、結果として私の進路に影響を
与えたと思います。学院は良い意味で先生と生徒の距離が
近く、現在でも中高時代の友達はもちろん、先生方とも連
絡を取っているほどです。人生に大きな影響を与える中高
時代の経験は私の財産だと思っています。

40代  田口健さん
中・高45期（40歳）
ホテル総支配人



第57回公演
横須賀学院クリスマス音楽会

Messiah　12月17日（火）
会場：よこすか芸術劇場
◎詳細は、学院ホームページでお知らせします。

BBQ

賞品多数をご用意しています。

～楠木祭～

9月28日（土）
９時～15時（荒天時は、翌29日）

毎年、同窓会が主催する大人気のビンゴゲーム。
１枚500円。午前の部、午後の部各100枚を校内
で当日限定販売します。
収益金は、全額母校に寄付しま
す。午前の部11時30分、午後の
部13時。いずれも会場は、１号
館２階の同窓会室です。

同窓会室は、本館２階です。
同窓生作品展
　はがき絵や野平満枝先生の作品を展示します。
喫茶コーナー
　先生方や同窓生、ご家族など皆さんで
　くつろいでいただけます。
ビンゴ大会
　詳細は下記をご覧ください。

同窓会ホームページ

「横須賀学院同窓会」で 検索

　９月下旬からスマホでも
すっきり画面。
　同窓会のホームページは、
同窓会の会報と連動してい
ます。恩師近況の続きは、同
窓会ホームページでご覧く
ださい。今後の予定やお知ら
せも随時更新しますので、
チェックしてください。

その枝ラーメン
　キリスト教青年会OB会
「その枝会」は、ラーメンの
収益金を夏のワークキャ
ンプや青年会現役の活動
支援に役立てています。

2019年春 大学入試実績
東北大学・国際教養大学を始め、国公立大学に
18名が合格
東北大学1　横浜国立大学2　富山大学1
鹿児島大学1　千葉大学1　国際教養大学1　
岩手県立大学1　首都大学東京1　
高崎経済大学1　横浜市立大学3　
県立広島大学1　北見工業大学1　
県立保健福祉大学2　防衛大学校1

早慶上理に27名が合格　特に東京理科大は11名
と健闘
早稲田大学5　慶応義塾大学5　上智大学6
東京理科大学11

GMARCHに146名が合格　前年比158%
学習院大学5　明治大学32　青山学院大学33
立教大学20　中央大学16　法政大学40

（既卒者を含む）

場　　所　観音崎京急ホテル
　　　　　（ホテルのプールサイド）
　　　　　京急馬堀海岸駅前の
　　　　　郵便局から送迎バス
　　　　　あります
募集人数　30人
参　加　料　お一人3,500円（小学生未満は無料）
締　切　り　９月30日（月）
申込方法　学院事務局にファクスかメールで
　　　　　申し込みください。
　　　　　ファクス：046-826-1443
　　　　　E-mail：tomoko.yamada@yokosukagakuin.ac.jp
詳しいことは、学院事務局　☎046-822-3218

初秋の
同窓会
主催

10月13日（日）
11時30分～14時

バーベキュー
大会
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長谷川　博美	先生（67歳）
在職期間：1974年（昭和49年）４月
　　　　　〜2012年（平成24年）３月
担当科目：保健体育（中学・高校）
クラブ顧問：柔道（中学）、男子柔道（高校）

長谷川（旧姓・馬上）いつ子	先生（68歳）
在職期間：1974年（昭和49年）４月
　　　　　〜1976年（昭和51年）３月
担当科目：保健体育（小学・中学）
クラブ顧問：なし

先生の近況は学院同窓会
ホームページをご覧ください。恩師近況

イスラエルの柔道選手と
「ふれあい交流会」

　８月16日（金）から10日
間、横須賀学院と横須賀市
はイスラエル柔道ナショナ
ルチームの「2019世界柔道
選手権東京大会」の事前
キャンプとして受け入れま
した。８月20日（火）には、学院の体育館で世界レベ
ルの選手たちの技を体験してもらおうと、学院と市
内中学校の柔道部員を交えて「ふれあい交流会」が行
われました。このチームは、東京オリンピックの最
終キャンプも、横須賀学院で行う予定。
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　「しらゆり賞」は、顕著な成績をあげたクラブや日
ごろから地道な活動をしながら実績を収めたクラブ等
に贈られます。選考の結果、今年度は、次の団体が選
ばれました。

かがやく学院生
今年度のしらゆり賞授与

部長：　熊井戸里咲　さん（中学３年）

部長：　出口　響介　さん（高校２年）

中学　陸上部

高校　男子バスケットボール部

　今回しらゆり賞をいただくことができて光栄に思
います。中学陸上部は人として成長していくことを中
心に考え、競技力以上に日々の生活をしっかり過ごす
ように努力しています。勉強や行事などにも常に前向
きに取り組み、クラスや学年の中で活躍しつつ、部活
もがんばるということをいつも心がけています。この
夏は県大会で優勝し、関東大会に出場した生徒もお
り、また、私学大会では女子総合５連覇を果たしまし
た。これからも、しらゆり賞に恥じないように、これ
まで以上に努力していきたいと思います。

　限られた練習環境の中、県ベスト４という目標を達
成するために日々切磋琢磨し、活動中だけでなく、学
校生活や遠征先でも“横須賀学院高等学校男子バスケ
部”として応援されるチームを目指すことを共通意識
として活動しています。関東大会予選、インターハイ
予選で県ベスト８になり、前年に続きシード権を獲得
したものの、未だ目標は達成できていません。2019
年度秋、本部活史上初めて臨むウィンターカップ予選
において、まずは１勝し、目標を達成できるようがん
ばりたいと思います。

同窓会会長　　沼田　芳明
　初秋の候となりましたが、同窓会の皆様におかれましては、ご健勝にお過ごしのことと存じま
す。
　今年の３月には、藤野中・高校長先生、仲井小学校長先生が相次いで退職されました。在任中
は、横須賀学院がキリスト教主義の学校として大きく飛躍した時代として、長く記憶に留められ
ることと思いますと共にそのご功績に深く感謝申し上げます。

　さて、来年はご承知のとおり母校は創立70周年となります。学院では記念行事として、チャペル棟にパイプオル
ガンの奉献が予定されておりますので、同窓会の皆様のご支援を切にお願い申し上げます。

横須賀学院小学校　校長　　小出　啓介
　この春から校長職に就いております。これまで中高に所属しておりました。中高生の魅力が、
その成長のふり幅を目の当たりにすることだとしたら、小学生のそれは、子どもたちの純粋さに
直接触れることができるという点かと感じています。讃美歌を歌う、その真摯な歌声や、運動会
で負けて悔しがる姿、日常生活の至るところにその一所懸命さが伝わってきます。その視線に身
をさらすことで、私自身も透き通って行くような毎日を過ごしています。子どもたちだけではな

く、彼らと触れ合う大人たちも、みんなが一緒に成長して行くことができる小学校だと感じました。その礎を守りな
がら、新しいことにも挑戦して行こうと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

中学校・高等学校　校長　　川名　稔
　昨年度３月で、学院に着任してから38年を終えました。本来ですと、定年退職の予定でしたが、
この度、中学校・高等学校の校長職を拝命いたしました。藤野前校長から汗のたっぷりと沁み込
んだ重い襷を受け取り、今、肩にかけ、走り始めたという心境です。長きに亘り、学院の発展の
ために尽力された藤野先生の後を引き継ぐことは、肩の荷が重いというのが正直な気持ちです。
ただ、歴史や伝統は、一部の人、まして一人が背負っていくものではなく、そこに関わる一人ひ

とりが、心を合わせて、より新たなものを切り拓いていくものだと思っています。横須賀学院の持っている強み、持
ち味を最大限に見出し、活かし、より魅力的で特色ある学校づくりを目指して行きたいと思っています。どうぞ今後
共、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします

ごあいさつ

人　　事

仲井　宣雄 先生

（小学校・校長）
内藤　隆至 さん

（事務）
梅村　里帆 先生

（中高・英語）
廣仲よし子 先生

（中高・養護）
藤野　利夫 先生

（中高・校長）
片野瑠美南 さん

（事務）
小野瀬　昇 先生

（中高・国語）

退職の教職員等（2019年３月31日付）

小学校を中心とするグローバル教育
〜平和を実現する人を育てる〜

　トラベルテディ・プロジェクトなど世界とつなが
る３つのプロジェクトで、今まで30以上の国や地域
と交流しています。
　さらに台湾の小学校を実際に訪ねての交流
や英語でのプログラミング教育などの魅了的
な内容が進められています。
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同期会開催の幹事さんへ
　同窓会では、各期同窓会の開催にかかる費用の
援助を行っています。詳しくは、学院事務局まで
お問い合わせください。

住所を変更された方へ
　同窓会々報などを郵送するため、住所を変更さ
れた方は学院事務局まで電話かファックスでお知
らせください。

毎年、「今年は異常気象」と言われ、今年は長梅
雨のジメジメとした日が続きました。夏は、や
はり夏らしく気温が上がりました。来年は、東
京オリンピックの年。そして母校は創立70周年
を迎えます。日差しも心なしか和らいできまし
た。ぜひ、学院の文化祭にいらしてください。（真）

編 集 後 記

発行者　横須賀学院同窓会
　　　　会長　沼　田　芳　明
住　所　〠238-8511
　　　　横須賀市稲岡町82（横須賀学院内）
電　話　０４６（８２２）３２１８（代表）
ＦＡＸ　０４６（８２６）１４４３
発行日　2019年（令和元年）９月20日
編集者　広報委員長　桐ケ谷良之
印　刷　文明堂印刷㈱　横須賀市東浦賀1-3-12

  訃　報 永眠者のご報告
神のみもとでのご平安をお祈りいたします。（敬称略）

同窓会終身会費納入のお願い
─ 母校の発展と相互の絆のために ─

　すでに多くの皆様のご協力をいただいておりま
す。下記の皆様で未納の方はよろしくお願いいた
します。
◎	1983年度（'84年３月）卒業生及びそれ以前に
卒業された方。高校１期〜 31期
　中学校１期〜 32期　小学校１期〜 34期
◎	金額　終身会費として、一人１万円（２千円ず
つ５回の分割支払い可）
◎同封の振込用紙をご利用ください。

　「横須賀学院同窓会」で検索できます。
　同窓会IT委員会では、同窓会の行事や懐かしい
学院を写真で紹介しています。ぜひご覧ください。
タイムリーに同窓生にお役に立てて頂けるように

「同期会やクラス会」「サークルへの参加募集」「同
窓生の活躍情報」などさまざまな情報をお寄せ
下さい。IT委員会活動に少しでもお手伝い頂ける
方も下記へご連絡ください。

同窓会ホームページを
ご覧ください

同窓会事務局
☎ 046−822−3218
FAX  046−826−1443

抱井　良昭（高13、中11期）
久野　式子（高15期）
大岩　克己（高15、中13期）
佐藤　　薫（中13期）
藤原　　礼（高15、中13、小12期）
田鹿　克紀（高15、中13、小12期）

パイプオルガン奉献募金のお願い
　募金委員会は、学院の創立70周年記念として、
パイプオルガンを奉献するため、目標７千万円
の寄付金を募集しています。一口１万円から。
個人５万円以上、法人10万円以上は、パイプオ
ルガンに設置する銘板にお名前が掲載されます。
同窓会の皆さまのご協力を
お願いいたします。同封の
振込用紙をご利用ください。
　既にご寄付頂いている
方々にはお礼申し上げます。


