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70年ぶりに母校に帰ってきた
卒業アルバム
　今年５月，三津田１回生の宮本田鶴子（旧姓 松浦）様，

並びに，三津田２回生の木村康雄様からのご厚意により，

卒業アルバムを同窓会へ寄贈していただきました。

　このことで，新制高校になってからの卒業アルバム（三津田１回～72回）すべてが，

同窓会館に揃いました。

　寄贈してくださったお二人に，心より感謝し，お礼を申し上げます。
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　残暑お見舞い申し上げます。
　同窓生の皆様におかれましては，益々御清栄のこととお喜び申し上げます。また，平素より本同
窓会の活動に際しまして格別なる御尽力を賜り，心より厚く御礼申し上げます。
　さて，昨年度は，新型コロナウイルスが猛威を振るい，本会においても，理事会，理事・評議員
合同会議，多くの同窓生の皆様が楽しみにされている「夏の集い」さえも中止をせざるを得ませんで
した。
　東京支部，広島支部も，感染拡大を防止し，命を守ることを最優先するため，年に一度の総会を

中止するという苦渋の決断をされました。
　だからこそ，本年は，「集いたい」と切望しておりました。しかし，ワクチン接種が徐々に進んでいるとはいえ，全国
的には，65歳以上の高齢者の２回目接種率は未だ50.4％，64歳以下においては1.1％（7/14現在），ウィルスの変異株への
置き換わりに鑑みれば，「夏」に集うことは非現実的です。そこで，正副会長会議では，今年後半への延期も検討致しま
したが，夏以外のシーズンに，広く，同窓生の皆様に集まっていただくことは難しいとの御意見もいただき，事実上，
中止の提案を理事・評議員合同会議（書面決議）にて，御承認をいただきました。誠に残念ではありますが，今年も「夏
の集い」を中止とさせていただきます。どうか，皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　　朋あり。遠方より来たる。亦た楽しからずや。
　来年は心置きなく，何の憂いもなく，お会いできることを願っております。

　　しばらくは　離れて暮らすコとロとナ　つぎ逢うときは　君という字に　　　タナカサダユキ

　現役の生徒諸君は，このコロナ禍でも，先輩たちに負けず劣らず，元気に，それぞれの目標に向かって頑張っている
ようです。大いに期待をしたいものです。
　今後とも同窓会並びに母校の発展にご支援ご協力をいただきますよう，よろしくお願い申し上げます。

ご　挨　拶ご　挨　拶�� 会長　福
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　呉三津田ヶ丘同窓会会員の皆様，本年度より校長を務めさせていただくことになりました山田哲
也（33回）です。全力で職責を全うする所存ですので，皆様には，御指導・御鞭撻の程，お願い申し
上げます。
　さて，学校教育においてもコロナ禍における「新しい生活様式」が求められており，４月以降，新
型コロナウイルス感染防止対策を第一に，教育活動を工夫しながら全力で取り組んできたところで
す。とりわけ，広島県においては，５月16日から６月20日までの間，緊急事態宣言が措置され，本
校においては，５月24日㈪～６月１日㈫の間，接触機会の低減を目的に，最大２つの学年が登校し，

残り１つの学年は自宅で授業を受ける，分散登校・オンライン授業を実施したところです。事前に，全校生徒に伝えた
のは，対面授業ができないことから自分にとってマイナスだと直ぐに捉えてほしくないということでした。より主体的
に学ぶ姿勢や自律した学習者として，成長できる絶好の機会にしてほしいとの主旨です。
　様々な制約がある中，生徒一人一人が主体的に取り組み，オンライン授業はもちろん，部活動，また，生徒会活動な
ど学校行事においても，工夫して感染対策を取りながら頑張ってくれております。
　今回，コロナ禍で，オンライン授業等のICT活用が一気に進んだ感がありますが，教育の果たすべき役割を踏まえた
うえで，教育の「新常態」を考えるべきだと思います。
　「こう考えるべきだろう。高度成長期の成長を支えたカイシャや日本産業のもっていた基本的な原理やロジックと，
現在のグローバル経済を突き動かしているロジック，デジタル化のロジックとが合わなくなってしまっている。」，「「企
業のITシステムのあり方や技術の話だけに着目して，経営そのものの改革に踏み込まないのは真のDXとはいえない」
という主張は正しい。だが同時に，人工知能を含むデジタル技術の発展やシステムの変化のエッセンスを理解せずに，
経営論や日本の組織風土論だけを語っていても意味がない。この双方向性，そしてその二つをどう統合するのかという
ところに，デジタル・トランスフォーメーションの本質がある。」（DXの思考法 日本経済復活への最強戦略；西山圭太）
　これまでは，社会・経済の在り方に，教育がどう対応していくかという，いわば「受け身」の議論です。より重要なこ
とは，変わりゆく社会にどう対応していくかという受動的な姿勢ではなく，どのような社会を作り上げていくかという
能動的な姿勢です。
　「私たちが実現したい未来」を実現していくためには，生徒が，教師から指示されたことをこなすだけ，あるいは，労
働者が企業から求められるスキルを身につけていくだけでは足りないのです。より本質的に重要なのは，自分たちが実
現したい未来を，そもそも自分で考えて，目標を設定し，そのために必要な変化を実現するために，自らが行動に移し
ていくことです。
　今こそ，体制に流されることなく，独自で清新な気風を打ち立ててきた三津田ヶ丘の伝統を繋ぎ，研ぎ澄ませること
が使命だと固く決意しているところです。

ご 挨ご 挨  拶拶  （ニュー・ノーマル（新常態）の教育に向けて）（ニュー・ノーマル（新常態）の教育に向けて）�� 校長　山
やま
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特別寄稿特別寄稿

　皆さま，いかがお過ご
しでしょうか。昨年来の
新型コロナウィルスの影
響で，仕事上の会議やイ
ベントもオンラインが増
え，便利さと同時に対面
で話せないもどかしさも
感じる日々を過ごしてお
ります。
　呉三津田高校を卒業し
たのは1974年。あっとい

う間に時間が過ぎてきましたが，思いがけず福田同窓会
会長からお電話をいただき，嬉しさとともに高校生活が
懐かしくよみがえってきました。１年生の時だったと思
いますが，世界史の授業でホイジンガの『中世の秋』を
知ったことは今でも覚えています。NHKの番組での堀
米庸三氏の解説を聴いて，それまでルネサンスまでの暗
黒の時代というくらいに思っていた中世の世界が，われ
われとはまた違った豊かさをもっていたことに驚きと感
動を覚え，大学で学ぶ学問とはこういうものかなと楽し
みになりました。
　大学，大学院と教育社会学という分野を専攻し，その
ままなんとなく研究者の道に入ることになりました。今
年３月に退職した京都大学では25年間，研究・教育に携
わってきました。４月からは研究指導やゼミから離れる
ことになって，自分でも意外なのですが，教師という仕
事また学生に支えられてきたところが大きいことに気づ
きました。
　現在は，同じ京都大学で理事・副学長として，男女共
同参画，国際，渉外，広報を担当しています。近年，学
生の海外留学への関心が低くなっていることが指摘され
ますが，長期的にみれば，ことばも文化も異なる社会で
リアルな経験をすることは自分自身を知る上でも大きな
財産になると思います。私は30代になってからの留学で
したが，それでも十分に面白い経験でした。ただ感受性
とフットワークのある若い時期に経験していたらという
思いもあり，渡航が再開したら学生の送り出し支援もで
きればと思っています。
　私自身，渉外や広報の関係で，これまでよりも学外の
さまざまな界の方と接する機会が増え，大学が外からど
う見えているかをリアルに感じることも多くなりました。
長年，大学にいてもかえって見えていないこともあり，
日常使っている遠近両用眼鏡に加えて，内からと外から

の両方を見る内外両用の眼鏡も必要だなと感じています。
　また，男女共同参画の担当になって，あらためて日本
の大学のジェンダー平等の問題を実感しています。私が
所属していた教育学部・教育学研究科は教員，学生とも
女性比率が高いのですが，理工系の学部・研究科は現在
も女性がとても少ないのが現状です。次世代を担う高校
生，大学生が分野にかかわらず関心を広げてくれるよう
にと，いろいろな応援プロジェクトを立ち上げたりして
います。ジェンダーを超えた多様な視点や考え方への寛
容性は，グローバル社会の課題にもつながる大きなテー
マだと思っています。
　日常的には，オンラインが増えて運動不足が気になる
ところですが，これまで
とは違ったことにもチャ
レンジして楽しむ時間を
持ちたいと思っています。
　在校生の皆さんには，
呉三津田高校の良さを栄
養として好きな世界に
チャレンジされるよう，
そして卒業生のネット
ワークがますます大きく
なりますよう祈っていま
す。

卒業式（教育学部卒業生と）（2020.3）

教育学研究科主催キックオフシンポジウム（2018.12）

国立大学法人　京都大学　理事・副学長　　　　

稲垣　恭子（25回）

大学の現場からー多様性と大学の現場からー多様性と
寛容性の社会に向けて寛容性の社会に向けて

ディズニーシー（院生と）
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　人類の歴史において，感染症は大きな影響力を持って
いることは皆さん，まさに実感されていることと思いま
す。古くは（と言っても，記録に残っている人類の歴史
の中で，ですが）欧州やアジアにおけるペスト（黒死病）
の流行があります。ネズミ，ノミが媒介する感染症で，
おもに３度の大流行（パンデミック）を起こしたといわれ，
治療薬のなかった時代でもあり，累計で１億５千万人程
度の死者が出たとされています。もともと中国の雲南省
やミャンマーの風土病であったとされていますが，かつ
てはシルクロードの発達（６世紀ごろ）やモンゴル帝国の
台頭による元の軍隊の進行（13-4世紀）など，大陸間の交
流や戦争が誘因となっており，パンデミックにより歴史
が動いているといっても過言では有りません。とくに
14世紀の欧州の大流行は，人口の1/3が死亡したといわ
れ，封建制度と教会の権威の失墜からルネッサンスへと
流れていく，大きな社会の変換をきたしています。その
ほか天然痘，コレラ，チフス，結核，インフルエンザ…
と現代に至っていますが，その都度人類は克服して来
ました。今世紀に入って，SARS，新型インフルエンザ，
MERSとウイルスを敵に回していますが，克服とまでは
いかないまでも，日本はそれなりに封じこめて来まし
た。しかしながら，経済，産業の発達と共に交通網，流
通が極度に発達した現代，この度の新型コロナウイル
ス（COVID-19）によるパンデミックは起こるべくして起
こった，といえるでしょう。令和３年６月末で感染者
１億８千万人，死者400万人は人類の歴史として，決し
て驚くべき数字ではないようです。中国武漢で発覚して
１年半程度ですので，まだ序の口かもしれません。
　本邦，日本は島国であり，当初，水際対策で何とかし
ようと試みたものの，現代社会において，その対策は脆
くも崩れ，緊急事態宣言を繰り返しているのが現状で
す。諸外国のように，一気にパンデミックが来て，ワク
チン開発に素早く取り組んだところは，ある程度終息が
見えて来たようですが，ワクチン行政に失敗していた本

国では，いまだに他国のメーカーのワクチンの供給に頼
るしかない，というのが現状の様です。５月現在，供給
されているワクチンはおもに米国ファイザー社製のもの
ですが，他にモデルナ社（米国），アストラゼネカ社（英
国），も国内で承認されるものと思われます。前２社は
mRNAワクチンで，COVID-19のスパイク蛋白に対する
抗体を誘導して，免疫を作るものです。またアストラゼ
ネカ社のワクチンはウイルスベクターワクチンで，ヒト
に無害なウイルスに遺伝子を組み込んで（ベクター）免疫
応答を誘導するものです。いずれも90％以上の有効率を
示しており，遜色はないようです。そのほかにも国内外
で10社以上のメーカーが開発しているようですが，我々
が使用できるのは前記３社のものと思われます。また，
中国やロシアでも独自にワクチンを開発し，すでに実用
化しているようです。さらに両国はワクチンを外交手段
としても使用している（？）と言われています。いずれに
しても人口の70％が免疫を獲得すれば集団免疫が出来る，
と言われていましたが，最近問題となっている変異株に
なると，感染力が増しているので，80％とも90％ともい
われています。2021年６月現在，医療従事者や高齢者へ
の接種がほぼ行き届き，それでも20％弱のようですが，
この会報が出る８月ころには，もう少し増えているもの
と思われます。否定的な意見も飛び交っていますが，現
段階ではワクチン接種による集団免疫に期待するほか無
さそうです。
　新型コロナウイルス感染症については，特効薬も無く，
まだまだ未知の部分が多く，世界中が試行錯誤の中です。
医療の原点は救急医療と感染症だなあと，つくづく思い
ながら，九州の一地方で地域医療に取り組んでいる毎日
です。

ＪＲ日田駅前，最近では当地出身の
漫画家諌山氏のヒット作
「進撃の巨人」のモデルとなった街と
して売り出しています。
（リヴァイ兵長銅像）

地元新聞に紹介された小生の記事です。

日田中央病院　院長（前広島赤十字・原爆病院　副院長）

松田　裕之（26回）

新型コロナウイルスによる新型コロナウイルスによる
パンデミックについて・・・所感パンデミックについて・・・所感
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　会報への寄稿依頼をいただき，呉三津田高校に通って
いた頃を懐かしく思い出しています。部活動や行事，友
人たちと過ごした楽しい時間。クラスメイトと教室に
残って試験勉強をしていた時間でさえ，今ではとても大
切な懐かしい思い出です。
　楽しかった高校時代，悩みと言えば進路が決まらない
ことでした。３年生に進級した頃もまだ進路が決まらず，
ひとりで悩んでいたことを覚えています。将来の就職に
つながる大学へ行かなければならないと漠然と感じてい
て，将来就きたい仕事も特になく，自分に向いているだ
ろう職業も何もピンと来なくて，進路を決めかねていま
した。そんな時，両親が「大学では好きなことを勉強す
るといいよ，就職はその先で考えなさい」と助言してく
れて，そこからようやく進路を絞ることが出来ました。
　イヌやネコと触れ合ったり，身近な野鳥を観察したり，
昔から生きものとかかわることが好きだったな，と動物
の勉強ができる学部を目指しました。高３の夏になって
からの進路決定はなかなかに慌ただしいものでしたが，
それでも担任と進路指導の先生方は急かすこともなく，
希望に沿う大学を一緒に探してくださり，動物にかかわ
るさまざまな分野を学ぶことができる『麻布大学』に入学
しました。
　大学では興味の赴くままに動物の知識を学び，とても
充実した４年間を過ごしました。学んだことを生かせる，
畜産や飼料メーカーなどで働くことを目指して就職活動
を進めていましたが，大学最後の年に動物園のキリンの
行動研究をしたことをきっかけに，動物園の採用試験を
受け，幸運なことにこの業界に入ることとなりました。
　飼育係として働いて９年，現在は広島市安佐動物公園

で動物たちに囲まれながら，動物たちと来園者が充実し
た時間を過ごせる動物園づくりに励んでいます。
　昨年，２頭のキリンの繁殖に成功しました。そのうち
の１頭「はぐみ」は，生まれたときに両方の後ろ足を支え
るべき腱が伸び，立てない状態でした。
　キリンは，陸上哺乳類の中で最も背が高い，言わずと
知れた大きな動物です。足に障害がある状態での成育は
難しく，生まれてすぐに立てない赤ちゃんは，多くの場
合成長していくことができません。育てることは難しい
かもしれないと心のどこかで覚悟しながら，でも諦める
ならできることをすべて施してから，と獣医師と協力し
てはぐみが立てるようになる方法を模索しました。
　はじめは骨折治療用のギプスで足を固定して歩かせま
した。はぐみは器用に立って歩けるようになりましたが，
それでは足の成長を阻害してしまうため，ヒト専門の義
肢装具士の先生に相談し，はぐみの装具を作製していた
だくことになりました。動物園にとっても，義肢装具士
の先生にとっても初めての試みで，はぐみの足の状態や
成長度合いに合わせ，試行錯誤を繰り返しながら何作も
の装具を作っていただきました。
　治療やリハビリが順調に進むまでは，はぐみが本当に
歩けるようになるのか不安もありましたし，治療するこ
とで逆に苦痛を与えているのではないかと悩むこともあ
りました。でも，７か月に及ぶリハビリを乗り越えて昨
年11月，はぐみは装具を外しとうとう自分の足で歩ける
ようになりました。今では装具を必要とすることは全く
なく，その後生まれた異母妹「アカリ」と一緒に，運動場
を自由に走り回っています。
　はぐみや，動物園で暮らす動物たちの暮らしと健康を
守るのが，飼育係としての私の仕事です。そして，私が
大好きな動物たちの愛らしさや美しさ，たくましく生き
る姿を見た来園者にも，生きものや自然を「好きだな」と
感じていただけるよう，動物達の魅力を伝えていきたい
と思います。

広島市安佐動物公園　　　　

堂面　志帆（60回）

「好き」のその先「好き」のその先

はぐみの授乳 はぐみと担当者 はぐみ（左）とアカリ（右）
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母校近況報告母校近況報告 （令和２年８月〜令和３年７月）

　令和２年にはじまった新型コロナウイルス感染症の全
国的拡大は，収束するどころか，令和３年５月には２度
目の緊急事態宣言が発令される状況である。呉三津田高
校における教育活動も，さまざまな場面でその影響を受
けているが，生徒・保護者・教職員・同窓会が一丸となっ
てこの未曾有の危機を乗り越える努力をしている。逆境
の中でも顔晴る学校の１年間を報告する。

〇三津田万博
　令和２年４月に発令された１度目の緊急事態宣言に
より，例年６月に実施していた大運動会が延期とされた。
そのまま夏休みに入り，８月末の詩のボクシング大会も
呉信用金庫ホールでの実施ができない状況となった。９
月には三津田祭が控えているが，生徒会を中心に「大運
動会」「詩のボクシング」「三津田祭」の呉三津田３大行
事を２日間で行う「三津田万博」が行われた。
　大運動会の部では，恒例の３年生によるフォークダン
スをフェイスシールド着用で行ったり，密の回避が難し
い競技は取りやめたりするなど，感染防止対策を万全に
した運動会となった。三津田祭の部では，生徒が楽しみ
にしている食品バザーは，どうしても実施することが難
しい状況であったが，PTAや同窓会の協力を得て，呉市
内の飲食店の食品を販売することが可能となった。

　詩のボクシング大会は，事前に各学年で予選を行い，
決勝戦のみ三津田万博のステージ上で行われた。例年と
はまったく異なる雰囲気ではあったが，そこは三津田生，
切り替えをスムーズに行い，厳粛な中で詩の朗読という
文化的行事を楽しむことができ，例年どおりの好評を得た。

〇修学旅行
　当初，シンガポールへの修学旅行を企画し，その実現
に向けて準備を着々と進めてきたところであったが，新
型コロナウイルスの感染拡大によって突然暗雲が立ち込
めることとなった。高校生活最大の行事である修学旅行
を何とか実現させるべく，目的地を沖縄へと変更するも，

逆境に顔晴る呉三津田

呉市内の商店の協力による食品バザー

沖縄でも感染状況が悪化し，実施が危ぶまれた。それでも，
あきらめることなく最後まで可能性を模索し，感染状況
が落ち着いている長崎へと目的地を変更し，３月に時期
をずらして一泊二日で実現させることができた。

〇コロナ禍における学校生活
　コロナ禍における行事の実施について，最も簡単な選
択肢は「中止」することである。行事をする代わりに授
業をすればそれで済んでしまうわけだが，呉三津田の生
徒・保護者・教職員・同窓会は決してあきらめることなく，
各種行事を行ってきた。すべては生徒が顔晴る姿を見る
ためである。一方で，無謀な実施により感染者を出すわ
けにはいかない。感染防止対策を万全に行った中で実施
できるか否かが大きな判断基準のひとつである。
　日常においても，感染拡大防止対策の徹底が生活の一
部として定着している。始業式や終業式は教室で放送に
よって行っている。全校生徒が一堂に会すことができな
いため，講演会などは体育館と各教室をオンライン中継
で結んで実施している。昼休みには放送部が毎日感染対
策の呼びかけを行い，黙食及び換気を全校で実施してい
る。このような日常の「凡事徹底」があってこそ，行事
の実現が可能となっている。

〇オンライン授業
　昨年の『三津田ヶ丘第63号』で紹介したとおり，令和
２年度の緊急事態宣言に伴う休校では，授業ビデオの配
信によって生徒の学びを保障した。とりわけ受験を目前
とした３年生については，学力の保障の観点から大きな
不安が残ったが，入試結果を見ると，国公立大学合格率
67.0％と，令和２年度入試を上回る結果となり，三津田
生の「自走力」を垣間見ることとなった。
　令和３年度に２度目の緊急事態宣言が発令され，それ
に伴ってすべての県立高校が５月24日～６月１日の間分
散登校を実施し，家庭で待機する生徒についてはオンラ
インで授業を行うこととなった。令和２年度は，授業動

軍艦島に向かう船上にて

新しい学びのかたち
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画を配信し，学習の指示をClassiやGSuiteなどのプラット
フォーム上で配信するという，いわゆるオンデマンドのオ
ンライン授業であったが，令和３年度では，Google Meet
というオンライン会議システムを用いて，双方向のオンラ
イン授業を時間割通りに実施することが可能となった。

〇課外での学び
　本校は，令和元年度より，WWL（ワールド・ワイド・
ラーニング）の連携校に指定されている。文部科学省が
全国12カ所に指定した本事業は，SGH（スーパーグロー
バルハイスクール）事業の後継事業とも言えるものであ
り，イノベーティブなグローバル人材の育成を目指した，
高等学校等と国内外の大学，企業，国際機関等が協働し，
高校生へより高度な学びを提供する仕組みである。これ
までの取組や現状を報告する。
・リベラルアーツの萌芽
　現在，多くの学校でいわゆる文系・理系に分かれたカ
リキュラムが設定されている。しかし，今後のグローバ
ル社会を見据えると，そのような枠にとらわれない幅の
広い知見が求められる。一方で，依然として大学入試
は文系・理系の枠を前提とした仕組みとなっているため，
入試とのバランスを考慮したカリキュラム開発が必要と
なる。
　呉三津田では，関西学院大学教授の木本浩一氏をアド
バイザーに，総合的な探究の時間を軸としたカリキュラ
ム開発を行い，文理融合的な考え方を，総合的な探究の
時間における単元「社会探究PBL」において一定程度実
現している。
・高校生フォーラム・国際会議
　令和２年度には，全国のWWL拠点校を結ぶ高校生
フォーラムが実施された。コロナ禍における本フォーラ
ムは，オンラインで実施されたが，本校からは多数の生
徒が参加し，連携校ながら大きな貢献をすることができた。
　「平和」という難しいテーマではあったが，本校の生徒
は紋切り型の平和論にとどまることなく，本質的な議論
をして貢献することができた。思考力育成の取組や総合
的な探究の時間の取組などで培った，生徒の批判的思考
力が遺憾なく発揮される場となった。
　令和３年度には，海外の高校生を含む高校生国際会議
が予定されているが，ここで提案される３本の研究発表
のうち，２本が本校生徒の発表となる予定である。

オンラインによる高校生フォーラム

〇Go Global
　同窓会にも協力いただいて実現している米国カリフォ
ルニア州にある姉妹校Corona del Mar High Schoolへの
短期留学などの貴重な体験が，コロナ禍によって実現で
きない状況となった。
　そのような状況下でも，Go Globalの精神を失わず，次
のような取組を行っている。
・エンパワーメントプログラム
　例年実施しているエンパワーメントプログラムも，海
外からの留学生を全国から招聘するため，実施を慎重に
検討する必要があった。例年シルバーウィークに実施し
ている時期を冬にずらし，さらに留学生や本校生徒の健
康観察や感染防止対策を万全にした上で実施する決断を
した。その結果，多くの生徒が参加を希望し，例年どお
りの成果を収めることができた。
・オーストラリアMacGregor High Schoolとの交流
　すでに姉妹校Corona del Mar High Schoolともオンラ
インでの交流を進めているところであるが，米国と日本
は時差が大きく，なかなかリアルタイムでの交流が難し
い状況であった。
　このような状況から，令和３年度より，日本と時差
がほとんどないオーストラリアクイーンズランド州の
MacGregor High Schoolとの交流を始めた。この高校は
外国語として日本語を学ぶこともでき，日本や日本文化
に対する関心が非常に高い。すでにオンライン会議シス
テムを用いて，本校生徒が簡単な交流を始めているが，
オンラインとはいえ，リアルタイムでのやり取りに大き
な効果を感じることができている。

　令和３年１月27日，同窓生で，現在大阪で薬局を営ん
でおられる久保田ともみさん（41回）が，「非接触式自動
体温測定器」を，学校に寄贈してくださいました。（写真）
　現在は，事務室前に設置し，来校者や生徒，教職員の
感染拡大防止に一役を担っています。
　母校への温かいお気持ちに，心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
　　

非接触式自動体温測定器 寄贈
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＜在籍生徒数＞

学年 1 年 2 年 3 年 計

学級数 5 5 5 15

男子 86 77 85 248

女子 108 102 98 308

計 194 179 183 556

　かねてより，地震等の際に倒壊の恐れがあると指摘を
受けていた正門横及び南門付近通学路のブロック塀につ
いて，令和３年２月に安全なフェンスへの改修工事が完
了いたしました。これにより，地震等の災害発生時にお
いて，生徒や近隣住民の皆様が，安心して過ごすことが
できるようになりました。
　尚，フェンスへの改修工事の際に支障となるため，や
むを得ず正門横ブロック塀沿いの桜の木を３本伐採いた
しました。

正門横及び南門周辺ブロック塀改修工事完了
〈第45回全国高等学校総合文化祭（紀の国わかやま総文2021）出場〉
新聞部門　　出版部　　龍田　大輝（３年）
　　　　　　　　　　　苗村　和真（３年）
書道部門　　　　　　　荒本　　遥（２年）
　　　　　　　　　　　土居奈里沙（２年）
放送部門
アナウンス部門　　　　岩永華菜子（３年）
朗読部門　　　　　　　石山　千暖（３年）
ビデオメッセージ部門　「photo：Bill SHERRIFF」
 （令和３年７月31日～８月６日）
●書道部
第44回広島県高等学校総合文化祭　第52回広島県高等学校書道展
荒本　　遥（２年）最優秀賞
土居奈里沙（２年）最優秀賞
●陸上競技部
祝　中国大会出場！山口県維新競技場（2021.６.18）
男子ハンマー投げ　　　　仙崎　大輝（３年）
女子5000メートル競歩　　清水　　凛（３年）
女子400メートル　　　　 板田　佳穂（２年）
●放送部
第68回NHK杯全国高校放送コンテスト 全国大会
アナウンス部門　岩永華菜子（３年）入選（ベスト60）
　　　　　　　　石山　千暖（３年）入選（ベスト60）
朗読部門　　　　増田　愛莉（３年）入選（ベスト60）
テレビドキュメント部門　「私からあなたへ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　優秀賞（第３位）
ラジオドキュメント部門　「ビオラの音色にのせて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　入選（ベスト20）

部　活　動

  教科· 転任先
 大林　秀則 校長 広島国泰寺高校　校長
 賴岡　由美 国語 安芸府中高校
 庭尾　和宏 数学 退任
 上谷　伸二 数学 広島高校
 尾㟢　二朗 英語 退任
 松本　雅之 事務 退任
 須賀　　聖 事務 広島皆実高校　専攻科
 岡田　睦雄 物理 再任用
 奥野　隆史 地学 再任用
 岡田　　勲 英語 呉商業高校（再任用）
· · 教科· 前任校
 山田　哲也 校長 広島県教育委員会 教職員課
 染谷　裕樹 国語 庄原実業高校
 山本　啓太 数学 安芸府中高校
 尾㟢　二朗 英語 再任用
 遠野佐知子 事務 呉工業高校（再任用）
 杉本　　健 事務 海田高校（定）
 岡田　睦雄 物理 再任用
 奥野　隆史 地学 再任用
 片岡　顯雄 倫理 安芸南高校（再任用）
 原野みど里 保体 再任用
 江藤　　愉 英語 賀茂高校（定）（再任用）

転　任

着　任
●国立大学および公立大学（現役合格率65.9％）

京都大３　大阪大５　神戸大２　九州大９　広島大19
県内公立大11
国公立大医学部医学科２
以上，国立大学90　公立大学48

●私立大学
青山学院大１　中央大３　東京理大９　法政大１
明治大１　　　立教大１　早稲田大１　同志社大24
立命館大41　　関西大12　関西学院大20
広島修道大62　ほか

進路状況（令和３年度入試合格者数）

母校職員異動（敬称略）
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事務局だより事務局だより

　本年度も，新型コロナウイルス感染拡大により，「夏
の集い」を開催することができませんでした。残念です。
　この編集後記を書いているのは東京オリンピック開催
直前ですが，東京都を始めとする首都圏では，変異株が
猛威を振るい，第５波到来の様相を呈しています。東京
オリンピック開催がこれに拍車をかけないよう祈ります。
　この度，広島赤十字・原爆病院において広島の感染拡
大防止の最前線に立ち活躍しておられた松田裕之先輩に
特別寄稿を執筆して頂きました。やはりワクチン接種に
よる集団免疫の獲得が重要ということで，現在遅れてい
るワクチン接種が速やかに実施されることを願うばかり
です。
　来年の夏こそは，「夏の集い」で，皆様の溢れる笑顔を
見たいです。
　末筆ながら，今年も，会報の発行にあたり，同窓生，
学校関係者，PTA関係者等皆様方に多大なご協力を頂
きました。感謝致します。

編 集 後 記

令和２年（2020年）
９月９日　正副会長会議（一磋）
令和３年（2021年）
３月26日　理事会（クレイトンベイホテル）
４月13日　会報委員会（同窓会館）
４月27日　育英委員会（同窓会館）
６月　　　理事・評議員合同会議（書面表決）

同窓会運営記録

2021年（令和３年）８月７日発行
編集発行人　中野　誠吾
発行所　呉市山手１丁目５−１
　　　　呉三津田ヶ丘同窓会

電　話（0823）24−3615
ＦＡＸ（0823）25−8665
E-mail:info＠mitsuta.gr.jp
http://www.mitsuta.gr.jp

　森田　　晃氏（三五） 瑞宝双光章
　向井　　清氏（10） 瑞宝中綬章
　西村　光正氏（11） 瑞宝小綬章
　川尻　武男氏（17） 瑞宝双光章
　中下　善昭氏（19） 瑞宝小綬章
　前谷　照男氏（19） 旭日双光章

　宇根　聡子氏（特） 平成27年12月
　小林　鈴子氏（特） 令和２年２月
　芦田　正彦氏（特） 令和２年３月
　田畑　元春氏（特） 令和２年８月
　山縣　哲和氏（特） 令和２年10月
　吉村　　晃氏（四〇・3） 令和２年11月
　正月谷進彦氏（10） 令和２年12月
　打田　勝彦氏（三六・特） 令和３年２月
　森　　俊文氏（三二・特） 令和３年３月
　彦惣清次郎氏（３） 令和３年３月
　水野　良行氏（８） 令和３年４月
　平本　禎輝氏（９） 令和３年７月

　令和３年４月27日㈫，育英資金委員会を同窓会館にて
開きました。今年度は，今春大学に入学した生徒３名か
らの貸与希望があり，審議した結果，「可能な限り希望
に応えていこう」ということで，３名すべての貸与を決
定しました。このことにより，現在の奨学生は，大学生
７名，在校生１名となり，年間貸与額は，過去最高の
360万円近い金額となります。
　本会の運営は順調であり，ここ数年，返還金も予想を
上回っています。皆さんのご理解の賜と感謝しています。
　なお，昨年に続くコロナ禍で，苦学を強いられた在校
生・卒業生の方がおられましたら，同窓会事務局（℡0823- 
24-3615）までお問合せください。
　最後に，森 俊文先生（三二）ご遺族より，ご寄付をい
ただきました。感謝し，お礼を申し上げます。
 沖本　佳代（40）

叙　　勲（判明分）

訃　　音（判明分）

育英資金委員会報告

※ホームページをお持ちの同期会はアドレスをお知らせください。

お 願 い

　会報の新規購読・寄付のお願いをしております。
・ 会報購読の新規申し込みの方は事務局まで。
・ 寄付について　5,000円以上の方には５年分の会報

をお届けします。
　振込先　ゆうちょ銀行
　　広島県呉三津田ヶ丘同窓会　　01390－9－4828
　くわしくは事務局までお問い合わせください。

　「ふるさと納税」を活用した広島版「学びの変革」推
進寄附金にもご協力下さい。（呉三津田高校HP→全
日制トップページ一番下「学びの変革」推進寄附金に
ついてをクリックして下さい。）昨年度は430,000円
の御寄附を賜り，学校運営に使わせていただいてい
ます。ありがとうございます。

　一組　宗円　聡志　　出木浦万南
　二組　尾崎　稀音　　沖野　実優
　三組　畝本　拓実　　黒田　和奏

　四組　森　健太郎　　林越　真央
　五組　安達　想楽　　天野　陽葵

　専務理事　退任 尾㟢　二朗（30）
　　　　　　新任 中井　　香（35）

新評議員（72回）（敬称略） 同窓会役員異動（敬称略）


