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同窓会ホームページオープン
三鷹高校同窓会はこの３月新たに３１３名の５３期生を迎えました。また、数年
前からの懸案であった同窓会ホームページをこの４月にオープンしました（４ページ
。恒例の同窓会総会は６月第 2 日曜の６月１３
に参考記事、http;//www.mitaka.gn.to）
日(日)に吉祥寺駅南口の東急インにて開催いたします。懐かしいクラメートを誘い
合わせて、あるいはご家族連れでご参加いただきますようご案内申し上げます。

総会は６月 13 日開催

きる活動を続けて行く所存ですので、今後
新緑の季節を迎え、今年も恒例の三鷹高

ともご支援を心よりお願い申し上げます。

5,000 円
3,000 円
1,000 円

至新宿

総会議事：
1.平成 14 年度決算報告
2.平成 15 年度予算について
3.役員改選
吉祥寺駅
4.その他
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吉祥寺
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の

頭
至渋谷 線

大 39、明治大 31、青山学院大 27、早稲田大

いために行き届いたサービスができない状
況ですが、皆様のご厚意ご声援にお応えで

13:00〜16:00
12:30 受け付け
ホテル東急イン
tel.0422-47-0109

25 人となっています。ついで立教大、成蹊

進学実績向上
への期待

校同窓会総会の季節が参りました。本

校長

そといけ

現役生の中には推薦で国立大学に合格した
り、運動の部活動と両立させて早稲田や明

たけつぐ

武嗣

治大学をはじめいくつも合格した生徒が毎

にて開催いたします。皆様お忙しいこ

同窓会員の皆様には平素より母校に想い

年みられます。受験は知力や気力など、い

ととは存じますが、現・旧職員の方々

を寄せていただき、ご支援賜っていること

わば総合力ですから、いざとなると学びに

や同窓生とともに、なつかしい話や最

に御礼と感謝を申し上げます。

向かうパワーを発揮する鷹高生に今後とも

年も別掲のとおり学校を離れた会場

外池

大などに 20 人以上合格者を出しています。

近の話題でひとときを過ごすのはい

この 4 月の教員の異動では専任教諭だけ

期待したいところです。全体的な進学実績

かがでしょうか。お友達やご家族をお

でも 9 人の転入がありました。このところ

では、都立高校の中でも 10 数番目を維持し

誘い合わせの上、奮ってご参加くださ

毎年 8 人前後異動しておりますので、3 年

ていると思われますが、学校としても平常

いますようご案内いたします。

前に私が着任した当時と比較すると、約半

の授業を大切にすること、きめ細かな進学

分入れ替わったこととなります。

情報で保護者ともども進路意識の高揚を図

三鷹高校同窓会事務局には一部の
大学や高校と異なり、専従係員がいな

ったり、大学模擬講義の開催、高大連携事

委員会をはじめ同窓会の宮川副会長、元校

業等を推進したりして、「行きたい大学に

子供を車道側に連れて歩いている場面が大

長の谷口先生など、来賓をお迎えして挙行

いける力を培う進路実現」に力を注いでい

変多く見受けられます。人の混雑するデパ

されました。厳しい受験戦争をかいくぐっ

るところです。

ートとか駅、遊園地、催し物会場では常に

てきた 323 名の生徒は新鮮な意欲にあふれ

子供と手をつないでいた時代はひと昔前だ

頼もしく思えます。

新緑美しい中庭（外池校長先生提供）

「おもいやり」
「ゆとり」
会長

去る 4 月 7 日に第 56 回入学式が、都教育

石崎方俊

ったかもしれません。当時の家庭での教育

同窓生の皆様、今年も

が大変うらやましく思われます。

昨年ご案内しましたように、本校は 6 年
後に中高一貫教育校に移行いたします。来

一方、今年の大学進学状況について、時

年度から 2 年間で都教育委員会を交えて基

おり週刊誌などで気にされている方のお問

本計画検討委員会で、カリキュラムや施設

楽しい年 1 回の再会、同窓会総会が開催さ

昨年、私は母校の活動見学として府中の

合せがありますので、現状をお知らせしま

の改築など、総合的に検討され準備がなさ

れます。先輩、後輩の年齢差が 55 歳あまり

森芸術劇場で行われた合唱祭を見学して参

す。まず、卒業生 313 名は全員進学希望で

れます。

となり、子供も結婚し孫やひ孫に恵まれて

りました。クラス単位で課題曲と自由曲の 2

した。そのうち、190 名が４年制の大学に

創立 50 数年もたちますと敷地の木々は

いる方も多数のことと思います。卒業生皆

曲を合唱しましたが、自由曲にマッチした

進学し、現役合格率は 60.7％です。その他

立派な古木となり、新緑の季節はいっそう

様自身お互いの意思疎通も段々困難になっ

服装で合唱する様子には大変感激致しまし

短大と専門学校が 30 名でした。現役・浪人

鮮やかです。今後とも豊かな自然と伝統を

ていると思いますが、都立三鷹高校を卒業

た。すばらしいのひとことです。今年は女

を含めた大学別の合格状況は国公立大学が

受け継いでいきたいと思いますので、同窓

したという礎を絆に、充実した同窓会とな

房とふたりで伺うのを楽しみにしておりま

38 人（東京学芸大６、電気通信大５、東京

会の皆様におかれましては、将来にわたっ

りたいと思います。また、その為にも名簿

す。今年 1 月には吹奏楽部による演奏会が

農工大５、都立大と東京外語大４ほか）
、私

てご支援をいただけますようよろしくお願

を充実し簡単正確に利用できるように進め

立川の「アミューたちかわ」で開かれまし

立大学は多い順に中央大 56、法政大 46、日

いいたします。

てゆきたいと考えております。

た。このように母校は文化部も運動部も活

さて、先日の新聞の片隅に『何十年か前
の小学校の教科書にこんな話があった。

躍されております。同窓生の皆さんも是非
見に行っていただきたく思います。

「ナマムギ、ナマゴメ．
．．」といいう早口言

現在三鷹高校はいち早く中高一貫校とし

葉を覚えた少年が父親に自慢して聞かせ

ての認可を受け、準備中です。少子化時代

る。ところが父親はいやもっと難しい言葉

に向け全国的に中高一貫校が増加しており

があるよ。それは「ハイとイイエだ」と論

ますが、ゆとりのある学校生活と生徒を長

ずるのだった』とありました。最近の社会

期間指導することにより個性や能力を伸ば

情勢はまさにこのとおりだと思います。

せる利点が多いものと思います。「地域に

私の好きな言葉に「おもいやり」があり

開かれた学校作り」支援のために、PTA の

ます。交通安全の標語に長い間使われてお

皆様が中心となり、「G.アーウインの歌と

り、「人と車に、あなたの街におもいやり

トークのひととき」といったイベントも先

を」とありました。自分中心の生活が相変

日開催されました。

第６代校長船本治義先生、元教頭渡邉信一郎先生逝去
船本治義先生（第６代校長）船本校長先生は平成15年8月20日、肺炎で逝去されました。
享年86歳でした。先生は昭和48年から昭和51年まで第６代校長とし
て三鷹高校発展のためにご尽力されました。在任中にはグランドの
水周りの整備と芝生植栽がなされ、水はけが悪く風が吹けば砂ぼこ
り舞うグランドがきれいになりました。
船本校長先生にはしばしば同窓会総会にもご出席いただき、同じ時
期に学んだ同窓生と懐かしい話を共に語られておりました。
船本校長先生のご冥福を心からお祈りいたします。

渡邉信一郎先生（教頭）渡邉教頭先生は平成16年２月４日、病気で逝去されました。
享年69歳でした。先生は昭和59年から平成３年までの長きに亘り、教頭として三鷹
高校発展のためにご尽力されました。在任中には三鷹高校創立40周年を迎え、周年

わらず続いている現在、たとえば以前は小

母校も内に外にと発展の一途です。同窓

さい子供の手を右手に握り、歩道側を歩か

生の皆様方にも、できることはご協力いた

行事実行委員会のとりまとめをいただきました。

せていましたが、最近ではその逆で平気で

だけますよう、よろしくお願いいたします。

渡邉教頭先生のご冥福を心からお祈りいたします。

母校だより

林道雄先生

◆退職・異動された教職員（敬称略）
①定年あるいは退職された方、本校在職期間
蓑手重國 (理科)
14 年 引続き本校に再任用と
して勤務
中田靖子 (社会)嘱託 １年
②異動された方、本校在職期間と異動先
土淵毅
(国語)
５年 都立狛江高校
渡辺マリ子(国語)
10 年 都立調布北高校
佐々木正雄(数学)
10 年 都立神代高校
小菅俊夫 (理科)
9 年 都立富士高校
稲垣浩二 (英語)
4 年 都立千代田地区昼夜間高校
谷口聡
(英語)
8 年 都立隅田川高校

星みつ子 (英語)
5 年 都立成瀬高校
鈴木浩二 (庶務係長) 3 年 都立拝島高校事務長
國島晶子 (庶務係) 2 年 都立神経病院無工業高校
③着任された教職員、前任校
武田昌之 (国語)
都立田無工業高校
畑直美
(国語)
都立府中高校
山本学
(数学)
都立世田谷工業高校
小田正道 (理科)
都立調布北高校
渡部英子 (英語)
都立国分寺高校
芝田礼子 (英語)
都立広尾高校
渡部千明 (英語)
都立井草高校
保坂理絵 (英語)
新規採用
千村美津 (家庭)
都立葛西南高校

間宮通智 (社会)嘱託
橋村郁美 (庶務係長)
小林岳夫 (経理係長)
仲里美
(主事)
福田孝太郎(主事)

都立砂川高校
都立三鷹高校
都立調布南高校
都立府中工業高校
大田区東六郷小学校

◆今年度の学校行事日程
球技大会
合唱祭
鷹高祭
体育祭
卒業式

４月27日（火）〜28日（水）
６月16日（水）
９月11日（土）〜12日（日）
９月14日（火）
３月11日（金）

