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　若竹会会員の
皆様には、ご健
勝のことと存じ
ます。この場を
お借りして、一
言ご挨拶申し上
げます。
　私が「同窓生
同士の多世代に

わたる交流を図ることを目的としてイベントを開催し、
若竹会を活性化するとともに、富士高との接点を多く
したい」と宣して、会長に就任してから早くも３年が
経過しました。この間、同窓生を講師とした「同窓生
講演会」を企画・実施したり、校長先生のご協力もあ
り「富士祭への参加、同校内ツアー」を実施したりい
たしました。このほか、先生と父母の会主催の「キャ
リア講演会等」への協力、若竹会ホームページの刷新
やインタビュー記事の掲載、母校の部活動支援、同窓
会誌「若竹」の作成など、「富士高の魅力」を再確認し
ながら、伝えながら、当初の目的に近づこうと微力で
はありますが取り組んでまいりました。
　そして、これまでのことを振り返ってみますと、「何
かが足りないな」と気付き始めたところです。それは、
「理事の方々」との意思疎通で、昨年の理事会（平成
26年６月28日開催）のご案内時に理事の方々へ、アン
ケート調査を実施させていただいた結果（詳細は本誌
巻末をご参照ください）にも表れています。
　若竹会会則によりますと、「理事」とは、回卒毎に若
干名ずつ選出され、会務の処理に当たり会員との連絡
を図る、また、理事は会長の命によって会務の遂行を
図る、とされています。これらのことを若竹会役員会
が十分に活用していない、出来ていないという現状が
明らかになった次第です。

　若竹役員会が「理事の方々の連絡網や伝達網」を活
用出来るようにすることが現状で最重要の課題である
と考えております。そのためには、まず役員会と理
事の方々との連絡網を再構築することから始めようと
思っております。　
　現在、200名近い方々に、理事役をお願いしており
ますが、卒業時に選出されてからのメンテナンスがほ
とんどなされていないケースもあり、個人的なご事情
への配慮もなされないまま、現状に至っていると思い
ます。役員会として、いろいろな手段を講じて「現理
事の方々」との接触を図ろうと考えております。
　富士高は、５年後の2020年に創立100周年を迎えま
す。若竹会も母校創立100周年を記念する事業の準備
に取り掛かろうとしております。
　こうした周年記念事業は重要であることは間違いあ
りませんが、通常の同窓会活動としての母校支援や現
役生支援、同窓会会員活動支援などを支える基礎・土
台として、上記の基盤整備にも注力したいと思ってお
ります。
　会員の皆様のご協力をお願いいたします。

 ご　挨　拶
若竹会会長　須知　正度（高校18回卒）

富士祭で配布した若竹会の応援メッセージ
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　都立富士高校、附属中学校に、2014年４月、上野勝敏校

長が着任された。中高一貫校の２代目の統括校長として手

腕が期待される。一貫校でどんな教育をしていきたいのか、

若竹会との協力関係をどう進めていきたいかを聞いた。

――中高一貫校として富士高校がスタートして５年目とな

る2014年４月に着任され、どんな印象を持たれました

か。

上野　　私はずっと都立高校で仕事をしてきましたので、

中学校の入学式で、小学校を卒業したばかりの子ど

もたちを初めて迎え、新鮮でした。

　　　　“異年齢交流”というのが本来、学校にたくさんあ

ればいいと思っていましたが、中学生と高校生も“異

年齢”なのだなと実感しました。高校生は「中学生の

前で恥ずかしいことはできない」と思うでしょうし、

附属中学の子どもたちは高校生をみて「すごいなあ、

私もああなりたい」といった形で、近いところで、

相互に刺激があるようなのです。

――実際に中学生と高校生が交流する機会は多いのですか。

上野　　附属中学校でもクラブ活動や行事は別という学校

もあります。でも富士は、クラブ活動も行事も一緒

にやっています。

――高校生が中学生に勉強を教えるような交流もあるので

しょうか。

上野　　高校生が中学生を教えるというのはこの学校の特

長になると思いますので、これから増えてくるで

しょう。たとえば、中学校３年からは「探究未来学」

ということで、自分でテーマを決めてリポートを作

る授業が始まり、高校２年まで続きます。発表会が

ありますし、お互いのリポートを見せ合うような機

会がありますので、交流が活発になると思います。

　　　　また、中学３年から高校２年までは同じ自習室で

勉強します。

――自習室というのは？

上野　　家庭に帰って勉強するというのが今までは普通

だったと思うのですが、家に帰ると勉強が手につか

ないが、学校だったら勉強できるという子もいます

ので、学ぶ空間を用意しています。あこがれの先輩

と一緒に勉強ができるのはうれしいですよね。

――半分は高校から入学する人がいて、全員が中高一貫教

育というわけではありませんが、中高の６年間でこん

な教育をしたいというビジョンはありますか。

上野　　富士の卒業生はグローバルに活躍する人が多いと

思うので、英語は、コミュニケーション能力と捉え

て、６年間、しっかり学んでもらいたいです。

――高校の修学旅行も海外なのですね。

上野　　受益者負担ですから保護者の方には覚悟をしてい

ただいているのですが、効果は高いと思います。物

見遊山で海外旅行に行くのではなく、マレーシアの

学校と交流しますから、得意になった英語を試すこ

ともできますし、マレーシアの生徒と友達になるこ

ともできます。

上 野　勝 敏  氏
（うえの・かつとし）

「100周年を共に考えましょう」

昭和33年、岐阜県下呂市で
生まれる。昭和56年、東京都
に入都。社会科世界史の教諭
として玉川高校で教員生活
をスタートさせる。その後、
成瀬高校、第二商業高校、
野津田高校、副校長で三鷹高
校（定時制）４年、小川高校４
年、校長で永山高校３年。そ
の後西部学校経営支援セン
ター２年を経て、2014年４
月に都立富士高校、附属中学
校の校長に着任。

上野勝敏新校長インタビュー
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――いまはメールがありますから継続して交流がしやすい

ですね。

上野　　そうですね。英語さえできれば、友達の関係を続

けられますね。

――英語に関心があり、世界に目を向けている子供たちは

多いようですね。

上野　　いまは英語教育が富士の特色になっていて、「富

士に行けばたくさん英語が学べる」と思って入学し

てくる英語好きの子どもが多いです。

――最後に、若竹会にはどんなことを期待されますか。

上野　　中高一貫校になりましたが、学校名も校歌も変わ

らず、伝統を引き継げたことは、富士の最大のメリッ

トだと思います。富士というブランドは息づいてお

り、生徒の士気も高い。あなたたちを応援する諸先

輩方がたくさんいるんだよということを若竹会には

常に発信していただきたいですね。

　　　　その意味で、富士祭の時にいただいた応援メッ

セージはありがたかったです。若竹会は「富士ファ

ンクラブ」だと思っています。

　　　　子供たちはこれから社会に出て行くのですが、経

験値が不足していて、悩むことも多いと思います。

そんな時に親身に相談に乗ってくださるのは同窓会

の方々だと思うのです。機会があれば、ぜひ、社会

的な経験を在校生に伝えていただきたいと思います。

――卒業生に、在校生向けに話をしてくれないかと頼むと、

嫌な顔をする人はいません。

上野　　2020年に富士高校は前身の第五高女の創立から

数えて100周年を迎えます。100年というのはバト

ンリレーがないと引き継げない年数です。創立100

周年をどんな節目にするか、若竹会と一緒に考えて

いきたいですね。

（インタビュー・構成／高校27回卒・相川浩之）

安倍宏行さんが、中学2年生に講演 中村通子さんが父母の会で講演

　どんな仕事をするにしても、「社会のために」と考えてほ

しい。常に好奇心を失わず、趣味や勉強を継続し、ネットワー

クを広げていってほしい――。高校26回卒のジャーナリス

ト、安倍宏行さんが2014年６月、都立富士高校附属中学校

の２年生約120人の前で、「働く意義」「職業を通した社会と

の繫がり」というテーマで、自らの仕事への取り組みや国際

人として生きることなどについて、わかりやすく語った。1

時間、安倍氏の話を聴いた中学生たちは、心のスイッチが入っ

たようで、講演後は質問が絶えなかった。

　今回の富士高卒業生の講演は、上野勝敏校長が講演に先立

つ挨拶で語ったように、若竹会から現役中高生への「ビッグ

プレゼント」だった。今後も、毎年、実施する計画だ。

　安倍さんはフジテレビでキャスターを務めていたが、

2013年に退社。ウェブで新しいニュースメディア「Japan	

In-depth」を立ち上げた。

　「父母と先生の会」主催の朝日新聞社記者、中村通子さん

の講演会が、2014年11月、都立富士高校、附属中学校で開

かれた。災害時医療、生殖医療、再生医療、終末期医療など様々

な医療現場でおよそ20年、取材活動をしてきた中村さんが、

会場に訪れた約100人の父母らに、「正解のない」医療と命

の問題に取り組んできた経験や思いを語った。

　中村さんは1982年（高校34回）の卒業生。オーケストラ

部で、チェロの練習に明け暮れる毎日だったという。83年

に東大理科２類に合格、89年同大学の大学院医学系研究科

保健学修士課程修了。同年、朝日新聞社に入社。2007 ～

13年は編集委員（医療担当）を務めた。現在は岡山を拠点

に中四国ブロックの医療を取材。

　中村さんは「富士高校は自分で考えて動いてみることを教

えてくれた。父母の方は勇気がいりますが、お子さんにいろ

いろな体験をさせてあげてください」と語っていた。
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――奥様の佳津子（かづこ）さんは、高校３年の時の同級

生らしいですね。

大野　　クラスでは、しょっちゅう席替えがあったのです

が、そのたびに彼女の隣に座りました（笑）。彼女

とは、大学卒業直前に結婚しました。すぐに生計を

立てなければいけないので、司法試験を受け、法律

家を目指すことにしたのです。

――法律が好きだったのですか。

大野　　子どものころから理屈っぽいところがあったの

で、法律を仕事にすることは自分に向いていると

思って、東大法学部に入りました。でも、大学で法

律を学んでいるときは、抽象的な話ばかりでつまら

なかった。ところが、司法試験に合格し、司法修習

生になると、法律が俄然、面白くなってきました。

法律は具体的なケースに当てはめて、初めて生きて

くるんです。

――なぜ検察官になろうと思われたのですか。

大野　　そのときは検事は人気がなかったのですが、アク

ティブで面白そうだと思いました。当時は、「反権力」

「自由業」という点で弁護士に人気がありました。

検事は給料は安く、転勤も多く、大変なだけと思う

人が多かったようです。

――検察が対象にする事件は普通の刑事事件だけでなく、

様々な法律違反の事件がありますから、大変ですね。

大野　　様々な分野を勉強しなければなりません。たとえ

ば、特捜部にいたときは証券取引や金融取引も勉強

しました。また、検察の仕事（捜査、公判）のほか、

法務省では、法務行政や制度立法も担当しました。

司法制度改革では、内閣司法制度改革推進本部事務

局の次長を務め、十数本の法律を成立させました。

その中で、裁判員制度の導入、法科大学院の創設、

法テラス（日本司法支援センター）の設立などに携

わりました。

――検事総長になられて、どんなことに力を入れるお考え

ですか。

大野　　捜査公判の仕組みが大きく変わりつつあります。

従来取り調べで自白を得た後、その自白を内容とす

る供述調書を裁判所に証拠として採用してもらうと

いうやり方が長く続いてきましたが、そのようなや

り方は通じなくなってきています。これからは自白

よりも客観証拠を重視する流れを強めていかざるを

得ません。

――裁判員制度などの司法制度改革の次に、検察改革に取

り組まれようとしているのですね。

大野　　未来志向の検察改革が必要です。裁判員制度の導

入時は法務省、裁判所にも反対論が多かったのです

が、司法制度改革を進めた結果、今や裁判員制度は

良い制度として定着しつつあります。

――これから法曹界を志す、高校の後輩たちにメッセージ

はありますか。

大野　　どんな仕事でも組織の論理と自己の信念の折り合

いをどうつけるかが問題になりますが、法曹界は、

基本的に、正論、合理性が支配する世界です。

　　　　民主国家において法秩序は市民生活や社会・経済

の基盤です。司法制度改革により「社会生活におけ

る医師」としての法曹の活動領域は今後、ますます

拡大し、国際化も進んでいくと思います。

　　　　法律を学んで社会の役に立ちたいという志のある

人は、臆することなく、法曹界を目指して、能力や

個性を発揮してもらいたい。人間相手の仕事ですか

ら、視野が狭く面白みのない人は伸びないと思いま

す。法律以外にも、いろいろなことにチャレンジし

てほしいです。

（インタビュー・構成／高校27回卒・相川浩之）

大野　恒太郎 （おおの・こうたろう）氏

1952年４月１日東京都生まれ。1970年都立富士高校卒業。1974年
東京大学法学部卒業、司法修習生。1976年検事任官、東京地方検察庁
検事。2001年内閣官房司法制度改革推進本部事務局次長、2004年
宇都宮地方検察庁検事正、2005年最高検察庁総務部長、2007年法
務省刑事局長、2009年法務事務次官、2011年仙台高等検察庁検事長。
2012年東京高等検察庁検事長等を経て、2014年７月18日、検事総長。

法曹界、文学界で活躍！
大野恒太郎さん、和田竜さんに聞く

2014年４月、「2014年本屋大賞」に、高校40回卒の脚本家・小説家、和田竜さんが著した『村上海賊の娘』
が選ばれた。和田さんは、「第35回吉川英治文学新人賞」も受賞した。７月には、高校22回卒の大野恒
太郎さんが検察のトップである検事総長に就任した。検事総長室には世界の山々の写真が飾られており、
家族や趣味を大事にする大野さんの姿勢が表れていた。活躍する２人の卒業生にインタビューした。
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――歴史を好きになったのはいつ頃からですか。

和田　　高校時代の日本史の先生には申し訳ないのです

が、大学に入ってからです。高校で教わる教科書の

歴史は、人間の感情が排されて書かれているのです

が、人間の感情が伴わないと歴史ってよく分からな

いのです。

――大学に入って歴史に興味をもつきっかけになったのは

何だったんですか。

和田　　大学の夏休みに『竜馬がゆく』を読んだのがきっ

かけです。僕の“竜”という名前は竜馬から取ったん

だと小さい頃から言われていたので、読んでみるか

と思って読んだのが始まりです。これが面白くて土

佐（高知）に行ったり、京都に行ったりしました。

史跡巡りも始めて、どんどん歴史小説を読んでいき

ました。読んではどこかへ行き、という感じでした。

――『村上海賊の娘』の参考文献はたくさんありますが、

歴史小説を書くのは大変だと思います。どれくらいか

かったのですか。

和田　　取材に１年かけて、まずシナリオの形に、１年か

けて起こしました。連載が２年ぐらいで、半年かけ

て直しました。合わせると４年半ですね。

――取材は１年なんですか。文献を読むだけでも大変です

よね。古文は得意だったんですか。

和田　　普通でした（笑）。人並みです。古文書もがんば

れば読めるものです。

――記者の経験もあるのですね。

和田　　繊維ニュースというタブロイド判の新聞の記者を

していました。

――記者の経験は脚本や小説を書くのに役立ちましたか。

和田　　役に立ちました。１つはいろいろなところに取材

することが簡単にできるようになりました。フット

ワークが軽くなった。

――『村上海賊の娘』を読んで、和田さんらしいと思った

のは、例えば、主人公の景姫が敵に斬りつける場面の

描写です。映像の

ように目に浮かぶ

んですね。

和田　　文字で演出しています。こういうタイミングで、

こういうような絵が入って、ぱっとカットが切り替

わって、こういう動きをしましたというのを文章に

するとどんな感じかなと考えるんです。スピード

感も読者には理解してもらいたいので、アクション

シーンなどは短いセンテンスで、畳み掛けるような

感じで書きます。

――戦国時代の日本人は、日本人にもこんなところがあっ

たのか、と感じさせてくれますね。

和田　　日本ってこんな島国なのに、剽悍（ひょうかん）

な人間たちがすごくいたんだなと思います。それが

日本人の本来の姿だったのかなあとも感じます。そ

の感じは僕にとって新鮮でした。

――今回、『村上海賊の娘』は100万部以上売れて、本屋大

賞と吉川英治文学新人賞を取られましたが、それぞれ

どんなお気持ちだったのですか。

和田　　本屋大賞は読者目線で選んでいるというか、読者

の延長線上にあるという感じがする賞なので、いい

賞だなと思いました。

　　　　老舗の文学賞は、取ってみて分かったのですが、

格別な感じの出来事でした。選考委員の先生にお会

いする機会があったのですが、小さいころから知っ

ている名立たる作家がいて、僕の小説を読んでくれ

ていて、旧知の人間のように話してくださったので

感動しました。

――早稲田大学を卒業後、テレビ番組の制作会社に入られ

ましたが、新聞記者になられたり、これまで、紆余曲

折があって、いまがあるのですね。

和田　　ずっとつながってはいるんですけれど、形は徐々

に変わってきました。でも自分がやりたいことへの

“思い”はずっとありました。

（聞き手／高校27回卒・相川浩之、落合惠子）

和田竜（わだ・りょう）氏

1969年大阪生まれ、広島育ち。都立富
士高校卒（1988年）、早稲田大学政治
経済学部卒。2007年『のぼうの城』
で小説家デビュー、同書は累計200万
部（単行本と文庫）を超えるベストセ
ラーとなり、2012年映画公開された
（脚本も担当）。著書に『忍びの国』『小
太郎の左腕』『戦国時代の余談のよだ
ん。』があり、『村上海賊の娘』は小説第
４作となる。

法曹界、文学界で活躍！
大野恒太郎さん、和田竜さんに聞く

2014年４月、「2014年本屋大賞」に、高校40回卒の脚本家・小説家、和田竜さんが著した『村上海賊の娘』
が選ばれた。和田さんは、「第35回吉川英治文学新人賞」も受賞した。７月には、高校22回卒の大野恒
太郎さんが検察のトップである検事総長に就任した。検事総長室には世界の山々の写真が飾られており、
家族や趣味を大事にする大野さんの姿勢が表れていた。活躍する２人の卒業生にインタビューした。
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　2014年５月10日、高校９回の卒業生であり、幟旗（の

ぼりばた）の収集家・研究者の北村勝史（よしちか）氏を

お招きし、第３回若竹会同窓生講演会を東京・杉並の高円

寺地域区民センター「セシオン杉並」の展示室で開催した。

朝９時から約３時間かけて、北村さんご自身の手でコレク

ション30余点が会場の壁やパネルに展示され、タイトルの

「江戸期の幟旗の魅力―端午の節句に因んで―」にふさわし

い雰囲気ができあがった。

　北村氏は、1938年静岡県生まれ。小学生の時、骨董を愛

したお父様から言われた言葉「お前には骨董のセンスがあ

る」が、忘れられないという。そのお父様が亡くなられた

あと、小学校５年生の北村少年はお母様とお兄様と３人で

東京・中野で暮らし始め、中野第三中学校を経て、都立富

士高等学校へ進学。当時の富士高は女子が200名に対し男

子が100名。優秀な女子が多く、圧倒的に女性上位。進学

のための勉強漬けの３年間だったが、大学に入学し、それ

ぞれの進路が決まった頃、高校の仲間との楽しい交流が再

開したということだ。「清らかで、純粋な時代」として今も

大切に心にしまわれているという。

　立教大学経済学部を卒業された北村さんは、日本IBMに

入社。最後の職場の人事部ではリストラを推進したが、ご

自身も早期退職の道を選び、第２の人生を歩き始めた。55

歳のときのことだ。

　IBMで身に付けた経営計画策定の方法を生かし、75歳ま

での自分の人生をプランニング。30代から少しずつ始めて

いた骨董品、中でも幟旗の収集に本格的に取り組むことに

し、家賃や人件費がかからない露天商という仕事を選ぶ。

神社の境内などで見かける露天商。サラリーマンから露天

商へという転身は大胆だ。

　それから20年。北村さんは「目標として掲げたことは、

すべて実現できた」と語る。質の高い幟旗コレクションが

できあがり、国内外の美術館で発表することができた。本

も出版し、大学では講師として教鞭をとる。

　北村さんご自身の生い立ちとコレクションの成り立ちに

ついてのお話のあと、幟旗の歴史や鑑賞方法、端午の節句

のいわれなども短い時間の中でたっぷりと聴かせていただ

いた。今回は92人の出席者のうち、約３分の１が北村さん

の同期の方々。講演会終了後には北村さんを囲む温かい交

流の輪ができていた。

	 （高校27回卒・落合惠子）

北村勝史さんが、貴重な幟旗を展示・解説

講師から誘われて

ホームページ、
　フェイスブック

友人に誘われて

会報「若竹」

前回参加して

講演会をどのようにして知りましたか？
（単位：人）
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　中高一貫校になった新しい「富士」を知りたい、という

ＯＢ／ＯＧの声にこたえ、若竹会は2014年の富士祭初日で

ある９月13日、富士祭のイベントや展示を見学する「富士

祭ツアー」を開催した。落合惠子副会長が参加者11人を先

導、管弦学部のアンサンブルコンサート、茶道部のお茶会

を楽しんだ後、剣道場での「リズム薙刀」、体育館での男

子バスケ部の招待試合、美術部の展示、１年生の八ヶ岳自

然探究教室の発表を見学した。ツアー開始前には、上野勝

敏校長から中高一貫校になった富士高校の現状を伺い、ツ

アー終了後も上野校長と懇談した。

　富士祭ツアーに合わせ、在校生と先生の富士祭プログラ

ムには、須知正度・若竹会会長のメッセージカードを挟み

込み、今回のツアーについて事前告知した。若竹会につい

て説明するパンフも作成、受付や休憩室として利用した「教

材室」で配布した。

　ツアーは上野校長をはじめ、先生方や在校生の全面的な

協力を得て実現した。

　参加者は富士高校12回卒６人、27回卒２人、８回卒、

18回卒、23回卒各１人の計11人。朝９時半に校長室に集

合した。上野校長は、富士高校が中高一貫校になったこと

の基本的な部分から説明された。

　「なぜ、富士高校が中高一貫校になったかといえば、６年

間かけて伝統ある学校で教育することがプラスになるとい

う考え方であると聞いています」

　印象的だったのは、上野校長が「富士の生徒は愛校心が

高い」と指摘したこと。「子供たちは富士が大好きだと言う

んです。卒業の時はどの高校でも泣いたりするのですが、

中学１、２年、あるいは高校から入ったばかりの生徒が『大

好き』というのはほかの高校ではあまりないと感じました。

これが伝統なのでしょうか」。

　若竹会の各期の代表（理事）が集まり、若竹会の予算や

今後の活動などについて議論、決定する2014年の若竹会理

事会が６月28日、富士高校附属中学校の教室で開かれた。

役員、理事ら30人が参加。新役員の承認、会務報告、予算、

決算の承認の後、学校創立100周年の記念イベントなどに

ついて活発な意見交換を行った。

　今後の若竹会に望むこととして年配の理事らから、「中高

一貫校になってからのイメージが湧かない。学校の情報が

ほしい」という意見があった。現在の富士高、附属中学校

については会報若竹や、若竹会ホームページで校長インタ

ビューも行い、情報提供しているが、「母校がいまどんな

学校になっているのか」という関心がとても強いことがわ

かった（これを受ける形で、若竹会役員会で「富士祭ツアー」

の開催を決めた）。

　学校創立100周年のイベントに関しては「世代間交流が

活発になるような集まりを考えたい」「学校に記念として残

るようなものを寄付できないか」「記念イベントの実行部隊

の若返りを図るべきだ」などの意見が出た。

富士祭ツアー開催、卒業生 11人が参加

2014 年の理事会で活発な意見交換
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先生方のご異動先生方のご異動 （敬称略）

編
集
部
か
ら

加　藤　順　子 国　語 新宿高校へ
古　宮　里　枝 国　語 大森高校（全日制）へ
土　方　　　明 数　学 退職
山　口　　　毅 理　科 杉並区立高井戸中へ
後　藤　洋　士 理　科 教育庁指導部へ
川　上　健　一 保健体育 農産高校（全日制）へ
鈴　木　理　恵 英　語 三田高校へ
宮　越　聖　子 音　楽 野津田高校へ

離任（2015年３月） 着任（2015年４月）
本　間　武　志 国　語 日本橋高校から
橋　爪　仁　志 国　語 府中西高校から
佐　田　千　尋 数　学 武蔵高校から
鈴　木　　　晃 理　科 美原高校から
降　屋　　　翔 理　科 町田高校（定時制）から
田　島　直　樹 保健体育 稲城市立第六中から
今　井　美　里 保健体育 初任者
小野澤　信　一 英　語 蒲田高校から
橋　場　友　彦 音　楽 練馬区立石神井南中から

■「若竹」第42号は、2014年４月に都立富士高校、附属中学校に着任された上野勝敏校長にインタビューしました。
上野校長は若竹会を富士高校、附属中学校の「応援団」「ファンクラブ」とたとえられ、コミュニケーションを活
発にしてくださいました。その結果、中学２年生の「進路探求」の授業に協力する機会を設けてくださったほか、
富士祭を卒業生が見学し、中高一貫となった「富士」の新しい姿についてご説明を伺う機会も設けてくださいました。
そうした学校側との交流をリポートしました。
■この号のリポートの多くは、若竹会ホームページで速報、詳報を掲載しています（http://www.fuji-daigo-wakatakekai.
org/）。会報も、ホームページの取材を担当した落合惠子、相川浩之（ともに高校27回卒）が担当いたしました。
若竹会の１年間の活動を大きく見るには会報「若竹」が便利ですが、「もう少し詳しくインタビューを読みたい」
という方は、ホームページもご覧ください。
■会長挨拶や理事アンケートでも取り上げましたが、若竹会は理事の方々と密なコミュニケーションができる態勢
を作りたいと思っています。理事不在では、「会員相互の親睦を図り」、「母校の発展に寄与する」ことも十分には
できません。2020年の創立100周年に向けて、各期のネットワークを強化したいと思います。ご協力ください。

■理事アンケートを実施、課題明らかに
　若竹会は2014年の理事会の案内を出すのに合わせ、「若竹
会理事に関するアンケート調査」を実施した。若竹会の理事は、
各期の代表者であり、理事の集まりである「理事会」は、毎
年１回開催され、会務の報告、役員の改選その他重要事項に
関する決議をすることになっている。理事は通常、高校卒業
時に決めるが、その後、いろいろな事情で、役割を果たせな
い理事もいるようだ。理事会を欠席する理事も多くなってい
る。そこで理事に対する実態調査を実施した（回答者は57人）。
　理事会への出席は「（ほぼ）毎回出席している」が35.1%、
「たまに出席している」が31.6%、「出席したことがない」が
19.3%。「たまに」も含めると６割以上は出席しているが、こ
れはあくまで「回答者」に限っての割合だ。出欠の連絡があっ
たのは73人で、59人からは返事がなかった。宛先が不明の理
事が14人いた。
　理事が同期会の世話人だと、理事以外の各期の若竹会会員
と若竹会との連絡もとりやすくなるが、「同期といつでも連絡
がとれる態勢か」を聞いたところ、「同期会の世話役をしてい
る」が44.6%、「同期会はあるが、世話役は別人」が22.3%、「同
期会はなく、連絡は取りにくい」が21.4%だった。

　理事の仕事を続けられるかという質問に対しては、「続けら
れる」が39.3%、「理事を増やすなどすれば続けられる」が7.1%、
「続けるのは難しい」が26.8%だった。
　そもそも「理事の仕事の中身」について、59.6%が「聞い
たことがない」と答えており、「理事は何をすればいいか」を
きちんと説明するところから始める必要がありそうだ。また、
現時点では、理事会に出席することが、理事から若竹会に意
見を言う数少ない場となっているが、IT（情報技術）を利用
した「忙しくても連絡がとれるネットワーク」の構築も課題
だろう。

　同窓会（若竹会）の活動にご賛同され、ご寄付をいた
だける方は、次の口座にご送金をお願いいたします。い
ただいたお金は、会の目的に沿って大切に使わせていた
だきます。
ゆうちょ銀行振替口座　００１００－６－６８２９２　
東京都立富士高等学校若竹会

寄
付
金若竹だより若竹だより

理 事 会 へ の 出 席

おくやみ
　新井左千夫先生　倫理社会　2014年１月21日
　竹内　庸雄先生　数　　学　2014年11月24日
　心からご冥福をお祈りいたします。


