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■開 催 日 時	 2016年7月16日（土）午後2時〜 5時
■会　　　場	 都立富士高校音楽室
■参加予定者	 	富士高校の卒業生で創立100周年事業に関心のある方ならどなたでも。ただし、会場の関係で、一定数

を超えた場合は参加申し込みを締め切る予定です。
■問い合わせ・申し込み：
	 	事前に参加申し込みをしたうえで、お越しください。お問い合わせ、参加申し込みは、次のアドレスま

でメールでお願いいたします。info@fuji-daigo-wakatakekai.org
	 （お問い合わせには、100周年事業検討委員会事務局の榊原、落合、相川がお答えします）

創立100周年をみんなで考えるワークショップ　　　　　　　　　　　　

“1年生理事”を招き、新理事歓迎会

2020年の「創立100周年」を
考える検討委員会発足

　若竹会は、5月16日（土）、若竹会に加わった新
しい「理事」らを歓迎する会を、皇居の和田倉門
近くにある和田倉噴水公園レストランで開催した。
　歓迎会に参加したのは、2015年春の卒業生（67
回卒）のとりまとめ役である理事4人とクラス委
員3人の計7人。67回卒の場合、理事を選ぶ際に
まず14人のクラス委員を選出し、そこから4人の
理事を選ぶという形にして、理事の欠員が生じて
もすぐに補える体制をとっている。自己紹介で、
彼らは、自分の言葉で、屈託なく将来の夢を語っ
たり、富士高校で結ばれた仲間を大切に思う気持
ちを披露してくれたりした。
　若竹会側は、役員会、事務局のメンバー 9人が
参加。新理事を緊張させないように、という須知
会長の配慮で、硬い話は一切なしで、同じ高校の
先輩と後輩として、楽しく語り合った。

　2020年に都立富士高校は創立100周年を迎える。若竹会は、100周年
をどのように迎え、どんな事業を行うかを検討する「若竹会・母校創立
100周年事業検討委員会」を発足させた。委員会は須知正度若竹会会長、
上野勝敏都立富士高校・附属中学校統括校長（若竹会名誉会長）のほか、
須知会長が委嘱した以下の委員で構成する。
　上瀧守さん（22回卒）、反中章子さん（23回卒）、増山秀人さん（同）、
安倍宏行さん（26回卒）、小久保隆さん（同）、飯島章博さん（31回卒）、
神津伸子さん（同）、芳根聡さん	（同）。
　2015年は２回、会合を開き、100周年のコンセプトや記念事業、事業
推進のためのヒト、モノ、カネなどについて議論した。（関連記事2〜 4
ページ）
　委員会では、「創立100周年をどう祝うか、次の100年に向けて同窓会
はどうあるべきかなどについては、幅広く卒業生の意見を聞くのがいい
のではないか」との意見が大勢を占めた。そこで、各年代の卒業生が参
加するワークショップを開催することになった。各年代、特に若い世代
の皆様に、ぜひ、参加していただきたい。
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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、一言述べさせていただきます。
　若竹会は、今年、2016年3月の卒業生（68回生）を新会
員としてお迎えしました。彼らの大半は、2010（平成22）
年4月から始まった中高一貫教育、中学と高校それぞれを3
年間、計6年間を富士校で過ごした若人です。言わば、彼
らは新生富士校一期生です。
　68回生は、高校時代に「探究未来学」という貴重な経験
を積んできています。これは、自分たちで課題を見つけて
グループで課題を解決する情報収集や検討を行い、大学院
生や先生の指導を受けながら論文発表につなげるというも
のです。授業の一つとして、単位が認定され評価も受ける
仕組みです。彼らの経験は、必ず将来に役立つ非常に重要
なものであると思います。
　私は、以前、この場で「富士高では、授業や部活動、生
徒会活動を通じて、自由とはいっても自己責任の自由であ
り、自分に関係する物事を自分の問題として自分で考える
ことが大切なのだということを学んだ」と述べたことがあ
ります。このような考え方に「探究未来学」は、極めて近
いこともあり、若竹会としても応援していきたいと考えて
います。
　最近、秋に行われる富士祭で、同窓会として「今の富士
校」を知っていただく「富士祭ツアー」と称するイベント

を行っています。これに限らず、会員の皆様には「今の富
士校」を機会あるごとに訪れ、知っていただきたいと存じ
ます。
　ところで、我が同期生18回生は、本年、富士高卒業50周
年を迎えました。同期会の開催準備を行っているところで
す。同期会では、仲間と「富士高時代」を大いに語り合お
うと思っています。
　同窓の皆様も、こうした周年の同期会やクラス会、還
暦や古希などの歳を寿ぐ同期会やクラス会、クラブ活動の
OB・OG会などを実施されていると存じます。言うまでもあ
りませんが、是非そのような機会に富士高時代を思い出し
て語り合い、同窓会として今後の富士校にどのような支援
が望ましいかを語り合っていただきたいと思います。そし
て、それらを若竹会にお寄せいただきたいと思っています。
　ご承知のとおり、富士高は、4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
業の準備を鋭意進めております。当然、富士校とも緊密な
連携を取って進めておりますが、周年記念事業をその時だ
けの一過性のものに終わらせるのではなく、将来に向けた
「母校」支援の始まりにしたいと考えております。
　これに関しても、会員の皆様からのご意見をお寄せいた
だきたいと存じます。
　会員の皆様の絶大なご協力をお願いいたします。

　創立100周年事業検討委員会は、2015年4月25日に第１
回の会合を開き、校長室で、意見交換した。
　まず、上野校長が、「100周年の記念行事は、学校の体育
館等で執り行おうと考えております。若竹会の皆様からご
推薦いただいた方に記念講演をしていただけるといいので
すが。また、100周年の記念誌を作りたいと思います。学
校側が作成する記念誌と、若竹会が編集する記念誌を分冊
で作って１つにできれば、一番わかりやすくていいと思い
ます」と、記念式典と記念誌のイメージについて語ってく
れた。
　増山委員は「第五高女があって富士というつながりを考
えるならば、第五の校歌を管弦楽で演奏してほしいです。
NHKの『花は咲く』のようなイメージで、第五の方にも参

加していただいて、第五の校歌と富士の校歌をつなぐよう
な形で歌えたらと思います」と富士高校の前身である第五
高女とのつながりを重視する企画を提案した。
　飯島委員は「祝賀会とか記念行事は堅苦しい感じがしま
す。学校で各年代１教室くらいを借りて、“大人の文化祭”
が1日くらい開けないか」と多くの会員が参加しやすい新
しいイベントの必要性を強調した。神津委員は「自分の富
士高時代を振り返ると、スポーツ、部活動との関わりが深
かったので、そういう自分の思い入れがあったものを軸に
すれば、卒業後、何年たっても行ってみたいと思うのでは
ないでしょうか」と述べた。
　安倍委員は「100周年というのはすごいことなので、な
るべくたくさんの方が出席できるようなものにしたいで
す。先日、中学２年生に講演をさせていただきましたが、
非常にレベルが高く、新しいフェーズに入っているという
感じがしました。OB・OGは富士がいま、こうなっている
ということをご存知ない方がほとんどなので、“新しい富士”
をみんなが感じられるようにもしたいなと思います」と中
高一貫校になってからの富士をアピールする場にすること
を提案。

若竹会会長　須知　正度

100周年記念事業に向けて

100周年事業検討委員会、第1回会合で、
記念事業のイメージなどを議論

100周年事業検討委員会
第
一
回
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　上瀧委員長は「子供たちのスポーツ、学業、文化的活動
などを奨励するような基金が作れないか」と学校に対する
支援の必要性を語った。
　小久保委員は、「イベントをどう作るか、というのをイ
メージするために、イベントの目的を明確にしたい。例え
ば、中高一貫校となった富士をもっとみんなに知って
もらうということなのか、古い人と新しい人との交流
ができていないから、それをうまく進めるのが大事な
のかといったように、もう少し、目的を絞ったほうが
いいのではないでしょうか」と100周年事業の目的を
明確にすることにまず注力すべきであるとした。
　須知会長は「いまの高校生って、私にとっては、孫
の世代。だから孫へのバトンタッチということもあ
る。私が会長になってから、同窓生講演会をやったり、
安倍さんに中学生にお話をしていただいたりしまし
たが、そういうことをやることによって、僕は気づい
てくれると思っています。富士の人たちって、同じ
DNAを持っていますから。そういうことが恒常的に
できるようなスタートの年にできないかなと思いま
す」と述べた。

　委員会では次の100年も富士高校、付属中学校が発展し、
卒業生の交流の輪がさらに広がるような活動ができるよう
に、会員を広く集めたワークショップを2016年に開き、コ
ンセプトや具体的な中身について議論をすることで意見が
一致した。

　富士の校長上野です。引き続き今年度も富士でお世話に
なることになりました。どうぞよろしくお願い致します。
同窓会の皆様にはいつも本校に絶大なご支援を頂戴してい
ます。この場をお借りして衷心より御礼申し上げます。有
難うございます。
　特に、昨年は100周年事業検討委員会を立ち上げて頂き、
2020年富士の100周年に向けて幸先の良いスタートを切る
ことにお力添えを頂きました。このことで教職員一同が勇
気を得ることができました。
　また、学校では皆様が創り上げた栄えある富士の伝統を
引き継ぐ生徒達に国際社会のリーダーとして活躍できるよ
う様々な場面で高い資質が身に付く教育活動を展開してい
ます。言わば、生徒は日々の授業を通して「自分探しの旅」
をしている状況です。
　そんな生徒にとっても、本校が約100年の時の重みを有
している学校であることは大きな支えとなっており、生徒
は自信とプライドを持つことができています。本当に有難
いことだと思います。
　さて、折しも今年は「自分探し」の先駆者であった夏目
漱石の没後100年にあたる記念の年でもあります。漱石は
1914年に学習院大学で講演をした「私の個人主義」のなか
で、『個人主義』『自己本位』という言葉について持論を展
開しています。

　最終的に『個人主義』という言葉を、「他の存在を尊敬す
ると同時に自分の存在を尊敬する」という定義をして言説
をまとめています。
　漱石は困難な時代状況の中で、100年経っても色あせな
い普遍性のある他者を包含する個人主義を説いていたこと
が分かり、改めてその偉大さに感動しています。
　そんな100年にまつわる様々な話題を、もしも同窓生の
皆様と一緒に語り合う機会があるとすれば、多くの皆様も
生徒達が漱石のようにいつの時代にも通じる普遍性のある
思考を保持してほしいと願われることと思います。
　どうぞご安心下さい。
　生徒達を見ていると、新たな時代の課題にも怯まず、人
間として生きる上での重要な真理を見出した漱石のような
人材が、この富士の仲間の中から輩出されることになると
確信が持てます。私は富士の100周年をそんな楽しみな気
持ちで迎えることができることに大きな幸せを感じます。
本当に有難いことです。
　最後になりますが、今年も同窓会の皆様と一緒になって
富士を創造していく1年としたいと思います。
　次の100年を俯瞰する2020年の100周年に向けて、引き
続きご支援を賜りたいと思います。何卒よろしくお願い致
します。

校　長　上野　勝敏

次の100年を俯瞰する
　　　　　　100周年にしましょう
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　「若竹会・母校創立100周年事業検討委員会」の
第2回会合が9月26日午後、都立富士高校校長室で
開かれた。
　第2回は、①100周年事業のコンセプト、②人を
どう集めるか、③お金をどう集めるか−を中心
に議論した。
　コンセプトについては、前回の議論を踏まえ、
「『100周年ってなんだろう』『富士高生ってなんだ
ろう』といったことはワークショップ形式で、広
く卒業生に議論してもらい、キャッチフレーズな
ども、広く意見を聴いた上で決める。コンセプト
は一つに限らず、『これとこれとこれは考えていか
なければならない』といった感じで、いろいろな
考えを出していく」ことを確認したうえで、委員
会でも意見交換した。
　小久保委員は「私は富士高を卒業して音楽を生
業にしています。これは稀なケースだと思います
が、１年下の27回卒に、山岸笙子さんというミュー
ジシャンがいることを、数年前まで全然知らなかっ
た。それがとてもショックでした。富士高という
同じインフラの中で、自分がやっていることと近
いことをしている人がいれば、何かコラボレーショ
ンができるかもしれない。しかし、卒業生の情報
を得る方法は、いまはまだ不十分かと思います。
卒業生に関するいろいろなデータベー
スを、より濃い、より意味のある、よ
り価値のあるものにできたら、僕が
ショックを受けるようなことはなくな
るのだと思います」と語った。
　増山委員も「何かをするときに顔が
浮かんで話ができるというのは財産だ
と思います。それをもう少し具体化で
きたら第五、富士の資産は大きく役立
つのではないでしょうか。そういう意
味で『第五、富士をつなぐ、紡ぐ』と
いうのが私のテーマです」と述べた。
　神津委員も「富士高校が輩出した
人々が財産だと思っているので、縦が
つながっていないのならば『キャリア

でつなぐ』というのは、若い人たちにとっても、
貴重なコンセプトのひとつになってくるのではな
いかなと思います」と語り、卒業生のキャリア情
報などをつながりにつなげることに対して、賛意
を評する委員が多かった。
　学校側事務局の岩越司さん（29回卒）は「卒業
生をつないでいるのは先生だと思います。ゆるや
かな集合体の中で求心力があるのは比較的長くい
らっしゃり、一生懸命やられた先生です。先生を
どういうイベントの中で、あるいは記念誌の中で
生かしていけばいいかということも考える必要が
あるのではないでしょうか」と述べた。
　「人やお金をどう集めるか」については、その前
提として、⑴若竹会を理解してもらう広報活動を
進めることが重要⑵同窓生の交流を活発にする事
業計画を作る一方で、どんな分野で学校を応援で
きるかを明らかにする必要がある―などの点で
一致した。また、議論の過程で、少子化により会
員数が減り、会費も減っている若竹会の現状や、
そもそも若竹会への関心が薄い層もいることなど
が明らかにされた。それらは「若竹会」の重要課
題でもあることから、100周年事業の検討と並行し
て、若竹会の役員会が中心となって取り組んでい
く方向性が了解された。

第2回100周年事業検討委員会、コンセプト、人、資金集めなどを議論

100周年事業検討委員会
第
二
回
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　2015年度の若竹会理事会が、6月27日、富士
高校の書道室で開かれた。代理含む理事32人、役
員・事務局10人、先生方４人の計46人が参加した。
決算、予算や新役員の承認といった通常の手続き
案件だけでなく、会計、名簿、創立100周年、理
事ネットワークの整備など、多くの懸案について
役員会から説明があり、各理事と活発な意見交換
があった。
　冒頭、須知正度会長が挨拶。「本日は、卒業さ
れたばかりの67回、そして65回、64回の理事も
出席してくれた。そのほかにも、多数の理事が出
席してくれたが、連絡がなかなかとれない理事も
いる。若竹会の役員と理事、理事と会員を結ぶネッ
トワークが若竹会の活動には不可欠で、	そうし
た、いわばインフラを構築する作業を地道にやっ
ていきたい」と語った。
　議事ではまず、役員の交代があった。副会長の
落合惠子さん（高校27回卒）が幹事（会報若竹及
びホームページ編集、役員会事務局担当）となり、
後任に上瀧守さん（高校22回卒）が就任。会計監
査の秋元公彦さん（高校24回卒）が退任し、後任
に田端洋子さん（高校22回卒）が就いた。
　会計報告では、須知会長が、「新会員会費だけ
では毎年の収入を賄えないが、当面、不足分は若

竹会協力基金会計で賄う。新年度から若竹会入会
金を引き上げるとの先生方の提案もあったが、そ
れ以外に、卒業生全体から徴収、寄付を募るなど、
様々な選択肢があり、今後、記念事業の寄付の検
討と合わせ、100周年事業検討委員会で議論し、
次の理事会に諮る」と説明した。
　名簿管理に関しては、名簿管理や会報「若竹」
の発行・発送を委託しているサラトの岡部克巳、
杉田哲也両氏に出席してもらい、説明を聞いた。
　100周年事業については、全理事に、自己紹介
の後、1人1分程度で意見を言ってもらった。
　記念パーティーの演出から、募金活動、100周
年の盛り上げ方まで、様々な意見が出た。

　富士高校の卒業生（27回卒）で、東京女子医
科大学消化器外科主任教授の山本雅一さんが、５
月、都立富士高校附属中学校の２年生120人に対
して、「一外科医からのメッセージ」と題して、
外科医になるまでの思いや、影響を受けた人、仕
事や人生に取り組む姿勢などを語った。「目標を
持ち、強く念ずれば、思いはかなう」という力強
いメッセージを後輩たちに伝えてくれた。
　山本さんは、東京女子医科大学消化器外科で、
難易度の高い肝臓、膵

すいぞう

臓の手術を専門にしており、
この分野で高度な技能を持つ専門医を育てる「高
度技能医制度」の推進者でもある。
　山本さんの講演は、中学２年生の進路探究の授
業である「キャリアセミナーⅡ」として行われた。

　山本さんは、様々な人とのつながりの中で、成
長し、行く道を決めてきたことを思い出として
語った。子供たちの視点や気持ちに近いところで、
語りかけるように話を進める山本さん。医師への
関心が高まったと見計らったところで、一つの提
案をした。
　「さて、どうだろう。手術を見てみたい人？」
　大多数の子供たちから手が挙がった。
　「いまから、肝臓を切る手術を見せますが、肝
臓を切る手術というのは、それなりのトレーニン
グを経た人じゃないとできないんです。まず患者
さんを一生懸命みる努力をする人じゃないとでき
ない。そのうえで、自分自身がどんな外科医にな
るかを強く思わないといけないのです。これって
大事なことで、別のことでも言えると思う。最初
にまず、みなさんが、《医者になりたい》と思っ
たら、強く思い続けないと医者になれない」。　
　「どうだった？感想は？」
　「リアル」「想像以上」「迫力ある」「ノーコメント」
「医療ドラマの比じゃない」
　子供たちと心が一つになったところで山本さん
はもう一つ、メッセージを贈った。　
　「《困難なことに挑戦する》のが重要だと思いま
す。自分にとって困難なことって、いっぱいある
と思うんだけれど、そこから逃げる人生ではだめ
だと思います。逃げたらあかんで、ということです」。
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　富士高校で美術教師として19年間（1967−1986年）教
べんをとられた、佐藤美智子先生の代表作を一堂に展示し
た展覧会「佐藤美智子50年展」が、JR川崎駅東口の「アー
トガーデンかわさき」で、2015年12月16日から27日まで
開催された。富士高校の卒業生有志が発起人となり、都立
富士高校の卒業生のほか、先生が豊島区立駒込中学校、都
立千歳丘高校に在籍されたときの教え子たちにも呼びかけ
て、実現した。若竹会も後援した。会期中、のべ881人の
来場者を集め、大きな感動を与えてくれた展覧会だった。
　展覧会の準備は、すべて教え子に任せ、12月16日午後、
会場に佐藤先生がお見えになった。その笑顔が忘れられな
い（写真左上）。
　展示会場は大きく3つに区切られ、大型作品を中心に77
点が展示された。入って左手から進むと、まず、安井賞候
補にもなったデビュー作『末人の海A』（1961年）など、
教え子たちの知らない初期の力強い作品並ぶ（写真左下）。
そのあと、富士高校の美術室でも見かけた懐かしい絵画が
続く（写真右上）。地図や仏像の絵が多面体と組み合わされ
た不思議な構成の絵画だ。
　中央のスペースには、フランスにおける日本年・招聘展
に1997年に海を渡った、仏教画が展示された。画面の大き
さは、前半のものの半分くらいだが、渋い色合いを湛えな
がら、深く歴史が刻みこまれた石や岩の表面を絵筆が撫で
ていく、立体感あふれる作品群が並んだ。
　最後に右手の広いスペースには、1997年以降の60代か
ら70代の充実期を感じさせる作品が展示され、椅子に座っ
て長い間見入っている人も多かった（写真右下）。
　「教え子が開いた展覧会であることに感銘を受けました」

「先生の制作姿勢や人生そのものとも言える作品に深く感動
しました」−。来場者からは温かい感想が多数寄せ
られた。
　「佐藤美智子50年展」は、私たち教え子が、改めて佐藤
美智子先生を知る機会でもあった。会場に身を置いている
と、先生が年月をかけて紡ぎだしてこられた、静かな「平
和への祈り・願い」が感じられた。先生のもとへと戻るこ
とで、高校時代の自分をそこに見出し、さらなる教えをい
ただくこともできた。
　世界各地、ときには辺境の地を巡り題材を求め、油彩画
として「太平洋展」や個展で発表されてこられた。2015年
1月の49回個展までは、毎年先生ご自身の手で企画された
が、海外での取材が続けられないとわかったとき、「50回
目はもうできない」と漏らされた。先生の諦めの言葉を聞
いた教え子たちが、自分たちが発起人となって開催するこ
とを決めた。2015年5月のことである。リーダー役を長昌
浩さん（31回卒）が引き受けた。橋本真理子さん（39回卒）は、
これまでの先生の個展開催の進め方などを把握している貴
重な存在だった。ここに、矢野史子さん（31回卒）が加わ
り、いつまでに何をすべきかを明確にする工程管理を担当。
佐藤清親さん（25回卒）は、専門家としての技術や経験を
駆使して、「作品集」と会場の構成に力を発揮された。
　小田急線・鶴川駅から徒歩10分ほどの佐藤先生のご自宅
へ頻繁に通い、都心での打ち合わせや会合も持った。発起
人同士で交わしたメールは1500通以上。佐藤先生との心の
交流を支えに、教え子たちが信じられないほどの集中力を
発揮し、精力的に動いた半年であった。

（27回卒・落合惠子）
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――�先生は2015年１月、49回目の個展を東京・有楽町の「ギャラリー
日比谷」で開かれました。節目となる50回目も2016年早々に、
ギャラリー日比谷で開かれるのかと思っていました。

佐藤　	　50回目の個展の取材地としてブータンを考えていました
が、「要介護状態で、ブータンの高地で過ごすのは、身体に
負担がかかり、危険。家族の同行がなければ、ツアーに参
加するのは難しい」と、ずっと利用していた旅行会社に言
われました。2013年に脚立から落ち、骨折してから脚に血
が通わず、首も痛い。このあたりが限界と思いました。

　　　	　新作を発表する個展は諦めていたのですが、教え子たち
が、大きな作品を展示する展覧会を企画してくれることに
なり、お任せしました。

――�1998年3月１日から20日まで、「フランスにおける日本年」の
一つとしてフランスで開催された「サトウミチコ展」は、ど
んな経緯で招聘があったのですか。

佐藤　	　1997年から1999年にかけて「フランスにおける日本年」
と「日本におけるフランス年」として、両国において多く
の記念行事が行われ、国宝級美術品1点ずつを相手国で公開
することも決まりました。日本からは百済観音、フランス
からはウジェーヌ・ドラクロワの代表作『民衆を導く自由
の女神』が選ばれました。法隆寺の御仏は門外不出だった
のですが、そんな経緯で百済観音がフランスのルーブル美
術館で公開されたところ、連日、長蛇の列ができました。
仏像の人気にフランス人が驚き、仏像を描く現代作家はい
ないかということになって、私に話が来たのです。

――�先生は世界各国を回り、その地の民族、宗教、文化に関心を持っ
て絵を描かれてきたわけですが、30代は、主に、仏像を描か
れていたのですね。

佐藤　	　東洋には仏像や仏跡がたくさんあるので、日本軍が侵攻
したような国は全部回ろうと思い、回りました。各民族の
宗教に関心がありました。

――�特に、仏像に関心を持たれたのはなぜですか？
佐藤　	　信仰の対象として彫ったものでしょう。形となってあら

われた思想や信仰を見てみたかった。
――�デビュー作は、49回展でも展示された「末人の海」。「ツァラトゥ

ストラ」の中で、ニーチェが「何の目的もなく、人生を放浪し、
生をむさぼるだけの人間」とした「末人」がテーマ。抽象画
ですか。

佐藤　	　抽象画ではありません。具象的に「末人の海」を描いて
います。でも、明治、大正生まれの太平洋美術展の先生方
はあの絵を見て驚いたらしいです。筆で描いている絵では
なく、岩石みたいな絵の具を貼り付けていたので。男性が
描いた絵と思ったらしいです。

　　　	　セメント会社や石材会社を調べて、いろいろな石を使い
ました。物理や化学の先生方に、これをキャンバスに貼り

付けるのにはどう
いうものを使えば
いいかを聞きまし
た。

――�先生は、学生時代か
ら美術の教師を目指
していたのですか。

佐藤　	　社会科の先生に
もなりたくて免許
は持っていました。
美術関係は工芸、
彫刻、絵画など、いろいろな分野を学び免許をとりました。

――�絵はどこで学ばれたのですか。
佐藤　	　父は変電所に勤めていたのですが、日曜になると日本画

を描いていました。特に絵を教わったことはありませんが、
小学生のときに描いた遠足のときの絵は校長室に飾られま
した。

　　　	　私は長女で兄が５人いました。下は弟がいてその下に妹
が２人。一番上の兄も絵描きになるつもりでいたのですが、
父に反対されて軍人になりました。その兄は私が絵を描い
ているからと、私が30歳になるまで、毎月、3,000円を送っ
てくれました。3,000円というのは当時の国立大学の半年分
の学費に相当する額でした。

――�美術で表現を磨くためには、技法だけでなく、物事に対する
幅広い関心も必要ですね。美術の授業をどう考えられていま
したか。

佐藤　	　学問のなかでも芸術が一番難しいと思います。「隙間」だ
らけだから。まだまだ研究、探検の余地がある。生徒には
生まれて初めてというような経験をさせました。「表現技法」
というのがあったでしょう？筆で描くだけじゃなくて、い
ろいろな技法を試してもらった。「ピーナッツの殻に絵の具
をつけて転がすとこうなるんだよ、先生」なんて得意げに
見せにくる生徒もいました。

――�先生は、なぜ、世界中を見て歩いているのですか。
佐藤　	　世界中を見ないと多様性がわからないからです。多様性

に一番関心があります。本ではなく、現物を見なくてはと
いう気持ちがあります。「砂漠は暑い」というのは体験しな
くては。私は虚弱児だったし、いまも薬が手放せないのだ
けれど、現地に行って、体験したいと思うのです。

――�何カ国ぐらいを回られたのですか。
佐藤　	　私の記憶が正しければ180を超える国・地域を回りました。

オリンピックの入場行進を見て、まだ、行ってない国はな
いか、探しました（笑）。

――�今回は一区切りで、集大成展の開催になりましたが、描く点
数は減っても、これからも、新作をぜひ描き続けてください。

佐藤美智子（さとう・みちこ）略歴
1935年11月25日、滝野川区（現・
北区）昭和町で生まれる。44年
福島県に学童疎開、58年まで過
ごす。58年福島大学学芸学部美
術専攻課程卒業。58〜 67年豊島
区立駒込中学、67〜 86年都立富
士高校、86〜 96年都立千歳丘高
校で美術教師を務めた。

　都立富士高校などで38年間、美術教師を務めながら、世界各地の史跡や辺境の地を精
力的に取材し、民族固有の伝統、文化、祈りのかたちを描き続けてきた佐藤美智子先生。
佐藤先生がどんな気持ちで絵に取り組み、個展の回数を重ねてきたかをじっくり伺った。
（インタビューは2015年７月７日に実施。聞き手は、27回卒／相川浩之、落合惠子）

佐藤美智子先生インタビュー

「世界をすべて見たかった」
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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

海　發　真　一 副校長 田園調布高校校長へ
平　田　誠　一 副校長 総合工科高校校長へ
森　田　祐　子 国　語 定年退職
市　川　光　子 国　語 定年退職
喜代田　智　子 国　語 両国高校へ
古　屋　明　子 国　語 井草高校へ
近　藤　明　夫 地歴公民 戸山高校へ
藤　原　善　郎 数　学 駒場高校へ
小　林　直　樹 数　学 都立学校教育部指導主事へ
桒　原　信一郎 保健体育 三田高校へ
木　下　孝　子 英　語 西高校へ
川　崎　典　子 英　語 退職
田　中　未　緒 養　護 日本教育会館へ

離任（2016年３月） 着任（2016年４月）
須　永　修　爾 副校長 国際高校から
川　端　由美子 副校長 調布南高校から
今　福　　　航 国　語 総合工科高校から
木　嶋　千　恵 国　語 向丘高校から
阿　部　惣　志 国　語 第四商業高校から
山　本　卓　之 地歴公民 町田総合高校から
堀　　　孝　浩 数　学 練馬区開進第一中学から
幸　田　英　希 数　学 初任者
篠　田　元　樹 理　科 浅草高校から
千　葉　祐　二 英　語 荒川工業高校から
中　川　由　希 英　語 日本橋高校から
樋　口　真　美 養　護 豊多摩高校から

■「若竹」第43号の編集は、27回卒の相川浩之と落合惠子が担当しました。この号のリポートの詳細は、若竹会ホー
ムページに掲載しています（http://www.fuji-daigo-wakatakekai.org/）ので、そちらもご覧ください。
■2020年に、富士高校が前身の第五高女の創立から数えて100周年を迎えるのを前に、どんな事業を実施するかを
検討する委員会を立ちあげました。そこでの議論は、記念イベントにとどまらず、これを機に、次の100年を展望
できるような活動をしようという話に発展。そのなかには「若竹会」そのものの改革も視野に入っています。卒業
生相互の交流を活発にするための情報インフラを整備するとともに、母校支援をしっかりしていくための財政基盤
を固めることが急務です。（相川浩之）
■若竹会理事会で活発に発言される第五高女の先輩方の姿がとても印象的でしたが、最近はご高齢のために、参加
される方がとても少なくなりました。第五高女の先輩方が、私たちに、しっかりと引き継いでくださった伝統のバ
トンが「若竹会」なのかもしれません。このバトンを、次の世代へとしっかりとつないでいくことが一番の恩返し
ではないか。そんなことを考えながら「100周年」の準備を進めています。（落合惠子）

■生徒たちのキャリアや
学業支援にご協力を！

　『週刊ダイヤモンド』2015年８月22日号に「息子・娘を入
れたい学校2015」という特集があり、その中の「新学校選び
ランキング2015」で都立富士が８位にランクインした（写真
参照）。全国480の中高一貫校のなかでのランク付けだ。
　生徒が課題を見つけてグループワークを行い、担当教諭ら
の指導を仰ぎつつ論文発表につなげる「探究未来学」などが
評価された結果だが、よく見ると「キャリア教育力」の項目で、
若竹会が寄与していることがわかる。
　卒業生の集まりから成る、会則で定めた後援会組織がある
／後援会組織のホームページやSNSがある／社会人になった
卒業生を招く学校主催のイベントが毎年１回以上ある−な
どの項目が得点になり上位に食い込むことができたのだ。
　偏差値や合格実績だけではない、新しい尺度として「キャ
リア教育力」と「英語教育力」などで学校をランク付けした
この企画で富士が評価された。
　卒業生の皆様には、今後も、ぜひ、富士のキャリア教育や
探究未来学などに協力していただきたい。
　卒業生による支援の場は、この４月からさらに広がる。富
士高校・附属中学校が都立では唯一の「理数アカデミー」に
指定されたのだ。そしてその一環として、富士高校・附属中

学校で授業のある年間18回の土曜日に「土曜講座」を開く計
画が進んでいる。この講座には外部有識者が招かれることに
なっているが、「その一部をお願いしたい」と若竹会が上野校
長に依頼されている。
　「この講座では必ずしも理数系に限らず、広くキャリアに役
立つお話をしていただきたい」（上野校長）とのことなので、
こうした講座の講師にふさわしい卒業生の情報があれば、若
竹会事務局（info@fuji-daigo-wakatakekai.org）までお寄せい
ただきたい。

　同窓会（若竹会）の活動にご賛同され、ご寄付いた
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
の

お
願
い若竹だより若竹だより

おくやみ　　福島克己　先生　数学　２月28日逝去
　　　　　　心からご冥福をお祈りいたします。


