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第8号発行によせて

D r e am To g e t h e r

がんばろう神戸

昨年の第5回総会は私事で欠席し、皆様には大変御迷惑をおかけ致しました。申し訳ありません。

ORIX Blue Wa v eに出向して5ケ月、プロ野球もシrズンに入り超多忙の毎日です。チーム、イチ

ローの出足は今一つの感はありますが、昨年のことを思えば、上出来では。

Dr e am To g e t h e r．．は96年度のBlue Wa veのキャッチプレLズです。会員の皆様

もぜひ一隻ゲ：フーンスタジアム神戸へお越しください。

9弓15日芦長崎南高関西同窓会第6回総会では美酒を飲みたいと思っております。

7回生　間渕　豊（関西同窓会　副会長）

●

気長に活動を

3歳の息子は未だに「おしゃぶり」をしています。親としては大いに気にいりません。様々な作戦を実行し、

成功しつつありました。しかし、彼にとってはそれが抗しがたいストレスとなり、相当なプレッシャーとなって

います。親になって5年。もっと気を長く持たねばと反省しています。

関西同窓会の活動も5年以上の歳月を経過しました。いろんな考えを持つもの同士の集まりです。ただし、

窓生であるという強い共通の基盤をもっています。気長に活動を探化させてゆきたいと思います。よろしく。

14回生　金尾　義男（関西同窓会　副会長）

間渕Sよりのおわび：指定席チケット、選手のサイン、グッズの無償提供はできません。あしからず。



久しぶりの母校と恩師を訪ねて

佐藤智典（14回生　東京工業大学生命工学部助教授）

京都大学工学部に助手として勤めていた頃に、関西

支部の同窓会に参加させていただきました。残念なが

ら短期間で京都大学を離れ東京工業大学に転任した

ため、関東同窓会に席を移すことになりました。今回、

関西支部の同窓会誌に投稿する機会を得まして大変

うれしく思います。

もう1年以上も前になりますが、平成6年10月に

母校長崎南高を訪問する機会がありました。卒業後1

●咋ぶりの母校は大変懐かしく、時を越えて昔にもど
ったような錯覚を覚えました。1年生の時に学んだD

棟と隣接する武道場は立派な建物に変わっていたも

のの、先生方や生徒の活気は昔感じたものと変わって

いないような気がしました。この訪問は、高校生に理

系のおもしろさについての講演を行ってこいという

大学からの要請による公務出張でした。校長の中田秀

夫先生と進学指導の田川祐治先生のご協力により、国

立理系を希望する40名程度の生徒を前に話をさせ

ていただきました。文部省は最近の受験者数から理系

離れを危惧しており、理系中心の東京工業大学は理科

系のおもしろさを知ってもらうための活動として高

校生に直接話を聞いてもらうために、大学の教官が卒

もした高校を訪問するという活動を始めました。宇宙

飛行士の毛利さんがテレビや講演会で生物進化や地

球環境のことを訴えてくれる方が多くの一般の人の

関心を引くことができるかもしれません。大学進学を

目の前にした高校生にとって大学の教官から話を聞

くことも価値があると思っているのですが、我々のこ

のような活動も継続しないと効果が現れないとおも

います。

その時の講演会のあと、生徒たちから多くの質問が

寄せられたのですが、自分のやりたい研究分野にはど

の大学のどの学科がよいかという質問が最も多く寄

せられました。私個人としては、大学の名前ではなく、

教育・研究を行う教官や、そこで行われている研究の

内容にもとずいて進路を決めてほしいと望んでいる

のですが、今のところ、そのための大学からの情報は

非常に少ないようです。自分が大学に進学するときも

大学での教育や研究といったものを知る機会はあり

ませんでした。そのようなものを欲していなかったの

ではなく、情報がなかったことと受験勉強に忙しくて

情報を集める余裕がなかったというのが実状であっ

た。今でもたぶん状況は変わっていないようです。大

学の情報を高校生が必要としていないのではなく、手

軽に情報を入手できないということが今でも続いて

いるようである。予備校では、大学に関する様々な情

報を集めているようですが、まだ一般的とはいえませ

ん。大学の偏差値とは関係なく活発な研究を行ってい

るところに進学するためには、そのような情報公開が

重要な鍵を握っていると思われます。インターネット

など情報化は急速に加速されていることを考えると、

大学側も情報公開を真剣に考えていく必要があると

思われます。企業にしても同じで、会社での研究や事

業を公開してどのような能力を持った学生を求人し

たいのかを明確にしてもいいのではないかと思いま

す。特に理科系では教授が仲介した就職活動がほとん

どで、どのような職種に就くのかさえ学生自身が知ら

ないで就職してしまっているのが現状である。これで

満足できているのならばそれでいいのですが、問題が

出てくることもしばしば見られています。

長崎南高への出張の折りに諌早高校の訪問も行っ

た。ここには私が2年生と3年生のときに担任をして

もらった中村格先生が校長先生で居られることもあ

って講演をさせていただいた。中村先生は高校のとき

に比べてスマートになられていたが、懐かしい昔話や

高校と大学の関係のあり方などいろいろと話をして

いただいて大変有意義であった。

考えてみれば、高校の時の恩師や友人というのは大

きな財産である。14回生の一瀬浩郎先生（長崎大学

第2外科）は私のよき共同研究者である。私の研究分
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野である生命理工学は医学との境界領域でもある。工　　の近いよきライバルである。昨年長崎南から私のいる

学を専門とする私の能力のおよばないところを医学　　生命理工学部に合格者がでた。今後、サイェンスの分

の分野から強くサポートしてもらっている。同じく1　　野で大活躍する同窓生がでてくることを期待してい

4回生の石川雄一先生（大分大学助教授）は専門分野　　ます。

☆☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆☆☆　☆　☆　☆☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆　☆

長崎雑感

岩永　和弘　（13回生　三和銀行）

長崎を離れて16年。年1回のペースで長崎へ帰っ

ていますが、以下雑感を述べて参りたいとおもいます。

1・最近の長崎に感ずること

（D夏の暑さ

帰省がほとんど夏であるためか、異様に暑く感じ

る。それも年々暑くなっているように感じるのは私

だけか。

②風景の変化

水害の影響もあり、河川関係を中心に凌諜工事を

やったのだろうが、少年時代に慣れ親しんだ風景が

所々なくなっているのは非常に寂しい限り。都会と

比べれば海はきれいな方だと思うが、昔の青々とし

た茂木・北浦の景色の記憶と現在の帝離に残念な気

持ちを持つ。

2．長崎料理について

①長崎料理とは？

私が長崎出身ときくと「“しっぼく”か？」とい

う質問が多かったが、その度に「長崎料理は“ちゃ

んぽん”“皿うどん”である」と答えている。（私

が長崎にいたころ、「これが卓袖だ」といって卓祇

料理を食べた記憶は全くなく、専らちゃんぽん党で

あった。大衆に慣れ親しまれている“ちゃんぽん”

“皿うどん”こそ長崎を代表する名物料理であると私

は信じて疑わない）

②ちゃんぽんについて　　　　　　曾

仕事を通じて東京・大阪・名古屋を経験している

が、うまいちゃんぽんを食わせてくれる中華料理店

は皆無。仕方なくリンガーハットによく行っている。

リンガーハットのちゃんぽんは旨いと思うが、東京

と長崎の味が相当違う（東京は薄味）と思う。

3・長崎に期待すること

長崎は暑いといえども良い故郷。観光地として有

名であるが、果たしてそれだけで良いのだろうか。

過去の歴史・財産にあぐらをかかず、長崎がどうある

べきか・いかにあろうとするのかを官民一体となって

考える時期にきているのではなかろうか。今後の長崎

の発展を期待する一員として提言させていただきま

す。　　　　　　　　　　　瞥

1996年度　活動予定

4月　　いしだたみ発送

5月　凧あげ大会（県人会主催）

6月　学年幹事会　いしだたみ編集会議

7月　　いしだたみ発送、総会準備会合

8月　暑気払いビアパーティー　総会準備会合

9月15日　関西同窓会第6回総会　午後4時より

キャッスルホテル

10月　　　総会反省会　ゴルフコンペ

11月　　　学年幹事会　いしだたみ編集会議

12月　　　忘年会、いしだたみ発送

97年1月　新年会
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同窓生マップ

草野　賢一S（2回生）全日本身障者ビームライフル射撃選手権大会で優勝

昨年11月に開催された大会で見事日本一になられました。おめでとうございます。母校の長崎南高新聞はも

とより、関東同窓会の会報、全国紙、長崎県の県政だより等に大きくとりあげられています。草野Sは29歳の

時に医者より進行性筋ジストロフィー症と宣告されたが、車椅子に極力頼らない生活をされてきたとのことです。

ビームライフルは光線で標的を撃つ競技で、草野Sは大会の8ケ月前に初めてビームライフルを手にされ、優

勝の栄誉に輝かれました。各紙のインタビュ】で、幾多の困難をのり越えられたのは長崎南高の校訓「気晩と情

熱」のおかげと言われています。「気塊と情熱」が病気の進行を遅らせてくれているかのようだと。

草野Sは、現在日本筋ジストロフィー協会長崎県支部長をされています。今後の目標は身障者が自立できる場

（施設）を作りたいとのことです。1997年には大阪で「ふれ愛ピック大阪（第33回全国身体障害者スポ…

ツ大会）」が開催されます。草野Sが長崎県勢を引き連れて、大活躍されるのを心待ちにしています。草野Sの

●、 後のますますのご健闘を期待しております。

母校では

「ゆとりの館」と「興志館」が昨年末に完成。前者は、生徒たちが自由に活用できるスペースで、北村西望作

「喜ぶ少女」（平成7年度卒業記念）が掛けられており、テレビ、ビデオも備わっています。後者は、学校に関

する貴重な資料の展示、保管する場所です。今後、同窓生の方も大いに利用してくださいとのことです。

門下嘉文S（2年生）「電柱」平成8年度全国高等学校総合文化祭県代表、平成7年度長崎県高等学校総合

文化祭美術展優秀賞受賞

周辺のビルの中にあった一本のカッコイイ電柱とコードを沈みかけの西日の中で捉え描いたもの。当時1年生

で高校美術展の最高の成績を獲得。

各地の同窓会

関東同窓会　5月19日（土）午後2時半より

艦 kunp oにて総会開催。

約130名参加。

昨年来阪された中田先生

が出席されました。

2回生前原Sはご夫婦で参加。

前原S、5回生中村S（峰）が

今年の関西同窓会総会へ出席予定

とのこと。
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最近の活動より

1．会員の歓送迎会

2月15日午後7時より西天満の安兵衛にて1回

生の中村宣彦Sの送別会、1回生の八尋重義Sの関西

帰還歓迎会、4回生の吉岡みね子Sの新講座開講祝い

もろもろを兼ねての会合がもたれました。

中村Sは急な損害保険業務発生のため出席できず、

送別会は出来ませんでした。東京でのご活躍をお祈り

いたします。八尋Sは4年振りに関西に戻ってこられ

ました。生命保険会社における業務改革の部署に着任

されました。長崎南高関西同窓会設立の時、多大の御

尽力をいただきました。再び同窓会活動に御協力をお

願いいたします。吉岡Sは天理大学にタイ関係の講座

が新設され、非常勤講師として講義を担当されること

になりました。県立広島女子大の非常勤講師もそのま

ま続けられるるので、ダブルインカムがあるというこ

とになります。40歳代後半でで新就職先を捜すのは

難しいご時勢なのに、まさしく快挙といえましょう。

4月の第1回目の講義は、御本人のタイ訪問スケジュ

ールと重なり休講となるとのことです。

今回の肴はクエで刺身と鍋で食しました。まさに美

味で、普通はなかなか食する機会の少ない肴とのこと

です。松本Sが懇意の板前さんに頼んでいただいたの

で、ごちそうにありつけました。

尚、出席者は中山S（1回生）、八尋S（1）、桑

原S（2）、鹿谷S（2）、高石S（2）高橋S（2）、

松本S（2）、吉岡S（4）、間渕S（6）、深村S

（松本法律事務所で長崎南高関西同窓会のお手伝い

をしていただいています）、山尾（5）の11名。

2．電子メール勉強会等

3月8日（金）午後7時よりいしだたみの検討会と

電子メールの勉強会を行いました。

出席者は、吉村S（2）、松本S（2）、池谷S（5）、

大石S（7）、岩永S（13）、山尾（5）の6名。

13回生のNEW FACEが参加されました。岩

永和弘Sです。三和銀行に勤務されており、7回生の

大石Sが食堂であった時、同じ大学卒業とは聞いてい

たので、住んでいたとこはどこと聞くと愛宕山とのこ

と。すると高校は南高しかない。やはり南高とのこと。

東京勤務より関西勤務となられたとのこと。

＜いしだたみについて＞

いしだたみに写真を入れることとなりました。費用

的には若干アップしますが、文章ばかりよりはるかに

見やすく、親しみやすいものになると思います。会費

は新年度早々より振込のお願いすることとしました0台

＜電子メールについて＞

電子メールを概念的に分かるにはちとつらかった

かもしれません。交信した電子メールを持参したので

すが、実際にやってみないと実感として掴みにくいも

のかもしれません。次回はNIFTYをやってみたい

と思います。本来はこのあたりまでゆく予定でしたが、

2回生の吉村Sが魔法の白濁の液体を持ってこられ

たため、道のりがやや長くなってしまいました。一杯

かたむけながら勉強するのもおつなもんです。

内容的には単なる技術論ばかりでなく、ハッカーの

問題、本人識別の問題、クラッシュの問題、法律の問

題等多岐にわたりました。参加された方の身近でその

様な問題があった。、新聞等で騒がれていることの首肯

象が非常に大きかったものと思います。

上記の問題はあるものの、ビジネスでは電子メール

は当たり前になります。生産性の向上にも効きます。

自営業、個人商店といった単位でも有力な武器になり

ます。ワープロさえ使う力されあれば、後は機器とソ

フトの問題だけです。1年前に比べると機器は格段に

安くなっていますので、思い切って導入した方が勝ち

です。次回、初めて参加されても復習しながら進みま

すので、興味のある方は参加してみてください。ニフ

ティでメールのやりとりを行います。



凧あげ

5月19日（日）に長崎県人会主催の凧あげ大会に参加。長崎の小川はた店より小川さんが指導のため来阪。

晴れで風もあり、絶好の凧日和。南高関係者は5人の参加で内2組の家族参札小川Sによると南高の凧は数年

前に作成したので、骨が硬くなってきて、よい凧になってきているとのこと。でもバランスの悪い凧をあげるの

は高等技術が必要です。でも御安心ください。よくあがる凧に変更しましたので。

子供さんのおられる家庭ではよい家庭サービスになったことと思います。会場はカモミールのような花が一面

に咲いており、花で遊ぶ人がいたり、連れてきたキャパリアやゴールデンリトリバーと遊んでやったりと人様々

でした。来年もこの時期にありますので、子供さんのおられる方は一緒に参加してみてください。



＃＃　CD無料放出コーナー　＃＃

下記のセコハンCDを無料でさし上げます。葉書に住

所、氏名、何回生、希望CD番号、同窓会への一言を

必ず添えて同窓会事務局あて投函してください。

①深紫伝説／王様

95年の日本のロックシーンを一人の男（王様）が

駆け抜けた。DeepPurple＝深紫の曲を日本語の直訳

で歌いまくるという寸法。直訳で歌うとは、例えば

Foxy Lady＝いかす女をそのまま「狐の女」と歌う

ことである。笑っちゃいます。ストレス解消に。

②転石伝説／王様

そう、Romng Stonesのパロディ版。これまた痛

快。おぬしやるのう。ロック演奏の腕もなかなかじゃ。

王様のコスチュームもイカス。

③旅荘カリフォルニア／掟破り軍団

70年代ロックのメロディで当時の日本フォーク

を歌う。井上陽水の「夢のなかへ」がロックと合体。

女王様（女性で王様と同じことをする人）の御用達。

④Us and Then．Symphonic Pink Floyd

Pink Floydの名曲をオーケストラでチャレンジ。

メロディラインがはっきりしないのが残念。ストリン

グスはキレイですのでクラシック好きの人に。

⑤DAVID GルHOUR／David GHmour

Pink Floydのギタリストのソロアルバム。もう

一つのPFの世界を垣間見る。サンタナぼりの鳴きの

テクニックも聞きもの。1978年作品の再版もの。

⑥ABOUT FACE／David Gjlrnour

1984年作品。ラップを聞きなれた耳には新鮮。

⑥Picks on the Beatles／Chet Atokins

カントリーギターの大御所がBeatles　の曲を演奏。

こういうのもアリです。全曲インスツルメンタル。カ

ラオケする？

⑦ビートルズ・セレプレイション／チック・コリア他

ジャズメンによる夢のビートルズソング集。聞きな

れた曲ばかりで思わずスイングしてしまいます。

⑧New Noon Doughter／Cassandora VHllson

95年スウィングジャーナル選定ゴールドディスク

受賞。自分の曲とニールヤング、U2等の曲を取り上

げる。彼女の想いが込められているのでしょう‥

⑨見果てぬ夢／Kiss of Life

ロンドンの男女デュオのジャジーな曲。

⑩FaHingin you／CeHne Dion

ラフマニノフのピアノコンチェルトを題材にして

エリック　カルメンが作った曲An by myseげ

（1975）を聞きたくて。でも1曲目出だしのピンクフ

ロイトぼりの風の音処理もイケル。マライア　キヤ■ト

ー並の声の持主のようです。そもそも最近の日米の映

画等のテーマソングが数曲ありウレセンのアルバム。

⑪展覧会の絵／Emerson Lake　＆　Palmer

ムソルグスキーの展覧会の絵のロック組曲。エマー

ノンがナイフをキーボードに突き刺して演奏する姿

が目に浮かびます。

⑫へ●ッ「タイムアげ／David NattheYS Orchestra

同名の映画のサウンドトラック版。

⑬KENHY G／Kenny G

ドライブの友に。クリントン君ごひいき。

⑭HoJd rne Thrill ne Kiss ne／GIoria Estefan

自分に影響を与えた曲を歌う。

⑮時は流れても／Kenny RogerS
■l

1960年代より活躍するカントリー／／ポップ系

のシンガー。ウイリー・ネルソンに集中するため放出。

⑯愛のまなざし／Kenny RogerS

⑰ソーストロング／Kenny Roger＄

⑱lf onlyny heart had a voice／Kenny Rogers

⑲one（汗閃r VOice／Peter Ceteral

某大物グループに在籍、今はオジサンしています。

⑳On the beach／Chris Rea

枯れた声の持ち主。これまたドライブの友用。聞き

ながら運転すればスピード違反する気にはなれませ

ん。
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21．PRIVATE COLLECTJON／Cliff Richard

往年の英国バラード歌手の1980年代の曲を集めた

もの。最後のMistletoeandWineが佳作。クリスマ

スの時に耳にされたかもしれません。

22．The Alubum／Cliff Richard

1993年のアルバム。I stiu believein youが

なかながの出来。女性のフアンが多いのも納得。

23．0rjginaI BroadYVay Cast／Barbra Streisand

プロ¶ウェイミュ¶ジカルの曲免People他

24．The Beginning Period／Barbra Streisand

彼女の初期の曲集。Theshadowofyoursmile他。

■鴫5．Ylestern ShadoYI／CaroIe Laure

カントリー＆ウエスタンの曲をパリで人気の女優

が歌う。Stand by your man他。声が魅力的。

26．Some people’slives／Bette Midler

女優が歌うのだが、過去にグラミー賞を受賞したこ

ともあり、歌唱力あり。日本ではあまり知られていな

い。

27・Popular vocaJ hits／Sarah Vaughn

イェスタディ、ミッシェル、いそしぎ等スタンダー

ドポップスを歌う。もともとジャズ畑の人。バッハの

クラヴィーア曲集からのラヴァーズ　コンチェルト

が有名。

28．Grarnrny’s Greatest Nonents Vor．1

「 グロリアエステイフアン、フィルコリンズ等11

名のグラミー受賞曲集。ベストはバーバラ　ストライ

ザントとニール　ダイアモントの歌うYou d。n，t

bring my nowersか。

29．6ra叩けS Greatest H伽帽ntS VoL4

シーナイーストン、ハーピーハンコツク等。ディ

オンヌ　ワーウイックのⅠ，n never love tbk

Way againが佳曲。

30．aH you can eat／K．D．Lang

カナダのuni s e xの代表になるかもしれませ

ん。なんとも不思議な曲です。レコード店でこの人の

コーナ¶があり、びっくりします。
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31．Wi＄h you YIere here／Pink FIoyd

邦名：あなたがここにいてほしい　このアルバム

がPFのなかで割と好評。1975年の曲。

32・ny abstract heart／Herb AIpert

昔ティフアナブラスでマリアッチの曲で有名でし

た。31・のタイトルと同名の曲があるが異曲です。

33．スピードオブナイト／Bonnie Tyler

CCRの雨をみたかいをハスキーボイスでアップテ

ンポで歌う。パワーに圧倒されそう。

34．SouvenirS／Vince GHl

甘く高い声で歌うカントリー歌手。Reba

Macntiz・e　とのThe heart won’tlieやDoly

PartOnと歌うI w山　alwayslove youが上出来。

後者はDolyのが元歌でホイットニ【ヒューストン

が数年前ヒットさせたものより味がある。イ【グルス

の曲I can’t tell you whyもイケル。

35．ワインより甘いキッス／CeHo Accoustics

優美なチェロで甘いひとときをお過ごしください。

タイトルの曲がベストですが、他の昔のポップス曲も

あさケ



事務局より

年度が変わり、職場では進入社員を、母校では新入生を迎え気持ちも新たに歩み始めたところです。母校南

高では校長先生の交代があり、新校長は亀井守正先生となられました。昨年の関西同窓会に御出席頂いた中田

秀夫前校長先生は活水女子大学へ転出されました。

同窓会会費につきましては、昨年度は会員の皆様の積極的な御支持により前年度比増となりました。今年度

はいしだたみを1号分増やして年間で3号お届けしたいと考えております。新年度早々からとはなりますが、

会費の納入を宜しくお願いいたします。皆様とのコミュニケーションの場として更に努力してゆきたいと思い

ます。同窓会の各種催し、勉強会にお気軽に御出席ください。規模の小さな会合はFAXで連絡しております。

会社、自宅のFAX番号をお知らせください。FAXで都合の悪い方は、事務局までお知らせください。

9月15日の同窓会総会にお招きする先生をまだ決めておりません。ぜひこの先生にきていただきたいとい

う御希望がありましたら事務局までお知らせくださいDまた内容についてもこれから詰めてゆかねばなりまも、

ん。例えば、フォークダンスをしてみたいとか、ディスコをやりたいとか。こちらもよろしく。

この号では氏名の後にSという文字を入れています。日本語で相手の氏名を呼ぶとき○○さん、○○君、○

○先生と呼びますし、英語圏ではMR・、MRS．、MISS、MS等が使われます。会社の中ではさん付け

で統一しているところもあると聞きます。今回使用したSは、さる外資系の合弁会社が使用していたもので、

便利なので使用してみました。特に電子メールを相手に流すとき、○○様、○○氏、○○さんと受け取られま

す。同窓会では○○さん、○○先輩と読めると思います。いかがですか。

イギリスの狂牛病が話題となることが多くなりました。人工的食物連鎖が悪く回転したときの恐ろしさを感

じてのことと思います。現在の人間が加工食品に大きく依存し、一種の恐怖を味わう羽目になってしまいまし

た。魚柄Sという方が「生活リストラ術」「台所のリストラ術」「清貧の食卓」（農文協）で極力加工食品に

頼らない生活方法を書かれています。まったく加工食品に頼らないことは無理かもしれませんが、健康な生活

の渡が食生活であるならば加工食品頼りを見直す必要がありそうです。魚柄Sは一人当り月9000円で食費

を賄っておられるそうです。安価で健康な生活ができればいうことなしですが、やや手間がかかるとのこと。

そのため段駅考えて、微の事を同時にすることで時間を節約されるそうです0ちなみに魚柄Sは男性で｛

東京にて古道具商を営んでおられます。

長崎南高関西同窓会事務局 � 

〒530　大阪市北区西天満3－6－3　　西天満福岡ビル4F � 

松本藤一法律事務所内 � 

TEL　O6－365－6445（代）　FAX　O6－365 �－7081 
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