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同窓会報  同窓会報  同窓会報  

総会・パーティのお知らせ 

日時： ６月８日（日） 13:00～16:00 

              12:30 受け付け 
 場所： 吉祥寺 ホテル東急イン 

 tel.0422-47-0109 

 会費： 一般会員 5,000 円 

     学生会員 3,000 円 
     新入会員 1,000 円 
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.その他 
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三鷹高校同窓会は、この３月新たに３２５名の５２期生を迎え、総勢17,000

の組織になりました。同窓会総会の開催時期は、一昨年の５０周年記念総会よ

、６月第2日曜と改めてまいりましたが、本年も６月８日(日)に吉祥寺駅南口

分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

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。 
きに亘る経済の低迷状態に加え、イラ

争や北朝鮮問題、SARS の流行など、
な話題ばかりが気になるこの頃ですが、

会会員の皆様にはご健勝のこととお慶

し上げます。 
は 5 月となり、今年も恒

三鷹高校同窓会総会の季

参りました。本年も別掲

おり学校を離れた会場に

催いたします。皆様ご存

とおり、都立高校をとり

状況は急激に変化してお

我が三鷹高校もその例外

ありません。同窓会総会

くの現・旧職員の方々も

を予定されており、なつ

い話や最近の話題でひと

を過ごすのはいかがで 

しょうか。お友達やご家族をお誘い合わせ

の上、奮ってご参加ください。 

同窓会事務局には専従係員がいない関係で

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きる活動を

続けて行く所存ですので、今後ともご支援

を心よりお願い申し上げます。 

会は６月８日開催 ①公立を複線化し、６年間を見通して高校

受験の影響を受けることなく、ゆとりあ

る安定的な学校生活を送れるように教育

の質的充実を図り、都民の要望に応える。 
②計画的、継続的な学習指導を重視し、生

徒の進学希望を満たし、豊かな社会性を

備えた人材を育成する。 
等が柱になっています。一部にエリートの
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日頃より会員の皆様には 
何かと本校にご支援をいただいていること

中高一貫教育校
に向けて 

今年度同窓
年の同窓会総会にご出席予定

桑原 知幸先生   

安食 恒昭先生   

蛭田 容之先生   

今年は、旧教職員の方々への

のご回答をいただけておりま

例年 15～20名の先生のご出
毎年寄せられますのでご友人

窓会総会への 

   お誘い 

会長 石崎 方俊（10A
窓会の新年度にあたり、一言

拶させていただきます。卒業

42年余り、同窓会と共に過
て来ました感じです。現在で

000名となり、十分な活動も思
た感が否めませんが、クラス

催するにあたり少しでもお役

実を一番手に考えており、今

て三鷹高校同窓会が飛翔する

きたいと思います。 
窓生の皆様もいろいろと忙し

思います。以前は目の前の生

手をつける日々の明け暮れで

ており、悠悠自適な生活の中

的でした。しかし、その後バ

入ってきました。自分の進

Y 文化となり、ひとつひとつ
になりました。一生一度の人

かけください。今までの自分

ひとつの糧にしていただきた

て、母校三鷹高校も、中学・

京都より指定され、ますます
養成ではないかと指摘される部分もありま

すが、これまでの本校の実績が認められ、

将来も一層発展が期待されている、と受け

とめております。 
 2年後の平成 17年度から都教育委員会の
もとで基本計画検討委員会が設置され、学

校像の具現化に向けてカリキュラムや入学

選抜方法、設置形態、校舎の改築など開設

の骨格が検討され、人的・財政的な支援が

行われる予定です。このため校内でもその

準備のために教職員による検討委員会を設

けて協議を積み重ねることとしました。当

に感謝と御礼を申し上げます。 
さて、都立高校のこの５年ほどの変化は

目を見張るものがあり、本校も例外ではあ

りません。今春の入学選抜から学区が取り

払われ、応募状況が読みにくいなか、本校

は昨年より若干増加し、杉並や世田谷区、

八王子市等の生徒も多く合格して、確かに

広範囲になりました。また、三鷹高校は昨

年都立高校改革がらみで、小石川、両国、

武蔵等旧学区のいわゆるトップ高校と並ん

で都立中高一貫校（合計９校）に移行する

ことが決定いたしました。既に石崎同窓会
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然様々な課題をクリアしなければならず、

三鷹の校名や本校の 55年にわたる伝統、特
色も生かしていきたいところですし、中学

生のクラスは少なく、高校の部分を多くし、

高校入試によって途中入学を可能とする併

設型なども考えられます。 
 いずれにしても移行にあたっては、広く

同窓会の皆様のご意見、ご理解を得ながら、

教職員協力して検討しつつ推進していきた

いと考えておりますので、今後ともよろし

くお願い申し上げます。 

会長にその経緯はお伝えさせていただいて

おりますがこの会報紙上をお借りしまして

お知らせいたします。具体的には平成 22年
に開校し、本校の敷地に全都からの中学生

の応募を期して、24学級規模の中高一貫六
年制の学校が設置されます。南多摩や冨士

高校と並び遅い発足になるのですが、現在

の定時制はその前に杉並地区昼夜間定時制

高校（新設）に吸収されることになってい

ます。 
 都教育委員会では、設立の狙いとして、

校門で満開となっている桜（外池校長先生提供）

会へ出席予定の先生方 
方は次の皆様です（5月 5日時点）。 
口 雍先生   ○島根 岱助先生   
黒 哲三先生  ○加藤 忠雄先生  
下 鸞平先生   
が遅れた関係で、会報発行時点で２割程度しか出欠 
出席先生の一覧が掲載できず申し訳ありませんが、 
ただいております。教え子の出席を期待する声が 
いあわせの上、ご出席ください。 
母校だより 山之内敏浩先生
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 
宮野淑子 (英語)   12 年 
榎本方雄 (社会)嘱託  4 年 

②異動された方、本校在職期間と異動先 
 小野二正 (数学)    7 年 都立新宿山吹高校 

  嶋崎存  (数学)    5 年 都立光丘高校 
  勝田由佳子(理科)    4 年 都立農業高校 
  高瀬和也 (理科)    4 年 都立芦花高校 
小林眞  (体育)   12 年 都立南平高校 

  冨永一哉 (体育)    12 年 都立石神井高校 
  植田茂樹 (英語)    1 年 八王子市立横川中学
  野村一江 (英語)    7 年 都立保谷高校 
  真上浩泰 (庶務係長)  3 年 都立高尾自然科学博
 橋本順一 (庶務主任)  3 年 世田谷区松原小学校
③着任された教職員、前任校 
渡辺嬢  (数学)      都立稲城高校 
佐藤泰考 (数学)      新規採用 

  坂倉京子 (理科)      都立羽村高校 
  和光宏倫 (理科)      都立荻窪高校 
  野々垣正史(体育)      都立池袋商業高校 
  三井洋  (体育)      都立葛西工業高校 
黒萩美登利(英語)      都立中野工業高校 

柳由美子 (英語)      都立羽村高校 
中田靖子 (社会)嘱託    都立西高校 
橋村郁美 (経理係長)    都立国立高校 
加藤いずみ(経理担当係長)  都立府中西高校 
川上康行 (主事)      都立南多摩高校 
下澤早苗 (事務嘱託)    都立松が谷高校 
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返り、今後の人

ます。 
一環教育校とし

展の途を進んで

行くものと思われます。今年から都立高校受験の学区制も廃

止され、現在では自由にどこの学校でも受験が可能となりま

した。三鷹高校でも一昨年より学校運営協議会を開いており

ます。構成は現職の校長先生、教頭先生、事務局長、関係の

教職員、地域の小・中学校の校長先生、自治会長、PTA会長、
学識経験者、同窓会長等、各方面でご活躍の方々であり、こ

の協議会の中で、今後の三鷹高校の進み方、いろいろな課外

活動のあり方等、特色ある三鷹高校づくりに有意義な意見を

交換しております。最近の三鷹高校は在校生の活躍がすばら

しく、全国大会に出場する回数も年ごとに増えているようで

す。勉強と部活動を両立して活躍する姿は大変頼もしい限り

です。同窓会でも全国大会に出場するごとに、できる限りの

援助をしてゆきたく思います。 
 このような母校の発展の様子などを直にお聞きいただきた

く思います。総会には校長先生を始め、現職員の方々も出席

されますので、同窓生のみなさまも大いに出席し、母校の様

子に耳を傾けていただきたく存じます。今後とも皆様の暖か

いご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

今年度の学校行事日程
球技大会   ５月 1日（水）～２日（木） 

合唱祭    ６月18日（水） 

体育祭    ９月 9日（火） 

鷹高祭    ９月20日（土）～21日（日） 

卒業式    ３月12日（金） 
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