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▼○○　○○　旧職員
独居8年、朝夕医薬に親しむ毎日ですが、何となく元気にし
ています。
▼○○　○○　旧職員
戦時中は殆ど授業が出来ず、週に何回かは交代で○○造兵
しょうに寝泊りして夜中は空を見上げながら空襲警報の下生
徒の不寝番をした事、学校も工場になり食糧増産をしたこ
と、終戦後は授業がものすごく活気があっておもしろかった
ことなど、到底忘れられません。
▼○○　○○　旧職員
高令に達してしまって、自宅生活が主になっていますが、ま
ずまずの健康生活です。終戦直後のあの頃が懐かしく思い起
こされてきます。皆々様のますますのご多幸をお祈りいたし
ます。
▼○○　○○　旧職員
昭和16年秋、母樹より採種、育苗して復員後奉職記念に植栽
した校長室北側の落羽松も大分大きくなった事と思います。
▼○○　○○　旧聴員
1901 年生まれの私、痛いところはありませんが、腰が曲がり
かかって歩きにくく、転ばぬように用心しています。手押し
車を使うと人並みに歩けますが。姪がよくしてくれますので
有難い日々です。私なりの夢に向かって楽しい日を過ごして
います。
▼○○（○○）○○　旧職員
昭和24年東京女高師卒業、初めて就職したのが○○高校でし
た。在職2年たらずでしたが、今でも忘れられない沢山の思
い出を胸中にあたためております。半世紀経った今、この様
な御連絡を有難うございます。
▼○○　○○　旧職員
○○会の皆さん、御元気ですか。私も元気で、大牟田の○○
会の皆さんと友好を深めています。今度、私の半生記“やぶつ
ばき”を出版しました。○○高時代の思い出も一杯書いていま
す。
▼○○　○○　旧職員
初任の地で一番の思い出多い所です。
▼○○　○○　旧職員
昭和25年～46年まで教職の大半を○高で終らせて頂きまし
た。ランプの時代に生をうけ今パソコン時代、グルメ時代、
第二次世界大戦に夏休みも土・日もなく生徒と共に銃後の汗
を流したのも昔の夢、九十年に近い人生を一生懸命生きて来
ました。
▼○○　○○　旧職員
前略、ごめん下さい。現在は、元気で勤務しております。○○
高同窓会の御発展を祈念しております。草々
▼○○　○○　旧職員
皆様のご健康と益々の成長を期待しております。
▼○○　○○　旧職員
○○県かるた協会の会長にまつりあげられていますが、毎年
7月下句、○○○○寺の御好意で、奥の院を会場に全国大
会（百人一首）を開いております。いろいろな形で御力添えい
ただけるとありがたく思います。
▼○○　○○　旧職員
やがて定年を迎えます。これまで我慢して出来なかったこと
が自由に出来そうで楽しみです。留学生（AFS 生）の世話もラ
イフワークの1つになりそうです。
▼○○　○○　旧職員
老い若き　奇しき緑に結ばれて　今宵あい会う顔の華やぎ
先年、在京○○高会に招かれた時の腰折れ歌です。教師冥利に
尽きる思いでした。みなさんに感謝します。
▼○○　○○　旧職員
定年退職後5年目、広報○○の盲人用録音のボランティ
ア、中国語講座、水墨画学習、市政モニター、TVCM タレン
ト（4年目）で退屈なしの毎日。生涯青春をモットーに一昨年9
月から昨年6月まで中国杭州大学で日本語教師。
▼○○（○○）○○　旧職員
あの○高の体育館で涙を流しながら自分の夢を話した事がと
ても懐かしい。その後、市立、○高と新体操を教え、私の青

春は激しく燃えつきました。そしてその後結婚しなんと、○
高のすぐ裏に住んでいるのです。不思議な気持ちです。
▼○○　○○　旧職員
○○高校を離れて13年経ちました。○○高校時代が、私の教
師生活の中で最も勉強させられた時だったと思います。貴校
の益々の御発展を祈ります。
▼○○　○○　旧職員
臨採講師として1年だけでしたが、○○高校には、いい思い
出がたくさんあります。
▼○○　○○　旧職員
○○高校にS55 年～S63 年まで8年間勤務しましたが、その後
は○○高校（3年）、○○北高校（4年）に勤務し、定年より1
年早く59才で退職、その後○○女子高に勤務し4年目を迎え
ています。
▼○○　○○　旧職員
○○女学院中学・高等学校長5年目になり、○○には時々
帰っています。幼稚園・短大・大学もあり、○○から数名来
ています。何とか元気でいます。
▼○○　○○　旧職員
余暇にテニスをしながら毎日を元気で暮らしています。教え
子が○高で教鞭を取り嬉しく思っています。
▼○○（○○）○○　旧職員
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▼○○　○○　旧職員
昨年11年ぶりに○高にもどってきました。OB でもないのに2
度も○高に勤務できるのは光栄です。
▼○○　○○　○○中（13回）
皆様お久しうございます。大正4年○中入学の○○町の貧乏
百姓の少年は○○の中学まで3年間徒歩で通学しました往復
20里半。お蔭で足は強い。今97才の凡老、杖があればまだ1
km 位はどの会合にも行けます。21世紀を皆元気で過ごしま
しょう。母校の御発展も祈ってやみません。
▼○○　○○　○○中（16回）
目を閉じれば屋上の3本の避雷針を備えた2階建の旧木造校
舎、東側の雨天体操場等眼前に浮かんでくる。大正年間の平
穏な佳き時代の5年間の中学生時代が次々と懐かしく追想さ
れてくる。
▼○○　　○○　○○中（18回）
○高同窓会名簿の御新版発行に着手されましたね。伝えられ
る所によりますと、今回は名簿上の訂正に限らず楽しい内容
のものに編成変えられますとのこと、大いに期待していま
す。御苦労様です。
▼○○　○○　○○中（19回）
趣味はカラオケで、○○文化カラオケ舞踊会を創設、4月29
日○○市民会館に於て15周年記念大会を開催。ボランティア
にて各老人センターを月2、3回慰問する。
▼○○（○○）○○　○○中（19回）
大正15年、86名卒業、その年二十数名余、○○師範の2校に
分かれて入校したのは愉快でした。現在、病弱のためテレビ
に親しんでいます。
▼○○　○○　○○中（20回）
卒業、離郷70年、往時を偲び感無量。恩師・級友すでに逝き
て少なく、吾も亦老いたり。遠くに在りて望郷の想い切々。
遥かに西の空を仰ぎ、母校と校友の発展を祈る。
▼○○　　○○　○○中（20回）
米寿次いで卒寿の年を大和で生さる。自ら愕くは同窓会関西
支部で最高令者なる哉。然し七十余年昔の○中応援歌を高く
放声の気慨丈は！学友前支部長○○君既に亡く残念なり。
▼○○　○○　○○中（20回）
長生きするのもほどほどにしないと皆様に迷惑のみお掛けし
ています。
▼○○　　○○　○○中（20回）
旧制○中を昭和2年卒業して71年が過ぎました。数え年90才
となり午前午后の散歩が日課です。母校の繁栄を祈ります。
▼○○　○○　○○中（21回）
平成10年4月2日、○○市立○○○○にて中学卒業満70周
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年記念・昭三会を開催し、89才最高年齢者以下7名が参会し
本年を以て昭三会を解散する事に決定した。
▼○○　○○　○○中（21回）
昭三会も70周年を迎へ参会者も10名ばかりとなり本年で打ち
切る事になった。淋しい限りだ。真空エネルギー応用の『永久
エンジン』の発明により大量の水を揚げる事が出来、水力発電
が可能となり、然も循環させるので水の無駄もない、燃料不
要、公害栢無（特許申請中）。
▼○○（○○）○○　○○中（21回）
卒業して早70年、本年米寿を迎える。ビルマ戦線で生き残
り、今日ある事が不思議に思える。余生を悔いなき生涯にし
たいものです。
▼○○（○○）○○　○○中（21回）
卒業以来70年、既に一切の職務から離れて居る。
▼○○　○○　○○中（22回）
史跡公園太宰府政庁跡近郊に住んではや30年を過ぎ、今尚散
策できることを幸せに思います。
▼○○　○○　○○中（22回）
思い出
（1）オリンピック・マラソン出場の○○大先輩を記念し、○○
川をさかのぼり帰校のマラソン大会。
（2）○○医大生との○○での合同演習。
（3）○○南飛行場建設。
（4）私共も87才、同級生の多くは、今は御彿の許で仕合わせ
に。
▼○○　○○　○○中（23回）
母校を巣立って68年、長い長い年月です。現存者24名、住所
不明14名、物故者131 名の多きに達します。御活役の○○○○
君が知らせて呉れました。母校の発展を祈ります。
▼○○　○○　○○中（23回）
昭9年、○○海軍工廠就職無線技術者。昭13年から3年、
中南支陸軍に従軍・復員佐廠。昭16年から3年、旅順海軍工
作部。昭19年から1年、海南島。昭22年、○○鉄道局・○○
電気工事局。昭42年国鉄退職。子供は1男1女、孫は2・
2。
▼○○　○○　○○中（23回）
卒業して目下68年目、10年前妻を亡くし、以来長女宅に同居
中。世は正にパソコン・インターネットなど気安く馴める情
報処理社会に様変りし、驚嘆しきり。
▼○○　○○　○○中（23回）
旧制○中23期生の皆さん、住居異動等あった際はご一報下さ
い。
▼○○　○○　○○中（24回）
私は老境に入っています。有意義な人生を過ごそうと努めて
います。
▼○○　○○　○○中（24回）
昭和6年卒業以来67年経過しましたが、学校が今日も健全に
発展しているのを思い感無量で安心しています。
▼○○　○○　○○中（25回）
1932 年、旧○中第25 期卒生、○○在住同期生、月例昼食会
（三水会）。『月々に4人集いて語らへば、今は五勺の酒も生き
がい』
▼○○　○○　○○中（25回）
卒業以来早70年、最近懐かしい親友と語り合い同窓会にも毎
年参加致します。健康であれば100 歳も夢ではないと思いま
す。現在○中25回期生の皆様と共に元気で○高の諸兄の幸福
と発展を祈念致しております。
▼○○　○○　○○中（25回）
昭和59年4月29日勲五等雙光旭日章授与さる。
▼○○　○○　○○中（25回）
名簿作成担当関係者の方、誠にご苦労様です。○高同窓会の
更なるご発展と会員の皆様のご健勝をぺ、からお祈り致しま
す。
▼○○　○○　○○中（25回）
大変お世話様になります。今後共よろしくお願い致します。
諸先生方もどうぞお元気でお過ごしくださいませ。
▼○○　○○　○○中（25回）

○○中を昭和7年卒業以来良くもここまで永生きし、現在は
子供たちはそれぞれ熊本などに出て、家を持ち良く暮らして
います。今は家内と2人で家を守っている状態です。御安心
下さい。
▼○○　○○　○○中（26回）
卒葉して65年過ぎ、在学中の○○先生と一緒に走ったことな
ど思い出すことが少なく、共に学びし友も少なくなりまし
た。
▼○○　○○　○○中（26回）
はや82才となりました。スッカリ老化しましたが、日本国内
と世界各国を元気な中に巡歴して幸甚でした。現在も東京と
関東地区の会合には必ず出席しています。
▼○○（○○）○○　○○中（26回）
卒業して台湾軍として召集を受け、支那事変で海南島、福川
に転戦、引き続き大東亜戦争でフィリピン・ジャバ島に敵前
上陸、苦い思い出ばかり。戦后は歴史に興味を持ち船山古
墳、トンカラリン等考古学が楽しい。
▼○○（○○）○○　○○中（26回）
教職を終わり、趣味の史跡めぐりを楽しみ、今八十路の板を
登りつつ健康一途を願っています。何か打ち込むものを持つ
ことがその秘訣では・・・母校の発展を祈ります。
▼○○　○○　○○中（26回）
御連絡多謝。老令ながらまだ元気です。
▼○○　○○　○○中（26回）
関西○○高校同窓会には当初より欠席なく出席させて頂いて
います。同期の桜も数少なく時折○○中学同窓会の為郷里に
出掛けることもあります。古郷は佳きかなです。
▼○○　○○　○○中（26回）
平成10年、第二歌集「夢にはあらず」刊行。
▼○○　○○　○○中（26回）
卒業して早65年、戦前・戦中・戦後をよくも生き抜いて来た
もの。現在の世界状況、日本の政治の状態をいろいろ考える
と感無量。やっぱり中学時代が一番懐かしい思い出だ。
▼○○　○○　○○中（26回）
想い出は一杯ある。成績の悪いのが悪い人生を送るとは限ら
ない。戦争に敗けなかったら上だった筈。○中注意点王とし
て席次は尻から3番以内をKeep し、但しDouble のは絶対いや
だったので8年で放免され、それからは外地鉄道で特別、
甲、瓦斯兵として入営、引揚者400 名中最右よく戦隊長から褒
状を戴いて会社勤めも停年退職。現在、病妻の看病に専念
中、拙宅頑健で毎日3合を呑む。
▼○○　○○　○○中（27回）
卒業して64年、東京に同期生は1人も居りません。○○○○
君、御苦労さん！
▼○○　○○　○○中（28回）
体調をくずしながら傘寿を迎えました。よく生きたと自分で
感心しています。しみじみ体力の衰えを感じます。余生を大
切にしたいと思っています。
▼○○　○○　○○中（28回）
旧制○中28回卒業の皆さん、いつまでもお元気でご健康をお
祈りします。現在私は囲碁と漢字検定に特訓中です。
▼○○　○○　○○中（28回）
台南師範卒業後初めて受け持った教え子（台湾人・現在71才）
が毎年誕生祝いのプレゼントを送ってくれます。4年前に訪
台し、彼の家に3泊し積もる思い出話に耽りました。
▼○○　○○　○○中（29回）
今年の誕生日（H10 ．10．18）で満80才になります。ぼけない
様に囲碁を、運動の為めに何と『フラダンス』をやっています。
▼○○　○○　○○中（29回）
昭和11年卒業、遠い昔の感じ。卒業と同時に5年間お世話に
なった懐かしい校舎は解体され、新校舎が建設された。あの
頃の友はどうなっているだろうか。会いたい。僕はまだどう
やら元気でいます。
▼○○　○○　○○中（29回）
週2回の会社通勤。それぞれ週2回の囲碁とゲートポールの
同好会の集りあり。また過1回の麻雀同好会で余生を楽しん
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でおります。
▼○○　○○　○○中（29回）
我が人生80才を越えんとす。秀才は往きて凡才のみ残る酔生
夢死可もなく不可もなく朝露の如く消え往く果ないもの
▼○○　○○　○○中（29回）
恩師や同期の友などの消息がわかるのが待ち遠しい（62年も経
過した今日、喜びだけでなく悲しみもありましょう）。最近は
時折、県女性就業援助センターで簿記の講師をしたり、森林
組合連合会の依嘱で県下森林組合の指導や監査の手伝いをし
ています。
▼○○　○○　○○中（29回）
思い出は脚の硬直一週間、押せば誰もが顰め面一万米○○橋
兎追いし被の山段さん伝授の兎狩り「十歩前進其の場飛び二
回、兎ナョイ～」繰り返し（戦果六羽．○○村）先生はもういな
い。
▼○○　○○　○○中（29回）
私たちが○中に入学したのは1931 年（昭和6年）であり、9月
には満州事変があり、1936 年の卒業を前にして2.26事件、卒
業の翌年1937 年には日中戦争が始まり、戦争は中国全土から
南方、太平洋に拡がり、終戦に到る15年戦争の序曲にあたる
現代史の重要な部分をしめる歴史的な時期であった事は感慨
深い。校舎の西側にあった亭々たるアカシアの樹の下で配属
将校の話を聞かされたり、○○谷で射撃練習をした事も
あったが、戦争は私たちの知らない外側でその序曲を終ろう
としていた。その中学時代、県下中学の駅伝競走で沿道に立
ち応援した若さ日の喜びもあった。
▼○○　○○　○○中（29回）
昭和13年○○師範卒業以来（含昭和18年関東局に出向．満人数
育に従事4年間）40年間、郡内教育に従事．○○小学校で退
任、昭和56～61年と平成2年4～8月の5年5ケ月、県立○高
非常勤講師として国語を通して定時制の諸君と共に学ん
だ。母校○高の進学率の良さ、部外活動の素晴らしさ。それ
は贔屑だけではない。評判通り益々頑張って欲しい。
▼○○　○○　○○中（29回）
名簿作成、真にご苦労様です。ミスがあれば大変、無くて当
然、割の合わないお仕事ですが、ひとつご精励下さい。
▼○○　○○　○○中（30回）
何やっても何かの事情で続かない人生の繰り返しですが、
今、中国留学生あがりの人に胡弓を習っています。毎日の○○
山登りはもう30年位続いています。
▼○○　○○　○○中（30回）
○中昭和12年（第30回）卒○○校長より○○校長に替り、○○
先生は東奔西走で現在の本館が完成、只新館の館内を見学し
たのみ。ラワンの廊下が珍しく卒業した。翌年30周年記念式
に列席した。ついこの前のようだ。
▼○○　○○　○○中（30回）
今年は家族に付き添われ『いとこ会』に参加することができま
した。札幌ではデイサービスを利用し、歌謡・詩吟等を楽し
んでおります。
▼○○　○○　○○中（30回）
電気釜を発明し、日本女性を炊飯労働から開放した人は「○○
○○氏、故人元東芝家庭機器（株）社長、○中大正9年了、東大」
（○○）です。（報告者）○中30回卒○○○○後輩としMEMO
しました。（○○氏の甥）
▼○○　○○　○○中（30回）
卒業以来早六十余年、先の大戦の真っ只中に送り出された同
窓の皆さん、その後の事情もさまざまでしょう。感慨無量な
ものがあります。この先言葉も出ません。
▼○○　○○　○○中（30回）
戦争を待って生まれてきた様な世代であった。ビルマから復
員、教職、自衛隊、防衛・情報産業等々に従事、今は夫々の
OB として余生を送っている。時に刀剣の鑑賞を楽しみ盃を傾
けている昨今である。
▼○○　○○　○○中（30回）
新築の白亜の殿堂後にして60年、皆変わったかな？「いや、昔
のままの俺達だい！！」の声がする。
▼○○　○○　○○中（30回）

78才です。子供3人共他県で暮らし、妻と妹と3人暮し。体
の調子も余りよくありませんので家の中で新聞を見、テレビ
を見るだけの毎日です。
▼○○　○○　○○中（30回）
現在○○大学名誉教授、○○工業大学名誉教授。趣味はゴル
フ、囲碁。
▼○○　○○　○○中（31回）
○中3年の2学期から○中に転校したが、少年時代の1、3
年のころの中学生活が一番なつかしい。もう63年も昔のこ
と。
▼○○　○○　○○中（31回）
老人病にて毎日医者通いです。
▼○○　○○　○○中（31回）
○○から○○に帰郷して約50年、汽車通学5年間の○中時代が
懐かしく思い出される。古稀を迎え、最後の老人パワーで町の
老連会長で奉仕中。
▼○○　○○　○○中（31回）
大変お忙しいと思いますが、相変らず転々としてやっと尺今
は石川県にて生活しております。
▼○○　○○　○○中（31回）
首都圏在住同期生（旧制○中S13 年卒の6、7名）の会合をS62
年以来毎年1回催している。不思議に安らぎを覚ゆるひとと
きです。
▼○○　○○　○○中（31回）
老人クラブ・婦人会等の慰安旅行をお世話して別府・雲仙・
原鶴・天ヶ瀬・えびの等の温泉に1泊旅行の案内に当たって
おります（20名以上の団体）。
▼○○　○○　○○中（31回）
昭和S8年退職後にいろんな役職を負荷されましたが、最近は
加えて○○郡や○○町老人クラブ連の会長に推挙され現在に
至っております。これからは健康第一にと精進しておりま
す。
▼○○　○○　○○中（31回）
毎年同級会を開いていますが、31回卒なので今年から3月11
日に実施、25名出席盛会でした。
▼○○　○○　○○中（31回）
編集の方はご苦労さまです。○高いつまでも栄光あれと祈っ
ています。
▼○○　○○　○○中（31回）
卒第して60年過ぎました。同期生の皆さん元気で21世紀を迎
えましょう。
▼○○　○○　○○中（31回）
今般「真木和泉守全集」（上・中・下3巻、計26，000 円）を発刊
しました。よろしく。
▼○○　○○　○○中（31回）
六十余年前のあの頃、鉄筋新校舎を建替えた事や支那事変勃
発など、激動の時でした。今、40年来の謡曲とボランティア
を楽しみに頑張っています。
▼○○　○○　○○中（31回）
時計台の新校舎落成して最初の卒業、現存する偉容を仰ぐた
びに60年昔の思い出が蘇り元気がでてきます。母校の弥栄を
祈ります。
▼○○　○○　○○中（31回）
卒業して60年、軍隊にハイラルからルソン島（フィリピン）ま
で約5年間、復員後34年間の公務員生活、そして現在は盆栽
か鉢植か判らぬものを育て楽しむ。
▼○○　○○　○○中（32回）
卒業后約60年経ち、今更在学中の思い出が湧さ興って奉りま
す。吾等の同級生は戦争等で大半逝ってしまい、淋しい思い
をしています。せめて生存者だけでも同級会を実施して旧交
を温めたいものです。
▼○○　○○　○○中（32回）
辛業後早60年になろうとしております。『職』はリタイアし『人
生』はまだまだなのです。持病をだましすかしして、読書・散
歩・執筆（？）の道なき道を行き悩むのです。
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▼○○　○○　○○中（32回）
教職を停年退職して以来、健康管理に専念しています。最近
は入・退院のくり返しですが、何とか元気になり、余生を楽
しんで居ります。
▼○○　○○　○○中（32回）
敵弾を受け戦死された方を偲び謙虚に誠実に暮らしましょ
う。駄法蝶虚勢ばかり張る人に度々接しうんざりという処で
す。
▼○○　○○　○○中（32回）
喜寿も過ぎ、益々元気。家庭菜園に汗を流し夜は焼酎一杯の令
生なり。只々視力・聴力頓に衰えたり。
▼○○　○○　○○中（32回）
自宅療養中
▼○○　○○　○○中（33回）　　「
平成10年犬寅（1998 年）1月1日ユリウス2450814.5 日但し、1
月1日世界時0hに於て。痛快是日日・快天是月月・天恵足歳
歳
▼○○　○○　○○中（33回）
敗戦になり捕虜としてナホトカに連行されたときの落胆、そ
の後まずい食と、きつい労働を強いられながらも生きのびて
現在の繁労の中で生活出来る喜びをいつまでも続けたい。
▼○○　○○　○○中（33回）
退職後は我が家就職。家の内外すべて我流で建設することに
しているので暇なしの生活。電話に出ることは先ず皆無に等
しい。自分でやって成果を楽しんでる毎日です。
▼○○　○○　○○中（33回）
卒業以来59年、遠い昔、背にカバン・足にゲートル姿で汽車
通学したころを思い出す。
▼○○　○○　○○中（33回）
毎日が日曜日、本日健康！
▼○○　○○　○○中（33回）
卒業以来県関係（養鶏試験場）に32年間、退職後は引続きブロ
イラーの生産会社に23年間、終始一貫養鶏産業発展のため頑
張ってきて今日に至っております。我乍らよく続いたものだ
と自負しております。
▼○○　○○　○○中（33回）
人生80年時代、残されたタップリの時間を山歩きで楽しんで
います。
▼○○　○○　○○中（33回）
卒後60年、友も減少し寂しき老人かな。
▼○○　○○　○○中（33回）
喜寿を迎えたが、老人病との同棲では・・・。光明のあても
ない世相ではあるが、余命だけよしとしています。
▼○○　○○　○○中（33回）
卒業して早60年に垂んなんとする。白亜の殿堂は3年生のと
きであった。想い出多さ殿堂である。母校の益々の発展を祈
ります。
▼○○　○○　○○中（33回）
長いサラリーマン生活も卒業して75才ともなり、なんとか元
気で過ごしています。
▼○○　○○　○○中（33回）
卒業以来最早58年の経過は、現代社会の生活に適応しないの
がなんとも淋しい。
▼○○　○○　○○中（34回）
学窓を出でて早60年弱、戦中戦後、国の内外を生き、今、幾
つかの病を養い乍らも、俳句・大学の公開講座などで、脳細
胞の減少防止に努め、先づは年相応の健康を保持していま
す。同窓諸兄の御成功を祈念しつつ。
▼○○　○○　○○中（34回）
○○神社参拝の為に砂利道を徹夜行軍・○○山1周マラソン
大会の思い出懐かし。戦陣に散った亡き友の冥福を祈りま
す。
▼○○　○○　○○中（34回）
戦火の火蓋の切られた昭和16年3月、校門の桜は蕾に膨らみ
かけていた。5年間の旧制○中生活の学舎を後にしての、卒
業から早くも58年の歳月は夢の如く過ぎ、老いの坂道は決し
て平坦では無く病との闘いとなる。

▼○○　○○　○○中（34回）
卒業以来57年を過ぎ同級生も毎年少なくなっております。
益々元気で頑張ります。
▼○○　○○　○○中（34回）
昨春、半世紀の宮仕えを終わり、日下浪々自適中です。
▼○○　○○　○○中（34回）
車天は今も燦たりわが友よ、二八（16）に還えるすべはなけれ
ど、それぞれの星を抱きて茫漠の旅に出で発ちし春のあけぼ
の。別れとは悲しくもまた華やぎて惨たる日々の来るを知ら
ざり。白亜の城に別れを告げて半世紀われら再び柏まみえた
り。
▼○○　○○　○○中（34回）
玉中時代、運動は全て見学、ついに1年休学、昭和1S、16年
季の両方に同級生を持っている。それでも学徒出陣で海軍航
空士官となり、筏多の死線をくぐり抜けた。－・生の仕事は新
聞記者、人並み以上の人生だったと思う。
▼○○　○○　○○中（34回）
昭和の大戦からすでに半世紀は過ぎましたが、散華していっ
た多くの学友達の英霊が偲ばれます。お陰様で、私は中学時
代の剣道から今では、テニスやゴルフに転向し平成の平和を
満喫しています。
▼○○　○○　○○中（34回）
草葉してS7年を過ざ、在学当時雨の降る日も築い日も自転車
で通学して休むことなく過ごし、小学校以釆11年間の皆勤賞
を永田忠君と共に費質した時の事がなつかしく思い出されま
す。永田忠君は元気でしょうか。宮崎卒業以来五十数年勤め
て退職し、現在晴耕雨読と会生を送っております。子供2人
椋に出しました。
▼○○　○○　○○中（34回）
採種、育苗して母校奉職記念に植栽した。落羽松も校長室の
北側で大さく育っている事と思います。
▼○○　○○　○○中（34回）
卒業してS6年、白亜の殿堂は今も変わらず玉杵名の地に小岱
山を背景に堂々の偉容を誇っている。建設当時のモッコを担
いだ思い出が懐かしい。
▼○○　○○　○○中（34回）
学生時代のグライダー部、海軍航空隊から日本航空（柵停年、
後は（財）航空協会と飛行機と共に目紛しい半世期を送りまし
たが、帰郷後は、俳句を通じ、多くの句太と和楽の生活を送
ることが出来感謝しています。
▼○○　○○　○○中（34回）
在京玉高会の仕事を手伝ってここ十数年。沢山の先輩・後輩と
接触し、玉高が素晴らしい人材を輩出していることを知りま
した。そして私は人との触れあいの中で刺激され人生を楽し
くすることを実感しています。
▼○○　○○（御家族より）○○中（34回）
県庁退職後10年目に脳出血でたおれ右半身マヒになり、リハ
ビリしながら車イスでどうにか元気で生活して居ります。
▼○○　○○　○○中（35回）
辛業以来s4年、海一筋に働いて来ました。いつの間にか4人
の子供達と9人の孫達に囲まれ17人の大家族となり逗子の海
で泳いでいます。
▼○○　○○　○○中（35回）
卒栄して早s6年、3人の子供も夫々転出し計5人の孫も居ま
す。三井鉱山を停退してから、宅地建物取引葉を開業し早19
年になりますが健康維持のあにも業務を続けております。
皆々様の御壮健をお祈りします。
▼○○　○○　○○中（35回）
白亜の殿堂落成祝（61年昔のこと）横、提灯行列等なつかしく
想い出されます。当時の美少年達？
▼○○　○○　○○中（35回）
公務員退蔵後早1S年が経過し、以来司法書士・行政書士蔦務
に従事してさましたが、平成10年枕の叙勲に際し、勲五等親
光旭日章食章の栄に浴しましたので、健康に留音し微力なが
らも地域のお役に立ちたいと願っています。
▼○○　○○　○○中（35回）
皆さんお元気でしょうか。天気の良い日は、午前10時頃よ
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り、往復1時間のウオーキングで過ごし（積雪時は中止）毎週
火・金曜日は温水プールで楽しんでいます。お互いに「健康第
一ですね」身体に気を付けて余生を頑張りましょう。
▼○○　○○　○○中（35回）
卒業以来、はや57年。我々の入学後、間もなく完成した白亜
の殿堂と清冽、華麗な噴水の記憶が頭をよぎります。あの噴
水の再現は可能でしょうか。
▼○○　○○　○○中（35回）
モッコ会の諸兄お元気ですか。帰郷の折に再度の出会いを期
待しています。当方、今は外野席の身、趣味やボランティア
などに動き廻っています。
▼○○　○○　○○中（35回）
中学5年間の汽車通学が又9年間JRでの通勤で玉名の駅の改
札口を通っています。
▼○○　○○　○○中（35回）
喜寿を迎え、次次と病気し弱っています。
▼○○　○○　○○中（35回）
ふるさとは、何時までも懐かしく、私が書きました自分史『ふ
るさとは今も風渡り』は、○○○○先生のご尽力により、○
高・○○市立歴史博物館・○○市立○○市民図書館・国会図
書館などに所蔵されています。
▼○○　○○　○○中（35回）
平成7年4月、地方自治功績による叙勲（勲5等双光旭日章）
の栄に浴し、心気一転、感激と若さを保持する生き甲斐を模
索しながら元気に暮らしています。
▼○○　○○　○○中（35回）
卒業以来半世紀あまりの歳月が流れました。激動の時代を生
きた花々にとって○中、○高の名は常に心の拠り所でした。
母校の永しえなる発展をお祈りします。
▼○○　○○　○○中（35回）
紀元2600 年の提灯行列や、毎日毎日のスコップで運動場をつ
くり担架での土運び、そして軍事教練と、それは苦しい中学
校生活の思い出がいっぱいです。今の生徒は自由すぎる現状
です。
▼○○　○○　○○中（35回）
○○○○君を応援しよう！
▼○○　○○　○○中（35回）
○中入学以来60年、あの校舎は私達が1年生の時出来まし
た。15万円で日本一とか。海軍の飛行機に乗って生きのこ
り、さらに自衛隊で20年以上飛行機に来り、地区の老人会長
などで余生を送る。
▼○○　○○　○○中（35回）
本年3月結婚50周年を迎え至極元気です。孫も6人で孫娘も
今年5月結婚しました。同窓会の益々の発展を祈念致してお
ります。
▼○○　○○　○○中（36回）
S18 年卒で現在○○○町に居住して5O 年を経過しました。伯
父
の家に養子に来ましたが同窓生が居ないのは寂しいです。
▼○○　○○　○○中（36回）
昭和60年定年、73才です。数多くの思い出が浮んで来ます。
校歌○○○○・・・生徒規範の一筋、臍下丹田に気力充
実ぜば静中自ら動あ、友人の顔顔顔などです。趣味は囲碁オ
ンリー。
▼○○　○○　○○中（36固）
同窓会関西支部のお世話させて傾いております。昭和30年代
は走り使い、昭和58年より副支部長（事務局兼任）平成4年よ
り支部長（事務局長兼任）。
▼○○　○○　○○中（36回）
熱管理土（エネルギー全般）として地球温暖化防止に役立ちた
いと思っています。
▼○○　○○　○○中（36回）
今、古稀と喜寿の恰使中間に居ます。すでに鬼籍に入った友
人も少なくない中で斯うして元気で宿れるのが不思議な気が
します。多忙なことを愚痴る乍ら、でも感謝し乍ら毎日を過
ごして悟ります。
▼○○　○○　○○中（36回）

月3回のゴルフがなによりの楽しみです。
▼○○　○○　○○中（36固）
どうにか元気で過ごしております。
▼○○　○○　○○中（36回）
北朝鮮より○中へ。青春時代の5年間は思い出の地で友も得
た。出征（旧満州・満州島）、帰国。○○、○○の小学校勤務を
終え、社会学習のためライオンズクラブ会長、料理連合会長
を経て現職。
▼○○　○○　○○中（36回）
○○山一周マラソン、雪中行軍、運動場整地作業等当時の事
が懐かしく思い出されます。○高の発展を祈ります。
▼○○　○○　○○中（36国）
古稀越えて先師に学ぶ磯の波手の内、鞘引きと修業の毎日で
す。
▼○○　○○　○○中（36回）
「吾々にも中学時代の青春はあったんだなあ！とシミジミ想う
此の頃です。書を楽しんでいます。」
▼○○　○○　○○中（36回）
昭和13年の○中入学です。「白亜の新校舎」「校歌東○○○○」
「生徒規範」と同時代です。教頭の○○○○先生が毎朝全校
生徒を講堂に集め、生徒規範に拠り、○中生に求められる生
徒信条について気迫のこもった訓話をされていたのが今でも
忘れられません。
▼○○　○○　○○中（36回）
病気（脳硬塞）療養中です。3年になります。
▼○○　○○　○○中（36回）
菜園手入れの毎日で趣味は日経新聞・ドライブ・英会話で
す。
▼○○　○○　○○中（36回）
体力や気力の衰えていく事は年令とともに見えているが、そ
れをカバーする事に多趣味を持っている。皆さんはどうして
いますか。理科系から文科系に変換中。
▼○○　○○　○○中（36回）
平成8年より療養中です。三井東庄を定年退職して区長や行
政協力員等や、また趣味も頑張って励んでいましたが残念で
す。
▼○○　○○　○○中（36回）
卒業して55年激動の世に生き、元気で平和な生活が出来て感
謝す。家族元気で孫10人、長男と共に診察に従事。趣味は旅
行で各地の自然、歴史にふれたい。
▼○○　○○　○○中（36回）
平成10年春の叙勲で勲四等瑞宝章を受章しました。われなが
ら良く仕事をしたと思っています。
▼○○　○○　○○中（36回）
老体なれど心は若く、母校の名が出たりニュースを聞いたり
すれば懐かしく青春のあの頃を偲んでいます。囲碁に興じ、
俳句を楽しむ今日この頃です。
▼○○　○○　○○中（36回）
山河が懐かしく思い出され○○川の汚れが気になる。自然を
大切にしましょう。
▼○○　○○　○○中（36回）
20才で入隊、ソ連参戦、敗戦シベリア4ケ年抑留。役員、我
武者羅に働く。ふと振り返って見ると半世紀経って居た。ま
だまだ人生は・・・。毎日早朝より弓道で心身を鍛えてるこ
の頃です。
▼○○　○○　○○中（36回）
盆栽、庭いじりに健康保持のためのゴルフを楽しむ日々を過
ごす現在です。
▼○○　○○　○○中（36回）
光陰矢の如し、七十の過令花鳥風月に親しむ。
▼○○　○○　○○中（37回）
地域の人達と毎日「しょうちゆう」を飲み乍らゲートボールに
汗しております。米と水と空気には恵まれております。
▼○○　○○　○○中（37回）
陸軍士官学校（歩兵）、第七高等学校造士館近畿の事務局長を
務めて40年余。そして2000 年は七高造士館の100 年祭。高唱
乱舞は感動と感謝の世紀の祭典、全く感無量！
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▼○○　○○　○○中（37回）
平成10年4月、○高に孫息子（○○○○）が入学したので5月
17日妻と2人で体育祭を見にいきました。すばらしい競技に
感心しました。青春時代を思い出し懐かしいいろいろなこと
等語り合いました。
▼○○　○○　○○中（37回）
平成8年秋の叙勲で勲五等瑞宝章受章の栄に浴することが出
来ました。祝賀会を抜いて戴き有り難うございました。
▼○○　○○　○○中（37回）
3人の子供達も結婚して現在妻と2人で好きな旅行を楽しん
でいます。
▼○○　○○　○○中（37回）
昭和15年9月、○○より○○へ転校（玉中2年9月）。○○辯
は外国語と同じで、殆ど判らず、後年思うに外国語の勉強
は、この年令（15才）ぐらいが（例えば）和英他共に通暁出来最
適です。祭如せん。此の余白では！！
▼○○　○○　○○中（37回）
若いものは美しい。然し老いたるものはさらに美しい。
▼○○　○○　○○中（37回）
2人で天気の日はウォーキングを楽しみ、趣味の囲碁も毎日
かかさず、体力・気力を維持するようにしています。
▼○○　○○　○○中（37固）
年金生活10年、身心共に志なく過ごして居ります。
▼○○　○○　○○中（37回）
在京○高会に入会、早4年毎年頑張って参加しています。○
中第37回卒の出席者も年々増加して楽しさ倍増。高齢者大学
生で若返り、活躍中！
▼○○　○○　○○中（37回）
中学時代は軍事教練、軍隊では尽忠報国、そして戦後は経済
復興と、激動の過程で「至誠」の大切さを実感しました。余生
の限り、「○中健児」の誇りを語り枢ぎたいものです。
▼○○　○○　○○中（37回）
生さ延びて73歳を迎えた！若い頃満州東部国境守備隊（278 連
隊）兵士として陣地戦に破れた後、山中を3ケ月間彷徨し情あ
る中国人に助けられた。今日あるは将に神悌の御加護による
ものと、令命逼迫した平和な日々を感謝しているこの頃で
す。
▼○○　○○　○○中（37回）
昭和57年より俳句雑誌「多高伊祭」を発行しています。
▼○○　○○　○○中（38回）
平成10年、古稀の同窓会、古き友と会い懐かしむ、逝きし友
も多し、再会を楽しみに。
▼○○　○○　○○中（38回）
久しぶり母校を訪ね、迷彩色が拭い去られてすっきりした校
舎を見て感慨ひとしおでした。そして中庭に立てられたマラ
ソン優勝（全国）の銅像を発見し、もう一度後輩の皆さんにひ
とふんばりして貰いたいと思いました。
▼○○　○○　○○中（38回）
○中時代、21世紀をこの眼で見てやろうと思った。激しい戦
争にも生き残った。散華した友を思うと胸が痛む。目標の21
世紀は目前に迫った。
▼○○　○○　○○中（38回）
卒業して5O 年、3.5里の砂利道を自転車で4年間有余雨の日も
風の日も通った事と、海軍兵学校1年間の訓練が、私の人生
の行き方を極めたものと考えております。
▼○○　○○　○○中（38回）
今年は沖縄で散った3人のクラスメートに会いに行きたいと
思ってます。（遺影があると同窓会で知りました）
▼○○　○○　○○中（38回）
○中第38回（昭20）5年生卒業組で、4組編成の最終学年でし
た。S19 年6月、1か月間「○○航空隊」動員、引き続き8月か
ら「○○造兵廠」動員。現在160 名（64名鬼籍）。『今日の実行・
明日の礎』
▼○○　○○　○○中（38回）
1．地下足袋にゲートル姿の1年生（思い出）
2．紅顔の肩に鶴嘴三八銃（思い出）
3．日めくりは趣味通院の日程表（近況）

4．古稀の春風貌様々同期会（近況）
▼○○　○○　○○中（38回）
私は、昭和20年1年間陸軍予備生徒を終え、第一無線電信隊
にて候補生として教育中で厳しい訓練でしたが、何故か好運
の数々何だか順調でした。終戦翌日、区隊長に呼ばれ、将校
室へ若い少尉8名、うち起立の軍刀手にした2名「○中17年卒
先輩の○○○○少尉様村出身（63年他界）同じく、○○○○
○○村出身（福岡市在住）と．」「君のことは区隊長より聞いて
居り見守っていたのだ」とびっくり。8名は無線校候補生で同
期でした。私はこんな好条件で守られていたのか、「地獄に佛
様」先輩後輩の絆に感動したのです。忘れる事は有りません。
もう54年になろうとしています。吾が母校○○中（高）同窓
会、有り難さ、誇りは終生です。
▼○○　○○　○○中（38回）
城北の雄、○高は永遠なり。乞う、弥栄えを！
▼○○　○○　○○中（38回）
孫9人に囲まれ大好きな囲碁をしながら楽しく老後を送って
います。
▼○○　○○　○○中（38回）
卒業後五十余年、3年毎に催される学年同窓会や折に触れ開催
されるクラス会で、遠い昔日となった○中時代の想い出や友の
近況等を語る事が楽しみの一つです。
▼○○　○○　○○中（38回）
昭和20年卒業と言えば終戦の年です。思い出は余りにも大き
い時でした。私の人生にとって第1のステップと言えます。
白髪に鞭打って学研に勉しんでいます。母校の発展を願って
切なるものがあります。感謝。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
若き血潮に燃えた戦中の美少年も早古稀を迎えてしまった。
5人の孫に囲まれて健康で平和な毎日である。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
懐かしき○○の魂永劫に○高健児の幸ぞ祈らむ　平成10年5
月25日
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
○○の陸軍の火薬工場に動員に行き、働いたことが懐かしく
思い出されます。教職を退職して、10年になろうとしていま
す。現在、県退職校長会の仕事と囲碁同好会会長をし、囲碁
を楽しんでいます。孫3人、○○高校（埼玉県）3年がかしら
です。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
昭和30年代より、刀剣の勉強をはじめて三十数年、刀剣の鑑
賞・鑑定を一生の趣味として続けています。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
第一線を退いて感ず。青春の夢よ今いずこ、流水の如き我が
人生、有久の時の流れの中でー期一会の想いが残る。今や骨
董を友とし、身近に感じるのは腰痛のみ。楽しく生きること
のみを考えている。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
現在までは体調も良く元気で暮らして居ります。本校の発展
を心よりお祈り致します。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
現代維新を目ざし皇道を条として政治結社、士魂会の総師と
して歩み続けて居ります。長生きをして国家社会に奉仕致し
たく念じて居ります。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
高令と医療状勢の厳しさの為に平成4年に20年間の開発医を
やめて、6年間勤務医として老人医療に携り平成10年から、
老人保健施設に移りました。まだ働かねばなりません。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
終戦の年に卒業して、早くも54年、○○の軍需工場の学徒動
員が懐かしく思われます。お陰棟で、古稀を過ぎて、元気に
いたしております。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
草枕に出てくるいくつもの句を思い出し、故郷、○○を偲ん
でいます。
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▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
在京○高会にお世話になっています。会報で母校の白亜の三
層桜を見、2年間の○中生活を懐かしく、又学徒動員の頃を
思い出し感無量です。母校の発展を祈ります。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
関西地区の同窓会には極力出席する様努めております。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
昭和19年太平洋戦争末期、当時中学4年生。学業半ばで学徒
動員、○○で火薬製造に従事、戦局不利な中で級友の大部分
は国の楯ならんと防人を志願して行った。当時を思えば今の
平和をもっと大事にしたいと思う。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
卒業して53年、青春を育んでくれた古里や母校への思いが
年々歳々増してゆきます。甲子園に校族を掲揚して銀傘へ校
歌を谺させてください。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
公務員その他通算47年の務めを終わり、子供それぞれ独立、
夫婦2人の生活。謡曲・囲碁を楽しんでいる。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
銀行定年退職後9年嘱託として勤務。平成3年3月末日退職
し孫娘の子守りをしてきりきり舞いしています（長男夫婦共稼
ぎの為）。而し面白い事もあります。孫（現在2人）と喧嘩した
り仲良くしたりしています。京都に近いので観光やら、プロ
野球観戦を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
皆様、御健勝を御祈り致します。
▼○○　○○　○○中（38回）4年卒
五十有余年前の○○の学徒動員、友の顔が浮かんでなつかし
い。古稀を過ざ倍々元気、次は喜寿の祝いだ、大いに飲も
う。青年老人会1年生として忙しい毎日毎日を頑張ってい
る。
▼○○　○○　○○中（39回）
○中39回40回卒業私達が入学したのは昭和17年。恰も2次大
戦の最中19年に○○の陸軍造兵厰に動員され五十数名のクラ
スから9名陸海軍に出征、半数ずつ卒業。人数が多くなった
のは復員軍人のせいである、1級先輩は4年で操上卒業。
▼○○　○○　○○中（39回）
お世話様です。ゴルフ・旅行計画をたててます。齢は還暦。
忙殺諸々の人が多くなり、コミュニケーション少しでもやる
よう心がけてます。
▼○○　○○　○○中（39回）
現在は家庭菜園、老人会旅行を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○中（39回）
年令生渡で、趣味（釣り）などを楽しんでいます。
▼○○　○○　○○中（39回）
故郷は遠くにありて思うだけになっていますが、在京○高会
で楽しくやっています。
▼○○　○○　○○中（39回）
卒業より52年経ち、会社員より自営栄へと変転、多くの人々
との出会い・助けあい等想い出つきざるものがあります。現
在幸運にも3世代共生の暮しです。趣味の大葉3年青の葉芸
をめで知足の日々を送っています。
▼○○　○○　○○中（40回）
戦争、終戦そして戦後の動乱の世をただガムシヤラに生きた
波瀾の人生ではあった。さて、21世紀は、どんな世界であろ
うか。
▼○○　○○　○○中（40回）
○○先生の御写真を拝見し先生のお父様に魚の目を手術して
頂いた事など懐かしく思い出して居ります。
▼○○　○○　○○中（40回）
黄色いボールがゆっくりと降下して・・・青空をバックにモ
クモクときのこ雲が－。○○村（現○○町）から目撃した○○
の原爆投下の情景が今も鮮烈にマブタに残っています。
▼○○　○○　○○中（40回）
前略○○はl5年程前に鬼籍に入って居ります。皆様方の益々
の御発展をお祈りして居ります。
▼○○　○○　○○中（40回）

卒業して51年、上京して46年経ちサラリーマン生活も終わ
り、町会・青少年対策・社会教育等地域のボランティア活動
に精を出しています。自宅の屋上にミニ菜園を作り、古郷を
しのんでおります。
▼○○　○○　○○中（40回）
台湾育ちの私にはひと時の出来事でした。○○海での生活兼
遊び、トバセ・タコ堀り、クツゾコ突さ、加えてアミ取りま
でやりました。これはきつかった。でも楽しくよき思い出と
して大事にしています。
▼○○　○○　○○中（40回）
平成9年10月下旬、○○陸軍幼年学校創設100 周年記念東欧旅
行に私共夫婦で参加したが、古都ブダペストの夜、ドナウ川
の美しい夜景を見降す丘にある古域内のレストランで、向い
あって歓談していた○○○○氏（元外交官御夫妻）が○高後輩
と判り、その後の旅は最高に楽しい思い出を残すものとなっ
た。
▼○○　○○　○○中（40回）
執銃教練、行軍喇叭、学徒動員、デモクラシー、激動の世相
の（旧制）中学生活、古稀の今隔世の感あり。
▼○○　○○　○○中（40回）
数々の思い出がある学徒動員（○○造兵廠）時代、そして終
戦、戦後の○○○の寄宿舎（○○○○○○別館）生活での飢え
に堪えながら送った日々、友人、恩師のこと。数えたらきり
がありません。
▼○○　○○　○○中（40回）
戦中戦後と、昭和から平成と時代は大きな変動期を迎え人間
としての真の道義・道徳は根本より皆無（老兵未だ健在也）。
然し我々の母校には真の道を教えていたゞきました。戦後複
校の時の○○先生（○○）の鉄拳は感謝。（孫3人、釣三昧。）
▼○○　○○　○○中（40回）
加令に逆らうように、ツアで充電しています。
▼○○　○○　○○中（40回）
60才で大阪府庁を定年退職し、自由に夫婦2人で暮らしてい
ます。
▼○○　○○　○○中（40回）
市議会で20年以上、市民のため働いております。今後も宜し
く御指導下さい。
▼○○　○○　○○中（41回）
旧制○中を卒業して丁度50年を経過しました。業務に追われ
超多忙な毎日で、仲々帰郷することも出来ませんが、お蔭様
で心身ともに極めて健康です。母校のますますの発展を祈念
して止みません。
▼○○　○○　○○中（41回）
健康管理のため次のスポーツを楽しんでます。
1．空手道（国際干唐流空手道連盟総本部長）8段、8月4日
、12日までカナダ国際大会参加。
2．生涯スポーツ、グランドゴルフ○○市協会指導員。
▼○○　○○　○○中（41回）
蜜蜂に刺されながら益々元気です。
▼○○　○○　○○中（41回）
惚け防止に○○狂句を作り始めてそろそろ10年、3年前から
○○狂友会の会長を引き食け地域文化の振興と会員相互の親
睦を深め一緒に勉強して居ります。
▼○○　○○　○○中（41回）
卒業後教員生活36年。今退職し町内でコーラス部をつくり、
健康のため楽しんでいます。○○から汽車通学していた頃が
忘れられません。
▼○○　○○　○○中（41回）
来年平成11年は古稀を迎えますが、○高で遊び学んだ事が在
京約50年の生活の基礎になって活ると感謝しております。
▼○○　○○　○○中（41回）
同じ様に軟庭をやっていた友で○○○○（TEL000 －000 －
0000 ）がわかった。電話があっただけだけど懐かしいもので
す。
▼○○　○○　○○中（41回）
御世話様です。元気で働いています。
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▼○○　○○　○○中（41回）
教職40年。その後幼稚園7年。やっと「のんびりの日々」をす
ごすことができるようになりました。
▼○○　○○　○○中（41回）
昭和54年、有志農業者で仲間づくりをして○○会と名付け、
毎年1回必ず一堂に会して、友情の絆を強めています。
▼○○　○○　○○中（41回）
先立って○○に行った時に久し振りに学校の時計台を見て、
想い出が、又、新たになりました。早いもので卒業して、も
う50年を過ぎました。
▼○○　○○　○○中（41回）
毎年行われます関西支部同窓会には業務でやむをえない場合
以外務めて出席し旧交を暖めております。近々愚妻をつれて
時計台をのぞむべく小旅行を企画中ですが、今でも業務多忙
で何時になりますか？
▼○○　○○　○○中（41回）
うれしさは人と生れしかひありてみのりのために今日もくら
しつよろこびてくらす中にもうき事はみのりを人の慕はざり
けり
▼○○　○○　○○中（41回）
卒業以来半世紀、御無沙汰しています。予想だにしなかった
世相の変わり様の中、日是好日を願い自適の暮しを心がけ元
気にしています。
▼○○　○○　○○中（42回）
戦後の何もない時代の一時期を旧制○中で過ごしました。在
校中、○○女子校出身の実母（旧姓・○○○○）を亡くして傷
心のおもいで上京。しかし、珠玉の無二の親友を○中で得ま
した。
▼○○　○○　○○中（42回）
1995 年に駐パラグァイ大使を最後に43年間の外交官生活を終
了し、現在民間企葉の顧問を務めるとともに、日本大学で「日
本外交論」等の講義をしております。趣味は囲碁とゴルフ（い
ずれも下手）です。
▼○○　○○　○○中（42回）
錆びたパンク自転車で通学した時代・・・今こんな物資豊富な
世の中になるとは一。死ぬまで生きるつもりです。
▼○○　○○　○○中（42回）
卒業して四十数年、年老いても仕事を持つ事は嬉しい事で死
ぬまで此の仕事を貫き度いと思います。
▼○○　○○　○○中（42回）
人生80年時代の到来。例え「この世は夢」であろうとも、66才
を迎えた現在「これからが青春」と希望を胸に、「眞善美」と求
めて悠々と生きてゆきたいものである。
▼○○　○○　併中（1回）
昭和20年4月旧制○○入学。戦争末期とあっ
て勉強どころか直ぐから○○の陸軍飛行場の
滑走路作りに毎日鍬を担いで通い、その後は
荒地を開墾し唐芋植えなどをした1年生の前
半でした。
▼○○　○○　併中（1回）
日本を離れても早50年になりますが、遠い故郷や学生時代の
学級のことが懐かしく目の前に浮かんで来ます。みなさんい
ついつ迄もお元気で・・・。
▼○○　○○　併中（1回）
終戦の年入学し、3年間お世話になりました。生涯のうちで
最も苦しく、最も想い出の多い3年間でした。
▼○○　○○　併中（2回）
64歳で45年間の勤めをリタイア、今は若い人のお世話になる
しがない年金暮し。晴耕雨読、花鳥風月を賞で、詩歌俳句に
親しむ枯淡、悟りの心境にはほど遠く永年の仕事忘れ難く、
若い頃修得したタイピング技術や通信電子機器操作等の延長
である電脳いじりとJRA にうつつを抜かす毎日、もとより閻
魔大王の呼出しを受けた際には、浄披璃の鏡にかけられ黒闇
地獄に陥される事は覚悟の上、年甲斐もなく矛盾と馬鹿な一
日を過ごし、反省に嘆異抄の一節を読み、モーツァルトまた
はアメリカカントリー音楽を聞きながら眠りに就く毎日で
す。

▼○○　○○　併中（2回）
私は旧制中学最後で学びました。つまり併設中学校を卒業し
ました。戦後の貧困の状態でしたが、自然と遊んだことが思
い出に残っています。定年退職後、○○市○○を訪れまし
た。懐かしい風景はなくなっていましたが、妻に昔を説明し
ました。
▼○○（○○）○○　高女（6回）
埼玉県狭山の方の病院に痴呆で入院して居ります。
▼○○（○○）○○（御家族より）高女（9回）
満92才の誕生日も過ぎましたが、4月頃からついに寝たきり
になりました。耳が遠いのですが食欲もあり、こちらの言う
事も理解でき決してボケてはいません、皆様によろしく。（娘
記）
▼○○（○○）○○　高女（11回）
92才の現在ですが、元気です。
▼○○（○○）○○　高女（11回）
毎年、春と桃に同期の○○さん・○○さん・○○さんと4人
で、○○温泉○○荘に集まり2泊3日して、昔のおしゃべり
をして楽しんでます。
▼○○（○○）○○　高女（11回）
この6月で満91才になります。年2回○○温泉で4～5人の
クラス会をして若さ日をしのんで2泊3日を何よりの楽しみ
にしています。
▼○○（○○）○○　高女（12回）
今年の8月で満92才になります。主人（満95才）と共に現在も
まだ健康にして日々過ごしています。子供7人・孫14人・ヒ
孫13名。五女夫婦と○○で4人で生活しています。元気でお
られる皆さんとお会いしたいです。
▼○○（○○）○○　高女（12回）
私は、大正十年○○県立○○高等女学校になった年の一年生
です。狭い運動場で随分体育に励みました。テニスは勿論バ
レー、バスケット、飛び箱、高跳び、蹴球、平均台等々懐かし
い楽しい思い出が一杯です。今はクラスメートも僅かで淋し
い次第です。母校○○高等学校並びに同窓会の発展を祈りま
す。
▼○○（○○）○○　高女（12回）
七十数年前、5km の通学路で鍛えられた足はまだまだしっか
りしたものです。あの道を歩いて見たい、一緒に歩いた友は
どうして居るかしら・・・。
▼○○（○○）○○　高女（12回）
卒寿（90歳）を迎えました。88歳の米寿の祝いに「ふれあいを求
めひたすら夢燃やす」と言う句をつくりました。気持ちだけは
しっかりしているつもりですが、体が弱って只今入院中で
す。
▼○○（○○）○○　高女（13回）
卒業して早72年、90才のおばあちゃんになりました。孫2人
も大学卒業しました。読書・書道等し元気に過ごしておりま
す。○○高校の御繁栄を祈ります。
▼○○（○○）○○　高女（13回）
8月で90才になります。元気に暮らしています。
▼○○（○○）○○　高女（13回）
今年90才になり元気にしています。3女と一緒に仲良く暮ら
しています。幸せです。
▼○○（○○）○○　高女（14回）
社会学で全国職能資格（労務管理士之章）もらった。登録番号
第53S40 号です。趣味で大正琴を引いたり、お花の他の坊を楽
しんで居ります。
▼○○（○○）○○　高女（15回）
まだ元気でおります。
▼○○（○○）○○　高女（15回）
卒業して70年、校舎への道すじも忘れ、子供・友達に連れら
れ時々旅行するのが楽しみです。読書も楽しみの一つです。
▼○○（○○）○○　高女（16回）
新しい名簿が出来る事をお喜び申し上げます。私は昭和4年
に卒業致しましたのでとっくに半生期が過ぎましたが、今で
も○川のほとりの校舎が懐かしく思い出されます。
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▼○○（○○）○○　高女（16回）
若い方々には気の遠くなる様な時代の者です。大正14年小学
校を卒業して○○高女に入学、多くの友と出会い今では○○
、○○と地名を聞くだけでも懐かしい。八十路を半ば過ぎ
てしまいました。
▼○○（○○）○○　高女（16回）
今年度から、フオレスト○○（老人保健施設）に週2回参加し
てまして、老は年令でなく人それぞれの人生の来し方によっ
て差がある様にしみじみ思う昨今です。
▼○○（○○）○○　高女（16回）
私（昭和4年16回卒・86才）夢の様な・‥不思議な70年が過
ぎ、2本足で歩いております。
▼○○（○○）○○　高女（16回）
旧制○○高女へ入学以来の親友3人がそれぞれ東京に子供た
ちが住んでいて世話をしてくれましたので、数十年ぶりに東京
で会えましてすっかり昔の女学生気分に戻り大喜びしまし
た。この度お忙しい方ばかりですのに立派な名簿作成のお世
話、さぞかし大変の事とお察し致しております。
▼○○（○○）○○　高女（17回）
波瀾の戦時京城（ソウル）からの引き上げに始まり、厳しい戦
後を子供と共に過ごし85才の今、広辞苑片手に趣味のパズル
を楽しむ日々です。皆々様の御壮健をお祈り申し上げます。
▼○○（○○）○○　高女（17回）
卒業して早68年が過ぎました。旧制○○高女の頃は最も充実
した時代でした。亡くなられた親しかった友達の事が思い出
されます。母校の繁栄を祈りますと共に幹事の方々に感謝い
たします。
▼○○（○○）○○　高女（17回）
1年1組の時に担任であられた○○○先生は「1901 年生れ、何
処も痛むところなし」と今年いただいた賀状に書きそえて下さ
いました。同期の方々と御一緒にお目にかかれたらと存じま
す。
▼○○（○○）○○　高女（17回）
明治44年生れの○○高女の同級生の皆さん、お幸せで御長寿
をお念じ申し上げて居ります。
▼○○（○○）○○　高女（18回）
県立○○高女18回卒で83才になりました私、男の子2人、女
の子2人の4名の子供がいます。此の度肺炎で入院致しまし
て子供に感謝致してます。○○市健康大学シルバーコーラス
に通って健康になりました事、お陰様と感謝して生活してま
す。
▼○○（○○）○○　高女（18回）
ドンコウにて19時間、神戸へ。卒業より今かえりみて67年。
新名簿うれし。ローバ、84才。
▼○○（○○）○○　高女（18回）
卒業して67年、84才になりました。子供5人、孫10人現在の
ところ、まだ単車で通って生涯学習を楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　高女（18回）
少し長生きしすざました。ポケのみがひどくなりました。
▼○○（○○）○○　高女（18回）
早84才になりシニアマンションで、老人ばかりで楽しく暮ら
して居ります。
▼○○（○○）○○　高女（18回）
83才を過ぎまして色々と不自由な箇所が出て来まして、いよ
いよ先が見えて来ました。皆様の御多幸を心から御祈り致し
ます。
▼○○（○○）○○　高女（19回）
私も古い卒業生で85才にもなりました。ぼつぼつ庭に花の手
入れが楽しみで、外に出る事も出来ませんが元気でおりま
す。皆様によろしく。
▼○○（○○）○○　高女（19回）
お蔭様で一病息災にだけは一人前です。卒業して66年、夢の
間に過ぎて終りました。
▼○○（○○）○○　高女（19回）
卒業して66年に成り84才になりましたけど長男と同居して居
りますからか孫達からも家族全員で孝行してもらい、有り難
くてもったいない様な幸せな生活を送って居ります。

▼○○（○○）○○　高女（19回）
大脳萎縮で全身不随、言葉も出ません。○○の○○○病院に
入院中。
▼○○（○○）○○　高女（19回）
仲良しのお友達を亡くして毎日健康に気をつけて暮らしてい
ます。
▼○○（○○）○○　高女（19回）
平成9年に病気で倒れましたが、すっかり回復し元気になり
ました。
▼○○（○○）○○　高女（19回）
女学校を卒業して早66年、全く気の遠くなる年月が過ぎまし
た。平成元年頃の19回の同期会には40名位集合しましたが、
年々少なくなって去年はたったの16名で今年は中止でした。
83才になってつくづく衰えを感じるこの頃です。
▼○○（○○）○○　高女（19回）
すっかり老令になり主人にも先立たれ、一人暮しの淋しさで
子供の家に代わる代わる行っています。
▼○○（○○）○○　高女（20回）
昭和8年卒65年（82才）になり、長男63才を頭に4名の子供、
孫10人、ひい孫8人。ほんとうに大木になったものだとうれ
しいやら心配のこの頃の気持ちです。寄宿舎生活の楽しかっ
た事、テニス、茶湯・色色・・・。
▼○○（○○）○○　高女（20回）
いつの間にか80才を越してしまいましたね。生老病死の摂理
をひしひしと感じて居ります。しかしまだ現職で頑張ってい
る人、足・腰・ボケと人それぞれの人生を精一杯明るくやさ
しい老人として生きて往きましょう。
▼○○（○○）○○　高女（20回）
卒業して半世期以上過ぎてしまいました。なつかしく若き日
のことを思い出しております。おかげ様で健康ですので、い
ろいろと趣味を楽しんでおります。
▼○○（○○）○○　高女（20回）
同窓会役員の皆様、御苦労様でございます。母校の益々の躍
進と皆様の御健康を祈り上げます。
▼○○（○○）○○　高女（20回）
82才になりました。残り少ない人生を楽しく暮らしたいと思
います。
▼○○（○○）○○　高女（20回）
○川のほとりの校舎、先生、友との想い出は広がり、今は唯
懐かしい。年を重ね生かされた命を大切に明るく楽しく、
日々を送っています。
▼○○（○○）○○　高女（21回）
○○高女21回卒の者です。今後の○高のご健闘をお祈りいた
します。
▼○○（○○）○○　高女（21回）
ふるさとは山河も空も親しかり　吹く風青春の頁をめくる
▼○○（○○）○○　高女（21回）
おなつかしい同窓会のお便りに接し、過ぎし遠き日の学生時
代をなつかしく、なつかしく思いおります。80才を迎え、人
生の終りに近づき乍ら、つつがなく過ごしております。色々
とおせわ様です。よろしくお願い致します。皆々様の御健康
をお祈り申します。
▼○○（○○）○○　高女（21回）
曽孫も4人になり、私は健康で平穏な日日を過ごしておりま
す。弾むこと何も無いけれど八十路なる今尚習慣となりて眉
引く（近況の愚詠です）。
▼○○（○○）○○　高女（21回）
お世話様でございます。私も80才、孫3人、ひい孫3人。人
生の楽しさをかみしみております。
▼○○（○○）○○　高女（21回）
私の父は○○○○、20年間○中の校医ををして居りました。
皆様の中には父に診て貰った方も居られるのでは？！私も今年
80才、月日の流れの速さに今更のように驚いています。今年
は父の50年忌。久し振りに帰省のつもりです。
▼○○高女（21回）
「ちぎり絵」を楽しんでいます。
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▼○○（○○）○○　高女（21回）
皆様お元気ですか？千葉まで来た時はぜひお寄り下さい。
▼○○（○○）○○　高女（22回）
○○○○（○○）は（旧）○○高女を2年の時○○に転校しまし
た。少女時代の大半を過ごしました○○はなつかしく様々な
想い出が70年近く経た今日も優しく胸に蘇って参ります。有
り難うございました。
▼○○（○○）○○　高女（22回）
日々の日記がわりに俳句を楽しんでおります。野辺の小さい
草花、山々の折々に変わりゆく色、雲の流れを見るにつけ、
新鮮な気持ちになります。長く続けてゆきたいと思っており
ます。
▼○○（○○）○○　高女（22回）
卒業して早62年、医学部を卒業したのがS15 年、その後東京の
病院へ勤務。S18 年医師であった父が死亡後当地で開業地域医
療に従事せる事50年余り、○○町の文化協会副会長等おほせ
つかり、高令者の方達と楽しく民踊等を踊り皆さま方に喜ば
れております。
▼○○（○○）○○　高女（22回）
昔の○○高女を思い出しなつかしく思います。
▼○○（○○）○○　高女（22回）
○○には同窓生が少なく一回だけ同窓会があったままですの
で、お友達の様子を知りたいと思います。何卒、今後共○高
の益々の御発展をお祈り致してます。
▼○○（○○）○○　高女（23回）
当地に参りまして以来、42年間所長として洋裁を教えて参り
ましたが、年もとりましたので近く三女に譲ることにしてい
ます。
▼○○（○○）○○　高女（23回）
昭和11年卒の私達は想い出深い学校の移転作業。今も楽し
かったこと、苦しかった炎天下の作業も鮮明に残っていま
す。懐かしさ一杯です。
▼▼○○（○○）○○　高女（23回）
若い頃は考えても見なかった老令期、終着駅はまだ遠い？皆
様ご苦労さま。
▼▼○○（○○）○○　女（23回）
卒業して早六十有余年になり、現在地域の老人会の方々と楽
しくゲートボール・カラオケ等に興じ、余生を過ごしていま
す。
▼▼○○（○○）○○　高女（23回）
卒業して60年を越しました同期の皆様、お元気でございます
か。高女時代を懐かしく偲んでいます。現在、三井グリーン
ランドの近所に住んで健康で幸せな毎日を過ごしています。
▼○○（○○）○○　高女（23回）
卒後60年、筑紫の○○高女の校舎など目に浮かびます。移転
の頃の在校生なので作業に鍛われました、でも楽しかった思
い出です。あの頃の先生方の消息を知りたいです。
▼○○（○○）○○　高女（24回）
私達は70才を過ぎてから、○○市在住の方を中心に10名ばか
りで温泉めぐりと、おしゃべりのクラス会を楽しんでおりま
す。
▼○○（○○）○○　高女（24回）
なんと卒業して半世紀以上経ちました。当時のきびしく、で
も楽しかった頃の様に心は何時も前向きに青春してます。同
窓の皆々様の御健康をお祈り致します。
▼○○（○○）○○　高女（24回）
卒業して早61年、昨年10月28日本簿地○○○○○○に45年振
りに帰ってまいりました。やはり故郷は良いものです。27年
間の大阪生活にもこんな安らぎはありませんでした。これか
らよろしくお願い致します。
▼○○（○○）○○　高女（24回）
○○高女24回卒、いつの間にか60年が過ぎて年に1回のクラ
ス会にも出席したいと思い乍ら、老人会の行事等がかさなり
欠席が続き残念に思っております。グランドゴルフや大正琴
をやっています。
▼○○（○○）○○　高女（24回）
○高の恒久的栄光と同窓曾の繁栄と同窓生の幸福を祈願、尚

物故者の慰霊と平和を祈念いたします。会長外世話人御一同
様に感謝致します。ああ－○高よ・‥不朽の名門たれ！！おお
－同窓会よ・・・不滅の金字塔たれ！！よお一同窓生よ・・・
不
易の朋友たれ！！はあ一会長外世話人御一同様よ・‥不屈の強
健たれ！！
▼○○（○○）○○　高女（24回）
もう1年以上も入院生活です。
▼○○（○○）○○　高女（24回）
年月の流れ早く2人暮しも27年、いつのまにか結婚生活60年
を迎え、腰は曲がっても元気に過ごしています。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
○○高女を卒業して半世紀が過ぎました。今学校の見えると
ころに住んでいます。昔を思い出して懐かしさがこみあげて
参ります。前の道路を通る時は何時ものぞき込んでいます。
級会は毎年行われて時間のたつのが惜しまれます。よろし
く。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
高女卒業して苦節60年、幾山河越えて来た今、老境の身をな
お鞭打って時には禅画を描いて心を肥やしつ、一生懸命日々
を過ごしています。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
終戦後当地で勤め、子供3人を育成しました。閉山後東京の子
供の所に過ごしましたが、この2月島に帰り一日一日を大切に
余生を送っております。セーラー服の時代が懐かしく思い出さ
れます。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
人生束の間、時間を大切に健康で過ごしたい。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
昭和9年4月入学、現○○高校に○○高女として新設校建築
中の学校。桑畑の真ん中に北校舎だけやっと建ち槌音ひびく
中での入試、そして雨天体操場の床と四方の柱だけ出来た中
に四方に幕を巡らし、青天井の下での入学式、よくあんな事
が出来たと思う。そして卒業迄の4年間、桑の根を掘り起こ
しての整地作業。使える運動場になるまで3回位やり直した
だろう。その間鍬と除草機は各自もちそして1週間に1回よ
く洗っているか、さびはついてないかの検査があった。一番
楽しみにしていた修学旅行では東京の宿で先生と大喧嘩、楽
しい思い出は何も残っていない。今の学生の皆さん想像がつ
きますか？
▼○○（○○）○○　高女（25回）
高令化社会に若い人の迷惑にならない様、お花・ちぎり絵・
民謡等生涯教育へ参加し、食生活と健康に注意して孫達の成
長を楽しみにしてます。○○○○子さん（ロサンゼルス在住）
来日には必ず寄ります。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
今年で丁度60年になりますが元気にしております。すっかり
ごぶさたしておりますが青春の懐かしい日々が昨日のように
はっきりと思い出されます。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
今年77才になり脳の廻転も鈍くなりました。然し薬を呑みの
み生かしてもらっています。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
私たちが○○高女に入学したのは昭和9年、○川のほとりか
ら○○○へ校舎新築移転して間もない頃の事でした。おさげ
髪の可愛い乙女の私たちでしたが今では喜寿を迎える程にな
りました。毎年クラス会を行ってお互い生きている喜びをか
みしめ合って居ります。
▼○○（○○）○○　高女（25回）
○○高女卒業して60年近くなります。俳句です。
○　○○山遥かに桑の青みをり
○　遠き日の茅花を摘みしあの河原
○　ふるさとの菰で包みし綜かな
▼○○（○○）○○　高女（26回）
卒業して早57年になりました。孫が3人居りますが、今は
遠くに居ります。現在主人と2人趣味でいろいろやり乍ら楽
しく暮らして居ります。
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▼○○（○○）○○　高女（26回）
昭和10年現在○○高校の地に第1回の入学。運動場の地均し
にトロッコ押した思い出、二、二六事件のニュースに驚いた
事等々思い出が甦ります。今も残っているのは大きな蘇鉄で
す。
▼○○（○○）○○　高女（26回）
○○には近年1回は訪れる事にしております。遠くにいます
と、唯懐かしく、忘れる事は出来ません。願いと申さば、同
窓会の開催でございます。
▼○○（○○）○○　高女（26回）
高女卒業以来60年、目下雪深い越後高田（上越市）に住みつい
て48年、住めば都。ふる里は遠きにありて思ふもの。毎年墓
参に帰りクラスメートの集りあり。5月には表千家家元より
喜寿の祝い会に上格予定。
▼○○（○○）○○　高女（26回）
何かとお世話様になっております。感謝申し上げます。皆々
様によろしくお伝え下さいませ。
▼○○（○○）○○　高女（26回）
○○町の金婚式を迎えた約60組の中に入る事が出来ました。
何があろうと最終章をプラス志向でさわやかに送りたいと
思っています。
▼○○（○○）○○　高女（26回）
○○高女を卒業して早60年になります。5月中旬に帰熊し級
友と旧交を温めて奉りました。故里はいつ迄もいいものでご
ざいます。
▼○○（○○）○○　高女（26回）
学生時代を思い出しました。お世話様でございます。よろし
くお願い致します。
▼○○（○○）○○　高女（26回）
年月の過ざるのは早いもので人生も終り近くなり、77才を迎
えて何とかしのぎおります。色々お世話棟です。御盛会をお
祈り申しております。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
私、卒業後は市役所の事務を7年間務め結婚。後はユースホ
ステルの仕事を64才までしておりました。現在は自宅の1反
歩の畑仕事をしております。思い出された方、お便り下さい
ませ。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
21世紀まであと2年となりました。健康で常に前向きの姿勢
で友人・隣人と共に希望溢れる人生の総仕上げに努力致しま
す。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
3の2に籍入し卒業と同時に台湾に帰りました。卒業まで親
しくお付合した方々も皆亡くなりました。台湾の学機の純会
員として楽しくクラス会を年1回致しています。お蔭様で元
気で老人会員として頑張っています。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
南ア最北端の入笠山麓富士見高原で月の3／4位を過ごしてお
り
ます。○○海を一眺できる所で育ちましたが富士見は八ヶ岳
連峰を一眺出来ます。田山花袋、茂吉、赤彦等の文人や犬養
木圭等が大変に愛した所です。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
いつの間にか75才になってました。でも気合いだけは若々し
く生きてます。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
久し振りになつかしい○○駅へ降り立ち、○○○へと行きま
した。知りつくした道なのにすっかり迷い、途中で会ったご
婦人に聞きました。案内して頂さましたがやっと目的地へ。
○○高女も○中もすっかり変わって、何だか淋しくなりまし
た。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
息子の嫁（○○○○）が急逝しましたので、男3人残された家
事を自宅と息子の家とを往ったり来たりして手伝っていたら
腰を痛め（病名は脊柱管狭窄症でした）1昨年から昨年まで歩
けない程になりましたので、昨年平成9年10月30日、○○中
央病院で手術致しました。結果は良好でしたので、又息子の

家に手伝いに行っています。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
戦事、戦後と苦しい生活を過ごし、今は3人の子供、孫6人
のおばあちゃんに・・・。10年前から陶芸をやってはいるも
のの上手にやなれぬけど、止めたくはなしといった所です。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
卒業して半世紀以上も過ぎて終りました。余生を大切に元気
に生さて行き度いと思います。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
紀元2600 年の歌をうたった年卒業し早60年にならんとしてい
ます。なつかしい○○川の堤防を歩いて現○○高校まで4年
間通った日。友がなつかしく思います。
▼○○（○○）○○　高女（27回）
週に1回、皐球・健康体操・日舞、楽しんでおります。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
友も1人へり、また1人と淋しくなります。お体を大事に公
私共頑張ってご活躍下さい、○○○○様。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
昨年夫を亡くし、只今1周忌の準備中です。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
いろいろお世話になりました。早いもので私は74になりまし
た。主人（○○○○）は平成5年になくなりました。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
今のところ元気にしております。趣味の俳句が何よりの楽し
みです。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
卒業後55年たちましても女学校の頃が一番楽しく思い出され
ます。現在住んでますのが鎌倉の近くですので時折たずねた
りしております。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
卒業して55年以上になりました。現在、健康ダンスクラブに
入会して15年。ビーチボールバレー、グラウンドゴルフを続
けて頑張っています。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
元気でいます。趣味として同好の方々と短歌の勉強をしてい
ます。
▼○○（○○）○○　女（28回）
小学校の先生、幼稚園の先生、今は食パン・甘パンの先生で
す。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
50年振、山陰に住む萩の友を尋ねて手づくりの陶器・こま犬
をもらって手提げにつけて楽しんでいます。
遠蛙小国美人は達者かな
▼○○（○○）○○　高女（28回）
S18 年4月、○○女子師範卒業後、中学校10年間、小学校29年
間計39年間の教職生活を続け56年退職。現在主人と2人暮
し。お茶・編物・園芸・カラオケ・グランドゴルフ‥・と趣
味を楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
東京に来て約37年になります。知人もいなかったが今ではた
くさんの友達が出来ました。ただいま公民館にて油絵や編物
の勉強しております。4月○○へ主人の母のSO 回忌にて帰
り、○ホテルに1泊しました。
▼○○（○○）○○　高女（28回）
卒業後、半世期過ぎたなんて。我々の青春時代は戦争で貧し
かったけど、想い出せば生気を憶えます。健康に感謝しポケず
に100 才代の新記録出そうかしら？
▼○○（○○）○○　高女（28回）
戦前より学生生活を過ごし、青春時代はなく、衣食住、すべ
てを失くし、命がけの生活で一生忘れることはありません。
現在心身共に健康に心がけ過ごしております。海外・国内旅
行を目標に。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
戦中戦後を生き抜いた私たち、二度とない人生だから元気に
歩き続けましょう。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
半世紀を越える年月、楽しかった女学校時代が思い浮かび感
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無量です。恩師・良き友に恵まれ幸せです。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
今の住所の前は佐世保の近くに30年程いました。その時PTA
として学校訪問をしました○○高女と比較して素晴らしく
なったと感じました。
▼○○（○○）○○　高高女（29回）
○○町小校区に住んで61年。今の住居に41年。○○高女時代
の友がなつかしい。昭和13 年入学，17 年3月卒業。教職39
年。昭和58年3月退職。心は女学校時代にもどる。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
みなさま、お変りございませんか。卒業してはや半世紀、今
でも学生時代の思い出が走馬灯のようにかけめぐります。い
ま好きな読書で毎日を過ごしています。みなさま、いつまで
もお元気で。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
H9 年4月から老人会の一員となりました。ボケ防止のため
キーボードの練習を始めました。雨天の時や夜にします。時
間の過ぎるのもつい忘れてとても面白くて楽しいです。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
合同の同窓会が10月末○○○○○○でございました。同窓生
は、○○さんと○○（旧制）2人でした。さびしゆうございま
した。私は行けるだけ参加するつもりです。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
いろいろとお世話です。今後共本校の益々の発展をお祈り致
します。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
同窓の友に囲まれて楽しくかたらっている夢をみます。高校
の友達は生きる力のみなもとでございます。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
卒業して56年、2年越しの級会を毎年したいですね。新聞読
むのが楽しみです。
▼○○（○○）○○　高女（29回）
卒業しても早五十数年になりますが、セーラー服の学生時代
にタイムスリップして懐かしく思い出しております。只今は
息子家族と毎日を楽しく過ごしております。趣味として大正
琴をやっています。みなさん、いつ迄もお元気で・・・。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
卒業して早55年、花園に囲まれ楽しい学校生活を送った若き
頃を懐かしく思い出します。現在は娘と2人暮し、趣味の書
道と民踊にと楽しい毎日を送っています。お蔭様で・・・。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
皆さんに会いたいです。どうしてもどうしても会いたい人が
1人います。その人の名はと・ミ・ツ。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
両親・弟妹・娘と7人が○高同窓生であることに誇りを持つ
と共に、在学中に培われた○○高女魂は今なお輝き続けてお
り大いに感謝しています。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
3年前、50年振りに○○を訪れまして昔の面影がまったくな
く淋しい感じを受けました。健康に気をつけて毎日過ごして
おります。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
川柳と詩吟をやっています。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
毎日、子供から高令者までを相手に吟詠を楽しんでおりま
す。健康にとてもいいと思います。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
何時の間にか、すっかりおばあさんになってしまいました
が、未だに生花教師（池坊）として、楽しく頑張って居りま
す。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
70才の坂を越えても一生感動、一生青春の気持ちで日日精進
して参りたいと思っております。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
古稀を過ぎ、元気でいられる毎日を感謝しております。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
赤い屋根の校舎に四季折々の花々に囲まれたメルヘン調の学

校で至誠貞節・勤労の綱領のもと、子女として情操豊かな教
えを受け、色々な年代を経て今まで来られた事を幸せに思
う。当時、畑の向こうに見えた校舎の方々と同窓生になれて
近く100 周年を迎えるとは喜ばしい事です。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
みな様御元気ですか。私も元気でさつまの花つみに精出して
居ります。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
光陰は矢の如く、時は流れ時代は変わりましたが青春の想い
出は変わることなく、昭和18年に卒業した学友の面影が浮か
びます。恩師も他界された方がおられ寂しさを感じますが、
時代時代の若い方々によって大きく発展して行く母校に無上
の喜びと栄光を感じます。
▼○○（○○）○○　高女（30回）
最愛の主人を亡くして本年で13年になります。息子夫婦と孫
2人と生活していますが病気しない様毎日を頑張っていま
す。
▼○○（○○）○○　高女（31回）
卒業して54年、元気です。趣味の園芸で花作りを楽しんでい
ます。今年は金婚式を迎えます。習い事や花の手入れで忙し
い毎日を過ごしています。
▼○○（○○）○○　高女（31回）
お陰様で金婚式も昨年済ませました。今、農作策の合間にグ
ランドゴルフやちぎり絵を楽しみ乍ら元気に過ごしており、
喜んでいるこの頃です。
▼○○（○○）○○　高女（31回）
皆様いかがお過ごしでしょうか。私は○○高女31回（昭和19
年）卒業生、終戦眞近のきびしい状況の中、モンペ姿でお国の
為と滅死奉公一すじに純情な乙女時代を過ごし早54年。半世
紀を波瀾の人生を送りまして多少体の障害はありますが、古
稀も過ぎ日々感謝しながら生さております。
▼○○（○○）○○　高女（31回）
平成8年5月27日、古稀記念同窓会があり先づ○○神社で古
稀の祈願を、後に○○○○○○ホテルで祝宴。齢も時間も忘れ
る程昔話に楽しい花が咲きました。
▼○○（○○）○○　高女（31回）
卒業してから半世紀以上になりました。主人には早く死別し
ましたが、幸せに暮して居ります。今年内孫が本校に入学致
しました。元気に老人会・ボランティアと頑張って居りま
す。
▼○○（○○）○○　高女（31回）
今年4月26日、○○高女31回卒第3組のクラス会がありまし
た。卒業して五十数年、皆様の元気な姿に若返りました。又
お逢い出来る日を楽しみにしています。
▼○○（○○）○○　高女（31回）
戦争末期卒業し挺身隊で頑張り、早70才を迎えました。学生
時代が一番なつかしく楽しい想い出として胸に刻んで暮らし
ています。今は民生児童委員として地域福祉のため頑張って
います。
▼○○（○○）○○　高女（31回）
懐かしさで一杯ですが、私の家は母が4回、兄・弟・妹とみ
んな兄弟○高出ました。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
戦時下で何事も充分なことが出来ませんでしたが、今後とも
とらわれない心・知足でまいりたいと思います。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
趣味で日舞（花柳流）と池坊生花を・・・。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
終戦の年、学徒動員のさなかに卒業した私は、当時の事思ふ
時感無量です。今の平和で豊かな暮しに甘んぜず羨なき日々
に感謝しています。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
元気で仙台で過ごして居ります。皆様の御健康をお祈り致し
ます。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
普賢岳災害の折は逸速く義援金も然ることながら励まして戴
き、同期の方々の博愛心を心より誇りに思い、○高出身であ
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る事を自負して頑張ってます。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
私事70才となりましたが、連日体力づくりに励み若い人との
交流を深める為にもエアロビクス・水泳等々にいそしむ今日
此の頃で心も体もリフレッシュ・‥ますますの若返りを
モットーにしています。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
入学から卒業まで戦争中でした。空襲に明け暮れた日々でし
たが私連丈しか味えない貴重な学生時代でした。今は1人暮
し、一昨年主人を亡くし老後をエンジョイして居ます。
▼○○（○○）○○　高高女（32回）
卒業して五十有年、あの若き頃が大変なつかしいものです。
今では古稀を迎え、孫12名・ひ孫3名のおばあちゃんになり
ましたが、本当にいつ迄もなつかしいあの頃が思われます。
有り難うございました。
▼○○（○○）○○　高高女（32回）
○○高女時代は今のように長閑なものでなく物資共に困難な
時でした。学徒動員等で軍需工場の寮生活‥・今思えば楽
しい想い出です。あの人、この人の若い頃のお顔を偲んでお
ります。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
兄弟4名同窓生で元気です。大先輩である94才の叔母が6月
亡くなりました。○○先生始め皆様の御健康をお祈りしま
す。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
今、趣味の園芸に励んでいます。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
故郷より速く離れ、同窓同期の方々に会う機会がありませ
ん。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
我が母校の横を毎日の様に通っています。若かった頃の思い
出は友達の事・恩師の事などなど‥・。現在ボランティア・
長寿会と忙しく、また張りのある生活です。まさに生涯青春
です。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
帰米して早50年は経ち、今振り返ると戦時中での学生時代で
したが今では懐かしい思い出となっています。あの頃のクラ
スのみなさんのお顔思い浮かべると胸一杯になり、懐かしさ
が込みあげて来ます。みなさんいつ迄もお元気で・‥。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
古稀を迎え、戦争中の青春時代が懐かしくなりました。「国の
ため」という信念で働いた動員生活もその一つです。教師を辞
めてまる16年、現在は孫5人に囲まれ幸せです。趣味でコー
ラスと気功を10年余り習っています。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
高女32回生。「ほしがりません勝つまでは」を合ことばに忍耐
とユメを持ち続け女学生々活を送りました。古稀同窓会も終
えた現在。40年間勤務した保母職をやめて早10年です。水
墨・油絵・陶芸と、静かなおばさん趣味の生活です。でもユ
メは・・・。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
○○での動員生活も遠い昔になった今も、苦しかった日々を
思い出します。
▼○○（○○）○○　高女（32回）
早いもので埼玉に来て33年になります。年をかさねてこ度も
大病の手術をし、今でも余韻はありますがお蔭様で元気にな
り余生を送っています。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
本年は古稀の同窓会がありました。戦中の学生時代、こんな
い、時代が来るなんて思っても見ませんでした。平和のあり
がたさをしみじみ喜んだ一日でした。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
第33回卒の可愛かった少女達も来る4／17、盛大に古稀の祝
を致しました。動員時代、分散教育など今となっては懐かし
い思い出です。今、ボケ防止としてワープロ・習字・ダンス
に熱中しています。

▼○○（○○）○○　高女（33回）
69才になり老人会のカラオケ部で楽しく歌っています。自分
の部屋でお花や鳥の絵を時々書いています。孫に戦争の頃の
話もします。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
お世話戴きます皆様方、大変お世話棟でございます。どうぞ
お身体をお大事なさいませ。先日、古稀の同窓会に出席致し
五十余年振でした。皆なつかしい想い出話に感無量でした。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
古稀のお祝い、本当に楽しい一日でした。皆様の御健康を心
よりお祈りします。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
卒業しまして50年たちました。子供等もそれぞれ自立しまし
て主人と2人です。4月学年会がありました、楽しかったで
す。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
戦中在学の思い出多かった頃の事を写真等で見ながらお話し
をしています。高校時代の若き日のお友達とのふれ合い等な
っかしさで一杯です。此の度は皆様の御努力に感謝致しま
す。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
先日、○○高女古稀の同窓会に出席し本当に懐かしさで一杯
でした。母校の発展と皆様の御健康をいつもお祈りしていま
す。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
学徒動員中に終戦を迎え家は空襲で無くても不平に思わず、
学校での思い出は今までの人生に大きな力になりました。日
本を愛し、日本画を習い、国産品を選ぶのは若い日の名預り
でしょうか？
▼○○（○○）○○　高女（33回）
今年は古稀の同窓会で久々友との語らいも出来、健康の幸を
感じました。今后も健康第一で楽しい老後を送りたいと思っ
てます。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
卒業以来早半世紀を過ぎ、老骨に鞭打ってポケない様頑張っ
ております。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
特別養護老人ホ←ムで施設長としてわが年令も顧みず、地域
の高令福祉に少しでも貢献したいと頑張っています。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
早いもので今年は古稀の年令となり、現在は趣味でゲート
ボールを楽しんでおります。老人会の旅行で温泉行きが楽し
みです。
▼○○（○○）○○　高女（33回）
高礪高女3年の終り、広島より転校しましたのであまり馴染
みがなく学業を終えましたので、申し訳ありませんが失礼ば
かりしております。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
卒業して50年を越しました。同じ様に外地からの引揚者のお
友達が沢山居りました。短い間でしたが楽しい思い出が沢山
有ります。皆さんお元気なのでしょうか。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
昨日のことのように記憶は蘇りますが、今や8人の孫たちが
同じ年代に近づきつつあり、歳月を更めて実感しておりま
す。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
私68才、カラオケにはまる、歌手になった気分！！
▼○○（○○）○○　高女（34回）
卒業して早半世紀以上経った今も現役（茶道教室・裏千家流）
でいられる事を幸せに思う。和敬清寂のもと、いつも思いや
りが先にたつように・・・がモットー。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
皆様お変りありませんか？早いもので卒業して48年の流れ、
人生種々ありましたが○○高女のたのしい想い出は消えませ
ん。皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
還暦をとうに過ぎ、この頃は若い時に出来なかった水泳にい
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そしむ毎日です。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
今は刺しゆう教室に行っています。楽しい毎日です。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
久し振りに乙女の頃の想い出に胸が温かくなりました。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
一番上の孫が26才になりました。平凡なおばあちゃんです。
2年後の金婚式を楽しみにしています。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
卒業して早50年、最近は同級生の毎年の旅行を楽しみにして
おります。主人に遠慮なく旅行に行けて幸せと感謝しており
ます。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
私この5月23日子供や孫達から68才の誕生祝をしてもらった
所です。焼夷弾を潜りぬけてきたこの貴重な尊い生命を更に
素敵に輝いて生きていきたいと願う昨今です。只今、ボラン
ティア活動・庭の花作り・コーラスに夢中です。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
1998 年3月長野バラリンピック日本選手団役員として参加
し、好成績で一応満足しています。北海道で障害者のボラン
ティアで元気に頑張っています。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
戦中・戦後のきびしい学生時代でしたが、きびしい中にも楽
しかった思い出が蘇ってきます。豊かな現代に健在であるこ
とうれしい限りです。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
○高の思い出はS62 、63年夏期講座で学び、○○旅行も楽し
かった。今、○高前に住んでいるので春は正門両側にか
なりの桜木が見事に咲きます。また風格のある巨木の下で深呼
吸を繰り返し見上げては愛でています。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
昭和57年より俳句雑誌「多萬伊奈」を編集発行しています。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
卒業して早半世紀、農作業に刈り出され充分勉強する事も出
来ず苦しかった思い出の方が多いようです。青春時代を取り
戻すかの様に今、日舞やカラオケ・お習字にと頑張り老化予
防にと楽しんでおります。
▼○○（○○）○○　高女（34回）
辛業して早51年、学生当時がなつかしく想い出されます。気
持ちだけは何時も若くと心がけていますが、身体の年輪には
どうしようもありません。最近は家庭菜園と花作りなどをし
ながら楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
67才を目前に元気にしています。50才から始めたフルマラソ
ン・トライアスロン・登山も今は良い想い出となり、現在は
スポーツクラブで水泳とストレッチで健康維持しています。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
風かおる五月、花の美しい宮崎です。私体調が悪く、通院し
てます。リハビリのつもりで、月に4回ソーイング教室に
行ってます。一足先に初夏のおしゃれ（スタンド衿）ブラウス
を作りました。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
私は現在、GG たまにゴルフ、水泳等して運動に心掛け、趣味
に絵など習って平凡に生きています。年々懐古の念も厚く、
同窓の皆様との元気な再会を夢みています。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
何時の間にか孫が中学生になり、戦争中入学した自身と重
なって、50年以前の風景が思い出されます。今のところ健康
にも恵まれ、洋裁も少々ですが続けていきたいと思います。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
2月、腹水が溜り検査入院の結果卵巣ガンと判明、滅入って
いる所で将来がない死刑宣告を受けた様な所です。呉服商は
4年前に閉店です。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
趣味は花作りです。
▼○○（○○）○○　高女（35回）

70才の時の同期会を楽しみにしています。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
○○高女最後の卒業生です。校庭での防空壕掘り、今でも忘
れられません。現在はきれいな校庭になっています。何時で
もステキな校舎・校庭でありますように。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
卒業して早50年、すっかりお婆ちゃんになりました。現役で
まだ果樹園をやって居ます。孫も今年成人式した子がいま
す。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
健康が一番です。大正琴を楽しくやっています。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
名簿はもういらないなと思いましたが、私が生きている証に
何か一言と思いました。毎日毎日趣味の稽古に走り廻れる喜
びを感謝しながら『元気で長生さ』をと心がけています。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
○○高女35回卒の皆さんと毎年楽しくクラス会をしていま
す。2年後には金婚式を迎えます。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
定年退職後、健康づくりに日舞サークルで過一回の練習です
が、友達のふれあいを大切に楽しく頑張っています。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
「卒業」の思い出を残して早、半世紀、妻・主婦として家庭を
守りいつの間にか古稀を迎える歳月となりました。高女の入
試問題に「千人針、差し出す人の手は荒れて」と言う歌の解釈
問題がありました。今も心の封筒に大切にしています。○高
同窓会お知らせがある度に、懐かしき古き時代の恩師や友の
顔が浮かんでまいります。今、時々昔のクラスの仲良しグ
ループと集い、楽しい旅をしています。21世紀へ向かって○
高同窓会の益々のご発展と恩師・先輩・後輩・同窓の方々の
ご健勝・お幸福をお祈り申し上げます。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
女学校最後の卒業生です。今年で丁度50年になります。今年
は同窓会があればと心待ちしています。
▼○○（○○）○○　高女（35回）
広島へ来て早28年になりました。時々は故郷へ帰りますが、
誰ともお会いすることなく帰広してます。今後共お世話よろ
しくお願いします。
▼○○（○○）○○　高女（研4回）
私は在学中バレーの選手で、其の時は9人制でした。他校と
試合した想い出もあり、今は6人制で今のバレーを見ると、
うんでいの差です。端居して越し方想ふ米寿かな88才になり
ました。
▼○○（○○）○○　併（1回）
何にも物のない頃の学生生活でしたが今一番懐かしい想い出
として心に残っています。現在は主人の介護に明け暮れる
日々を送っております。
▼○○（○○）○○　併（1回）
○○・○○の友達と毎年集い、温泉等で楽しんでいます。○
○万年大学に昨年から通っていて、書道をたしなんでいま
す。
▼○○（○○）○○　併（1回）
子育ても終わり、現在は第二のよき人生をと、私の好きな短
歌や華道に心を燃やし家庭へのうるおいを欠かさぬ様に心掛
けては心楽しい日々を過ごしています。
▼○○（○○）○○　併（1回）
修道者には定年が有りませんので老いを忘れて、益々健康に
恵まれ祈りの中で皆々様の上に神様の豊かな祝福があります
よう過ぎし日を感謝しながら、奉献生活を送っています。
▼○○（○○）○○　併（1回）
卒葉して早40年、退職して早6年。色々な人と出会い、楽し
く懐かしい学生時代の友と出会って現在は一人の人間として
趣味に生さてます。
▼○○（○○）○○　併（2回）
○○高女に入学し2年生の夏○○○へ転校した者です。でも
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当時1年1組だった人とはいまだに交流してます。女学校の
校歌はいまだに忘れません。
▼▼○○（○○）○○　併（2回）
5人の孫（中2～満3才）と一緒に楽しく、せり合って暮らし
ています（家族8人、外孫3人）。聴門・読書・旅行を楽しみ、
庭先の花・野菜の手入れと忙しい毎日です。
▼○○　○○　高第三部（1回）
昭和19年の戦争中（女の子と話もできない）に小学校の同級生
であった○○○さんに偶然朝あって「オハヨー」の挨拶。天に
昇った心持ちを忘れず未だに上下へだたりなく挨拶を続けて
いる。
▼○○　○○　高第三部（1回）
学校の思い出は早50年になる。人生は長い様であるが短い様
にも感じる。山や川を乗り越えて健康第一、同級若き友の頃
をつくづく思う次第です。そして2人の立派な子宝に恵ま
れ、カラオケ・茶道に邁進中であります。
▼○○　○○　高第三部（1回）
年金生活です。
▼○○　○○　高第三部（1回）
早66才となり今は専ら健康管理に熱中しています。趣味は読
書です。
▼○○　○○　高第三部（2回）
終戦直後の入学・食糧難・就職難、よくがんばったと思って
います。
▼○○　○○　農業科（1回）
昭和23年から○中・○○高女・○農が一緒になり、第三部と
して2年間学んだが、クラブ活動として新聞部・バレー部で
活躍した当時の仲間を同窓会名簿を時折見て懐かしく思い出
しています。
▼○○　○○　農業科（1回）
諸兄弟のご健康を祈る。
▼○○　○○　○○高（1回）
卒業して40年、一度第1期生の同窓会をしてみたいと思う。
卒業証書No.1を紛失した事が－番の心残りである。
▼○○　○○　○○高（1回）
玉高の校章を見る度に、校章改正委員長で活躍した時代を想
い出す。自衛隊時代に培ったノウハウを今までは会社で、現
在は地区の公民館執務で実力発揮中！！
▼○○　○○　○○高（1回）
長男があと5、6年は勤務したいといいますので、院長とし
て頑張るつもりです。
▼○○　○○　○○高（1回）
昭和17年入学、21年卒業の旧制中学のクラス会が今年1月○
○温泉であり、52年振りに旧友達と再会しました。
▼○○　○○　○○高（1回）
母校の益々の御発展をお祈り致します。
▼○○　○○　○○高（1回）
平成6年より、在京○○会世話役代表を続けています。何時
の頃よりか在京同窓会（○中4年終了、○中41回卒、○高1回
卒）の会長です。名誉会長は○○○君。出土銭貨研究会会員、
日本貨幣協会副会長。
▼○○　○○　○○高（1回）
一日は、1、2時間程、健康保持をかね軽い農作業をしてい
ます。自分の時間が持てる事は最高です。
▼○○　○○　○○高（1回）
卒業後50年、戦中戦後の学窓に育ちすでに古稀に近づく。今
からの人生に同窓生とのつながりを大切にしたい。
▼○○　○○　○○高（1回）
ラグビー部の活躍、野球部の躍進等、先輩として嬉しい。生
徒諸君へ。今後とも文武両道を目指しての健闘を祈る。
▼○○（○○）○○　○○高（1回）
子供達も独立して、現在夫婦2人暮しです。2年に1回○1会を
しています。皆と会えるのを楽しみにしています。
▼○○　○○　○○高（1回）
教練の○○先生に屋上に連れて行かれ、○○山や女学校、○○
○神社の楠までの距離の目測をやらされました。今ではゴルフ
でのセカンドショットの距離感の予測に役立っています。

▼○○　○○　○○高（1回）
多感な少年時代に中学へ入学、飛行場作り・奉仕作業・自転
車通学・終戦と変化にみちた中学時代、思い出深いものがあ
り懐かしくなります。元気で過ごしております。
▼○○　○○　○○高（1回）
毎日が日曜日の生活、粗大ゴミにならないように苦闘してま
す。
▼○○　○○　○○高（1回）
只今、病気療養中（入院中）。
▼○○（○○）　○○　○○高（1回）
娘2人それぞれ結婚しましたので、自分自身の健康維持の為
に水泳を覚えました。これからの目標は美しいクロール等で
泳げる事を信じてます。
▼○○　○○　○○高（1回）
社会の急激な変化にとまどいを感じ落伍者にならないように
努めています。健康で毎日を快適に過ごされますように。
▼○○　○○　○○高（1回）
平成8年6月、満65才を契機に退職しました。今後共毎年末
に開催される在京○高2期同期会の出席を楽しみに、また趣
味の囲碁等で悠々自適に楽しく過ごしたいと思っています。
▼○○　○○　○○高（2回）
息子の嫁さんが来ました、しかも同窓生です。
▼○○　○○　○○高（2回）
プラタナスの木を女学校に引き抜きにゆく時、往きは大八車
が非常に速く、引きぬいて車に来せた帰りはのろのろだっ
た。当時、女学校のテニスコートにほふく前進でも行けな
かった時代（50年前）。
▼○○　○○　○○高（2回）
北海道に来てから40年になります。札幌での生活も既に33年
になりました。まだ現役で頑張っています。○中・○高の6
年間は、青春の想い出とともに脳裡にあざやかです。
▼○○　○○　○○高（2回）
平成7年、○○（株）を定年退職し、その後は仕事はしており
ません。平成2年に○○市に住む様になりましたが、まだ○
○の情報が気になります。○陵会と云う○高岡窓会の会があ
りますので校歌を歌うのがとても楽しみです。
▼○○　○○　○○高（2回）
叔父2人・兄4人・息子・娘共に○高同窓生で、同居の孫2
人も是非○高へと願いつつ余生を遊戯三昧・念佛三昧で過ご
しています。
▼○○　○○　○○高（2回）
卒業して約半世紀（48年）、家内と最終コースを楽しんでいま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（2回）
月日のたつのは早いもので、67才となり夫を亡くし一時は途
方にくれましが、今では自分が生かされていることへの感謝
の心で日々供養に努め、のんびりと暮らしております。
▼○○　○○　○○高（2回）
我々の○中・○時代、底の砂粒まで見えていた○○川が最近
は眞っ黒なガタの川に変わっているのが、帰省する度に気に
なります。なんとか元へ戻す方策はないものでしょうか。
▼○○　○○　○○高（2回）
定年退職後7年経ち人材センターより派遣され地域福祉セン
ターでカラオケ操作を週2回（水．金）担当しています。シン
グル生活も8年目となり、どうにか板につきました。
▼○○（○○）○○　○○高（2回）
1年ごとにクラス会をしています。25名位何時も集まり、そ
れは楽しい一日を過ごします。今度逢える日を楽しみにして
います。
▼○○　○○　○○高（2回）
病気療養中です。
▼○○（○○）○○　○○高（2回）
平成10年3月まで社会教育（公民館・図書館）の仕事にたずさ
わっていました。4月からは全て公職から離れ全く自由な
月々を暮らしています。
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▼○○　○○　○○高（2回）
卒業して早47年、高校の時まで学校の修学旅行に一度も行っ
てない私達でしたので○○市在住の友をさそい一泊で○○に
旅行をしました。良ければ当時を思いおこし、みんなでやり
たいなあと思います。
▼○○（○○）○○　○○高（2回）
ゴルフとお習字を25年増けていますが孫5人のうちこの秋、
お習字を2人に教えています。
▼○○　○○　○○高（2回）
定年退職後、未だに現役で医療法人事務局（病院2施設、老人
保健2施設）で頑張ってます。
▼○○　○○　○○高（2回）
ゴルフを楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（2回）
現役引退を機に昨年（1997 ）2月から今年2月まで中国・杭州
大学に語学留学しました。中国に関心、のある方のご連絡をお
待ちして居ります。
▼○○　○○　○○高（2回）
平成9年8月26日糖尿病から右下肢を『えそ』に依り切断。義
肢を使う身となりましたが、他には現在異常ありません。近
況まで。
▼○○　○○　○○高（2回）
おかげさまで、東京証券取引所から日本店頭証券の勤めを終
え、多摩川縁のウォーキングとNHK ラジオ深夜便を楽しんで
います。
▼○○　○○　○○高（2回）
○○市文化連合会・○○少年少女合唱団・○○○○国際交流
協会等の世話で、まだまだ老けこめません。あくせく自適の
毎日です。第3回○○○○校歌祭では校歌をしっかり歌って
きました。
▼○○　○○　○○高（2回）
ようやく自由の身となり、あこがれていた男声合唱や社交ダ
ンス、グラウンド・ゴルフ等地域の人達との交流を深めてい
ます。
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
昭和23年○○の分散場から輝かしい白亜の殿堂へあこがれて
参道しました。○○銀行を卒業して3年目です。連日ボラン
ティア奉仕として活動しています。
▼○○　○○　○○高（3回）
「人生は楽しく悔やまず今日を確かに明日がある」の心境で生
きております。
▼○○　○○　○○高（3回）
敗戦直後矛剣道部は一時期廃部になっていましたが柔道は同
好会の形で○○さんの御父上が良く面倒をみられ○○○
のうらの警察の道場で柔道に励んだ昭和22年、25年頃のなつ
かしい友人・先輩の消息名簿があれば御一報下さい。
▼○○　○○　○○高（3回）
校歌祭は大変良かったと思います。
▼○○　○○　○○高（3回）
元気でいます。益々のご発展をお祈りいたします。
▼○○　○○　○○高（3回）
人生死ぬまで勝負！！、
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
現在食のボランティア、朗どくボランティアで多忙な毎日で
す。
▼○○　○○　○○高（3回）
1950 年、当時、禁断の一泊二日の修学旅行（○○山登山・米持
参）は青春の思い出。当時、困らせた先生、今は亡く。現在
は、第二の人生の青春の真っ只中。
▼○○　○○　○○高（3回）
第二の人生も卒業し、昨年（1997 ）よりポケ防止のためダン
ス・卓球、今年から男性料理講座に挑戦中！
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
来年（H11 年）退職後は健康に留意しながら、人生を楽しみたい
と思っています。
▼○○　○○　○○高（3回）
県立○○高校を最後に35年間に教職を離れNHK ○○○○の美

術講師のあと、現在は旧自宅を改造して大人むけの指導をし
ています。130 坪の農作業に汗を流し、水泳で身体つくりしな
がら制作も続け中央にも出品しています。旅も毎月していま
す。
▼○○　○○　○○高（3回）
高校で始めたバレーボール、今なを関わっています。趣味で
ゴルフを楽しんで居ます。
▼○○　○○　○○高（3回）
仕事の方も完全にリタイヤし今はモールスでのアマチュア無
線をクラブテニスを友として気楽な毎日を送っております。
▼○○　○○　○○高（3回）
平成9年に第2の戦場も退任し目下囲碁・水彩画・ゴルフ・
読書・旅行と結構多忙な日々を過ごしています。
▼○○　○○　○○高（3回）
○高第3回卒業の首都圏在住者の同期会在京○三会は、現在約
80名のメンバーで活発な交流を続けています。どうか
お声をかけて下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
いつのまにか、老人の仲間入りをするようになっていまし
た。
▼○○　○○　○○高（3回）
冬の期間を除き、伊豆の高原で過ごしています。
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
お世話になります。右を見ても左を見ても、ジーと、バー？、
ばっかりです。でも、何時でも澄みきった青空の様に、夢み
る、夢子ちゃんで屈ます。ブラボー○三会！
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
S20 年入学してB29 の戦禍に遭い食糧難の人として最悪の時代
だったが、学校は毎日楽しく、心深き友に恵まれ今の学校か
らは考えられぬくらい天国で、今も交流が続き年金生活と
なった。
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
今春孫が高校を李巽し大学へと進む年令に成りました。今更
乍ら年月の流れに驚いています。未だパートで仕事に頑張っ
ています。
▼○○　○○　○○高（3回）
生涯現役、不孤独身。
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
○高時代の懐かしい思い出を、時折胸が痛くなる様な気持ち
で思い出して居ます。皆さん、ご自愛下さい。
▼○○　○○　○○高（3回）
教育相談で出会う生徒たちの置かれている重たい現実にふ
れ、たまるストレスを癒してくれるのは花の香り・風の動
き・日ざしの和やかな移り・障子に映る鳥たちの影・木々の
輝さetc・○○半島の自然です。
▼○○　○○　○○高（3回）
卒業時紅顔の美少年も今は自宅の老人仲間入りです。第二この
人生も終わり、第三の人生に突入しました。健康に留意しつ
つ毎日過ごしています。
▼○○　○○　○○高（3回）
卒業後47年を過ごした。今年から年金を受け取る年令。しか
し、現在も第一線で現役として大いに活躍中、医療の世界に
定年なく、活動の場がある限り仕事は続ける。現○○支部会
長
▼○○　○○　○○高（3回）
先輩、続さん支援に飛び回っています。
▼○○　○○　○○高（3回）
今のところ病気知らずの健康体で、週末には○○の家、平日
は○○で暮らしています。社交ダンス・カラオケに興じ、公
民館活動で社交ダンスのボランティアを現在はやっていま
す。
▼○○　○○　○○高（3回）
卒業して48年が経ち、余生を送る○3会同級会（311 会）などに
出席することあり。平成5年3月退職（○○県企業局）、いま
のところ信仰で忙しい。
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
年金生活になり、木彫りを楽しんでいます。
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▼○○　○○　○○高（3回）
今回も又、白亜の殿堂、恩師、友達の思い出も去る事ながら
名簿作成に当たりまして大変御苦心な事と存じます。親子三
代・姉・従兄・伯父達、結婚先の人々等の皆の母校。今は逝
きし人も名簿は残り、いつも胸あつくして眺めています。
▼○○（○○）○○　○○高（3回）
木に倚りてゲーテ語りし日も遠く、それぞれの地にそれぞれ
に老中。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
卒業年がS27 となっていますが、○高1年で中退していますの
で、卒業はしておりません。貴会の発展お祈り致します。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
昔は、人生五十年、現代では60才をはるかに過ぎても青春で
す。遠くに住んでいる居ますのでいつの日か、乙女心に戻っ
て出身校をのぞいてみたいです。
▼○○　○○　○○高（4回）
旧○中最後の生徒で6年間通学して○高4回卆生となった。
歴史的学級生徒である。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
64才になってしまいました。今なお元気で人生の一端を楽し
んでいます。皆様のご繁栄をお祈りして居ます。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
故郷もずいぶんと変わりましたが、思い出の中の風景は昔の
ままです。もし夢がかなうものならもう一度あの頃にもどっ
てみたい心境です。
▼○○　○○　○○高（4回）
『光陰矢のごとし』と申します様に、限られた人生（刻）を精一
杯に謳歌し過ごして居ります。皆様方の末永い御健康と御多
幸を心よりお祈り申し上げて居ります。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
母校の発展と皆様の健康をお祈り致します。
▼○○　○○　○○高（4回）
卒業して45年目の同期会にはじめて出席して清畠太郎の心
境。旧友の変化に歳月の過ぎたるを実感。さて、これからど
う生きるべさか？
▼○○　○○　○○高（4回）
太陽を友にして生さています。
▼○○　○○　○○高（4回）
卒業以来46年、二つの職場を定年。追憶は鮮明に増すばかり
の今頃、孫4人。頭は高校3年、時代の違いを感じます。
▼○○　○○　○○高（4回）
3年前に老母の面倒を見る弟、故郷へ帰って来ました。現在
は、○○君等同期の方々と旧交を温め、ゴルフを楽しんでい
ます。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
旧から新へ、学制改革の真っ只中でした。通学汽車の混雑
と。空腹をかかえて制服揃える余裕なしの昭和20年代！（国中
が混乱期）それでも先生方が先輩であり呑気で楽しい10代でし
た。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
卒業して早46年、今更乍ら驚きました。最近定年で仕事もや
め娘も1人姐を嫁がせて主人とのんびり暮らしています。
▼○○　○○　○○高（4回）
観葉植物、盆栽、草花を相手の毎日です。孫をつれて年に数
回、温泉旅行です。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
高一の時、となりの女学生から机・椅子を運んで男女共学に
なりました。はじめて教室に入るとき男子学生は歓迎（ひやか
し？）の拍手で迎えてくれました。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
旧中最後の入学、学制改革のおかげで27年高卒まで6年の在
学ができた幸運児も65才、社会の第一線を引さ、晴耕雨読の
日々を送っています、又木工芸製作と漆拭の勉強を月2回楽
しんでいます。
▼○○　○○　○○高（4回）
第2の就職も来年65才で定年。その後は、年1回ぐらい○○
で同級生とゴルフでもして○○温泉の○○舘で一杯やるのを

楽しみにしています。
▼○○　○○　○○高（4回）
定年退職5年目。短歌・ナツメロ・水墨画・ソフトテニス・
家庭菜園が趣味で孫4人（10．5．29現在）です。
▼○○　○○　○○高（4回）
年老いた母90才の世話に忙しい日々を過ごしています。合間
に卓球に行ったりグループで歩いています。10月には毎年○
○○、○○○間（○○寺詣り行事）、約20km 歩いてます。とて
も楽しいです。
▼○○　○○　○○高（4回）
○○川の清き流れ、大橋の下で3月1日から水泳部員として
毎日練習したことが橋を通るたびに楽しく想い出されます。
皆さんの御健勝を祈ります。
▼○○　○○　○○高（4回）
早人生も、半分をやっと過ぎようとしています。同窓生『全
員』が一度でよいから集合する機会を誰か発起していたださた
いです。
▼○○　○○　○○高（4回）
3代に渡って同窓会名簿に残されると思うと不思議です。皆
様御苦労様です。
▼○○　○○　○○高（4回）
老人社会に突入しましたが、幸いにもまだ、中学生の指導に
関わっています。又、更生保護活動も。
▼○○　○○　○○高（4回）
テニス、旅行、インターネットは電子メー
ルを楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
私も、40年余ぶりに又○○での生活をすることになりました
どうぞよろしく。
▼○○　○○　○○高（4回）
いまだ元気でやっています。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
健康のためにバラの花づくりをして楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
定年退職後のんびりゆっくりと思いましたが、何やかやと家
事その他の用に追われ、又体調もすぐれぬ時もあって年をと
りたくないものと思いますが、ひとまず元気でいます。
▼○○　○○　○○高（4回）
奈良に居を構えて25年。奈良県に在住の○○県人会に出席し
て故郷を味わっております。
▼○○　○○　○○高（4回）
卒業して早46年、今尚残る汽車通学の思い出・・・。
▼○○　○○　○○高（4回）
勤務の合間には、夫婦で旅行して老後を楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
卒業して早40年過ぎ、去年夫が永眠しました。今は深い悲し
みに包まれてますが、趣味は園芸・カラオケ（学校での部活は
コーラス部に入ってましたが、コーラスの方々は如何お過ご
しでしょうね）です。
▼○○　○○　○○高（4回）
終戦翌年に入学、空腹に耐え鈴生りの汽車通学を終えて、半
世紀が過ぎました。この間転勤を繰り返しながら北上し、漸
く現在地に落ち着きました。郷里には父母の墓参で、隔年に
帰省してます。
▼○○（○○）○○　○○高（4回）
少子化時代です。21世紀どうなることでしょう。子どもは
宝。後輩の皆さん！子どもをたくさん産んでください。
▼○○　○○　○○高（4回）
夢を抱き上京、夢中で過ごし、気がついたら孫6人自由な時
間を持ち、好きな読書・歴史散策（現地見学）を楽しみに、健
康第一に、豊かな人生になるよう努めている。母校、○○繁
栄あれ。
▼○○　○○　○○高（4回）
常に新制がつきまっとた世代もそろそろ老人の仲間入り、旧
中の先輩の元気さに励まされながら忙しく生きています。
▼○○　○○　○○高（5回）
1998 年3月で徳島大医学部を定年退蔵、名誉教授となりまし
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たが、それまで公務員宿舎暮らしでしたので、福岡に住所を
移しました。
▼○○　○○　○○高（5回）
第2の職場も63才で卒業して現在年金生活で毎日元気です。
○高同窓会の発展をお祈りします。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
何もなかった時代の学校生活でしたが、今の子供に比べて純
粋だった様な気がします。青春時代の60代を満きつしていま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
『青春とは人生のある時期をいうのではなく心のもち方を云
う。』を胸でくり返しながら、今後も頑張りたいと思います。
○高同窓会の発展を祈ります。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
○高卒45周年として11月に同窓会を開きます。高校生の気分
になって若返っております。
▼○○　○○　○○高（5回）
李業して早45年、在京○五会（○高5回卆）の万年幹事を続け
ております。
▼○○　○○　○○高（5回）
平成8年6月28日、○○国立病院にて死亡致しました。その
節は○五会の皆様の御世詰になり感謝致して居ります。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
元気で暮らしております。○高生の人達に会っては、現在の
学生服を見て懐かしんでいます。
▼○○　○○　○○高（5回）
歯もぬけて、頭もぼけて、年をとりむかしのことぞ、恋しか
りけり。○高時代の青春も、想えば遠くになりました。佐野
よいよい。
▼○○　○○　○○高（5回）
昭和25年に入学の後、4ケ月在校して2学期から○○高等学
校に転校しました。趣味‥・カンツォーネ、社交ダンス、旅
行。
▼○○　○○　○○高（5回）
○○からの徒歩通学、バスケット部に所属し1年修了後転出
した私だが、その1年間の思い出が人生の宝です。
▼○○　○○　○○高（5回）
平成10年11月6日（金）、卒業45周年を記念して同窓会（28年卆
第5回）・名称『○五会』の全体会をやる計画で現在準備中で
す。卒業30周年以来15年振りの同窓会です。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
年の1回の○五会を楽しみにしています。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
恙なくお過ごしでしょうか。お世話になった先生・友人の懐
かしい額を思い出しています。ご心配おかけしました阪神大
震災には難をのがれ、こうして生かされていることに感謝の
毎日を送っています。
▼○○　○○　○○高（5回）
ポケ防止に、アイデア商品の開発に頭を使っているところで
す。
▼○○　○○　○○高（5回）
長い公務員生活も3年前に卒業し、現在90才になる老父を介
護しながら、自分の老いを日々感じております。一度も○○
に帰るこも出来ません。
▼○○　○○　○○高（5回）
定年後4年目の勤務、まだ頑張っています。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
健康体操・グランドゴルフ・卓球・山歩き等で体力づくりし
ています。今年の1月（1998 年）、主人と寺の人達とインドを
旅しました。
▼○○　○○　○○高（5回）
○○県立循環器病センター院長と○○県成人病研究所所長を
併任し、24時緊急体制をとり、○○県民の心臓血管病の治
療、リハビリなどに日夜努力しています。
▼○○　○○　○○高（5回）
月10回を目標に○○山に登っています。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）

名古屋へ来て37年になり、すっかりお婆さんなりました。老
後を元気に楽しく生活できる様念じ、感謝の気持ちで過ごし
ております。
▼○○　○○　○○高（5回）
憧れて外国生活30年も夢の如し、懐かしの故郷へ帰ってホッ
とひと息。目下、仏道精進に余人生を模索中。
▼○○　○○　○○高（5回）
11月に行われた同窓会役員の方達は大変でしょうけど、全国
の同級生が心待ちにしていることと思います。今から楽しみ
にしております。
▼○○　○○　○○高（5回）
この度、○○市立歴史博物館で『懐かしの○○スケッチ展』を
開催していたださました。感謝しております。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
5月31日、第3回○○○○校歌祭にはじめて参加します。気
合の入った練習の成果が本番のステージで聴かれることで
しょう。役員の皆さま方に感謝いたします。
▼○○　○○　○○高（5回）
元気です。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
卒業して、45年経ちました。3年前に世田谷区を停年退職し
ました。現在も日々保健婦業務を続けています。
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
卒業して早45年、レクレーションダンス・手話ダンス・ビー
チバレー・水泳を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（5回）
平成7年3月末退蔵、現在週3日、○○市社教に勤めていま
す。（社会教育指導員・教育相談員）、
▼○○（○○）○○　○○高（5回）
議員の他にもいくつもの公職をかかえ頑張っています。まだ
末っ子の長男（科学者志望）が大学生なのであと4、5年はガ
ンバラなければいけません。
▼○○　○○　○○高（5回）
化学を学び、半導体の接術開発に携わった40年余りの会社生
活を終わりました。
▼○○　○○　○○高（6回）
○○同級生との一杯・ゴルフが楽しみです。
▼○○（○○）○○　○○高（6回）
お世話でございましょう。よろしくお願いいたします。海の
すぐ近くの松林の中に住んでいます。宮地獄神社や恋の浦な
どいらっしゃる折りは御連絡下さい。
▼○○　○○　○○高（6回）
平成6年に教職を退職後は、登山や囲碁を楽しみながら第2
の人生を送っています。
▼○○　○○　○○高（6回）
平成4年3月退職後は現在年金生活をしています。
▼○○（○○）○○　○○高（6回）
恩師○○先生が懐かしく想い出して居ります。私の今のたの
しみは洋裁で色々な物を作っている時です。
▼○○　○○　○○高（6回）
趣味・ハイキング・軽登山・旅行などを楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（6回）
近くに居ながら同期会等にすっかり御無沙汰しております。
今後は積極的に参加します。よろしく・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（6回）
いろいろな出来事がありましたが今は幸せです。なつかしい
教師時代を思い出しています。
▼○○（○○）○○　○○高（6回）
昨年8月（平9）当地に転居しました。『青春のかおり』を穐し
て趣味を健康維持に努めている毎日です。
▼○○　○○　○○高（6回）
老いて益々多忙にて、同期生との集いも少なくって時偶の会
合を心待ちしている此の頃です。
▼○○　○○　○○高（6回）
1966 年3月に退職しました。現在は町内の会計係をしながら
ゴルフを楽しんでいます。
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▼○○　○○　○○高（6回）
定年退職して2年が過ぎ、気楽に生活しています。
▼○○　○○　○○高（6回）
還暦も過ぎ、健康に留意し乍ら好さなゴルフを友として旅
行・読書など趣味を満喫しています。
▼○○（○○）○○　○○高（6回）
退職後は囲碁とテニスを楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（6回）
第2の人生をマンション管理人としてマイペースで楽しく
やっています。家に居るより健康で若々しくなります。
▼○○　○○　○○高（6回）
平成7年、少年鑑別所を最後に定年退職（35年間矯正界に奉
職）し、現在地元で地区役員等多忙な毎日を過ごしています。
▼○○　○○　○○高（6回）
総務庁の行政相談委員と、趣味の謡曲が緑で町の文化協会の
お世話をしています。
▼○○（○○）○○　○○高（6回）
老化防止にとゴルフを始めて10年になる。最近は飛距離もス
コアも伸びなやんでいるが、まだまだ健康で明るく楽しく夫
婦で続けたいと思っている。
▼○○（○○）○○　○○高（6回）
還暦も過ぎて、これからの人生を一笑一若をモットーにし心
身共に健康で年を重ねていきたいと思っています。
▼○○（○○）○○　○○高（6回）
60の坂を越えた途端、疲労回復の遅い事がはっきりしまし
た。しかし帳簿の整理、その他諸々、まだ沈んではおれませ
ん。体力の許す限り、頭と体を使おうと思ってます。
▼○○　○○　○○高（6回）
5月31日（日）に○高同窓会車海支部総会懇親会を行います。
約300 名の会員数です。
▼○○　○○　○○高（6回）
旅行のアシスタントとして仕事を楽しみながら邪魔にならん
ごつ気ままに生さております。
▼○○　○○　○○高（6回）
在京○高30会（東京周辺在住の○高昭和30年卒の同期会）の幹
事をこの数年やっています。
▼○○　○○　○○高（7回）
仕事には定年がありますが、人生に定年はありません。何事
にも興味を持って野次馬精神で生きています。時々馬のため
JRA に協力しています。戦果？
▼○○　○○　○○高（7回）
卒業して早43年、○高のグラウンドを走り廻った頃の心は持
ち続けている。野球部の活躍を祈っている。
▼○○　○○　○○高（7回）
○○金属プレス工業所を平成9年3月に停年退聴し、現在は
○○産業に勤務しています。
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
地域のば－ちゃん役に専念してます。
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
現在62才、まだまだいけそうだと思いながらも、廻りを見れ
ば若い人ばかり。私もここで終点かなと思う今日此の頃で
す。
▼○○　○○　○○高（7回）
1．家族現況‥・息子3人（会社で後継者）・孫7人家族共々
元気で頑張っています。
2．仕事‥・自然素材の健康創造住宅・県産材中心の『木の
家』をおすすめしています。ご指導・ご叱正をよろしくお願い
します。
▼○○　○○　○○高（7回）
○高卒築して早43年、社会人もとうとう卒業した。若き日
の、テニスコートでの想い出が残って居ます。同期生は元気
かな？人生卒業する前に一度親しく逢いたいものです。
▼○○　○○　○○高（7回）
教職生活40年、現在は○○○学園の副理事長をしていますが
最近になって趣味でゴルフを始めました。ゴルフは○○○バ
レー部のようには、なかなか上達しません。
▼○○　○○　○○高（7回）

私たちの学園と子どもの家に、今となっては最後の訪日とら
なれた英国のダイアナ妃が3年前の2月に訪れて下さいまし
た。あの日、両園の乳幼児25O 名と両親に押し寄せた地域の大
勢の方々に、忘れがたいほほえみとよろこびを残していかれ
ました。昨夏の訃報に世界中の方々と悲しみを共にし、永久
に安かれと祈り、又仕事に励む毎日です。
▼○○　○○　○○高（7回）
趣味が高じ、定年退職して書道教室を始めました。
▼○○　○○　○○高（7回）
（私事より）小さい折り親子して病院へお世話になったもので
す。会長殿の益々の御健勝、心よりお祈り申し上げます。
▼○○　○○　○○高（7回）
懐かしき白亜の殿堂を後にして、早43年。されど『郷土○○、
我等の○高』は永遠の私の財産です。
▼○○　○○　○○高（7回）
きびしい医療政策のなかでの総合病院の運営・管理、そして
当院の新築・移転の準備など副院長職12年目になりました。
趣味の尺八はやっと師範取得。高校時代の恩師・同級生との
思い出は遠く離れていてもいつまでも新鮮です。
▼○○　○○　○○高（7回）
いつものTシャツ姿で手足を動かすのは健康維持・増進？ケー
キ教室でのおさらいは栄養補給とプレゼント。花と子猫との
会話は精神安定剤。退職の喜びを味わっています。
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
卒業して早42年、前半は医療（人間の体）、後半は人間の精神
面の仕事をしています。
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
子供3人（2男1女）、孫7人のおばあちゃんに成りました。
私も心臓を悪くして障害者に成ってしまいました。皆様お元
気の事でしょう。
▼○○　○○　○○高（7回）
『○○○』の営業を平成8年末、30年を区切りに幕を下ろしま
した。営業中は大変御世話になりました。只今現住所で休養
中です。
▼○○　○○　○○高（7回）
都庁では橋梁、（株）ケー・エフ・シーではトンネルに取り組ん
でいます。趣味はテニス（継続）と碁（切断）です。
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
平成7年3月に退職（○○市役所）し、現在は晴耕雨読の毎日
です。健康づくりのため軟式野球・ソフトポールの審判員と
して頑張っております。
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
40代で始めた商売も15年になります。これも同窓会の皆様の
おかげだと感謝致しております。○○においでのせつはどう
ぞお寄り下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
卓球を楽しんでいます。ご一緒に汗を流しませんか？、
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
人生は夢の積み重ねです。これからは経済優先の社会のしが
らみから逃れ、心豊かに次の夢に実現にチャレンジしていき
たいと思っています。
▼○○　○○　○○高（7回）
42年間の刑務所つとめも終え、婆婆の生活も2年目にはりま
した、
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
バスケット部でコートを走り回った思い出。今は日本の民族
衣装『きもの』を美しく装う指導講師で28年目です。
▼○○（○○）○○　○○高（7回）
益々元気です。ゴルフ会にも多数参加される様に望みます。
▼○○　○○　○○高（7回）
○高校歌『久遠の理想努めんと』の精神をもって終生『自然と人
生』のため頑張りたいと思います。今後とも、よろしく御願い
します。
▼○○　○○　○○高（7回）
ボケ予防にと思ってカラオケ・大正琴のけいこをしたり、旅
行・庭いじりなどして楽しんでおります。
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▼○○　○○　○○高（8回）
2人の息子も結婚し、現在は老婆と悠々自適の生活を過ごして
います。孫が出来ないのが残念です。
▼○○　○○　○○高（8回）
人生の折返し点を過ぎ、これから本当の人生が送られたらと
思いを新たにしています。名簿を見る度に過ぎし日が鮮明に
故郷の景色と共によみがえってくるのは有り難いことです。
▼○○　○○　○○高（8回）
還暦を過ぎたが未だ現役で頑張って居ります。
▼○○　○○　○○高（8回）
故郷を離れ43年間、還暦も過ぎました。○○山を想い、○高
で勉強と運動（水泳）に励んだことを誇りに生きて来ました。
○高は私の青春！
▼○○　○○　○○高（8回）
元気で人生をエンジョイしております。
▼○○　○○　○○高（8回）
卒業以来42年を迎え、なにかと級（旧）友の近況が気になる歳
となりました。これからの歳月を価値有る創造と社会的貢献
に努めていきたいと思います。皆様方に吉事高来であります
よう。
▼○○　○○　○○高（8回）
千草国際クロスカントリー大会が毎年行なわれる昭和の森公
園で汗を流しています。
▼○○　○○　○○高（8回）
歳月流水の如く止まらず早61才。○高水泳部で○○川での寒
中水泳で鍛えた頃を懐かしく思いつつ意気新たに頑張る所存
です。母校の発展を心から願って居ります。
▼○○　○○　○○高（8回）
退職して第2に人生を歩きはじめています。目下孫との生活
に楽しみを得ています。同窓会には成るべく参加していさた
いと思っています。よろしくお願い致します。
▼○○（○○）○○　○○高（8回）
趣味の生活で、ゆっくりしてます。
▼○○　○○　○○高（8回）
テニス（硬式）始めて30年、国体にも4回出場させていただき
ました。ボケ防止で英検2級、アマチュア無線免許取得。
▼○○（○○）○○　○○高（8回）
○○先生の体育（ダンス）のおかげでしょうか。プールも作り
ましたネ。レオタードを着てエアロビクスを楽しんでいま
す。まだまだ続けるつもりです、よろしく。
▼○○　○○　○○高（8回）
H10 ．4月に退職し、只今は傍目八目にきめこんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（8回）
卒業して早四十数年、私がお世話になった○○・○○・○
○・3先生に子供が○○高で又々お世話になっためぐり合わ
せが今はなつかしい思い出です。先生方お元気でしょうか？
▼○○　○○　○○高（8回）
昨年から第2の職場に移り元気で頑張っております。
▼○○　○○　○○高（8回）
○八会（S31 卒）で昨年還暦旅行（伊勢方面）し、旧交を温めるこ
とが出来ました。定年退職し、骨休みをしています。
▼○○　○○　○○高（8回）
還暦を迎え感謝の気持ちでパワーアップ中です。
▼○○　○○　○○高（8回）
毎年、海外・国内旅行を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（8回）
30代より欧州旅行多く、60歳越えても住居を留守にして、遊
学の旅な続いています。
▼○○　○○　○○高（8回）
還暦を過ぎても髭の毛が多く、しかも白髪が極端に少ない。
これが私の唯一の悩みです。贅沢でしょうか。
▼○○　○○　○○高（8回）
50周年記念のプールの穴掘りと○○先生のスパルタ教育で鍛
えられたせいか、丈夫で長持ちが自慢です。アルトサックス暦
4年、青春時代にかえってジャズやポピュラー演奏に熱中して
います。
▼○○　○○　○○高（8回）

卒業後何度か同期会に出席しましたが、この頃ひまが多く
なってまた会おうと思います。今は定年退職しのんびりした
生活を送っています。
▼○○　○○　○○高（8回）
早還暦に過ざ、会社も退職し、今は少しばかりの田んぼと畑
を耕して時々来る孫の守などしている今日この頃です。
▼○○（○○）○○　○○高（8回）
仕事・子育てに一生懸命走り続け、気がつけば早定年。子供
も巣立ち、この空しさを何で埋め生き生きした人生を送ろう
か、生きがい探しの最中です。
▼○○（○○）○○　○○高（8回）
第一段階の人生：14回の転勤終了（平成4年3月）。
2．第二段階の人生：企栄戦士の勤務終了（平成10年3月）。
3．第三段階の人生：還暦を迎え、奉仕の世代に突入しまし
た。
▼○○　○○　○○高（8回）
人生第2の職場で気楽に働いています。趣味は茶道とゴルフ
（H ・P・14オフィシャル）。
▼○○（○○）○○　○○高（8回）
この3月、38年間の教師生活にピリオドをうちました。『いつ
も青春、ずっと青春』をモットーに県サッカー界発展に頑張る
所存です。
▼○○　○○　○○高（9回）
教員生活の最後を母校で終えられることは幸せです。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
今年で還暦、でも気持ちはまだまだです。この大きな節目を
大切に心して何事も初心に戻り頑張ります。
▼○○　○○　○○高（9回）
昭和32年卆の我々は、毎年、在京○九会として同窓会を開催
して居ります。今年も3月14日、千葉の横浜幕張（○○○○
君の店）で第29回へ出席しました。
▼○○　○○　○○高（9回）
この春定年退職しました。只今は、自分自身のために時間を
全部使っています。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
主人、子供2人、私も○高同窓会です。また4人とも教師を
した年度がありました。昨年主人とヨーロッパ4ケ国、今年
アメリカ・カナダ旅行しました。○高体育祭に行き、1年生
の時担任した子供たちが高1・高2になり懐かしく顔をあわ
せることができました。また○○市であった校歌祭（○高）に
も参加しました。
▼○○　○○　○○高（9回）
1998 年10月より2年間の予定でマレーシア政府の研究所で研
究協力することになりました。
▼○○　○○　○○高（9回）
早くも還暦、初孫と共に第2の人生を模索中。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
子供3人に孫4人。まだまだ元気なマミーです。
▼○○　○○　○○高（9回）
卒業して41年、今年（1998 年）は我々昭和13年生まれの干支
（寅年）であり、又60才の還暦を迎えました。この記念すべき
年に今回の企画を大変喜んでおります。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
毎年、九州代表として合唱コンク｝ルの全国大会に出場で
き、生徒達と共に感動の喜びを味わっています。
▼○○　○○　○○高（9回）
卒業して早42年になり、来春は定年退職となり以後郷里の○
○町へ戻り老後を過ごす予定ですので旧交を温め、よろしく
お付合いをお願い致します。
▼○○　○○　○○高（9回）
今年は（98年）は丁度還暦。懐旧の念に浸りきらず、これから
の人生を積極的に『楽しむ』つもりです。妻との国内外の旅
行、登山、畑作り、読音‥・。
▼○○　○○　○○高（9回）
趣味はいわひばの培養、宮貴蘭の栽培です。
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▼○○（○○）○○　○○高（9回）
退職して5年目に入りました。毎日楽しく遊んで居ります。
もう『還暦だなんて』心は常に青春です。
▼○○（○○）○○　○○名高（9回）
夫婦2人だけの生活が永く、孫も見上げる程の背丈になりま
した。
▼○○　○○　○○高（9回）
いつも懐かしく思い出します。学生の頃や教職をして12年○
高で過ごした日々を。○○高校で『○○高につづけ』と勅ます
日々を送っています。
▼○○　○○　○○高（9回）
人生2回目、H10 ．9．16停年退職。
▼○○　○○　○○高（9回）
岡山県庁生活36年で定年退職し4月1日から現在の勤務先に
努めております。
▼○○　○○　○○高（9回）
不登校の子ビもたちの応援をしています。ボランティアで運
営資金に因っています。資金援助でさる方はどうぞよろしく
お願いいたします。
▼○○　○○　○○高（9回）
1998.3.31退職（定年）失業中（7月頃から）、電気工事関係の仕
事に就職の見込み。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
四季折り折りの花との出会いを楽しみにしている。今日此の
頃です。
▼○○　○○　○○高（9回）
全国高等学校駅伝大会優勝（S29 ）完全実況中継（NHK ラジオ
第2）の再聴（テープ）を切望。駅伝校（○高）の歴史編纂を望
みます。プール建設、モツコかつぎが大変懐かしい。
▼○○　○○　○○高（9回）
還暦と退職の年を迎えて新しい人生のスタートを心待ちして
おります。
▼○○　○○　○○高（9回）
当時より新設の高校、学校名変更の高校が出てきて判りにく
くなっています。辛業生も困ると思います。伝統の○○高校
は校名の変更はされないようにお願いします。
▼○○　○○　○○高（9回）
昭和35年○高卒発と同時に南京へ、あれから41年。昨年11
月、36年8ケ月勤めた会社を退職、今年5月には無事還暦を
迎える事が出来ました。今は2人の孫（女・男）達と楽しい
日々を送っています。帰郷の際は毎回○高の校庭に立って在
学中の想いdlを・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
先日校歌祭（○○市民会棺）に参加致しました。青春に返った
様な楽しい一日を過ごす事が出来ました。
▼○○　○○　○○高（9回）
平成10年度に還暦を迎える学年、今後の時間的な会白は○○
回帰で身近な雑学の充実に向かえたい。残照約25年、年金で
間に合う精神と肉体を維持したい。
▼○○　○○　○○高（9回）
本年2回目の定年を迎えます。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
主人を亡くし、24年に成り5人の子供も大きくなり、今は仕
事に生きています。趣味は仕事、仕事・‥楽しい毎日です。
皆様も御健康に気を付けて、さっとお会い出来る日を楽しみ
に・・・。
▼○○　○○　○○高（9回）
卒業して40年、夢幻の如し。教職勤務38年、還暦を迎え花影
のはかなきタベとなりました。停年後は庭のみどりの係長で
暮らします。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
早今年は還暦を迎え、真に三度日の成人式、現在、詩吟（指
導）、着付け（指導）・舞踊と大好きな趣味を楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
長男も結婚し、長女も今年2月、次女も6月に結婚致しま
す。3人の子供がかたづいて2人になしました。近くにいる
長男の孫と会うのが楽しみです。

▼○○　○○　○○高（9回）
還暦を迎え健康を考える近況です。子供も巣立ち2人無理せ
ずゆっく歩いています。
▼○○　○○　○○高（9回）
平成9年3月県警を退職し、海釣りや旅行などを楽しんでい
ます。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
旅行業を経営致しておりますのれで特に老人の良きパート
ナーをして楽しい日々を送っております。
▼○○　○○　○○高（9回）
H10 年9月26日に『還暦同窓会（同期会）』を開催します。於：司
ホテル
▼○○　○○　○○高（9回）
平成9年3月末で停年退蔵し、年金生活でのんびりしており
ます。夫婦で旅行等楽しくやっています。
▼○○　○○　○○高（9回）
人生長いようで短い。あっと云う間に還暦を迎えてしまっ
た。今からの人生を有意義なものにしたい。
▼○○　○○　○○高（9回）
今年は我々同期は60才『さて何をすべきか。』と、いう段階
か。頑張りましょう。
▼○○　○○　○○高（9回）
この春（平成10年）定年を一年後に控えて県警を退職致しまし
た。休日には各地の名水巡りを楽しんでおります。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
卒業して早四十余年、今年は還暦。後一ふんばりもこふんば
りもしなくては・・・。元気で長生きしたいです。
▼○○　○○　○○高（9回）
20世紀のよき時代を生きて感謝している。来年3月定年退
職。
▼○○（○○）○○　○○高（9回）
今年還暦を迎えます。健やかに老いる事を願って空気と水の
きれいな故郷○○に小さな小さな終の家を建て、小倉より帰
ります。又お世話になります。よろしくお願い致します。
▼○○　○○　○○高（10回）
吸玉療法、交流磁気治療器療法、気功療法、整体、アロエペ
ラ健康法。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
○○の地に住みついて、第二の古里が出来ました。海と山に
囲まれお年配の方々の中にまじって一日一日大切に暮らして
います。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
来年は早くも赤いチヤンチヤンコが来ます。いつ迄も気持ち
は20代のつもりで、毎日頑張っているつもりでも、孫が遊び
に来ますとメロメロで、帰った（マゴが）後はしばし放心状態
ですよ。
▼○○　○○　○○高（10回）
子供2人（娘は結婚、長男は東京の国税局）はそれぞれ独立し
現在家内と2人でのんびり生活しています。趣味はゴルフと
仕事を通し東武道館道場の剣道師範として少年剣士48名を指
導しています。
▼○○　○○　○○高（10回）
卒葉して40年余り我が健康寿命は何歳位までかと考えつつ趣
味の水墨画にスポーツ、そしてトレッキングに興じている昨
今です。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
職場が近かったので楽しみながら仕事を続けることが出来ま
した。来年はめでたく停年を迎えます。
▼○○　○○　○○高（10回）
郷里の環境に似た緑と清流の地に永住することにしました。
人生の第4コーナーにさしかかりました。元気です。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
卒業して早40年、懐かしいあの若き友のことを思い出してい
ます。来年は還暦をむかえますので皆さんと一緒にお宮参り
でもしたいです。今は孫のお守をしています。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
高校時代、自転車通学と水泳部で体つくりをしたおけがで健
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康です。58才で又水泳をはじめました。3人の男の子もとて
も元気で反張っています。
▼○○　○○　○○高（10回）
○高のセブンズラグビー全国大会での大活躍おめでとう。在京
33年、秩父宮ラグビー場のスタンドで「○高ガンバレー」と大
声を出すなんて・・・。感動を与えてくれた選手達よありが
とう。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
東海の海に浮かび輝く1個の真珠と、うたわれている与論島
に住んで居ります。遊びに来てください。
▼○○　○○　○○高（10回）
卒業してからだいぶん時が去ってしまいました。卒業後、横
浜、長崎、小倉とあっちこっと行さましたが、今、○○に落
ち着いています。
▼○○　○○　○○高（10回）
卒業して早40年、国鉄に在職していましたがJRの転換期に退
職。S63 年に大病にかかり、大手術の結果医師よりあと5年の
寿命といわれましたが頑張って今日に至っております。4才
の女の孫と生活しているのが一番の楽しみです。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
お世話役の皆様の御健康をお祈り致します。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
霧島連山のふもとで大自然を相手に楽しみ、又トライアスロ
ン（夫）で南は宮古島、徳之島、奄美とボランティアで楽しん
でいます。
▼○○　○○　○○高（10回）
S33 年季業生58 才。48 才で始めたゴルフが生涯スポーツ！
ホームコースはグリーンヒル瑞浪！○高の想い出を語りながら
ラウンドしたい方、一報下さい！
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
卒業して40年、頭も白くなってきましたが元気でおります。
▼○○　○○　○○高（10回）
方々転任して関西に落ち着きました。
▼○○（○○）○○　○○高（10回）
孫を中心、に元気に暮らしています。よろしくお願いいたしま
す。
▼○○　○○　○○高（10回）
音楽教育講座主任教授の任務を終えホッと一息、現在は音楽
学・指揮法などの講義と明清楽（中国系外来音楽）の研究にと
りくんでいます。明笛・月琴・胡琴などお持ちの方は御一報
下さい。
▼○○　○○　○○高（10回）
長女はマーティングバンドのトップメジャー、長男は所沢商
業の3番バッター、二女は中3で100MH で全国優勝、高校で
は3年連続国体優勝と活躍したが、みんな独立し、今では2
人のGG ・BB になりました（孫2＋0.7）。
▼○○　○○　○○高（11回）
赤胴鈴之助に扮しての運動会の応援団、苦しかったマラソ
ン、縁のなかったラブレター。自転車通学で培った体力のお
陰で、テニス、ゴルフを元気に楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（11回）
児童数493 名、教職員37名、東京では中規模校です。5／24
（日）は運動会。女校長が出発係になりピストルをうつのは
「かっこいい」と教員に言われて、1日中ピストルを鳴らすこ
とになっています。東京ならではの発想です。伸々と楽しく
過ごしています。　　　　　　　　　　　　．
▼○○（○○）○○　○○高（11国）
還暦まで後数年、女性としてのフルコース（人生の）も一応デ
ザートに入ったようです。同窓生の皆様はいかがな人生だっ
たでしょうか！いえあなたも私も、これからの2次会に向け
て頑張らなくては！
▼○○（○○）○○　○○高（11回）
あちこち移動しましたが、福岡が永住の地になりました。
▼○○　○○　○○高（11回）
絵を描き、陶芸の作品を創っております。
▼○○（○○）○○　○○高（11回）
平成9年3月末で、34年間の教職生活に終止符を打ちまし

た。現在は主婦業に専念し、時に陶器を焼いています。子ど
も2人も手許を離れ、主人と2人暮らしでのんびりしていま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（11固）
過ぎ去りし青春をなつかしく振り返り、重ねた年が信じられ
ない今日です。○高同窓会会員の皆さまに事多かれと祈って
います。
▼○○（○○）○○　○○高（11回）
恩師の先生方、お元気でいらっしゃいますでしょうか。○高
はなつかしい故郷。改めて感謝の気持ちでいっぱいです。思
い出す時、全てが新鮮です。
▼○○　○○　○○高（11回）
コンピュータセンターを担当しております。老後の設計にも
本腰をいれています。
▼○○　○○　○○高（11回）
小代重俊の緑の埼玉県に住んで13年になります。3人の子供
達の教育もやっと終わり、今年（H10 年）初孫も生まれ、おじい
ちゃんになりました。
▼○○　○○　○○高（11回）
人生色々ありました50代半ばで腎臓を悪くし、初めて1年
近く休みを得る事が出来、残りの人生を大切にしなくてはと
思いました。
▼○○　○○　○○高（11回）
初めての小学校勤務となり、幼い純真な子供たちに囲まれて
毎日楽しく過ごしています。別居生活は厳しいですが元気で
頑張っています。
▼○○　○○　○○高（11回）
○高11回卒の同窓会は、オリンピックの年の正月に開催する
ことにしています。多くの方々とお会いしたいですね。
▼○○　○○　○○高（11回）
現在、会社・自宅でパソコン三昧の日々です。定年になった
らホームページでも開設したいと思っています。どなたかE
メール下さい。（アドレス：....@..........ne.jp）尚、姪っ子
が○高の英語の教師をしております。
▼○○　○○　○○高（11回）
最近、○中以来の親友が亡くなられました。彼の御冥福を祈
り、彼の分も社会に貢献していきたく願っております。
▼○○（○○）○○　○○高（11回）
高校の国語講師として、教材研究に頑張っています。部活動
ではお茶の先生の御供をしてお茶会に参加するのが楽しみで
す。また市の主任児童委員として勉強しているところです。
▼○○（○○）○○　○○高（11回）
卒業して丸40年、還暦も近くなりました。懐かしいあの若き
頃の友も皆お元気でしょうか。還暦祝いの同窓会でお会いす
るのを楽しみに致しております。
▼○○　○○　○○高（11回）
3人の娘も3人共○高の同窓になってしまいました。2、3
年で60才になってしまいますが、○高で始めた剣道が役に
立って、ジョギングと共に趣味にしています。
▼○○　○○　○○高（11回）
自転車通学で帰りに○○川で遊んで帰った友、そしてギター
片手に青春を語り合った○○○○君の消息は？
▼○○　○○　○○高（11回）
国のクリーンエネルギー政策の一助にと、3.9KW の「○○○○
太陽光発電所」を開所、余剰電力は東京電力に売っています。
太陽光発電に関する相談に応じますのでお申し付け下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
生涯教育を手伝うボランティアに生さがいを感じています。
▼○○　○○　○○高（12回）
平成10年4月、久しぶりに母校を訪れました。グランドを見
て、朝夕走った昔に思いをはせました。そして全国高校駅伝
大会に出場した時のことを・・・・。
▼○○　○○　○○高（12回）
辛業して38年、サラリーマン生活もあと2～5年で定年にな
りますが、2人の子供も家庭を持ち、夫婦2人だけの生活で
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すが、健康で長生きするため週3回スポーツクラブに通って
いる現状です。
▼○○　○○　○○高（12回）
震災すざて3年。色々な事を学びました。
(1)家族の絆が強くなった事
(2)他人に対しての深い思いやりが大切な事
(3)同窓会の意義はどこに？と思っている事。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
全国をまわって東京に落ち着きました。元気に中学・高校生
相手に『保健室のおばさん』しています。男子校で楽しいで
す。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
高齢化社会へ向けて介護保険制度の勉強を職場（病院）の仲間
と行っています。いつまでも若々しく元気に日常生活を送れ
る様に心樹けたいと思います。
▼○○　○○　○○高（12回）
卒業後早39年、停年まであと3年となりました。退職後は○
○に住む計画をしていますので、よろしくお願いします。な
お趣味の方は2年前から水泳をはじめ、昨年はマスターズに
参加しました。
▼○○　○○　○○高（12回）
名簿発刊御苦労様です。昨年（平成9年）の在京○高会に○○
先生の御出席がなく体調が悪いと聞きましたが共の後如何で
しょうか。心配です。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
「喜ばれる事に喜びを」モットーに24年間ボランティアを維続
中。○○会としてS.49年より文化協会・ボランティアの会・地
域づくりに。伝えたいボランティアのハート・皆違って、皆
いい。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
○高を卒業して、結婚して、イエス・キリストに出会いまし
た。家庭と教会とボランティアの日々を過ごしています。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
1男2女に恵まれながら、いつのまにか主人と2人に。還暦
も駆け足でやって来ています。まだまだ若い、第二の人生を
頑張っています。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
人生の下り披にきました。人との出会いがうれしく、そして
大事に思われます。お会いできる日を楽しみにしています。
▼○○　○○　○○高（12回）
去る平成8年9月8日、相手方居眠り運転に依り正面衝突の
大事故にあい、生死をさまよいながら現在もなお、自宅療養
と通院に専念中、不死鳥を夢見つつ頑張ります（只今休業
中）。
▼○○　○○　○○高（12回）
JICA 研修の事務局を努めて早5年50名の外国の友が出来まし
た。産業界での実習・見学、そして研修旅行と、インターナ
ショナルの仕事を楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
青春時代の真ん中だった○高時代。先生・友だち・グラン
ド・ポプラ並木・図書館・プールそして初恋、恵まれた環境に
いたのだなあとつくづく実感。物忘れする年になったけど、○
高のことは忘れません。
▼○○　○○　○○高（12回）
○高を卒第して39年、あっという間の感あり。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
夫婦2人さりの生活となり健康第一に人生せ楽しみたいと思
います。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
埼玉県人となりて25年。千葉の子等と歩みて30年。毎年、夏
休みには海外に出かけて異文化に触れては、視野を広げてい
る昨今です。
▼○○　○○　○○高（12回）
卒業35周年を京都の料亭で恩師6名を囲んで行いました。3
年後の還暦に向かって準備を考えています（於○○）。同窓会
も会費制を導入すべきと思う。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）

皆様、お元気ですか。月日の経つのは早いものでいつの間に
か50の半ばを過ぎてしまいました。還暦には皆様と御一緒に
お祝いをしたいものですね。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
外来のみの医院でひっそりと看護婦をしておりますが、時々
北九州の吉本さんと呼ばれ社会勉強もしております。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
在学中は美術部にいました。いまは美術館でボランティアを
しています。
▼○○（○○）○○　○○高（12回）
元気な80才代の両親に負けないようにウォーキングやスト
レッチと頑張っています。
▼○○　○○　○○高（12回）高（13回）
土曜日・日曜はゴルフ・舟つり・パチンコ・頼雀等に熱中し
て居ります。健康管理かも？
▼○○　○○　○○高（13回）
故郷を離れて33年。貧しく辛い高校時代も今はただ思い出ば
かり。人生はあまりに短くもあり、長くもあり。
▼○○（○○）○○　○○高（13回）
世話役の方御苦労様です。久しく同窓会には出ておりませ
ん。どなたかお骨折り下さいませんか。
▼○○（○○）○○　○○高（13回）
いい年令になりました。今はボランティア的な心でお年寄り
のお世話に喜びを感じ、ママさんコーラスを20年楽しんでい
ます。
▼○○（○○）○○　○○高（13回）
定年60才になって残り5年となり、身体の衰えを年を重ねる
ごとに覚える今日此の頃です。元気を出して定年が迎えられ
る様にがんばろうと思います。
▼○○　○○　○○高（13回）
特に変わらず元気に過ごして居ます。
▼○○（○○）○○　○○高（13回）
地域のボランティア活動を中心に明け暮れしています。
▼○○　○○　○○高（13回）
宰業して38年、子供3人、孫1人。年1回は同期会も開催。
在京メンバーは約70名。内40名近く参加して楽しく談笑して
います。校歌の『久遠の理想』は生涯の指針です。
▼○○　○○　○○高（13回）
約30年の国の防人としての任務を無事終了し、第二の聯場で
勤務しています。
▼○○（○○）○○　○○高（13回）
根無し草（転勤族）生活30年にやっとピリオドを打ち、ふる里
近くに落ち着く事になりました。同窓の皆様との再会を楽し
みにしています。
▼○○　○○　○○高（13回）
在学中は『タスキの青春』でした。なぜか今、北国のプールで
水泳指導。それにしても「駅伝・○○」の復活はいかに。
▼○○　○○　○○高（13回）
母校○○中勤務、後輩の生徒と共に頑張ってます。現在、家
庭園芸・書道を趣味としてやり、楽しんでいます。大学生の
子供2人は、東京と福岡で修業中。
▼○○　○○　○○高（13回）
卒業して37年も過ぎてしまいました。今はインターネットに
のめり込んでいます。『○○市紹介』のホームページを作りま
したので、皆さんも見て下さい。
▼○○　○○　○○高（13回）
長崎県に勤めて33年。北は対馬から南は島原半島江之津ま
で、そして長崎、佐世保と転勤6回。この間妻1人、子ども
2人。今、「ボコー○○○」が心の底で自分を支えているのを
強く感じています。
▼○○　○○　○○高（13回）
同期会で「○○高く・‥」を歌うとすっかり『あの頃』にもど
ります。東京では毎年秋開催。みんな集まろう・たべろう・
歌おう・飲もう、そして若返ろう！！
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▼○○　○○　○○高（13回）
テニス部（ソフト）ではOB 会を毎年盆・正月に行い、○高でテ
ニスを楽しみ、夜は皆で一杯飲みながら現役の話や昔の話を
楽しんでいます。多くのOB の方のご参加を待っています。
▼○○（○○）○○　○○高（13回）
みんなどうしているのかなあとときどき思います。
▼○○　○○　○○高（13回）
H8.4月より車京勤務です。車京での同期会も何回か出席
し、旧交を温める事が出来ました。
▼○○　○○　○○高（13回）
体育祭のリレーとフオークダンス！！今でも思い出すたびに心
が浮き浮きします。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
私は、21世紀を担う子供たちの誕生のお手伝いをしていま
す。（助産婦）
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
山紫水明、花鳥風月の人吉で頑張っています。温泉に是非ど
うぞ・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
卒業後36年たった今でも、高校生活は走馬燈の様に私の脳裏
には鮮やかに思い浮かんできます。もう一度青春時代にもど
りたい・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
佐賀県唐津市に住むようになって37年めを迎えます。時々○
○卒の方とも同じ職場に勤めることがありますが、その時は
○○時代の頃を想い出しながら話をしています。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
老眼鏡をかけて、まだ仕事ガンバッテます。
▼○○　○○　○○高（14回）
卒業して35周年の同窓会を機にゴルフを始め、9ケ月日と8
日で100 を切りました。その分だけソフトテニス（軟式庭球）が
少なくなりました。
▼○○　○○　○○高（14回）
35年ぶり！○○での生活の再開です。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
ブルマースをつけて走っていた頃が急に思い出されました。
懐かしい、！皆さま、どちらの地で、いかがお過ごしなので
しょうか。同窓会係の御苦労に感謝します。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
環境問題が多く心を痛めています。我々の世代で悪化させた
事は、自分たちの手でなんとかしたいのですが・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
豊かな自然の下で過ごした青春の日々を誇りに思っていま
す。趣味の絵、山登り等、これからも健康で続けて行けたら
と願っています。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
あの大震災から丸4年・・・。命の重みを痛い程、感じてい
ます。多くの人のぬくもりを頂いて、支えられて現在があり
ます。この4年間に両親との別れ、○○先生との別れがあ
り、心の中は大きくゆれました。現在は人のぬくもりを頂い
たおかげで、心の中はホカホカと安定しています。
▼○○　○○　○○高（14回）
奈良に住んでいますので、なかなか母校を訪れることがでさ
ません。運動会（体育祭）の形式は昔のままでしょうか。
▼○○　○○　○○高（14回）
25年ぶりの地元勤務で単身赴任生活を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（14回）
○校は、懐かしい想いで校塔を見上げるようになって久しい
が、今もなお、あざやかに、お世話になった先生方、多くの
友のことが脳裏に浮かんでくる処である。〔札幌　羊ケ丘に
て〕
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
ふる里○○の懐かしい風景や友と遊んだ日々の思い出は心の
宝です。人生の勝負は健康だ！・・・もっこす人生で頑張っ
ています。郷土○○を誇りと思っています。地元の皆様の
益々のご活躍を願います。やっぱラーメンは○○が一番うま
か。

▼○○　○○　○○高（15回）
いつも母校の見える所に勤めています。運動会の練習時の声
など聞こえてきて、昔を思い出しています。休日は仲間と山
登りを楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（15回）
主人は現在定年学校入校中です（3週間）。55才走年を目前に
控え陶芸に夢中です。手作りの酒器で毎晩一杯やってます。
▼○○　○○　○○高（15回）
7番目が○高3年、8番目の末娘が○○2年です。私は○○
高校の育友会会長をつとめさせて頂いて居ります。
▼○○（○○）○○　○○高（14回）
20才で上京、早33年・・・になります。○○市と同じで緑の
多い町です。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
年老いた両親の世話をして、時にはカラオケで気分転換をし
ています。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
外孫2人、内孫7月の予定のばあちゃんになりますが、釣具
店で主人と息子と私の3人で現役で頑張っております。
▼○○　○○　○○高（15回）
社会人となって仕事に没頭し、子会社ながらトップになっ
て、ふと自分を見てみると、いつのまにか53才になっていま
した。私の一番の青春時代は○○高校へ転校前の○○高の2
年間でした。皆どうしていますか？
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
お元気ですか。熊本県のニュースや産物を見ると元気になり
ます。皆々様のお幸せをお祈りしています。
▼○○　○○　○○高（15回）
休日はせっせと山に登っています。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
○高15回卒（38会）は同期の「○○○君」を国会の場へと頑張っ
ています。同窓の皆様も応援を宜しく。
▼○○　○○　○○高（15回）
頭は白くなり、腹は出てさて血圧200 。困ったものです。
▼○○　○○　○○高（15回）
○高を卒黄して3S年。昭和48年のオイルショックを釆り越え
た日本が、今や政治・行政・経済・社会・教育などあらゆる
面で未曾有の国難に直面している感じがします。国際化の進
展、高齢（化）社会の到来などを踏まえてて、僅かであっても、
社会に貢献できる行動は何かを考える時が来た思いがするこ
の頃です。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
時折、故郷に帰り、昔と変わらない○高の校舎を見るたび
に、ほっと安らかになります。これからもますますのご発展
をお祈りしています。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
おつかれさま。元気でこの夏を乗り切って下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
卒業して35年、働さ出して35年、信じられないような年数で
す。最近花を育てる楽しみを覚えました。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
いつの間にか50才の坂を越えてしまいましたが、気持ちは高
校生の頃と、さほど変わっているとは思えません。でも体力
の方は、やはりそれなりに・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
消費税や医療費の値上げで、庶民の悲鳴が聞こえてきます。
95年に○○町の町会議員に当選させていただき、「住民こそ主
人公」の立場で町民の皆さんの声が町政に反影されるよう頑
張っています。来年（99年9月）は2度目の選挙です。今後と
もよろしく！
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
先日、何十年ぶりに○高へ行ってみました。図書舘はなくな
り、裏の校舎もなくなり・‥。しかし、なつかしい時計台の
ある校舎はそのままでした。あの校舎だけは○高のシンボル
です。いつまでも残しておいて下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
2人の息子も社会人になり、主人とポメラニアン（メス・名前
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マコ・‥）、夫婦・犬1匹との生活です。コーラス・リズム
体操・園芸を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（15回）
ガンバレ○高！ガンバロー○高OB ！
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
『昼の憩』のテーマ音楽がカーラジオから流れています。当時
自転車通学だった私は土曜日や試験中の昼に、通り道の家々
から流れていたこの曲を耳にしていました。未だに変わって
いないのですね。卒業して35年以上も経ったというのに、こ
の曲は懐かしい高校時代に私を引きもどしてくれます。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
色々とお世話様でございます。益々、母校の発展を祈ってお
ります。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
ある店で「どこかで一緒だったごたる」とオーナーに言われ「も
しかして○○高校？」「そう」と10年先輩のお言葉でした。H10
年4月の博多での事ですが、35年前のなまりが残っていたこ
とがわかり大変嬉しく思いました。私は福岡県生まれなので
すが。
▼○○　○○　○○高（15回）
卒業して36年、この頃になってつくづく自営の道を選んで良
かったと思ってます。但し、体力維持に苦心しています
が・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
卒業して早35年、早いものです。次回の38会同窓会には是非
出席したいと思います。3人の子供もまだ独身です。85才の
母の世話頑張っています。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
卒業して早35年、50代半ばにあり、不況の世の中ですが、せ
めて心豊かに日々を送りたいと思っております。
▼○○　○○　○○高（15回）
現在53才、すっかり白いものが目立つようになりました。
▼○○　○○　○○高（15回）
高齢化社会をむかえ、よりよい老後を過ごすことが求められ
る時代になりました。大学では高齢者の健康と体力に関して
研究をしておりますので、興味のある方はご什一報下さい。
▼○○　○○　○○高（15回）
国の平和繁栄、御皇室と国民の平穏無事を何百年何千年と祈
り続けているのが日本の国の神社です。私も毎朝6時、夜明
けとともに太鼓をたたき、この祭典を元気に続けています。
▼○○（○○）○○　○○高（15回）
子供達も大きくなり、休日には夫婦2人で、8ミリビデオ片
手に山登り（山歩き）を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（16回）
高校3年生（当時のヒットソング）のメロディーに乗って思い
出の校舎、あの顧、この友。青春は遠きに去って思うも
の・・・。あの頃にカエリターイ！
▼○○（○○）○○　○○高（16回）
毎日忙しく過ごしています。元気です。高校時代、楽しい思
い出が一杯です。
▼○○　○○　○○高（16回）
○○同級生同士の結婚も銀婚式をこえ、3人の子持ち、時は
いつのまにか舞台を変えていました。
▼○○　○○　○○高（16回）
高校時代の恩師、○○先生のお陰でバスケットに精一杯頑
張っています。
▼○○　○○　○○高（16回）
卒第して34年、もう一度学生生活にもどり、野球をやりた
い。友達にも逢いたい。
▼○○（○○）○○　○○高（16回）
この春、3男が卒業・就職し、やっと子供達から解放されま
した。これからは老後に向けて、夫と共に一日一日を大事に
過ごしていきたいと思っています。
▼○○　○○　○○高（16回）
○○山頂手前80m の高さをクリアするのが辛かった。その経
験から人事を掻くし非常に苦しい時いつも自分にいい聞かせ
ました。「もうすぐ頂上だ。」不屈の精神が財産です。

▼○○　○○　○○高（16回）
月日は百代の過客にして云々とあるが、卒業して34年、多く
の同級生がその道で精一杯やっているのに嬉しく、心強く感
じたりして居ます。体力の衰えはのがれられないが気力で頑
張っていさたいものです。
▼○○　○○　○○高（16回）
○高を卒業して、東京生活も35年近くになり、2人の子供も
現在は大学生に成って居ります。
▼○○　○○　○○高（16回）
1998.6／26、3年間の予定でインドで生活します。
▼○○（○○）○○　○○高（16回）
○○へ帰って、早5年がたちました。○○の地で人形劇・演
劇サークルに入り、第3の人生をエンジョイしています。興
味のある方、TEL 下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（16回）
自然や身のまわりの生活を俳句にすることを楽しみにしてお
ります。
▼○○　○○　○○高（16回）
体育祭の櫓と応援合戦。文化祭の準備中、公費で食べた出前の
ラーメン。汽車通学中のいろ、んなこと。そして授業中、個人
的に食けた先生の愛のムチ等々、今、鮮明に蘇ります。
▼○○　○○　○○高（17回）
大学以来28年間一貫して米国を中心に海外との取引きの中で
生きております。旅先で一人眠りに就く時、思いははるか故
国日本の○○／○○へと還ります。
▼○○　○○　○○高（17回）
新宿でお店やって15年目、細腕でがんばっています。日本舞
踊始めて3年、女一人楽しく人生送っています。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
『生涯青春』幸福の境涯を広げていきたいと思います。
▼○○　○○　○○高（17回）
あの頃の自分（学生の頃）を2人の子供も越えてうれしい様な
淋しい様な・・・夢の様な。まだまだ頑張って夢を実現しよ
う。自分自身に活！
▼○○　○○　○○高（17回）
最近やっと解った事、『貧しき時、決ずしも不幸にあら
ず。』、思う事『懐の温もり、寒くならないと解らないものな
のかも。』次の出会いを楽しみにしています。元気で！
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
市のヘルパーになって3年、そして有償ボランティア『たんぼ
ぼの会』を発足して1年半。すばらしい仲間17人で山あり谷あ
り悪戦苦闘ですが、人生の先輩から学ぶ事は多く感謝の日々
です。私の行く道『老い』を考えながら歩いています。少々体
もガタガタになりつつありますので。
▼○○　○○　○○高（17回）
昨年の在京○高会同窓会では恩師と又三十余年振りに会った
親友とも会えました。時のうつろいを感じませんでした。会
開催のお骨折りの各位に感謝します。
▼○○　○○　○○高（17回）
卒業後早33年経過。脱サラしゴルフ会員権売買を経営して早
10年目、関東中心に全国の物件を取り扱って居ります。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
養護学校の校長として、特殊教育の充実をめざして頑張って
います。尺八演奏を楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
同窓会事務局の皆様御苦労様でございます。卒業後30年が過
ぎてしまいましたが、まだまだ『○高』という文字を見る度に
うれしくなります。名簿の出来上がり楽しみにしておりま
す。
▼○○　○○　○○高（17回）
野球部での3年間で、完全試合あり、また○○炭坑の大爆発
で級友の中にも父や兄を失した者あり、3年時の体育大会で
のオリンピック音頭を踊ったこと等、数多さ想い出。懐かし
さあり。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
茨域へ来て早26年○○弁もだんだんしゃべれなくなりまし
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た。その代わりに、主人の教育のお陰でしょうか？『地元の人
も顔まけ』と言われる程の茨城弁になっていまいた。いかっペ
ねー！
▼○○　○○　○○高（17回）
海外（マレーシア・フィリピン・ハワイ等）短期滞在（生活型）
に興味のある方、連絡を。脱日本！！
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
日本の伝統工業を担う刀鍛冶の女房として日々暮らしており
ます。刀を通して出会う人脆は苦労の差引きに見あうものが
あると思いつつのこの頃です。
▼○○　○○　○○高（17回）
子供・家族も大事だけれど、そろそろ自分の人生楽しみませ
んか？
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
お世話ごくろうさまです。今年の4月鹿児島の南薩に主人が
転勤になりくっついて一緒に動いています。私も教戦生活約
30年で退聯しました。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
○○先生、最期のお別れは辛かったです。けれど私達は、そ
れぞれの想いを胸に生きていさます。どうぞ安らかにお眠り
下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
大学を出て神祭川に就職し、教員生活30年を迎えました。教
育も難しい時代で30年の経験を生かしてと言っておれませ
ん。日々考えざるを得ない毎日ですが、幸いに健康にも恵ま
れていますので、もう少し続けようと思っています。2人の
子も成人しましたし。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
御無沙汰しております。次回の同窓会には懐かしいお顔を拝
顔出来ると思います。今から楽しみにしています。
▼○○　○○　○○高（17回）
相手を投げる柔道から相手をリードする社交ダンスヘと趣味
を広げ、自己の可能性を追求しています。
▼○○　○○　○○高（17回）
郷里を離れて32年。元気にやっています。在京の同級生会を
時々やって当時を懐かしがっています。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
3人の子供も良さ社会人をめざし頑張っています。いつまで
も主人共々元気で長生きし、社会に役立つよう前向きにと希
望を持ち歩いております。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
結婚して27年間ずっと横浜での生活です。でも出不精で横浜
の案内等できない私です。家族は主人と娘2人で生活してい
ます。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
健康を考える年令になりました。焦らず川の流れのように
日々暮らしております。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
8年先輩の主人と結婚して早30年。2人の子が巣立ってから
は2人暮らしの気楽な毎日です。仕事のケーキづくりから、
花づくり、主人と共に野菜づくり、山登りをしています。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
いつのまにか白髪があっと言う間にでさ51歳に成りました。
高校生活が楽しかったです。つらい、苦しい、悲しい出来事
は前向きに考えて生さています。懐かしい友に逢える日を楽
しみにしてます。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
忙しい日々です。もっと楽になれると思いきや、夜勤の夫の
弁当作り、孫・・・。
▼○○　○○　○○高（17回）
H10.5 機会を得て33年振りに柔道仲間の○○氏（東京単身赴任
中）と電話連終出来ました。関西支部を通じ関西同期とは常に
連絡可です。○高讃歌が同窓であることを確認させてくれま
した。
▼○○（○○）○○　○○高（17回）
主人の転勤の為、一時宇都宮で生活しています。小一年ぐらい
はこちらの生活が続くでしょう。

▼○○　○○　○○高（17回）
○高卒業後、高校教師になりましたが、人事異動で1995 年4
月より○高定時制に勤務しています。本館の時計台が預って
いて、昔日の苦しくも楽しかった日々が思い出させるこの頃
です。
▼○○　○○　○○高（18回）
人生、第3ラウンドヘ充電中・‥。草葉35周年同年会は『21
世紀のスタートの日2001 年1月1日開催』の予定。今から準備
を！
▼○○　○○　○○高（18回）
卒業して早22年、とうとう50才の大台に乗った。定年まであ
と10年、子供は大学1回生を頭に高3、高1。まだまだ妻や
子供達の為頑張らなくてはいけない。自分の好きな旅行に行
けるのはいつの事やら。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
昨年、実家の両親が倒れてしまい、長年勤めていた仕事を辞
めて看病が主体の生活に変わりました。東京には姑の介護も
必要となり、東京と○○を行ったり来たり。今を悔いなく生
きたいと思います。
▼○○　○○　○○高（18回）
.........@........ne.jpインターネットとマラソンに擬っています。メー
ルお待ちしてます。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
担任の先生のことを時折思い出します。現在健康を害し一日
一日を充実に過ごして生きたいと思う今日このごろ・・・。
▼○○　○○　○○高（18回）
鹿児島で頑張っています。今年から鹿児島市内に転勤になり
ました。
▼○○　○○　○○高（18回）
団魂の世代に生まれ、炭坑社宅で育ちました。回りにはいつ
もたくさんの仲間がいました。ずっと十把一絡げの人生楽し
んでいます。高校3年生を歌いながら過ごした○高での3年
間が私の人生の原点です。
▼○○　○○　○○高（18回）
奈良青野山で毎年、春展覧会を催しております。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
9月に2人目の孫が出来ます。私のストレス解消は孫と遊ぶ
ことです。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
末っ子が現在3年生、今年は赤団のリーダーで青春の1ペー
ジに忘れられない想い出をつくりました。
▼○○　○○　○○高（18回）
アメリカの永住権を取得し、原則としては、アメリカ半分・
日本半分の生活をしています。
▼○○　○○　○○高（18回）
96年7月○○○○○○の物流部門を切りはなし、○○○○物
流（株）という新会社を発足させました。グローバル20（世界
シェア20％）をめざし、微力ながら頑張っています。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
現在、『花組』・『翔和会』・『○○酒の会』という何やらゾクッ
と楽しい会に所属。俳句会と音楽を通じて地域起こしをして
います。『花組』俳句会主催○○○○
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
書道・パッチワーク等趣味を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（18回）
九州近県を転々としていますが、5年内には○○に帰りたい
思っています。
▼○○　○○　○○高（18回）
○高では食験勉強の日々でしたが、山岳部での楽しい部活の
思い出があります。北伊勢の鈴鹿の七座青育と　部活で登りし
小岱に似る
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
早いもので50才になりました。息子が成人式を迎えました。
娘もそろそろ嫁に行く年ごろになりました。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
10年間揖保のシステム開発部で頭を鍛えたのに、辞めれば、
ただの人。子供（2人）社会人となり新居も夫婦で第二の人生
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の出発点、、金生は長いけど2人とも世界の車窓が大好きな
ので、2人でヨーロッパヘ車窓の旅に出るのが夢です。
▼○○　○○　○○高（18回）
98年春、青森から天草へ転勤しましたが、単身生活は続いて
います。
▼○○　○○　○○高（18回）
○高卒業生としてはずかしくないように、日々努力して生き
ていきたいと思っています。卒栄生の皆様の活躍ぶりを見た
り聞いたりすると揖しいです。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
北海道はオホーツク海に面した紋別市より60km ほど内陸には
いった過疎の地（キクキツネ・エゾシカ・クマが放し飼い？）
に移り住んで6年、思えば遠くへ来たものです。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
人生50年も早過ぎ去る年代を迎えまさに『日々冒険』の毎日で
す。人は他人に感動を与え、また得ることが大切ですネ。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
5月の風と共に体育祭の応援の練習が聞こえます。毎年なつ
かしく思い出します。月日が経つのは早いもので気がついた
ら五十路、これから少し自分の時間をもちたいと思います。
名簿発刊おめでとうございます。
▼○○（○○）○○　○○高（18回）
今も懐かしく32年前の旧校舎・グラウンド・若い頃の友の笑
顔等が思い出されます。子育ても終わり、ゆっくりライフづ
くりを楽しみながらあと10年現役として頑張ろうと思ってい
るところです。
▼○○　○○　○○高（18回）
地元に帰ってから早27年がたちましたが、なかなか母校に顔
をだす機会がありません。祖母・母・小生・娘と4代に渡り
○高にはお世話なりました。○高のますますの発展を期待し
ています。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
3人の子供に恵まれましたが、転勤族で一つの場所に落ち着
く事ができません。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
○○に住んでいるので変わらぬ制服姿をいつも目にするこ事
で昔をなつかしく思い出します。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
現在、神戸新聞のタブロイド版『ミニコミ○○○』の編集記者
を担当して12年目です。またホームケア・ジャパンの代理店
をしています。姫路に先輩や後輩の方がいらっしゃると嬉し
いのですが・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
キツネやタヌキが出る山の中に住んでいますが、20年先は近
くに新幹線の駅が出来て大都会になっているかも・‥。ノ
ンビリ暮らす田舎のオバサンになりました。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
子供の教育から解放され自分の時間が持てる年代になりまし
た。着付けや生渡学習等に参加するなどして自分なりに楽し
んでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
平成元年から腰をおちつけて○○高裏門の近くに住んでま
す。これからもず、つと・・・。どうぞお立ち寄り下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
私50才・橙76才・姑87才。2人の母の在宅介護、『人として』
を考えさせられ、教えられる貴重な日々です。
▼○○　○○　○○高（19回）
○高を辛業して30年経ちました。現在は日本一の富士山を北
に、常に箱根山、西に愛鷹山と環境に恵まれた所に住んでお
ります。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
先日25年振りにクラスメイトに逢いましたが、30秒程で昔に
戻りました。不思議ですね。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
子牛生まれの50才、○高時代は世界をかけめぐりアラビアの
石油商とロマンスを！と、希望があったのに・・・現実は大
阪下町で手打ちうどん屋のかみさん。息子3人の教育ママゴ

ン。老眼鏡にもめげず、月に10冊は読書します。
▼○○　○○　○○高（19回）
両親を亡くして初めて、孤独な自分に気付いた。だからこそ
故郷がなつかしい。何故なら、そこには昔のままの皆の頗が
あるから。
▼○○　○○　○○高（19回）
仕事柄、母校のこと高校時代のことを懐かしく思い出しま
す。長女が教師になり、嬉しいと同時に私はあと10年です。
これからの教育を模索しながら、目の前の生徒を大切に育て
ていきたいと思います。母校の益々の発展を心よりお祈り申
し上げます。
▼○○　○○　○○高（19回）
インターネットにホームページを出しました。
http：〃www....ne.jp／.......／........／です。一度のぞいてみて下
さい。メールアドレスは........@........ne.jpです。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
行方不明になっていたそうで残念ながら同窓会のご案内がな
かったのですが、こうしてハガキが来てうれしいです。
▼○○　○○　○○高（19回）
野球部の皆様、甲子園出場を目指して頑張って下さい。
▼○○　○○　○○高（19回）
県立学校の事務職貝となって27年を経過。○○・○○・○
○・○○養護を経て現在の○○高校です。いつかは『○○高校
で勤務』を夢みています。クラス仲間全員に会えたらいいなと
思っています。
▼○○　○○　○○高（19回）
みかん山でがまだしよります。う－んとみかんば食うてはい
よ！
▼○○　○○　○○高（19回）
30年振りに○○に帰り、先は○高の体育祭で応援団の人文字
に感動、思わず目頭が熱くなりました。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
暇をみつけては温泉に行くのが大好きになりました。
▼○○　○○　○○高（19回）
海外（VIETNAM ）で過ごしております。少しトウが立った志
で
すが現在の仕事をライフワークとしたいと思っております。
▼○○　○○　○○高（19回）
中学の頃から牧場を夢見て農学部へ進みました。でも福祉の
仕事を20年続けています。今は昔の夢を求めて○○、○○○
あたりを『ウロウロ』しています。
▼○○　○○　○○高（19回）
体育科の○○○○先生に出逢えた事が、今の人生を決定した
と思います。ありがとうございました。いつまでもお元気で
いて下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
趣味としてフオークダンスを楽しんでいます。その関係でイ
ギリスやオランダ、その他の国を訪問できています。○○で
もさかんなようですので、同期の方でフオークダンスをやっ
ている人があればご一報を！
▼○○　○○　○○高（19回）
家族4人、元気に頑張っております。
▼○○（○○）○○　○○高（19回）
3人の子供（みんな男の子）も成長し趣味もマラソンから現在
はお琴に変わりました。
▼○○　○○　○○高（19回）
今年でやっと50才になりました。高校の器楽部で、トラン
ペットを吹いて以来、現在まで吹き続けています。死ぬまで
楽しみながら吹き続けたいと思います。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
2人の子供は現在大学生です。卒業して30年の年月をしみじ
み感じています。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
西南の役の際、熊本城を死守した鎮台司令長宮・谷干城の出
身地の土佐で、今自分がこうして働いているのも何かの縁
か。
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▼○○　○○　○○高（20回）
趣味は、酒・テニス・野菜・花・小説等。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
平成元年以来、病気との闘いの毎日です。元気になりた
い・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
同窓会等の便りを受け取ると忙しい日常を忘れ忽ち、30年前
の○高の校舎・友人達・先生方・○○の町等が思い出され本
当に幸せな気分になります。新しい名簿もとても楽しみに
待ってます。よろしくお願いします。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
○高を卒業し30年、群馬へ来て25年です。住んでいるところ
は○○市の様な田園地帯です。子供は2男1女で、大学4
年、高3、中2となりました。趣味はアマチュア無線と上州
八木節。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
東北に腰を落ち着け、病院勤務も早27年を数えます。少しず
つ自分の時間も増え、趣味も充実してきました。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
卒業して早30年、現在4人の子供の母親業と兼ねて近くの○
○○○○○○○の仕事の一端を任せて頂き、毎日頑張ってい
ます。各方面で頑張っておられる皆さん、お元気ですか。先
生方、お元気でしょうか。
▼○○　○○　○○高（20回）
○高在学中は阪神タイガースで今、○高○高ジャイアンツ。
はちや大学現役で、今なお大学院めざして蜂ざんまい。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
毎日母校を隣にながめながら、仕事をしております。病気の
際はぜひ、ご利用下さい。公立○○中央病院
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
卒業して早こ十余年、子供2人も、もう高校にいっており手
もあまりいらず、余暇を利用して体づくりのためミニバ
レー・ストレッチとしております。皆様方もお元気です
か・・・。
▼○○　○○　○○高（20回）
高校ではサッカーで県大会（当時は人気がなくて
予選なしで行けた）に出場し楽しみましたが、現
在はマラソンで世界中を走り回っています。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
30年はあっと云う間でした。近頃は、気持ちに体がついてい
かない現実にガクゼンとしたり‥・。でも気持ちだけは高
校生の時の若いままで。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
この間20周年の同窓会をしたと思ったら、あれから10年の月
日がたっていまいました。20会として準備に入りました。8
／14に30周年の行事開催予定です。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
「光陰矢のごとし」あと3、4年もすれば、おばあちゃんに。
子供達の成長を楽しみに頑張ってさた年月。うれしい事、悲
しい事、たくさんの思い出あり。人様のおかげさまに、あり
がたく、感謝の心を忘れず、これからの人生、悔いなく過ご
したい。
▼○○　○○　○○高（20回）
卒業して早30年、税務の仕事に従事して以来大半を別世界（マ
ルサ）で過ごして参りました。現在は来るべき社会復帰の日に
備え、心の準備をしております。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
体育祭の応援合戦の練習などは、本当に懐かしい大切な思い
出です。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
部活ではチェロを弾いていたのを懐かしく思い出していま
す。コントラバスの○さん、バイオリンの○○さん、お元気
でしょうか。来年は50才になります。信じられない程の時が
流れました。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
卒業して30年、鏡の中の顔は初めて主人と会った当時の母の
顔とそっくり『似てきたね』の言葉に複雑な心境の今日この

頃、子供が大きくなったのでクラス会があれば行ってみたい
と思ってます。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
平成五重の塔や看護大学の建設で我が○○もずいぶんと変革
していますね。ルーツの発展は喜ばしい事です。古巣に帰る
と「さあ又、頑張るゾ！」と元気が湧きます。
▼○○　○○　○○高（20回）
大学以来バドミントンをしつこく続けております。○○市の
クラブで暇を見て練習しております。小・中学生の指導も日
課の一つです。また家業の梨園（特産○○梨・新高『にいた
か』）も、妻を柱に？やってます。子供も大学2年が2人、中
3が1人と成長しました。
▼○○　○○　○○高（20回）
○高の3年間から10倍もの歳月が過ぎたのに想い出だけは3
年間の方が10倍以上ありそうな。遠く離れて日々を過ごして
いると『ドリアン・グレイ』ではありませんが、自分の記憶の
中では皆若い日のママなのです。
▼○○　○○　○○高（20回）
現在、長男・長女も○高生。親子3代○高にお世話になりま
す。今年から父に代わって校医を努めさせていただきます。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
レオタード姿から着物姿（日舞）に変え、早10年目に入ろうと
しています。2人の大学生をかかえ、金の要らない最小限の
範囲で秘かに楽しんでいます。頭と体の体操でリフレッ
シュ！
▼○○　○○　○○高（20回）
卒業して早30年。子ども達（2人）が今、高校生になっていま
す。
▼○○　○○　○○高（20回）
四国・瀬戸内側の中央部、川之江市に住んで3年になりま
す。高速道路が除々に整備されましたが、当地は、松山・高
松・徳島・高知の中間点にあります。どこへ行くにも便利な
ところです。是非お立ち寄り下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
庭園に『考える像』鏡座して単車で通り青春の日々
放課後にポール追いし君あこがれぬいつしら吾子どち同じ歳
こゆ
▼○○　○○　○○高（20回）
娘が母校在学中で先日運動会を見に行きました。30年前にタ
イムスリップした思いと同時に当時より素晴らしいのに感動
しました。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
子育ても一段落して、仕事のかたわら趣味の山登りに没頭し
てます。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
この夏、主人が労務・会計事務所を開設しまして、今のとこ
ろ2人で頑張っております。労務関係・税務の事、全てご相
談食付致しますので、ご用命の方は是非ご連絡を。
▼○○　○○　○○高（20回）
子供が古いアルバムを取り出しその中に○高の卒業アルバム
があったりすると、つい手にとって先生や友の姿をながめて
当時を思い出すことがあります。名簿を楽しみにしていま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
マラソン大会はきつかった！屋上で友人と青春を語り合った
時期もあったのだ。
▼○○（○○）○○　○○高（20回）
○○に帰省するたびに（実家は○高の東側）、あの時計台を見
上げると学生時代の想い出が鮮明に建ってきます。♪クラス
仲間はいつまでも♪
▼○○　○○　○○高（21回）
卒業して早30年、名古屋・車京を経て、平成6年6月に玉名
に帰省し、自営業を営んでいます。一人娘もようやく小学校
へ入学し、明るいシヤキシヤキ娘に育っています。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
○○○グランド通りにイタリアンレストラン『○○○○○○
○』を開店して18年目になります。一使お寄り下さい。
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▼○○（○○）○○　○○高（21回）
震災をのりこえ、毎日新しい料理にチャレンジしている今日
このごろです。
▼○○　○○　○○高（21回）
今私達の周りにはなくなりつつものの多いこと、誰かが守っ
てやらなくてはいけないのです。
▼○○　○○　○○高（21回）
私は、皆様とは違う人生を歩いています。是非、私の人生を
皆様方にお知らせしたいものです！
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
元気に暮らしております。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
卒業して子供が○高に行くようになって、卒業生の友人と
会って、それから毎年1回友人3人と旅行に行くのが楽しみ
になりました。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
21世紀へ向かって、第二の人生へ向かってはばたこう！
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
来年はいよいよ子育て終了の予定です。息子には絶対浪人し
ないようにと厳令していますが、どうなるやら、現在アジア
かけ橋の会を主催、国際交流で走りまわっています。詩の方
も○○詩集を発行準備中です。
▼○○　○○　○○高（21回）
オーイ、頑張って元気しとっぞ！
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
自分でも予想外でしたが、学校給食の仕事をしています。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
大・高・中・中で今が一番、食費・教育費の負担が重くのし
かかっています。
▼○○　○○　○○高（21回）
東の町にさてこ十数年。子供が○高卒業の時の年令になって
しまいました。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
皆様お元気ですか？いつか会えたらいいですね。○高の想い
出が日々強まる今日です。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
東北の冷夏を知って、初めて宮澤腎治の「雨ニモ負ケズ」がわ
かりました。サムサのナツにオロオロアルキ・・・。暑くて
灼けるような○○の夏は永遠の憧れです！
▼○○　○○　○○高（21回）
卒業して28年が経ちました。あの頃の通学の楽しさが今無
しょうに懐かしいです。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
福井での暮らしは3月まで、4月からは又主人の転勤でちが
う土地での暮らしです。
▼○○　○○　○○高（21回）
卒業して30年ですが、心は青春です。ロマンチックな性格・
感性は今も○高生を見て心がときめきます。○高の先生の教
えの言葉の一つ一つが今の人生の生きる力となっています。
これからも楽しく正直に輝さながら、元気に生きてゆきたい
と思っております。花の花の私心豊かになりました。マラソ
ンと体操が楽しく、21世紀頃から水泳をしたいと思っており
ます。1ケ月過ざ頃から結婚ができる体力と気力がおきまし
た。あと少しで結婚ができます。料理の勉強をしておりま
す。
▼○○　○○　○○高（21回）
卒後（昭44年）30年、故郷○○を離れ車京に根をおろし、子供
の故郷を港区芝浦にしてしまい、故郷○○の自然、山（○○
山）・川（○○川）を思い、比較しては自慢してます。
▼○○　○○　○○高（21回）
卒業してまもなく30年、現在、資格試験にチャレンジ中で、
30年ぶりに勉強中です。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
上の子が今年から○高1年として通学しています。先日、体
育祭を見に行って、人文字も我々の時代より、ずっと高度化
していてびっくり！感動しました。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）

卒業して30年、現役の保母として頑張っています。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
今、上の子が母校の2年生、バドミントンで毎日汗を流して
います。今年は、特に体育祭は素晴らしかったと思います。
子供の団の赤団が優勝できたからかな？来年も楽しみにして
います。
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
「心を清く、意志強く、ノーマルに。」
▼○○（○○）○○　○○高（21回）
小学生から大学まで4人の子供の母として頑張っています。
▼○○　○○　○○高（21回）
今も運動を楽しんでいます。ソフトポール、特に健康マラソ
ンで同窓生に会うのが楽しみです。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
職業柄、多くの同級生の方々とお会いできる機会がたくさん
もてて幸せに思います。先月は同級生家族同伴で温泉旅行に
もでかけました。どうぞ帰郷の折は○○まで足をお運び下さ
い。
▼○○　○○　○○高（22回）
卒業して約30年。今ではお腹が出ている中年の「オッサン」で
す。山口ヘおいでの折りにはお立ち寄りください。○高時代
の思い出を語りましょう。
▼○○　○○　○○高（22回）
現在、静岡県浜松にて単身赴任の生活をしております。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
3年4組の皆さんお元気ですか。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
長野と富山と毎週往復する昨今です。めったに同郷の方に会
うことはありませんが、偶然にも先日学会で○高の先輩の方
と同席することになり、懐かしい○○弁を聞くことができま
した。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
まだ子育て真っ最中です。我が子が高校生だった頃はよく自
分の高校時代を思い出したものです。永い時の流れが、今、
もしあの頃のクラスメートとすれちがってもすぐにはわから
なくしているかもしれませんね。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
卒業して28年、遠く離れた土地からも母校○高は誇りです。
新聞（高校野球予選）・雑誌（大学合格高校etc）などで、たま、
に○○高校の名を見つけると嬉しくなります！！
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
皆さん日々よろこんでお過ごしですか。25年間、○○市立保
育園で子ども達と一緒に遊んできましたが、今は未来の地球
をきれいなまま残す為活動させていただいています。人類の
1人1人が、太陽や花や木や野生の動物のように法則に沿っ
て生きる。そのことで全てが解決します。生かされているこ
とをただただよろこび感謝することで、マイナスの現象をひ
きよせません。苦を刻めば、次々に苦の現象をひさよせま
す。よろこんでいたらプラスの現象をひきよせます。法則に
沿って、歩ませていただきましょう。
▼○○　○○　○○高（22回）
定期的にクラス会を開さたいと思っています。○○近辺にお
住まいで、ご協力いただける方は、ご連絡ください。
0000（00）0000 。○○まで
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
長身の3人の息子に囲まれ、日々休息する暇も有りません。
でも息子達との会話が私にとって明日への新しい活力です。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
故郷で過ごした年月より四国での生活が長くなってしまいま
した。○高の卓球部で鍛えられた根性のおかげで、四国に来
ても○○国の女で頑張っています。『故郷は遠くきにありて想
うもの・‥』なつかしい友の額が目に浮かびます。
▼○○　○○　○○高（22回）
卒業して28年、子どもが高校受験をする年となりました。最
近運動不足でお腹が気になり、つれあいと散歩をと思ってお
りますが、なかなか・・・。
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▼○○　○○　○○高（22回）
卒業して早30年、この間大学そして仕事を通して福岡の地に
住みつき、現在も○高男児の誇りを抱いて頑張っておりま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
皆様お元気でお過ごしの事と思います。自分の子供達が同窓
会の後輩の方に中学校や高校の時担任していただいたり、と
てもなつかしく、うれしく思いました。
▼○○　○○　○○高（22回）
○○で指導員をしております。運転免許のことでしたらいつ
でもどうぞ。
▼○○　○○　○○高（22回）
北京勤務となり、家族5人が中国・米国・日本の3ケ国に分
かれて暮らすことになりました。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
○川の本流に添う小さな山の学校に勤めています。2、3年前
からバードウォッチングや野草の観察を兼ねて、夫と山行きを
楽しむようになりました。また高校時代のよ
うに詩や文章を綴ることが今も変わらぬ楽しみです。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
当地に開業して4年。年齢に負けない様、心身の鍛練に精を
出しています。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
遠い舞鶴の地で主人と高校・中学の子等3人と楽しく暮らし
ています。○○には年1回母のもとへ帰ります。皆様の多幸
を祈ります。
▼○○（○○）○○　○○高（22回）
私も関西での生活の方が長くなりましたが時々○○町出身の
主人と子供で懐かしい故郷へ帰っております。
▼○○　○○　○○高（22回）
情報化社会のまっただ中、インターネットで遊んでいます。
▼○○　○○　○○高（22回）
○○の温泉にのんびりとつかり、旧友達と当時を語らいた
い。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
大阪より主人の転勤でこちら千葉に住んで5年、○○がとて
も速くに感じます。
▼○○　○○　○○高（23回）
今は黙して語らず。ten years after．愛すべき友よ人生を語
り
合いたいよ。GET BACK ．誰か俺を助けてくれ。
▼○○　○○　○○高（23回）
県庁マンとして地道にやっています。
▼○○　○○　○○高（23回）
ワールドカップに刺激され中年サッカーチームに入り、毎週
汗を流しています。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
卒業式の時の先生の訓示は、まだ覚えております。元気の素
です。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
生きてます！！どうにか・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
教師になって20年、今が一番仕事の難しさを感じています。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
紫陽花の季節となりました。私は今、日常茶飯事に追われ過
ごしております。高校時代の友人に会いたいと思います。ま
た会う日まで皆様の御健康をお祈りいたします。
▼○○　○○　○○高（23回）
20年目の同窓会はありました。30年目の同窓会もぜひ実施し
たいものです。
▼○○　○○　○○高（23回）
ブルーライト・ヨコハマの歌とともに、横浜の地で24年の歳
月を重ねています。教育行政に身をおいて5年。○高の人脈
のおかげで業務も好影響。故郷の友も近隣の友も常に変わら
ぬ『若駒高く‥・』でしっかり交流している昨今です。
▼○○　○○　○○高（23回）
卒業後、故郷を離れてこ十会年。現在、H －2ロケットや宇宙

基地等の開発計画に参加しています。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
卒業から早28年も過ぎてしまい、今は2人の息子がその時の
私の年令になっています。『Back to the future』したい！大
学の時、遊びに来てくれた○高の友よ、元気かな？
▼○○　○○　○○高（23回）
現在○○で○○ジャンボ梨を栽培しています。同窓生の皆さ
ん、郷土の特産品をどうぞご利用下さい。
▼○○　○○　○○高（23回）
今、太宰府にいます。福岡でも集まる機会があればと思いま
す。音楽やスポーツなど趣味についてはいつまでも若いつも
りでいますが・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
夫の転勤で18年振りに○○へ帰ってきました。上の子2人（大
3・大1）を東京に残し、現在高2の次男と3人暮しです。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
子供2人（女・男）います。仕事もずっと続けています。年に
1回位実家に帰っております。
▼○○　○○　○○高（23回）
平成7年に新居をかまえて、現在は単身赴任中です。
▼○○　○○　○○高（23回）
福岡に住んで22年。○○での生活より長くなりました。福岡
や○○で、同級生と会って欧むのを大変楽しみにしていま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
私の上京後、両親は福岡の方に引っ越してしまい○○には25
年近く帰っていません。ずいぶん変わったでしょうネ。友達
からクラス会の写真を頂いた時はうれしくて何度も何度も取
り出してながめていましたよ。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
結婚しても実家に帰って店の手伝いをしていますので、時間
がある人は店にいる私に声をかけて下さい。
▼○○　○○　○○高（23回）
東京での生活が○○より長くなり、今では懐かしく思ってお
ります。第2回目のクラス会を実施したいと考えておりま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
懐かしいあの楽しかった大学時代をゆっくり思う暇のない多
忙な毎日の生活の中で教師として、2人の子供の母として、
妻として過ごしています。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
来年成人式を迎える娘を頭に小学5年生の男の子まで4人の
子持ちです。でも28年前の頃の事が昨日のことのようです。
▼○○　○○　○○高（23回）
入社20年、3度社名が変わりましたが会社は存続していま
す。（MZA の先取り？）めげずに、たくましく頑張っていま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
眼を閉じると時計台・体育祭・文化祭・○○さんの像などが
思い出されます。嬉し恥ずかし、ほろ苦い年頃でした。我が
子が同年代になり年月を感じる今日この頃です。
▼○○　○○　○○高（23回）
きびしい美術部で故○○先生の指導により、建築家としての
最重要な基礎訓練を身につけました。駅前の○○皮膚科、○
○の老人保健施設、平成ドリーム館もあの時のデッサンのお
かげです。
▼○○　○○　○○高（24回）
ネクストグループのお店をご利用下さい。ミこ同窓会など実
施される時は格安でご相談にのります！お電話下さい！
▼○○（○○）○○　○○高（23回）
働きざかりの皆さん、お体を大切に！
▼○○　○○　○○高（24回）
下関に居を構えて20年になります。当地では○高同窓会「○○
○会」を組織し、定期的に親睦を深めています。近くにお住ま
いの方は是非ご一報を・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（24回）
ただ今、3人の子供の子育て真っ最中です。高校生の娘をみ
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て、ふと27年前にタイムスリップし、なつかしい頃が思い出
されます。ESS での英語劇『ロビン・フツド』・文化祭・運動会
などなど沢山です。
▼○○（○○）○○　○○高（24回）
気持ちは10代のままなのに何故か髪にちらほらと白いものが
出てさました。
▼○○（○○）○○　○○高（24回）
千葉県に来て17年になり、同窓会にもなかなか出席出来ませ
んでしたが、皆様お元気でしょうか。子供達が高校生にな
り、学校をのぞくと私も楽しかった○高時代を思い出しま
す。真っ黒になって楽しんだテニス部、人文字を作って頑
張った応援合戦、励まして下さった先生方、友達と懐かしい
顔が次々と浮かんで来ます。
▼○○（○○）○○　○○高（24回）
現在熊本市内で飲食店を経営しています。ミニ同窓会等実施
される時は格安にてやれます。お気軽にご相談下さい。
▼○○　○○　○○高（24回）
そこに見えているようで、なかなか辿り着けない夢を今も追
い続けています。
▼○○（○○）○○　○○高（24回）
16年ぶりに○○県へ帰って奉りました。小さいけれど我が家
です。
▼○○（○○）○○　○○高（24回）
保母12年、主婦業7年、ホームヘルパー7年目、人間として
も熱年期となり、仕事に家庭に充実した毎日です。というの
は表向き、実際はこの両立にてんてこまいの毎日です。亡き
母のありがたさが思い出されます。
▼○○　○○（御家族より）○○高（24回）
平成9年使から5年間の予定でマレーシアに赴任しておりま
す。アジアの情勢が不安定でH11 年度あたりまで景気回復は
難しいだろうと申しております。「待てば海路の日和あり」の心
境でゴルフに勤しんでいる様子です。
▼○○　○○　○○高（24回）
12年間のニューヨーク駐在を経て、一昨年帰国しました。日
本の変化におどろいております。在学時に、落語研究会を発
足、机の上に座ぶとんをしいては、仲間とともに一席うかが
い楽しんでいたのが良き思い出となっております。
▼○○（○○）○○　○○高（24回）
賑やかだった3人の子供たちも大学・高校・中学となり、少
し落ち着いた生活がでさるようになりました。
▼○○　○○　○○高（24回）
インターネットメールアドレスzzzz＠zzzz.or.jp
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
S48 年度卒業生です。長女（大学2年）・次女（高3年）と今がい
ちばん大変な時です（金銭面で）。でも充実した日々を送って
います。主人もやさしいですョ。皆様によろしくお伝え下さ
いませ。
▼○○　○○　○○高（25回）
現在も家にいます。忙しい時だけは母の手伝いをしていま
す。卒業してもう25年もたったのですね。いろいろなことが
思い出されます。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
48年卒業の皆さん、お元気ですか。いつもマスクをしていた
○○先生、もうマスクは外されましたか。先生の授業がすば
らしくて居眠りばかりしていました。
▼○○　○○　○○高（25回）
卒業して25年目、平成10年1月1日付けで○○鉱山エンジニ
アリング（株）からNEDO （新エネルギー・産業技術総合開発○
○）へ出向しており、あと2年程？は池袋サンシャイン60ビル
の30階で働いております。
▼○○（○○）○○（御家族より）○○高（25回）
現在、ちょっと体調不良で入院中。私のありがたさがわかっ
たか、アツハツハ・・・と本人は申しております。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
いつもお世話になっております。先生方にもずいぶん御無沙
汰していますが全体の同窓会が開かれるのを楽しみにしてい
ます。

▼○○　○○　○○高（25回）
関西で、ちょこちょこミニ同期生会を楽しんでいます。やっ
ぱり○○弁は懐かしかですね。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
泳げなかった水泳の補習授業。暑かった教室での夏課外、七
分袖の女子制服・・・。○高の思い出はなぜか夏にまつわる
ものですが、只々なつかしく、忘れられない青春の日々なの
です。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
3人の子供にもあまり手がかからなくなり、社会復帰を致し
ました。毎日が戦争のようです。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
3人の子供達も手がかからなくなり、仕事をしながら今、休
日は『油絵』に夢中です♪
▼○○　○○　○○高（25回）
世の中不況とはいうけれど、仕事が忙しくてたまりません。
ストレス解消には趣味と実益で近所の車をユーザー車検して
います。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
4人の子の母になり、毎日汗してます。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
今年6月1日に孫が生まれました。男の子で玲斗と言いま
す。43才でばあちゃんになりました。人はかわいそうにと言
いますが、私はとてもうれしく、ばあちゃんと呼ばれても全
く抵抗はないです。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
息子達が○高に通学していますので先日、体育祭を見に行き
ました。長男の涙にもらい泣きしてしまいました。新しい感
動でした。息子達も、よい青春を送っているようです。
▼○○　○○　○○高（25回）
大阪へお立ち寄りの方は、ぜひバーイストに御来店下さいま
せ。大阪駅より7、8分の所ですのでまずお電話下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
いつのまにか43才になってしまいました。皆様お元気でい
らっしゃることでしょうね。昨年の7月、福岡から主人の転
勤でこちらへ来ました。懐かしいです、とっても。
▼○○　○○　○○高（25回）
ホテルマンになって早20年になりました。家族は元気で、高
3の長女と中2の長男の4人家族です。婚礼の仕事ですの
で、宜しくお願い致します。
▼○○　○○　○○高（25回）
最も身近にいる同級生とつれそって18年。最近そのカミさん
が入院。ありがたさがしみじみと‥・。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
卒業してから一度もお会いしてない方に懐かしい気持ちもあ
りますが、なかなか思う様にはいきませんね。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
我が娘が○高生となり、二十会年ぶりの○高体育祭・応援合
戦に感動しました。この素晴らしい伝統が末永く継承される
事を願っています。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
3人の子供達の世話に追われ毎日忙しく過ごしています。で
もなんとか幸せに生活しています。旅行に行く事が趣味で、
やりくりをして頑張って出かけています。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
卒業して早2S年。在学中同様、ママさんソフトボールで青春
しています。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
卒業して25年。4人の子供に恵まれて、家業の運送業を夫と
力を合わせて頑張っています。4人の子供の内2人は他の高
校に通っているので、後の2人が我が母校に通ってくれたら
なあと思っています。
▼○○　○○　○○高（25回）
まだ書道を続けています。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
「ふるさとは遠くにありて思うもの」。TV で九州のニュース等
があると大変なつかしく思って暮らしています。夏は暑さを
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避けて北海道へ行くのが慣例になっています。同窓会はいけ
なくて殉念です。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
仕事に子育てに忙しく過ぎ、2人の息子も早19と18才。高校
の頃の思いを頼りに、しあわせに年を重ねています。あらた
めて友情に感謝しつつ・・・。
▼○○　○○　○○高（25回）
○○さん、遅くなってゴメン、ゴメン。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
勤務先変わりました。院長は○○出身（○○中→○高）です。
産科・婦人科でお悩みのある方は御一報下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（25回）
優しい2人の息子は大学生と高校生、主人はアメリカ赴任
中。私は、趣味のバッチワークに燃えています。
▼○○　○○　○○高（26回）
婚礼・宴会、連絡下さい。心からのサービス致します。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
娘3人の子育て、頑張っています。
▼○○　○○　○○高（26回）
近在の同期諸君、連絡お待ちしております。
▼○○　○○　○○高（26回）
月日の経つのは早いもので、長男（中学1年生）に体格で並ば
れようとしています。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
かよちゃん・れいちゃん・みやちゃん、元気してますか？
▼○○　○○　○○高（26回）
九州を離れ11年、転勤の為東京・札幌・山口と全国移動中。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
毎日高校生と接していると、時々○○高校の日々を思い出し
ています。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
○高を卒業して24年、今年錬灸の学校を卒業して開業。自分
の人生の変化に驚いている私です。
▼○○　○○　○○高（26回）
ほっとラジオから故郷の情報を発信中、76.4MHZ を聴いて下
さい。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
平成8年にあった卒業後初めての同窓会、お互いおじさん・
おばさんになっていました。でもまた若い頃にタイムスリッ
プしたい。またみんなと会えるといいなあ～。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
いつの間にか、郷里で暮らした年月より、大阪で暮らす年月
の方が長くなってしまいました。でも高校野球になるといつ
も応援しているのは九州勢です。○高ナインに甲子園に出場
してほしい。持ち前の人文字で全国をアッといわせるほど応
援しましょう。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
イ草の産地○町に住んでいます。主人と3人の子供（小学生）
と共に、楽しく忙しい毎日です。子供の野球の応援におわれ
ています。遊びにきて下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
淡路島出身の夫と明石で暮らしはじめて8年。多方から腕を
伸ばし合って真中で握手‥・世界一の吊り橋となった海峡
大橋をずっと見て来ました。記念のブリッジ・ウオークにも
家族で参加。ライトアップした姿はまた格別、見に来てくだ
さい（最後はCM になりました）。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
高校を卒業して22年、ほとんど○○に帰ることもなくなって
しまいましたが、やはり青春時代のことは何年経っても忘れ
ることができません。良き友人と良き先輩・後輩と共に汗を
流したテニスコート。本当に素敵な思い出です。
▼○○　○○　○○高（26回）
いつのまにか人生80年の中間点を過ぎました。多忙な毎日の
中で、今後の自分の生さ方を考えています。楽しかった○高
生の頃を懐かしく思います。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
平凡な毎日を送っています。これからも健康第一、なにより

元気な毎日を送りたいです。
▼○○　○○　○○高（26回）
同期の皆様、お変わりございませんか？私ごと、昨年（H9 年）
前の会社を退社しまして独立しました。仙台に店をかまえ、
住まい共々東北の人間になってしまいました。近くへ来られ
ましたら連絡下さい。宮城の酒で一杯やりましょう。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
家庭にも仕事にも恵まれ、充実しています。職業上、幼児教
育の大切さを日々痛感しています。
▼○○　○○　○○高（26回）
スポーツメーカー勤務20年。最近長年の不摂生がたたってか
肥満気味です。一念発起して、愚妻と共に近くのフィットネ
スクラブで○高時代のスーパーボディを夢みてトレーニング
中です。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
1回目のハガキをなくしてしまうような私ですが仕事と子育
てに奮闘しています。先日はお電話で本当に失礼致しまし
た。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
いつのまにか我が子が○高○高と呼ぶようになり、あこがれ
でもあります。目標を見失うことなく人のためになる大人に
育ってほしいものです。
▼○○（○○）○○　○○高（26回）
やっと男の子1人に恵まれ、今小学1年生です。子育て真っ
最中です。
▼○○　○○　○○高（26回）
○高時代に興味を持ち始めた地球資源についての研究を現在
を続けています。文化祭で「人類は生きのびるか」というコー
ナーを作りましたが、これが私の人生の原点となりました。
▼○○　○○　○○高（27回）
気持ちはいつも若いつもりなのですが、息子が中3になって
しまいました。時々高校時代のことを懐かしく思い出す今日
この頃です。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
卒業して早23年。皆さんお元気ですか。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
卒業して20年余り。毎日、多忙な日々です。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
辛業して早1／4世紀が過ぎてしまい2男1女の母となり、末っ
子が高校1年生となってしまいました。3人の子供達を通し
て沢山学びをもらい、親らしく、妻らしく、女性らしく？！
なったように想うこの頃です。同級生の皆さんはどうされてい
るのかしら、お会いしたいですね。
▼○○　○○　○○高（27回）
自営業が倒産して、現在の職業で働いていますが、新しい職
業をさがしています。3人のこぶつきでがんばっています。
だれか私を雇って下さる人いませんか。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
我が子が高校に通うようになって、改めて高校時代の事が懐
かしく思い出されます。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
毎年夏休みには○○の実家に帰省しています。3人の子供達
も九州が大好さです。主人の九州への転勤を願っているので
すが、なかなか難しいようです。
▼○○　○○　○○高（27回）
家族とともに香港在住5年になります。毎月中国各地を飛び
歩いています。
▼○○　○○　○○高（27回）
四国高松に住み十全年。近くにお越しの節は連絡下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
懐かしき高校生活、今では息子達がちょうどその時期。子離
れの後には社交ダンスで新たな夢をもちたいと考え中です。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
先日高校生だったのに今では大学生と高校生の親になってい
ます。あの頃が懐かしい。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
美人の娘が2人います。やさしい息子さんをお持ちの方はこ
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ー報を！（ただし、まだ中学生です。）
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
4人の子供がおりますが、今年長女が○高をふって○○高校
へ行ってしまいました。○高のセーラー服姿を楽しみにして
いたのにがっかりです。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
仕事に趣味にと毎日充実した日々を送っていま
す。みかん専業農家でがんばっています。宅配
もやっていますので、よろしく！
▼○○　○○　○○高（27回）
女好さが祟って美容師になってしまいました。現在千葉市で
美容室を3店経営してます。○高卒を誇りに思って頑張って
ます。皆様も体に気をつけて、頑張って下さい。○○君は元
気でしょうか？連絡を取り合いたいです。○○先生にも連絡
を。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
法則化音楽研究会（代表○○○○先生）で「幼児の音楽教育」を
テーマに活動中です。教職についておられる方で、興味のあ
る方を募集中です。ぜひご参加下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
元気に暮らしています。
▼○○　○○　○○高（27回）
現在、○○市民会舘で催し物のイペンターの仕事をしていま
す。コンサート・ミュージカル・伝統芸能など多彩な行事が
いっぱいです。ぜひ足をお運び下さい。
▼○○　○○　○○高（27回）
昨年大阪支社に転勤。5、6年は大阪に住むことになりそう
です。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
主人の転勤で山口・広島・岡山・奈良（京都）と転居していま
す。居ながらにして覿光旅行をしているような日々ですが、
上の子が中学生になり、もうそろそろリターンして九州へ帰
りたいと思っていますが・‥これ神のみぞ知るデス。
▼○○　○○　○○高（27回）
娘が○高を卒業して2年になります。3人娘の父親になって
います。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
自分の家庭が一番ホッとする年代となりました。
▼○○　○○　○○高（27回）
今年長男が○高に入学、自分の後輩になりうれしい反面、時
のたつのが早いなあ、と思う今日この頃です。
▼○○（○○）○○　○○高（27回）
あちこちに散らばった同級生今、如何お過ごしでしょう。不
惑の年齢を過ぎ、まだ惑っている私です。
▼○○○○（御家族より）玉名高（27回）
勤務の都合上仲々帰れませんが、元気で頑張っております。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
早すぎて年をとった自費がありません、でもおばさん100
％！！しています。みんな様々な人生を生さているのでしょう
ね。元気ですか？
▼○○　○○　○○高（28回）
平成9年4月より台北の方へ・‥3年の任期です。平成12
年3月には日本へ帰ります。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
主人が『やきとり』の店を始めて9年目になり、私も手伝って
ます。「マイド！」「イラッシャイ！」が板についてさました。
fl今、ママさんバレーボールに夢中です！
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
卒業して20年以上です。今は埼玉の方に居ますので、めった
に帰郷が出来ません。皆さんお元気なのでしょうネ。同窓会
のスタッフの方、ご苦労さまです。
▼○○　○○　○○高（28回）
病気の為、緊張するとめまいが起きるので、クラス会等は参
加でさません。しかし、今は仲間達と無理をしないように元
気に活動しています。皆様も、どうぞ、お元気で！
▼○○　○○　○○高（28回）
（有）○○工務店内で不動産業に携わっております。御相談があ

る際は是非、お声をお捌け下さい。
▼○○　○○　○○高（28回）
しわと白髪が目だつ様になれましたが、気持ちは『女子高生」
のまま？で過ごしております。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
皆さんに会えるのを楽しみにしています。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
子供も6年生になり14年ぶりに仕事に復帰しました。失敗
ばっかりしてますが毎日が新鮮で楽しいです。仕事の合間に
14年続けているジャズダンスで汗を流しています。これも楽
しいですよ。心身共に健康な40代を過ごしたいと思っていま
す。
▼○○　○○　○○高（28回）
元気です。相変わらずの僕です。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
高校時代からの夢だった歌い手になりました。舞台に立つ事
は私の最高の喜びです。そして、今は明日へのスターを育て
ています。昨年9月結婚し、今は幸せいっぱいです。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
平成8年に開催された20年ぶりの同窓会での懐かしさと感動
を今も時々思い出しています。またお会いしましょう。
▼○○　○○　○○高（28回）
学生の頃には想像だにしなかった美術品の売買を行っていま
す。特に西洋美術は何でも鑑定しますのでお持ちの方々は宜
しくお願いします。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
今年の夏より又、○○で暮らせることになりました。近所の
方よろしくおつさあい下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
娘の体育祭を目の前にして若き日を思い出し、苦笑い！！
▼○○　○○　○○高（28回）
○高の3年間の出来事、同窓の皆様の事等なつかしく思い出
す近頃です。母校の大発展をお祈りします。
▼○○　○○　○○高（28回）
有機農業とバロック・ルネッサンス時代の音楽に興味のある
方おまちしています。
▼○○（○○）○○　○○高（28回）
現在（H10 年）、中1・小5・小3と3人娘がおります。子育て
も一段落して主人の仕事を手伝っている毎日です。
▼○○　○○　○○高（28回）
やりたい事やるには健康管理が一番大切！？健康に関するお
話・
パンフレット・文章依頼・相談など承ります。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
佐賀へ嫁いで17年、3人の子供の子育て真っ最中です。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
卒業して早20年。昨秋勤続20年で表彰されましたが、公務員
も楽ではなく毎日の残業・休日出勤と頑張って、仕事・家
事・育児をこなしております。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
Bonjour ！高校時代英語に苦しんだ私。今はどういう訳か化語
にトライしています。
▼○○　○○　○○高（29回）
○○海の海の幸、海苔をどうぞ沢山食べて下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
○○町でいちごを作っています。主人と子供2人、毎日忙し
く過ごしております。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
3児の母、専業主婦です。今家族でアウトドアに頻っていま
す。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
現在、非常勤で○○高校に勤めています。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
卒業して学年同窓会が2回ありました。みんなよいおじさ
ん・おばさんになっていました。でも懐かしくってまた会い
いたいです。私は現在3人の子供と主人と楽しく過ごしてい
ます。
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▼○○　○○　○○高（29回）
卒業して早二十数年、いまだに気ままな一人暮しです。最近
腰痛に悩まされ、趣味の旅行はもっぱら近場の温泉で済ませ
ています。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
おおよそ人生の折り返し地点に来たなと思っています。これ
から先、年を重ねるたびに深みのある人間になっていけたら
いいなと思います。
▼○○　○○　○○高（29回）
家業に精を出し、時々息ぬきもしながら人生を楽しんで（？）
います。
▼○○　○○　○○高（29回）
96 年に東京よりもどり、現在母と池彷華道をやっておりま
す。
▼○○　○○　○○高（29回）
○○中学で教務主任をやっています。ソフトテニス部の顧問
をしていて日曜日など楽しんでテニスに取りくんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
現在2人の子供（8才・10ケ月）の子育て中です。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
卒業して21年、2男2女4人の子育てを楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
国際開発の仕事で世界中を転々としています。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
いくつになっても高校時代の友達と会うと、18才の自分に
なっています。いつまでもそんな仲間がいることがとても幸
せです。
▼○○　○○　○○高（29回）
就職をして15年目を迎えますが、その間7回の引越しを経験
しました。○○県中を旅行しているみたいです。
▼○○　○○　○○高（29回）
先日、第51回○高体育祭を見にいきました。22年前の○高時
代を思いだし、懐かしさと時代の流れを感じました。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
卒業して早くも21年経ってしまいましたが、気持ちだけはま
だあの頃とちっとも変わっていません。想い出多い3年間は
私の大事な心の財産であり、誇りでもあります。いつまでも
大切に守り続けていきたいと思っています。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
体育祭に一度行ってみたいと思いつつ、二十数年過ぎまし
た。4児の母として、忙しく楽しい毎日です。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
子供2人。冬の寒さは厳しいですが見どころいっぱいの土地
です。是非遊びに来て見て下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
十数年ぶりに今年○高の運動会を見ました。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
入学してすぐの体育祭の「オス！オス！」でびっくり。「ろうか
を歩いてどうする！走れ！！」の先生の言葉にびっくり。カル
チャーショックで始まった○高時代は、今思えば私の青春時
代そのものでした。中学生になった子供にも○高の様な高校
に入れてあげたいと思うこの頃です。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
卒業して早21年。高校の時はもっと勉強やいろんな事に頑張
れば良かったと思っています。以前は高校教諭をしていまし
たが、今は病院の内科に勤めています。
▼○○　○○　○○高（29回）
もう2冊も名簿をもっております。○高でインターネットの
ホームページを開いて名簿を載せてみたらどうでしょう。
▼○○　○○　○○高（29回）
卒業していつの間にか21年、○○を離れ京都に住みついた年
と同じ年数が経過しました。京都北部丹後の地で家族5人元
気で暮らしています。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
転勤の多い仕事で次はどこの空の下やら。
▼○○　○○　○○高（29回）
http://www.zzzz.ne.jp／～zzzz／

E－mail，zzzz＠zzzz.zzzz.ne.jp
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
主人と子供2人・主人の母との5人暮しです。広島に来て15
年になりますが、高校時代の友人とぜひ会ってみたいと願っ
ています。皆さん元気でやっていらっしゃいますか・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
あっという間の20年。今春、娘の入学式で懐かしの門をくぐ
り、一緒に校歌を唄ってしまいました。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
婦人自衛官として11年勤務の後、夫の北海道転勤に伴い退
職、旭川市に9年程暮らし現住所に落ち着いています。（子供
3人）現在は楽器店に勤めながら趣味のピアノを続けていま
す。
▼○○ ○○　○○高（29回）
仕事をしていて健康であることの大切さ、生さていくことの
大変さを痛感しています。みなさん元気に頑張ってますか？
▼○○　○○　○○高（29回）
自分では変わってないつもりでも・・・年月の過ぎるのって
早いもの。素敵な年を重ねていさたいですね。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
現在高校に勤めていて、○高生がいかに自分の考えをもって
行動できたかとふりかえって感心します。セーラー服のエン
ジのリボンが町を歩いていてもほこりでした。成人して大先
輩と校歌を歌いました。
▼○○（○○）○○　○○高（29回）
学生時代は大嫌いだったマラソンに夢中です。日本の3大女
子マラソンに出場できるようになり、がんばっています。（も
ちろん市民ランナーです）。衆京・大阪・名古屋の国際女子マ
ラソン、テレビで見て下さいね。
▼○○　○○　○○高（29回）
末京湾と相模湾をホームグランドとし、沖釣りを楽しんでい
ます。どなたかご一緒しませんか・・・？
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
おくればせながら、わんばく坊主（2才）に手を焼く毎日。
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
今年から我が子が1年生でお世話になることになりました。
1年6組はとてもすてきなクラスみたいで喜んでおります。
▼○○　○○　○○高（30回）
時の流れには逆らえないけれど、○高3年間の想い出は、一
生の宝物です。
▼○○　○○　○○高（30回）
福岡在住の同窓会の企画や情報を‥・。
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
○高卒業から20年経ちました。結婚して故郷を離れて5年、
今は方－デニング熱中主婦で夜明けと同時に花と接していま
す。仕事だけじゃだめ、好さなこと探しは今から大切です。
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
いつのまにか息子に背を越され我が子が高校生になろうとし
ています。年々気苦労も多くなり、少々疲れ気味の毎日で
す。ぺ、と体のリフレッシュに取り組まなくては・・・！？
▼○○　○○　○○高（30回）
○○郡○○○町で歯科医院を開幕しています。
▼○○　○○　○○高（30回）
故郷の○○村を離れて20年、車京の生活の年月が○○で過ご
した年月を上回ってしまいました。でもいくつになっても○
○は両親もいますし、心のよりどころです。
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
下の子供も小学生になり、私の自由な時間が多くなりまし
た。近所の調剤渠局でパートを始めて、久々に外の空気を
吸っています。
▼○○　○○　○○高（30回）
最近、近くで開催された高校弓道大会で、○高の変わりない
制服を見かけて、懐かしく思ったところです。
▼○○　○○　○○高（30回）
卒業して早20年。これからも元気に頑張りたいですね。
▼○○　○○　○○高（30回）
みんな元気で生きているかな？
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▼○○（○○）○○　○○高（30回）
転勤族なので、福岡・鹿児島・熊本・北九州と九州内ではあ
りますが転々としています。たまに○○へ帰省すると、心身
共にホッとします。
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
5月第3日曜日のテレビニュース『体育祭人文字』に毎年血が
騒ぎ熱くなり、来年こそは「見に行さたい！」と思う私です。
▼○○　○○　○○高（30回）
○○を離れ早くも10年以上が過ぎ去りました。時には○高時
代の友の頬を見てみたい今日この頃です。
▼○○　○○　○○高（30回）
東京で20年生活後、九州へ。やっぱりいいですね・・・。
▼○○　○○　○○高（30回）
l hope to see you in oooooo．
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
3人の子どもと一緒に頑張っています。
▼○○　○○　○○高（30回）
地学部のみんな、元気ですか？
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
卒業して20年、早いものですね。今は愛息と親子3人事せに
暮らしています。
▼○○　○○　○○高（30回）
何といっても体育祭の想い出が強いです。たいへん懐かしく
楽しい時代でした。できることならもう一度あの頃に戻りた
いです。
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
後輩を育てるお手伝いをしています。毎日正門を出るときは
頭を下げて帰っていたあの頃。今でも母校に対する誇りと感
謝は変わりません。そんな精神を教え子達にも伝えていさた
いと思っています。
▼○○（○○）○○　○○高（30回）
卒業して20牛、結婚してl5年、まさに光陰矢の如く月日が経
つのは早いものです。会社に入社して17年、娘（一番上の子）
もそろそろ受験にさしかかろうとしています。家族皆幸せに
暮らしています。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
三人の子供の手が離れたので、大学生活を楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
次男の育児の為、大好きな仕事を一時休業して家庭にどっぷ
り。ストレスがつのる毎日の中、専業主婦の方のえらさを身
にしみています。世の男性諸氏もその大変さを味わってみた
らと思うこの頃です。
▼○○　○○　○○高（31回）
卒業後、北海道に渡道して20年になってしまいました。○○
へ帰る機会がなくなり同期生との連結も減少する一方です。
又会う機会をせひ・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
卒業して20年になりました。同期会を楽しみにしています。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
結婚を機に上京して8年目、案外近くに同窓生がいるか
も・・・と思いながら在京○高会のパーティーにも子育て中
でなかなか行けません。名簿を見るのが今から楽しみです。
▼○○　○○　○○高（31回）
○○にU ターンして13年たちました。今は仕事に追われる毎
日ですが、○○海・○○の風景はいつ見てもいいです。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
早いもので、子供が高校受験の年令になりました。
▼○○　○○　○○高（31回）
水泳部です。今でも泳いでいます。
▼○○　○○　○○高（31回）
卒業して20年が経ちますが、同級生の頗をみると懐かしい高
校時代にタイムスリップしてしまいます。皆さんに今度会え
る日を楽しみにしています。それまで自分で思っている程若
くはないのだから身体に気をつけて元気でいましょうね。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
卒業していつの間にか20年目を迎えています。1年生のクラ
スキャンプ、2年生の修学旅行、3年生の体育祭での仮装行

列やパネル制作、10年前のクラス会、今とても懐かしく思い
出しています。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
おかげさまで2児の母となり、育児・家事・仕事に追われる
毎日です。『サザエさん』の母・おフネさんは素晴らしい（地味
だけど）と思うようになりました。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
卒業後もずっと○○に住み、子ども2人に振り回されながら
も楽しい毎日です。地元に居ることで友人と会える機会も数
多くあり、昔の話をしては懐かしく思い出します。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
転勤族で九州内を回っております。○○の実家までご連絡
を。
▼○○　○○　○○高（31回）
○高を卒業してやがて20年になります。○○先生お元気で
しょうか。再び3年1組のみんなと会える日を楽しみにして
います。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
今年の4月に結婚しました。仕事の方も姉と一緒に雑貨屋さ
んをやっています。毎日かわいい小物に囲まれて、とても楽
しく仕事をしています。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
卒業して早20年。子供が高校生になろうかとしています。あ
の頃は毎日がとても楽しくて輝いていたように思います。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
今は子育てと仕事で毎日が忙しく過ぎていさます。少しおば
さんになった年令ですがまだあの頃みたいにみんなと話がし
たいなあ。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
子育ても一段落したので何か始めなきゃと思っているこの頃
です。
▼○○　○○　○○高（31回）
雪の多い道北地方では、冬は一面白黒の世界になります。そ
の反面、夏の過ごしやすさは最高です。
▼○○　○○　○○高（31回）
卒業した頃に生まれてきた生徒さんたちの世話をさせて頂く
塾の講師をしています。時の経つのは早いものです。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
小学校5年生の男の子の母です。
▼○○　○○　○○高（31回）
独身です。母と同じ仕事をしています。女性で独身の方は連
絡下さい。皆で遊びに行きましょう。
▼○○　○○　○○高（31回）
高校の思い出と言えば、クラブ（剣道）活動に燃えていた事で
す。
▼○○（○○）○○　○○高（31回）
勤続19年。子育て9年。月日の過ぎるのは早いものですが、
私の精神年令は18才のまま？
▼○○　○○　○○高（31回）
小用のために20年ぶり○玉高の校門をくぐるとグラウンドで
は体育大会の応援合戦の練習の最中でした。そして声も枯れ
んばかりに練習した日々を思い出しました。当時の様にとま
ではいかなくても、活力を持って生きていけたらと思いまし
た。
▼○○　○○　○○高（31回）
平和だった高校時代、もう一度あの頃に戻りたい。
▼○○　○○　○○高（31回）
只今JRにて旅行関係の仕事をやっています。国内・海外を問
わず旅行を計画される際はぜひお問い合わせ下さい。
▼○○　○○　○○高（32回）
昭和s4年体育祭の日、誰もいないヤグラに沈む夕陽はずっと
心に殉っています。
▼西依（古城）和美　玉名高（32回）
主人の転勤で各地を引越しして暮らしています。息子3人と
母とにぎやかです。
▼○○（○○）○○　○○高（32回）
2人の子供達と賑やかに過ごしている毎日です。
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▼○○　○○　○○高（32回）
現在7人家族で、夫婦、子供3人、父・母と大家族です。自
営業の金魚を手伝いながら忙しい毎日を送っています。半年
ぐらい前からビーチバレーを始めました。
▼○○（○○）○○　○○高（32回）
あっという間に4人の子供に恵まれ、毎日あわただしく過ご
しています。
▼○○（○○）○○　○○高（32回）
子育て・仕事・家事に追われる毎日ですが、通りすがりに学
校の体育祭を見たりすると○高の懐かしい体育祭を思い出
し、ほんのひととき高校生の気分を味わいます。
▼○○　○○　○○高（32回）
地学部に所属し、屋上から天体観測をしながら友達と語り
合ったあの日が大変懐かしく思えます。3年生時は体育祭の
リーダーをして優勝できたことが一番の思い出です。現在は
警察官として県民の安全を守るため頑張っています。
▼○○（○○）○○　○○高（32回）
私達の学んだ商業科は今はもう無いとか。古い懐かしい講堂
もノスタルジックを感じて好きだったんだけど‥・思い出
が一つ一つ減っていくようで・・・少し悲しい。
▼○○（○○）○○　○○高（32回）
現在、主婦として3人の子供の母として平穏な日々を送って
いますが、高校時代のあの頃が一番楽しく思い出に浸ってい
ます。1つ年上の憧れのH.O さん、いかがお過ごしでしょう
か？
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
息子が九州○○電気�イギリス工場に転勤、平成5年8月よ
りイギリスヘー家移住、本年8月予定だったのですが2年間
延期の為、平成12年夏帰国予定。
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
仕事を辞めて、3人の子育てに追われる毎日です。
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
現在、2才の息子の子育て中です。OL 時代とは全く異なる喜
びと緊張感と発見の毎日です。
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
先日思いがけず何人かの先輩・後輩に会う機会がありまし
た。とても懐かしく当時のことを思い出しました。今は高校
時代にやっていたバレーボールを思い出しつつ『ビーチバ
レー』をしています。練習相手をして下さるチームを募集中で
す！
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
現在、再度学生生活を送っています。卒業は難しく3％程度
の割合位なのですが。○○高校で頑張っていた事などを思い
出し「絶対卒業しょう！］と改めて心に誓いました。
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
卒業して早18年。30も半ば過ぎだったけど、気分はルンルン
花の20代です。
▼○○　○○　○○高（33回）
○高といえば体育祭の人文字ですね。忘れられない思い出で
す。今は小学校で運動会をがんばっています。
▼○○　○○　○○高（33回）
教職14年目、おかげさまで元気に勤務しております。子供も
3人おり、子育てに忙しくしております。高校時代の思い出
は、今でも胸を敷くします。
▼○○　○○　○○高（33回）
名古屋に転勤になりもう4年目になります。現在娘2人の父
親です。
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
今3人（女・男・女）の子育て中です。今年久しぶりに体育祭
を見に行きました。応援を見ていたら高校生の頃を思い出し
ていました。
▼○○　○○　○○高（33回）
昔はしょうもない男でしたが、現在救急救命士として人の命
を救うため日夜努力しています。「身につけよう救急法、尊い
命を救うのは身近にいるあなたです！！」
▼○○　○○　○○高（33回）
相変らず適当にバリバリとがんばっています。
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▼○○　○○　○○高（33回）
今年新居を構えました。2人の娘と妻と4人でなんとか暮ら
しています。とかく話遁の中学校に11年目の生活です。みな
さん、お元気でしょうか。
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
在学中、演劇部と放送部で、声の仕事を目指した日々を懐か
しく思い出します。現在、ナレーター、声優業を細々と続け
ております。
▼○○（○○）○○　○○高（33回）
子育ても少し楽になり自分の時間が持てるようになってきま
した。
▼○○　○○　○○高（34回）
お元気ですか？今でも体育祭の夢を見たりします。
▼○○　○○　○○高（34回）
横浜でシステムエンジニアをしております。相変らず独り者
で自由気ままにやっております。
▼○○（○○）○○　○○高（34回）
卒業以来16年振りに同窓会がありました。同級生の活躍がう
らやましくもあり、誇らしくもあり。素晴らしい友人を得た
ことが○高を卒業した最大の財産と思います。
▼○○（○○）○○　○○高（34回）
子供が産まれてからはずっと専業主婦です。小2の女の子、
年長の男の子がいますが、今の時期にしかできない事を色々
と親子で楽しんでいます。○○学園のそばに住んでいますの
で、遊びに来て下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（34回）
H 元年に結婚し、H1 ．5．7生れの3姉妹をもつ、おばさんに
なってしまいました。
▼○○　○○　○○高（34回）
卒業して上京して17年。新宿でbarを経営しています。同窓生
がひょっこり飲みに来てくれたらうれしいですね。
▼○○（○○）○○　○○高（34回）
平成元年に結婚、今3人のお母さんです。主人も4つ年上の
○高卒です。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
6年ぶりの出産で、毎日あっという間に過ぎていきます。33
歳になったなんて信じられず・・・体力のなさを感じるこの
ごろです。
▼○○　○○　○○高（35回）
最近すっかりオジサン体型になり、体重も100kg を超えてし
まいました。
▼○○　○○　○○高（35回）
キラキラと輝いていたあの頃のエネルギッシュな日々を糧に
今のこの瞬間も輝いていたいと思い笑額を忘れず頑張ってい
ます。○○高校及び皆様の益々の御発展をお祈り申し上げま
す。
▼○○　○○　○○高（35回）
現在、在京○高会の○高3S回（昭58年）卒の代議員となってい
ます。同期の方で東京近郊に在住の方御連結下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
久しぶりに高校での友人とゆっくり話す機会が持てました。
それはバイク事故で亡くなった友人の13回忌の法要の時のこ
と。彼、○○潔君の名は名簿にのっているのでしょうか。生
さていれば同期会の会長だったはず・・・もう一度高校時代
にもどれたらいいのにとよく思います。そして語り合いたい
と思います。
▼○○　○○　○○高（35回）
ふるさとの長崎で教壇に立っています。学校からは長崎港が
一望できます。教え子の親が小学校時代の友だちだったとい
う経験を今年初めてしました。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
今は育児に追われていますが、又社会人として復帰したいと
思っております。えら、くなられた同窓生の方々、その時は
お力をお貸し下さい。
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▼○○（○○）○○　○○高（35回）
2才年下の主人と結婚して10年近くになります。平凡ながら
も幸せな生活を送っています。皆様はお元気でお過ごしで
しょうか？
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
現在2人の子持ち、2人とも大さくなったのでパートとして
町の発掘の仕事をしています。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
子育てをしていたつもりが子供達に励まされる日々となりま
した。早いものです。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
農家に嫁いで早10年が経ちます。最初のころはなかなか慣れ
ず冬はのりの養殖、夏は田植ととても忙しいです。男の子ば
かり3人います。○高のときの女の子ばかり（商業科）の生活
がとてもうらやましいこの頃です。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
6ケ月になる娘がいます。育児に奮闘している毎日です。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
あっという間に15年も経ってしまいました。毎日忙しくあっ
という間に1日が過ぎています。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
農家に嫁いで早14年、毎日天気とにらめっこしながら頑張っ
てます。メロンの宅配もやってます。よろしかったらお試し
下さい。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
看護学校卒業後すぐに結婚し、現在3児の母です。先日、子
供に○高時代の写真を見せたところ「ママ若かったんや
ねえー」と言われました。・・・ということは、今はおばさ
ん！？
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
結婚して10年。3人の子どもに恵まれ、毎日にぎやかに暮ら
しています。故郷を離れ北九州で生活しているため、○○・
旧友たちへのおもいもひとしおです。あのころが懐かしいな
ー・・・。
▼○○　○○　○○高（35回）
東京に暮らして15年。今都心部に居を移し、国内外の様々
な人たちとのプロジェクトを通じて、高校時代より変らぬ情
熱で、日々新たな美学の構築とその実桟に励んでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
みなさん、お元気ですか。卒業して16年目。今ではこの私も
一児の母親。育児と仕事と家事に追われる毎日です。またい
つの日か会えることを楽しみにしています。
▼○○　○○　○○高（35回）
おかめの夫はひょっとこです。
▼○○（○○）○○　○○高（35回）
3人の子供の母親、奥さん、仕事とファイトファイトで頑
張っています。
▼○○　○○　○○高（35回）
久留米に住んで14年、看護婦生活を楽しんでいます。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
韓国に暮らしながら6年目になり、年内に2人目を出産の予
定です。1、2年に一度帰郷した時は、情熱のすべてをかけ
た○高プールをそっとのぞきに行って青春時代を懐かしんで
います。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
卒業後熊本をはなれて15年程たってしまいました。今では子
供も小学生になり、仕事もパートになってます。早く九州に
戻りたいです。もどれるかな！？
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
静岡に来て5年、海の見える家で暮らしています。時折ふと
みんなの顔想ってはひとり懐かしんでます。みんな元気かな
ー・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
ニュースなどで「○○」が出てくると非常に懐かしく思う今日
この頃です。南国鹿児島で私も頑張っています！
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
阿蘇の南郷で外輪山をながめながら、ゆったり過ごしていま

す。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
「ひょっとこ」と「おかめ」は倖せです。
▼○○　○○　○○高（36回）
街づくり、野鳥の会、やることがだんだん増えてますが、あ
の頃とちっとも変わらない。本質は変えよ－もない未法で
す。
▼○○　○○　○○高（36回）
俵山の麓、西原村でアジア雑貨のお店をしています。
▼○○　○○　○○高（36回）
卒業して15年、いつのまにか3匹の子ブタの親となりまし
た。子供達にも我が母校で学んでもらいたいと願っていま
す。
▼○○　○○　○○高（36回）
小学校教師生活十数年・・・。1年の行事のうち一番心が熱
くなるのはやっぱり運動会！○高の卒業生だからでしょう
か？
▼○○　○○　○○高（36回）
○高野球部の活躍を祈ります。
▼○○　○○　○○高（36回）
現在は、カメラマンとして生きもの地球紀行やヒューマンド
キュメンタリーなと、様々な番組を手がけています。これか
らも心に響く映像を撮影していきたいと思います。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
卒業記念に弓道部の同期のみんなで、タイムカプセルを埋め
ました。弓道場裏の土の中に封印された思い出が今も眠って
います。時折思いをはせては幸せな気分に浸ります。
▼○○　○○　○○高（36回）
筆不精のくせに郵便物を食けとる事が大好さな私にお暇な方
は是非一筆！！
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
2人の息子も2才と4才。私も最近、またバレー
を始めました。昔のように動けたら・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
卒業して14年、鹿児島・福岡と住み、現在は○○に帰ってき
ました。○○もずい分変わったんだなあと感じています。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
同じ職場の中で同じ高校の先輩に会えるなんて、世の中って
狭いなあと感じました。でもなんとなく嬉しいものですね。
▼○○　○○　○○高（36回）
私事の肝臓移植の際は、大変御世話になりました。今は、お
かげさまで、仕事の方もフルタイムで働ける様になりまし
た。本当にありがとうございました。今後も皆様から助けら
れた命、精一杯頑張っていきます。
▼○○　○○　○○高（36回）
短大を卒業して以来、ずっと広告やCD －ROM 関係のデザイ
ン・デイレクションの仕事をしています。
▼○○　○○　○○高（36回）
昨年12月、待望の第一子が誕生しました。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
高校卒業後、大阪へ就職しましたが○○へ帰って来て結婚
し、今は2人の女の子の母親です。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
結婚して10年が過ぎました。今では小4・小1・3歳の子の
母親です。良き友にも恵まれて楽しく暮らしています。懐か
しい友に会う機会がないのが少し残念です。
▼○○（○○）○○　○○高（36回）
何もわからなかったあの頃を思うと、恥ずかしい気持ちで
いっぱいです。今は「正直さ」を大切に日々精一杯やってま
す。またいつの日か再会できたらいいですね。お身体、大切
に！
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
器楽部での楽しい思い出が今でも懐かしく思われます。
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
1児のママになりました。
▼○○　○○　○○高（37回）
長女が4才で2人目が8月の予定です。飛び回って頑張って
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います。
▼○○　○○　○○高（37回）
私が○高を卒業した年、阪神タイガース優勝、日航機墜落事
故、聖輝の結婚・・・etcついこの間の出来事のようだ。皆さ
んお元気ですか？
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
専業主婦をしています。4歳の男の子がいて現在妊娠中で
す。予定日は8月19日で元気な赤ちゃんを出産したいです。
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
現在福岡でワーキングママしています。年中真っ黒に日焼け
して白いボールを追っていた頃が懐かしいです。夢は家族で
ミックスダブルをすること。あと一人男の子がほしい！（硬式
テニス部OB ）
▼○○　○○　○○高（37回）
毎日遅くまで、部活（テニス）の指導に頑張っています。
▼○○　○○　○○高（37回）
卒業後ずっと○○に在住しています。同窓会で会える日を楽
しみにしています。
▼○○　○○　○○高（37回）
皆、元気ですか？会いたいね！
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
卒業してあっという間の13年、今では2人の子供もいるが気
持ちは10代。
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
あの頃の体重から20kg 減って、そのかわり3人分の子どもが
生まれてます。
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
ちょっぴり小ジワはできたけど、ピーちゃんは変わらず元気
です。
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
2児の母として毎日あわただしく暮らしています。想い出は
色あせても、あの頃の気持ちは変わらないでいたい。
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
昨年夏、転勤で栃木に引っ越ししました。夏は涼しくて良い
のだけれど、2人の元気息子を連れての帰省は大変で帰りた
くても帰れない状態です。故郷は遠くにありて思うも
の・・・だとわかりました。
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
この春引越しをし、主人と2人新しい生活を意気掲々と楽し
んでます。結婚以来仲々集まる機会の少なくなってきた○高
写真部OB ・OG の皆さん、また楽しいお酒をみんなで飲みま
せんか。
▼○○（○○）○○　○○高（37回）
今春、10年ぶりに○○に転勤で戻ってきました。仕事・家
事・育児に追われる毎日です。
▼○○　○○　○○高（37回）
卒業し千葉にきて14年目。今では市民合唱団で活動しており
ます。
▼○○　○○　○○高（37回）
最近、高校時代の友人との連絡が少しずつ復活してきまし
た。○高時代を懐かしむ話題は気持ちを当時の自分に戻して
くれます。
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
お世話ごくろう様です。子育てにあけくれる中、楽しかった
○高時代をふと思い出しては一人笑っております。
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
いくつもの出会いと別れを繰り返し、大きな幸せを掴むこと
ができました。今後は妻として、母親として、思い出のペー
ジに素敵な色を付けていきたいと思っています。○高生のつ
ながりを大事にしていきましょう！！
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
いつか母校の教壇に立てたらいいなと思っております。
▼○○　○○　○○高（38回）
とにかく毎日忙しい。たまにはゆっくりしたいな－。ところ
で時々旧3年8組の仲間と連絡をとるけど他の人達は元気で
すか？お互い30才になってしまいました。気持ちは高校生の
時のままだけど・・・。

▼○○　○○　○○高（38回）
小学3年生の娘を頭に3児の母になりました。忙しくしてい
る間に、自分の年令に驚いてしまうこの頃です。女30、まだ
まだこれからです。
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
2人の子どもの母親となりました。育児を楽しんでいます。
▼○○より
あの頃は楽しかった‥・。とても元気で毎日笑って過ごし
てました。歳はとっても気分はいつまでも○高生です。仲間
たちへ『ガラスのジェネレーション』を聴いてみては‥・。
▼○○　○○　○○高（38回）
1998 年5月25日、8,848m エベレスト登頂成功しました。日本
人女性3人目。
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
天草の地で、皆様にお会い出来る日を指折り数えて待ってま
ーす！
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
○高での思い出、心に殉っています。
▼○○　○○　○○高（38回）
東京へ来て早5年。結婚して現在2人の子供がいます。
▼○○　○○　○○高（38回）
只今フライフイツシングに熱中しております。同趣味をお持
ちの方、情報交挽等したいので連絡下さいませ。
▼○○　○○　○○高（38回）
料理屋（懐石料理『善』）を始めました。是非お出樹け下さい。
▼○○　○○　○○高（38回）
ダム建設・橋梁建設・トンネル建設と転々。地図に残る仕事
に没頭しているため、お嫁さんも見つけきらず。住所不定の
ため連絡等は○○の自宅へ。
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
○高時代の懐かしい思い出がつい昨日のように鮮明に思い出
されます。今後も○高魂を忘れずに努力したいと思います。
▼○○　○○　○○高（38回）
夏になると想い出す。オレ達を見捨てて逃げたアイツの事
を・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
○高を卒業してあっというまに10・・・ウン年が過ぎまし
た。結婚もして毎日おだやかな日々を送っております。
▼○○（○○）○○　○○高（38回）
専業主婦7年目。子供達も小学1年と保育園の年中になり、
やっと自分1人の時間をもてるようになりました。本を読ん
だり、映画をみたり、毎日楽しんでいます。再就職めざし
て、パソコンの勉強もはじめようと思っています。
▼○○（○○）○○　○○高（39回）
卒業して10年余が過ぎ、今は2人の子供に恵まれ、子育てに
奮闘する毎日です。
▼○○（○○）○○　○○高（39回）
現在2児の女の子の母になっております。○高を卒業して早
十数年、時のたつのは本当に早いものですね。商業科がなく
なってしまったのは少しさみしい気がします。
▼○○（○○）○○　○○高（39回）
1児の母となり子育て奮闘中です。
▼○○　○○　○○高（39回）
平成10年に30歳になります。長かった学生生活と研修医の時
代を終え最近やっと自活の道を歩み始めました。が、まだま
だ勉強に追われる毎日です。
▼○○（○○）○○　○○高（39回）
卒業して早10年、（子供2人、時のたつのは早いもので・‥）
未だに仕事してます。いつまで労働者なんでしょう。
▼○○（○○）○○　○○高（39回）
早いもので卒第して11年が過ぎました。2人の子供の育児に
追われる毎日です。○高時代のクラスメイトはどうしてるか
な・・・今度の同窓会、とても楽しみです。
▼○○（○○）○○　○○高（39回）
○高時代の友人に会えば、気分は今でも高校生。絹本を離れ
大阪に住んでいる今では、同窓会で○○に行くことが楽しみ
になっています。
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▼○○（○○）○○　○○高（39回）
短くも実り多き高校生活でした。教育実習で『先生』として過
ごした2週間も私にとっては宝物です。今は子育てに全力投
球の毎日ですが、『私』という人間の原点は玉高にあるとつく
づく感じています。
▼○○　○○　○○高（39回）
今年の春から○○に帰って仕事をしています。子供も今年の
8月で2才になり、家族3人で頑張ってます！
▼○○　○○　○○高（39回）
このまま一生独身か、すべりこみセーフかのちょうど境目に
さしかかっていますが、それなりに充実した毎日です。
▼○○　○○　○○高（39回）
現在僕は故郷を遠く離れた愛知県で1人がんばっています。
▼○○　○○　○○高（39回）
妻と9ケ月になる娘の3人暮しです。8月からは○○○市立
病院周産期医療センターへ帰る予定です。日々、お母さんと
生まれて来る赤ちゃんのため頑張っています。
▼○○（○○）○○　○○高（39回）
卒業して10（？）年、今でも体育祭の応援は鮮明に思い出す。
あの頃の一生懸命さ、ひたむきさが懐かしい。
▼○○（○○）○○　○○高（39回）
教壇に立つ身になって改めて恩師の偉大さ・友人の有り難さ
を感じています。
▼○○（○○）○○　○○高（40回）
高校時代は暗いトンネルの中にいて心が貧しくて山会った
人々にやさしく接することが出来なかった。今心から反省し
ています。
▼○○○○（御家族より）○○高（40回）
今年4月末よりタイ国（プーケット）に約1年の予定で転出し
ております。その後どうなりますか、わかりません。
▼○○（○○）○○　○○高（40回）
5月、体育祭、リーダー病、○○のパン、朝課外‥・。
▼○○（○○）○○　○○高（40回）
早いもので卒業後10年たってしまいました。進学・回試・就
職・結婚とめまぐるしい10年でしたが、さてさらに10年後－
－・体どんな風になっているのでしょうか？
▼○○　○○　○○高（40回）
同級生の皆の近況を知りたいです。
▼○○（○○）○○　○○高（40回）
20代もふと気が付くと最後の年になっていました。こんな今
でも学生時代の楽しかった思い出が走馬燈の如くよみがえっ
てきます。○高で得たことすべてが私の財産だと思っていま
す。皆様にお会いしたいです。
▼○○（○○）○○　○○高（40回）
何年たっても3年間の高校生活は忘れられない大切な思い出
です。「高校の友は一生の友・‥」
▼○○　○○　○○高（40回）
現在、東京で会社勤めをやっています。あの○○時代を最近
よく思い出します。
▼○○　○○　○○高（40回）
仕事がら高校生と接する機会が多いのですが彼等を見ていて
思うのが「皆、1人1人に無限の可能性が秘められていること
を忘れないで欲しい」ということです。
▼○○　○○　○○高（40回）
塾の講師の仕事一番いきがいです。
▼○○（○○）○○　○○高（41回）
毎年4月下句に、体育祭練習のあの「声」・「音」が聞こえてく
ると、新緑の季節を感じます。この時期になると高校生だっ
た頃のことを思い出します。
▼○○　○○　○○高（41回）
小学校教員4年目、今年から○○に帰ってくることがでさま
した。毎日、元気のよい小学生といっしょに汗を流していま
す。
▼○○　○○　○○高（41回）
えっ！卒第して10 年！？ちょっと待ってよ・‥つて感じで
す。おかげ様で好きな仕事に没頭している毎日。弱気になった
時に口にする言葉は今でも『GOGO ○○』です。

▼○○（○○）○○　○○高（41回）
現在中国深川市に主人・長男と3人で暮らしております。
▼○○　○○　○○高（41回）
○高では合唱部、大学ではオーケストラ、今は音楽の教師と
いう音楽ざんまいの人生です。高校時代の同級生、先生方に
お会いでさればいいなあと思います。ご縁がありますよう
に！
▼○○（御家族より）▼○○　○○高（41回）
北京で未だ勉学中です。日本がなつかしく思う昨今です。
▼○○　○○　○○高（41回）
○高陸上部を卒巽して10年の私。今年も60km マラソンに挑み
ます。家庭では3人の息子、仕事では動物閲で5頭のチンパ
ンジーに囲まれ暮らしています。
▼○○　○○　○○高（41回）
○高の同級生で、連絡を取っている人は少ないので、みんな
どうしているのかな？と思っています。
▼○○　○○　○○高（41回）
卒業して10年経とうとしていることが驚さです。今は同級生
の○○さんと偶然同じ職場になり、毎日楽しく忙しくやって
います。
▼○○（○○）○○　○○高（41回）
結婚して1児の母となり今は阿蘇に住んでいます。でも職場
では○高OB の人達と今でも母校の話に花を咲かせています。
良さ伝統を永遠に！
▼○○（○○）○○　○○高（41回）
結婚して1児の母、そろそろ保育の仕事に復帰したいと思っ
ています。
▼○○　○○　○○高（41回）
変化の激しい半導体業界で働いています。気の抜けないスリ
リングな毎日です。
▼○○　○○　○○高（42回）
美しい白鶴ケ浜の見える家に住んでいます。純粋な子どもた
ちに囲まれて毎日楽しく仕事をしております。海の幸の豊富
なところです。
▼○○　○○　○○高（42回）
福岡の女子高で事務をしておりますので、お子様の入学で悩
んでいらっしゃる方はぜひご相談下さい。
▼○○　○○　○○高（42回）
自分の夢の実現めざして頑張ってます。
▼○○　○○　○○高（42回）
みんな元気かな？またあの部屋でアホ話したいね。何！？もう
部室棟ないの？なんてこったオリーブ（笑）。
▼○○　○○　○○高（42回）
H10.5 月に結婚し北海道で頑張っています。
▼○○　○○　○○高（42回）
○高の10年来の女人達は、なかなか会えないけど、いまもい
い仲間です。
▼○○（○○）○○　○○高（42回）
みんな元気ですか。私は2人の子宝に恵まれ元気に頑張って
います。また会いたいですね。20代の間に・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（42回）
現在子供が2人！仕事と家庭と両立して毎日がんばっていま
す。
▼○○　○○　○○高（42回）
ビリーと呼ばれて5年、保父になって3年。○高時代には想
像もしなかった仕事を楽しんでいます。子どもの歌を50曲作
りました。子どもとふれあうこと、ピアノを弾くこと、歌を
うたうこと、それさえできれば何もいりません、幸せな毎日
です。
▼○○　○○　○○高（42回）
○○を離れてもう8年。お世話になった先生方や同期のみん
なは九気でしょうか。私はサラリーマンながらサーフインし
たり、山に登ったりとはしゃいでいます。
▼○○　○○　○○高（42回）
いずれは○校で教鞭をとる目標で日々勉強しています。
▼○○　○○　○○高（42回）
平成9年10月11日12時挙式披蕗宴、1時ケーキ入刀！ハート
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のロイヤルストレートフラッシュで結婚しました。妻は○○
です。どうぞよろしく。
▼○○　○○　○○高（42回）
過日、○高の修学旅行で訪れた関西へ、10年ぶりに行ってき
ました。修学旅行の引率でしたが、昔と違い飛行機での大名
旅行。気持ちはあの頃とかわらないつもりなのに、やはり時
は流れているんですね。みんな元気かな。
▼○○　○○　○○高（42回）
みんなどうしているのかな。未だにQちゃんと呼ばれ続けてい
る私。名前だけでもおぼえててもらってるでしょうか。
▼○○　○○　○○高（42回）
2年後帰国予定です。
▼○○　○○　○○高（43回）
就職して4年目、○○中のソフトテニス部活で指導中。
▼○○　○○　○○高（43回）
思い出すのは高校時代のことばかりです。
▼○○　○○　○○高（43回）
社会人となった今も吹奉楽を愛し、クラリネットを吹いてい
ます。器楽部の皆さんは、お元気にがんばっておられるで
しょうか。皆様のご多幸をお祈り致します。
▼○○　○○　○○高（43回）
山口で生活を始め、この4月で7年目を迎えました。○○と
同じで自然が多い所です。一度遊びにみえられません
か・・・（？）
▼○○　○○　○○高（43回）
今は家でゴロゴロして過ごしています。機会があればみんな
に会いたいです。みなさんお元気ですか－？
▼○○○○（御家族より）　○○高（44回）
国学院大卒業後東京にて就職して帰省致して居りませんので
よろしくお願い致します。
▼○○　○○　○○高（44回）
○○、○○君元気ですか！？私は元気です。とにかく頑張りま
しょう。
▼○○　○○　○○高（44回）
○○の○○研で働いています。近くの方、ぜひお気軽にご連
結下さい。
▼○○○○（御家族より）　○○高（44回）
今年はすでに25歳になりましたのに、未だに○○大学を卒業
しておりません。7年間も在学しているのです。お笑い下さ
い。
▼○○　○○　○○高（44回）
勤務3年目になります。H106.15. 日本をたちます。2、3
年外国生活になりそうです。最初ボストンから始まります。
▼○○　○○　○○高（44回）
現在、趣味でラグビーをやっています。興味のある方は、お
待ちしております。
▼○○（○○）○○　○○高（44回）
いつまでも若い若いと思っていたら、今では1児の母となっ
てしまい、育児・仕事・家事にと追われる毎日です。忙しさ
に充実感を感じている今日此の頃です。
▼○○　○○　○○高（44回）
皆さんお元気でしょうか？○高を卒第して早6年、本当に月
日の経つ早さに驚いています。
▼○○　○○　○○高（44回）
いろんな思い出があるけど、みんなどうしているかなあ、。
▼○○　○○　○○高（44回）
福大卒業して3年目、そろそろ父の後つぎ
で家業の瓦屋を考えています。趣味のアイ
スホッケーもなかなか出来ません。
▼○○　○○　○○高（44回）
JR博多駅のすぐ近くで働いてます。
▼○○　○○　○○高（45回）
毎日元気のいい中学生に囲まれ笑ったり、怒ったりと慌ただ
しい生活を送っています。本採1年目、頑張ります。
▼○○　○○　○○高（45回）
大学を卒業して2年目、夢だった教員になり早2年目、がむ
しゃらに頑張っている所です。

▼○○　○○　○○高（45回）
九州大学工学部より工学部院に進みH10 年4月より医学部学士
入学を食験し合格、現在群馬大学医学部に進んでいます。
▼○○　○○　○○高（45回）
社会人になって2年目。時 『々あの頃に戻りたい』と思ってし
まうのは自分だけでしょうか。
▼○○　○○　○○高（45回）
『実業の日本』という経済誌の編集をやってます。本屋さんで
見かけたら、のぞいてみて下さい。
▼○○　○○　○○高（45回）
卒業して5年。体育祭で培われた心臓と大声は今も健在で
す。皆さんお元気ですか？
▼○○　○○　○○高（45回）
現在久留米で水質分析の仕事をしています。高校の頃の友達
もほとんどみんな仕事を頑張っているのでしょうネ。またい
つか、みんなと会いたいと思います。
▼○○　○○　○○高（45回）
来春は社会人になる予定です。
▼○○　○○　○○高（45回）
諸事情により現在は大学6回生をやってます。米国公認会計
士という資格を取得するために勉強中の日々です（平成10年5
月現在）。阪神大震災以来、○○には帰ってません。ちなみに
現住所は平成11年3月までの予定で、その後どうなるかは自
分でも分かりません。そんな波乱に富んだ生活を大学時代
送ってきたし、これからもそうでしょう。
▼○○　○○　○○高（45回）
JR通学9年目になりました。駅で○高生を見かけると、高校
時代を懐かしく思い出します。
▼○○　○○　○○高（45回）
昨年○高での体験を思い出しながら、高校の非常勤講師をし
ました。大変助かりました。
▼○○　○○　○○高（45回）
今耗職活動中で、試験の結果待ちです。ああ、どうか・受かり
ますように・・・。
▼○○（○○）○○　○○高（45回）
今年の4月25日に結婚しました。現在妊娠6ケ月で9月の半
ばには赤ちゃんが生まれます。現在、実家で主人と同居して
います。
▼○○　○○　○○高（45回）
いろいろな想い出ありがとう。末永くお幸せに・‥。
▼○○　○○　○○高（45回）
博多のもんはのぼせもんタイ。そうだ九州へ行こう。ここで
一句「すれちがうぼうしを見ればFDH. 」（五・七・五）九州到
着。旅の目的は‥・。（M さん、こんな手紙よこさないで下
さい。）
▼○○　○○　○○高（46回）
現在名古屋で仕事をしております。お立ち寄りの際は是非ご
一報を。
▼○○　○○　○○高（46回）
昨年の教育実習で久ぶりに懐かしい○高の空気を吸いました
が、改めて素晴らしい学校であることを実感しました。○高
生の皆さん、若駒の一人であることに誇りと自覚を持ち、
日々努力して下さい。
▼○○　○○　○○高（46回）
現在○○電鉄貸切バス課の方で働いています。社会の厳しさ
を感じている今日この頃です。バスを借りようと思っている
方は○○電鉄までお電話下さい。
▼FROM ○○○
心友たちへ♪毎日なんでもないことで笑いころげていたあの
頃を思いだします。卒業してみんなバラバラになったけど心
はひとつ！だって心友だものネ。
▼○○　○○　○○高（46回）
○○高校を卒栄してまだ4年しかたっていませんが、駅で○
○の征服を見かけると懐かしい気持ちになります。来年こそ
はゆっくりと体育祭を見に行きたいです。
▼○○　○○　○○高（46回）
小さい頃からの夢が実現でさ、今ではかわいい子どもたちに
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囲まれて保母をしています。子どもの成長がわかり、毎日驚
きと喜びの中で楽しくお仕事しています。
▼○○　○○　○○高（46回）
e－mailを下さい。アドレスは、zzzz＠zz.zzzz.ne.jpで
す。お待ちしてます。
▼○○　○○　○○高（46回）
就職を機に大阪へと参りました。学生時代の東京・友人とも
離れてしまいました。最近は高校時代の友人を懐かしく思っ
ております。
▼○○（○○）○○　○○高（46回）
結婚して岡山で生活しています。みんな元気ですか？
▼○○　○○　○○高（46回）
同窓会関係の仕事をされている方、御苦労様です。今後も頑
張って活動なさって下さい。
▼○○　○○　○○高（46回）
学生生活最後の年を迎えた現在、あの懐かしき日々が忍ばれ
ます。
▼○○　○○　○○高（46回）
卒業して4年目の6月、教育実習生として戻ってきた○高
は、やっぱりすばらしく、誇りに思えます。次は教師として
戻ってきたいです。
▼○○　○○　○○高（46回）
夢を追って野球頑張っています。
▼○○　○○　○○高（46回）
県外の陸上部OB ・OG の友人と会えなくて寂しく思っていま
す。就職して忙しくなる前に是非会いたいです。大学4年の
現在、授半数も少なくなり余暇が増え、父とよくジョギング
しています。やはり走る事は好きなのですね。
▼○○　○○　○○高（47回）
教育実習生として母校の教壇に立つことができました。早い
もので、大学も卒業が近くなりました。
▼○○　○○　○○高（47回）
卒業して3年経つが今でも○高時代の体育の授業を夢で見
る。目が覚めると「ああもう社会人なんだな」と無情の念が体
をだるくする。
▼○○　○○　○○高（47回）
卒業して3年。今、実家より通勤し、新人ナースとしてがん
ばっています。今でもくじけそうな時は、○高時代の友人に
話をきいてもらっています。
▼○○○○（御家族より）　○○高（47回）
平成7年3月○高卒業し九大医技短看護科へ、そして今年6
倍の難関を乗り切り○○保健学院へ入学しました。来年また
国家試験受験です。娘は頑張っております。
▼○○　○○　○○高（47回）
来年は○○の病院に就聯する予定です。看護婦の国家試験に
合格すれば良いのですが・・・。
▼○○　○○　○○高（47回）
3年間想いをよせたあの人が幸せに暮らしていることを願っ
ています。
▼○○　○○　○○高（47回）
京都教育大学で、京都の子供達とキャンプヘ行って、大学生
活を楽しんでいます。
▼○○　○○　○○高（47回）
○高を卒業してすでに4年が経過しました。私は今防大3年
生です。同じ時間を○高で過ごした友達は私の宝です。
▼○○　○○　○○高（47回）
現在、東京の駒澤にて元気に生きています！合気道やって
まーす。メール下さい！！！zzzz＠zzzzz.zzz.ne.jp
▼○○　○○　○○高（47回）
第47代の生徒会長です。在学中のことを懐かしく思い出しま
す。現在は趣味で合唱に取り組んでいます。皆様の一層のご
発展をお祈り致します。
▼○○　○○　○○高（47回）
高校時代は私にとって青春そのものでした。社会人になる日
が目前にせまっており多少不安気な今日この頃ですが、学生
の頃の日々をふり帰ると自然に勇気やパワーがみなぎってき
ます。

▼○○　○○　○○高（47回）
○高を出て即社会人になりましたが仕事柄多方面の方と出逢
います。その中で○高出身の先輩方に結構お逢いすることも
多く○高の話で盛り上がります。
▼○○　○○　○○高（47回）
今年看護婦の免許を取得し、今保健婦を目指し、学校に通っ
てます。
▼○○　○○　○○高（48回）
卒業してまだ3年、現在長崎大工学部に在学中。
▼○○　○○　○○高（48回）
もうそろそろ車の免許を取りに自動車学校に行こうと思って
います。免許とってドライブや九州一周などをやりたいな。
▼○○○○（御家族より）　○○高（48回）
只今本人は関西大3年在学中で昨年9月には500cc バイクで大
阪から走って帰省しました程、元気にやっております。今年
はテストが終わったら引っ越す予定だとか・・・。
▼○○　○○　○○高（48回）
RKK 、KAB その他熊本の放送番組作成の仕事です。まだまだ
玉子です。未来に向かってがんばります。テレビを通じてお
会いしましょう。
▼○○　○○　○○高（48回）
静岡に来る時は、ぜひ寄っていって下さい。
▼○○　○○　○○高（49回）
大学生になってあっという間に1年が過ぎました。早いもん
ですね。
▼○○　○○　○○高（49回）
大学で勉強と部活のバドミントン・手話サークル等、充実し
た生活を送っています。
▼○○　○○　○○高（49回）
楽しい大学生活を送っています。だけど、少し大変です。
▼○○○○（御家族より）　○○高（49回）
『○高の体育祭を見に行きたい』と言っておりました。
▼○○　○○　○○高（49回）
平成10年4月、期待と不安を胸に大学生活が始まりました。
硬式庭球部に入部し、先輩に可愛がられ、楽しく（ちょっぴり
きついけど）頑張っています。
▼○○　○○　○○高（49回）
熊本大学法学部2年生になりました。
▼○○○○（御家族より）　○○高（49回）
琉球大学生です。
▼○○　○○　○○高（49回）
4月から一人暮らしを始めた人達、もう慣れましたか？いろい
ろ大変な事があると思うけど、頑張ろう！
▼○○　○○　○○高（50回）
いろいろあるけど、なんとかやってます。○○君、ごめん。
ほんのギャグのつもりだけん・・・。みなさんお元気で。
▼○○　○○　○○高（50回）
都会で生活を始めて初めてわかった。高校で知り合えた『友』
のことを懐かしく思えた。みんな元気にしているだろうか。
又、いつの日か語り合おう！！
▼○○　○○　○○高（50回）
卒業して早1年。早くも2人の瘤着きになってしまい、現在
は趣味でゲームを・・・。
▼○○　○○　○○高（50回）
風呂も無い部屋で、貧しい学生生活を送っています。でも楽
しい！
▼○○　○○　○○高（50回）
○高時代は最高でした。勉強は大変だったけど、あの頃に戻
りたい。部活や体育祭をまたやりたい。○高は誇りです。
▼○○　○○　○○高（50回）
卒業して、まだ3ケ月も経っていないのに、高校生だった時
が懐かしく、今頑張ろうと思う時の支えになっています。
▼○○　○○　○○高（50回）
○○先生、○○先生元気ですか。頑張ってます！
▼○○　○○　○○高（50回）
fight！
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▼○○　○○　定時（4回）
43年もの昔になります。青春時代の想い出が今は懐かしく過
ります。
▼○○　○○　定時（7回）
年金生活で現在趣味の園芸で楽しんでおります。
▼○○　○○　定時（7回）
卒業して職場を希めて○○を後にし愛知県に住みつき早40
年、「○○県」と聞けば懐かしいものです。同窓生とのアルバ
ムを見ると、あの頃はよき青春時代だったと古里をしのぶ昨
今です。
▼○○　○○　定時（10回）
卒業して早37年、学生時代の思い出が幻のように次々と思い
浮かんできます。「学生時代の純粋さを一生忘れずに残りの人
生を送りたい」
▼○○　○○　定時（10回）
第一の仕事、無事終了（35年勤務定年）。第二の仕事、嘱託と
して勤務中。健康体にてジョギングに夢中。趣味で釣りに毎
週天草へ・・・。健康第一あせらずのんびりと。
▼○○　○○　定時（12回）
卒業して35年、私も今年3月末に自衛隊を定年退官して第二
の人生を送っています。子供は2人共独立しています。一度
当時の同級生に会いたいです。
▼○○　○○　定時（13回）
卒業以来、まったく無為の人生ですが、只一つの心のよりど
ころは故郷と母校です。年ごとにその思いはつのるばかりで
す。皆様の御繁栄をお祈り致します。
▼○○（○○）○○　定時（15回）
S45 年北海道に来道、6年間自衛隊その後25年現在地に住み北
の大地（15ha の面積）で農業を営む。子供は3人で家族は計7
名。趣味は船釣り。
▼○○（○○）○○　定時（22回）
今年6月1日に初孫が生まれました。44才にしてじいちゃん
になりました。4世代同居で幸せな毎日を送ってます。
▼○○　○○　定時（32回）
自営業で家にいる為、毎日仕事と2人の男の子の育児にああ
けくれてます。


