
東明館中学校・高等学校 

なつかしかね訪問 
活躍する卒業生たち 

  Facebookに掲載中 

東明館ホームページ 

当
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2015.9 撮影場所は、東明館学園内の桜坂です。 
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東明館中学校・高等学校は昭和６３年４月に開校し、これまで４，０００人を超える卒業生を社

会に送り出しました。創立３０周年を前に、各分野の第一線で活躍されている卒業生のもとを当時

の先生が訪問して話を伺います。 

東明館での「なつかしい」話から現在の「あたらしい」話まで、それぞれの視点で語ってくれま

した。東明館の「いいところ」が詰まった『なつかしかね訪問』、是非お読みください。 

 

 

 
 

 

第１回 靍
つる

  拓
たく

剛
ま

 さん  古賀・花島法律事務所 弁護士         東明館高校１１期生 

              京都大学法学部卒 京都大学法科大学院修了 

 

第２回 松岡
まつおか

 良
よし

典
のり

 さん  松岡救急クリニック 院長           東明館高校 ７期生 

              佐賀大学医学部卒 九州大学医学部大学院修了 

 

第３回 野口
の ぐ ち

 悠
ゆ

美
み

 さん  税理士法人トーマツ 福岡事務所        東明館高校１５期生 

              九州大学経済学部卒 

 

第４回 小島
こ じ ま

 幸弘
ゆきひろ

 さん  株式会社安井建築設計事務所 企画主事     東明館高校 ２期生 

              熊本大学工学部卒 

 

第５回 小峰
こ み ね

 秀樹
ひ で き

 さん  小郡市役所 総務部人事秘書課人事係長     東明館高校 １期生 

              熊本大学法学部卒 東明館中学校・高等学校同窓会副会長 

 

第６回 黒田
く ろ だ

佳奈子
か な こ

 さん  株式会社プログレス代表取締役社長           東明館高校 ９期生 

（社）日本ＣＩＳ認定協会理事 人事コンサルタント 

中央大学法学部卒 

 

第７回 井上
いのうえ

 智
ち

博
ひろ

 さん  東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻  東明館高校 ９期生 

              ロケット・宇宙機モデリングラボ 特任准教授  

東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻修了 

 

                                  

次回につづく 

 

 

 

「なつかしかね訪問」とは 

目次 
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「なつかしかね訪問」訪問したのは、白谷敏彦教諭（理科）です。 

遠く霞んで見えた法の世界への入り口は、東明館の校門だった。 

父と祖父が法律に関係する仕事をしていたことから、弁護士という職業は小さい頃からとても身

近でした。ぼんやりとですが、中学や高校できちんと勉強して将来は法の道に進みたいなと思って

いましたので、地元の久留米から通える中高一貫の東明館を見に行きました。先に通っていた 5つ

年上の従兄弟が毎日いきいきと楽しそうにしているのを見て、憧れていましたが、見学に行ってま

すますその気持ちは強くなりました。無事に合格した時は本当にうれしくて、当時まだ新しかった

校舎のきれいさや私たち生徒のために熱心で親切な先生方にただただ目を輝かせる毎日でした。中

学生の頃だったか、授業でわからないところがあり、職員室に質問をしに行ったことがありました。

タイミングが悪いことに先生はちょうどお食事中でいらしたんです。麺物だったように記憶してい

ますが、麺がのびて食事が冷めるのもいとわず、私がわかるまで丁寧に教えてくださって、「なん

ていい先生なんだ！」と感動しました。 

 

 

授業に真剣に取り組むこと。それが大学受験合格へのパスポート。 

授業は難易度も高く、スピードも早かったと思いますが、先生方の教え方がわかりやすかったお

かげか、不思議とついていけないと思ったことはありません。古典の先生は、語呂合わせやリズム

を使っておもしろく感じるように進めてくださったり、授業のひとつひとつが聞き応えたっぷりで

した。科目ごとに得意な友達同士で教え合ったりしたのもいい思い出ですね。友人たちはみな、い

古賀・花鳥法律事務所  

弁護士 靍
つる

 拓
たく

剛
ま

 さん 

東明館高等学校１１期生 

京都大学法学部卒 

京都大学法科大学院修了 

司法試験に向かう 

背中を押してくれたのは 

東明館の６年間。 
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いライバルでもありました。彼らの存在があったからこそ日頃の勉強も受験勉強も立ち止まること

なく前に進めたのだと思います。飄々として勉強してなさそうに見えるのに学年トップクラスなん

て人もいたし、とにかく同い年とは思えないくらい優秀な子がたくさんいたのでそれが刺激となっ

て、自然と努力をするクセがついていたのかもしれません。分からない問題があったときなど、休

み時間も勉強することがありましたが、宿題はそんなに多くなかった気がします。勉強一辺倒では

なく、中学生時代はサッカー部にも入っていました。それもいい気分転換になっていましたね。東

明館には明文化した校則らしい校則はなく、のびのびと過ごすことができました。自由と厳しさは

表裏一体と言いますが、自分は管理される対象ではなく、ひとりの人間として信頼されているんだ

という、いい意味での自尊心や自律心が育めたように思えます。 

6年間の中では将来や就職について意識するキャリアガイダンスのような時間もありました。そ

うした時間を通して、中高生ながら自分の得意分野ややりたいことについて思いを巡らせ、ゴール

を明確にすることができたのだと思います。医大や医学部を目指す同級生が多かったので、私も途

中でつられて医学部を目指そうかなと迷ったこともありましたが、やはりそこは初志貫徹で夢へと

進むことに決めました。中でも京大を目指した理由は、意外に単純で「京都に住みたかったから」

（笑）。親からも「京大以外はダメ」とプレッシャーを掛けられていました。高校 3 年時に一部の

科目について予備校の授業を受講したこともありましたが、学校での勉強や自習だけでも十分に手

応えを感じることはできました。それもひとえに先生方が、「勉強＝イヤなもの」ではなく、解け

る・わかるおもしろさを教えてくださったから。どの科目も基礎が肝心であり、学校の授業だけで

も十分に理解できていれば、志望校に合格することは可能であると思います。 

 

 

「勉強＋α」という独自のスタイルも東明館で築いたもの。 

無事に京大に合格した私は、親に「大学は 4年で卒業するつもりはない！」と宣言しました。よ

く意外と言われるのですが、実は高校時代からストリートダンスにも打ち込んでいて、東明館の文

化祭のステージでも一度だけ披露したことがありました。大学では留年をして少し立ち止まろうと

思ったのもストリートダンスに集中するため（笑）。勉強が嫌いだったわけではありませんが、学

問以外のことに全力でエネルギーを使いたくなってしまって。私に限らず、当時の京大法学部では、

学問以外のことに情熱を傾け過ぎて留年する学生が珍しくありませんでしたので、私も学友ととも

にきちんと（？）留年し、ストリートダンスに明け暮れました。100人以上が所属するストリート

ダンスのインカレサークルの会長まで務めて、学内外問わずいろんな人と出会えたことはその後に

つながる大きな財産になりました。 

 

 

仲間と共に、夢に向かって真っ直ぐに。 

京大法学部卒業後は、遊びほうけた大学時代にひと区切りつけ、司法試験という目標に臨みます。
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簡単に行き着けるゴールではありませんでしたが、東明館時代にしっかりと授業についていき京大

合格という結果を出せたことが一つの自信となっていました。司法試験合格のために同じ志を持っ

た仲間と共に法科大学院で切磋琢磨しながら、東明館時代を噛み締めていました。無事にストレー

トで合格し、司法修習生として法律の世界の入り口に立ち、弁護士・裁判官・検察官、どの方向に

進むか少し迷いました。それぞれの職種にはそれぞれの魅力がありましたが、やはり依頼者のパー

トナーとして人生の重要な部分で力になりたくて弁護士の道へ。弁護士として初めて立った法廷で

は、緊張とプレッシャーで吐き気をもよおす程でした…。学生時代に裁判を傍聴したこともあった

し、何度も何度も入念にシミュレーションしていたのに頭が真っ白になってしまったんですね。あ

れから数年、緊張感は忘れていませんが、経験値を積み重ねてもっといろんな人のお役に立ちたい

という気持ちは変わりません。自分との戦い、いい意味でのライバルを意識した戦い、毎日しっか

り積み重ねてきた東明館での日々と自信がいつだって私の背中を押してくれるんです。後輩のみな

さんも学生時代を楽しみながら、よく学び、よく遊んでください。毎日一生懸命過ごしていればお

のずと夢が見つかると思います。 

中学・高校と 6年間一緒に過ごすので友人との絆が深まるのも東明館の良さ。3年前、ちょうど

30歳になったのを機に、久しぶりに同窓会をしようと思い立ち、声をかけたら思ったより大勢集ま

ってくれたんです。それからも毎年続けています。今はみんなそれぞれ全然違う仕事をして、一人

前の社会人ですが、会うとすぐ当時の空気に戻って、顔がくしゃくしゃになるくらい思い出話に花

を咲かせていますよ。 
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「なつかしかね訪問」訪問したのは、小林秀樹 主幹教諭です。 
 

 

「自由」に伴う楽しさと厳しさを知った６年間。 

 私が中学受験をしたころ、東明館は中高一貫校としてはまだ新しく、卒業生はまだ出ていません

でした。入学を決めたのは、伝統がないぶん、自由でのびのびとした雰囲気があったからです。校

則らしい校則はなく、身だしなみなどは個人の判断に委ねられていたし、進学校なのに勉強を強制

するような風潮もありませんでした。やる気がある生徒には協力を惜しまない、でもやる気がない

生徒は確実に置いていかれる。生徒の自主性を尊重する自由な校風には、ある意味ではそんな厳し

さも含まれていたように思います。 

 私は決して優秀な生徒ではありませんでした。特に中学の頃は、勉強もろくにせず遊んでばかり

いたので、成績も振るいませんでした。でも、高校に進学し、下のクラスに振り分けられたときに

ふと「このまま進むと自分の将来はどうなるんだろう」という不安に駆られ、誰に言われるでもな

く、自主的に勉強を始めました。それまでは、休み時間に皆が勉強をしているのを尻目に、友人と

将棋をさしていたほどの呑気者でしたが、一度決めたら猪突猛進になる性格のおかげで、成績も

徐々に上がっていきました。 

 医師という職業に対する憧れは、身体が弱く、頻繁に夜間外来にお世話になっていた幼少時から

持っていましたが、東明館の同期に医学部の志望者がとても多かったということも大きく影響して

いたように思います。私の学年には「自分たちがこの学校の歴史をつくっていくんだ」という勢い

があったのです。また、薬剤師である父や先生方も、成績不振だった私が医師になることを応援し

てくれました。「先生方が自分のことをちゃんと見て下さっている」と感じ、とても心強かったの

を覚えています。 

その思いを、故郷の地で具現化する 

２４時間３６５日救急医療のトップランナー。 

 

松岡救急クリニック院長 

松岡 良典さん 

東明館高等学校７期生 

佐賀大学医学部卒 

九州大学医学部大学院修了 

「救急過疎をなくしたい。」 
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交通事故現場を目撃したことが、人生の転機に。 

 そうして無事医学部に入学したのはいいものの、大学時代は勉強そっちのけでボクシングや車の

整備に夢中になり、毎年留年すれすれの成績で進級しているような状態でした。特に希望する専攻

もなく、漠然と法医学に進もうと考えていましたが、そこには「何となくカッコいい」「プライベ

ートの時間も確保できそう」といった曖昧な理由しかありませんでした。 

 そんな矢先、私の目の前でバイク事故が起こったのです。幸い現場近くにクリニックがあり、す

ぐに医師と看護師が出てきましたが、倒れている人の周りをうろつくばかりで、何もしません。一

方、程なくして到着した救急隊はてきぱきと処置をして、患者さんを搬送します。どちらが医師な

のかわからなくなりました。その後、事故現場に花が手向けられているのを見て、「命の危機が迫

ったときに適切な処置ができる医師になろう」と決意したのです。 

 

 

東明館で身につけた強い精神性が、過酷な日々を支えた。 

 救急搬送されてくる患者さんは、生きるか死ぬかのグレーゾーンを彷徨っています。ちょっとし

た判断で患者さんやその家族の運命が大きく分かれるため、救急医に一切の妥協や油断は許されま

せん。そんな救急医の研修は過酷を極め、家に帰れないどころか、睡眠時間や休憩時間さえも取れ

ませんでした。救急医はすべての診療科目を網羅する必要があります。「専門医ではないから診ら

れない」と断ることは、救急医として大事な何かを失うのに等しい。でも、救急医はあらゆる領域

を網羅しているがゆえに、専門性が薄れ、一つひとつの疾患を高度に診ることができないという事

態に陥ってしまいがちです。こうなると、救急医は他の専門医へ患者を振り分ける係に甘んじてし

まいます。ですから私は仕事の合間に必死に勉強して、救急医だけでなく、麻酔科や整形外科、脳

卒中などできるだけ多くの専門医の資格を取得しました。 

 さらに「より多くの患者さんを助けたい」との思いから深夜に研究を続け、新型造影剤を開発し、

世界中で有効な国際特許も取得しました。振り返ると、公共料金の支払いさえ母親に頼むほどにハ

ードな毎日でしたが、「思いついたら即行動。成果を出すまで諦めない、弱音を吐かない」という

強い意志に支えられていたのだと思います。それは、大学受験のときから変わることのない私の信

条です。 

 大学病院にいた頃は、私は講師 兼 副部長という役職に就いていました。部長は教授ですから、

実質的には私が現場を取りまとめていました。このまま大学病院に勤務して、教授になるという道

もありました。しかし管理職になり、患者さんと接する時間が減少するにつれて、ここにいては自

分の救急医としての存在意義が薄れていくような気がしたのです。自分が救急医を志したのは、生

命の淵に立たされている患者さんを助けるためであり、そうした救命医としての私の使命は、現場

でしか果たすことができません。そこで私は初心に立ち返り、患者さんが必要としている場所で開

業することにしたのです。 

 

 

重ねてきた努力があるから、自分を信じられる。 

 開業の地に選んだ川辺町は妻の故郷です。鹿児島県内で、医療が充実しているのは鹿児島市だけ

で、それ以外の地域はひっ迫した状況にあります。川辺町がある南九州市もその一つで、救急医療
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は危機的状態です。救急時にここから鹿児島市に搬送すると、車で 1時間近くかかる。その１時間

が明暗を分けるケースも多いのです。 

 コンサルタントには、「半径２km 以内の推定患者数が２名というこんな地域で、うまくいくわけ

がない」と反対されました。でも、それを一蹴できたのは、過酷な現場で得た臨床経験や技術力、

そして勉強や研究に費やした時間が、私に自信を与えてくれたからだと思います。こうして「地域

医療の新たなモデルケースになること」を目標に、川辺の地に高度な医療を提供する救急クリニッ

クをつくることにしたのです。 

 クリニックが新生児からお年寄りまで、また軽症患者から最重症患者まで、全て受け入れ、365

日 24時間体制で救急医療を行うのは 2013年５月１日現在、全国初の試みです。県知事から救急医

療における特例診療所・救急告示医療機関の認可も受けています。もちろん慢性期医療にも対応し

ており、救急と地域のかかりつけ医としての機能を両立するクリニックを実現しました。 

 開業時は医師も私１人でしたが、現在は勤務医も増え、一層手厚い医療サービスを提供できるよ

うになったと思います。中学から大学まで同じ学び舎で過ごした友人も勤務医として当院に尽力し

てくれています。そんな心から信頼できる友人と志を共にして働けることを幸せに思いますし、こ

うした素晴らしいご縁を運んでくれた東明館に感謝しています。 

 私の目標は、全国の救急過疎地に救急クリニックをつくることです。その第一歩が当院であり、

今はそのスタート地点だと思っています。当院もドクターカーを導入するなど、救命率の向上のた

めにできることはまだまだありますし、全国規模でこの目標を達成しようと思えば、やるべきこと

は山のようにあります。法人で助け合い、大学とのネットワークも構築しながら、救急医を必要と

している人が高度な医療を受けられるシステムをつくっていきたいです。 

 

 

 私がこんなふうに新しいことに挑戦できるのは、今思えば東明館の自由な校風も影響しているの

かもしれません。自由であるということが、暗に「自己鍛錬を怠れば必ずそのツケが返ってくる」

ということを教えてくれたような気がします。今でも同級生と会う機会がありますが、同期には自

分の道を自分で開拓しているタフな人が多い。それはきっと、知らず知らずのうちに東明館で培わ

れた精神性なのだと思います。 

 私は救急医なので、やはり生死を彷徨っている患者さんを助けられたときにやりがいを感じます

が、それはただの自己満足なのかもしれないと思うこともあります。それでも、私は救急医が自分

の天職だと信じていますし、天職で社会貢献できることに喜びを感じています。後輩の皆さんも、

ぜひ東明館で自由の楽しさと厳しさを存分に味わってください。そしていつか自分の人生をかけて

取り組みたいと思える、価値ある夢を見つけ、それを実現してほしいと思います。 

 

人生をかけて取り組むべき 

価値ある仕事と出逢ってほしい。 
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「なつかしかね訪問」訪問したのは、内田由美子教諭（国語）です。 
 

 

5年越しで手にした税理士という夢。 

 税理士になるには 5つの試験をクリアしないといけないのですが、なかなかスムーズにはいきま

せんでした。大学卒業後は税理士事務所でアルバイトをしながら専門学校に通って勉強をする毎日

でしたね。朝は 5時に起きて 8時に出勤、夜は 20時に帰宅した後でまた勉強……。学校に行けな

い日もあったので、休日は遅れを取り戻そうと 1日中机に向き合い、プライベートはすべて勉強に

捧げていました。「ゴールはあるのかな」と、くじけそうになったことは何度もあります。周りの

友人はすでに働いていて、初任給で旅行をしたり楽しく仕事の話をしていたり。そんな姿を見てい

ると「私も一応は働いているのだし、もう試験は受けなくてもいいんじゃないかな」と思ったこと

さえありました。 

 それでもやっぱり「せっかく決めたことなんだから、最後までやりぬこう」と思いなおす。資格

取得までの 5年間はその繰り返しでした。落ち込むたびに私を奮い立たせてくれたのは、東明館で

学んだ経験だったのです。 

 

 

放送部で身についた「伝える」技術が役立っている。 

東明館への入学を決めたのは、自由な校風に惹かれたからです。電車通学は大変かなとも思いま

したが、それよりも校則が厳しくなく、のびのびと生活できるほうが私には魅力に感じました。学

税理士法人トーマツ 福岡事務所 

野口 悠美さん 

東明館高等学校１５期生 

九州大学経済学部卒 

コツコツ続けること。 

税理士になった今でも 

その習慣が生きている。 
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校生活で何より思い出に残っているのは部活動ですね。私は中学から高校の 5年間、放送部に入っ

ていました。東明館の放送部は全国大会にも 23 年間連続で出場しているし、優勝したこともある

んです。だから毎年入部希望者が多くて、私もそのうちの一人でした。私はそこまで良い成績は残

せませんでしたが、全国大会に出た経験は今でも誇りです。 

部活動で学んだ「分かりやすく人に伝える」ことは、現在の仕事にとても役立っていますね。当

時、よく「あなたは早口ね」と言われることが多かったので、それ以来、自分が思っているよりも

さらにゆっくりと話すように心がけています。 

中高生の頃にできた友人たちとは、6年間という長い時間を一緒に過ごしたこともあり、今でも

顔を合わせれば学生時代に戻ったかのようにはしゃいでしまいます。税理士試験で行き詰って辛か

ったときも、仕事が忙しくて大変だったときも、友人に励まされながら乗り越えることができまし

た。こんな友人関係を築くことができたのも、東明館で充実した学生生活を送ることができたから

でしょうね。 

 

 

お客様の「ありがとう」が何よりの幸せ。 

 将来を具体的に考えたのは大学に入ってからですね。数学が得意だったから、中学生の頃から商

学部か経済学部のある大学に行こうと決めていたんです。資格を持っていれば将来なにがあっても

困らないと思って、税理士を目指すことにしました。試験に受かったあとは、個人事務所に就職し

て 3 年ほど働きました。「もっと専門的で規模が大きな仕事をしてみたい」と思って、現在の会社

に転職したのが 2年前です。 

やりがいを感じる瞬間は、やはりお客さまから「ありがとう」とおっしゃっていただくときです

ね。仕事上、経営者――つまり自分より年上の方がクライアントになることが多いのですが、まず

は話に耳を傾けることを大切にしています。一度自分が担当をした方とはずっと変わらずにお付き

合いが続けられるよう、信頼を得ることがポイントです。税金や相続の話など、なかなか他ではで

きないような悩みや疑問を持ちかけてくださる方も多いんですよ。そのなかで解決策を提案し、喜

んでいただけることが何よりの幸せです。「あなたの話はわかりやすい」と言われるのも嬉しいで

すね。 

もっと提案できる力を身に着けていくこと。それが今後の目標です。お客様から相談を持ちかけ

られたときにすぐにニーズに沿った解決方法が提案できるよう、自分の考えをしっかり持っていた

いと思います。そのためにはまだまだ「学び」が必要ですね。法律はどんどん変わっていきますか

ら、遅れをとらないよう、日々勉強するしかありません。 

 

 

地道な作業を頑張れるのは学校の「当たり前」のおかげ。 

 改めて振り返ってみると、コツコツと何かを続けることは大切なんだと実感します。私は東明館
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で勉強を続けてきたからこそ、今があると思っています。進学校なので 1日の授業数が平均 7限と

勉強をする時間が長いのですが、そのぶん先生がしっかりと見て添削をしてくださるので安心でき

ます。日曜も学校を開放して自習室として場所を与えてくださるので塾や予備校に行く必要があり

ません。放課後も友人と一緒にその日の授業内容を復習して添削しあったり、わからないところが

あればすぐに職員室に行って先生に質問したり……それが日常でした。それが「当たり前」のこと

だったんですね。 

私たちの仕事は書類の山と向き合ってひたすら計算をするような地道な作業が多いんです。でも、

それを辛いとまったく感じないのは 6年間で「コツコツ続けることの大切さ」を学んだからだと思

っています。 

 東明館は、やりたいことがあれば何でもできる学校です。学校で学びたいこと、行きたい大学、

叶えたい夢が見つかれば、先生方が全力でサポートしてくださいます。 

 そしてそこで身についた自信や経験は大人になってからも自分を支えてくれるはずです。みなさ

んも部活や勉強に一生懸命取り組み、夢を見つけてください。 
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父の背中を見て描いた未来。 

叶えてくれたのは 

夢中で過ごした高校生活。 

 

17年経った今も、新鮮な気持ちで働ける魅力的な仕事。 

就職して 17 年になりますが、今でも竣工式を終える度に入社一年目の気持ちが蘇ります。こん

なに小さなパソコンの画面で設計したものが、何百人も働くオフィスビルや、電車が行き交う巨大

な駅となり目の前に現れる。その技術力に驚きますし、いつまでたっても飽きることがないんです。 

私が小学生のころには、「ガンプラ（ガンダムのプラモデル）」が大流行していました。完成した

姿を思い浮かべると、楽しくて夢中になっていました。あの感覚にちょっと似ていますね。できあ

がったときの感動が大きいから、また始めたくなる。その頃からすでに、ものづくりのおもしろさ

に目覚めていたのかもしれません。 

 

 

父の仕事ぶりを見て、建築の世界へ進むことを決意した。 

将来を具体的に考え始めたのは中学生のころです。実家が工務店を営んでいて、父は左官でした。

株式会社安井建築設計事務所 

企画主事 小島 幸弘さん 

東明館高等学校２期生 

熊本大学工学部卒 

「なつかしかね訪問」訪問したのは、古賀 洋 主幹教諭です。 
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ある日、夜中に仕事へ出かける父を見送っていると「一緒に来てみるか」と誘われたんです。工事

現場では見るものすべてが珍しくて、未知の世界が広がっていました。見慣れているはずの父の顔

が、その夜はいつもと違って見えた。そんな経験があったから、自分も建築の道へ進もうと決めた

のです。 

地元の中学を卒業すると、東明館へ 2期生として入学しました。勉強にはあまり自信がありませ

んでしたから、合格通知を手にしたときは本当に驚きましたね。入学した当初は、学力は学年でか

なり下の方だったと思います。みんなについていくのに必死でその日その日をとにかく一生懸命に

過ごしていましたね。 

高校では野球部へ入り、ピッチャーをしていました。今でも忘れられないのが 1年生で出場した

夏の大会です。当時は学校ができたばかりで、練習試合でも負けてばかりの弱小チームでした。そ

れが、佐賀県の 41 校が出場する県大会で、初めて勝利を手にした。高校 3 年間、公式試合で勝っ

たのはその一度きりだったので大切な思い出です。 

部活動に打ち込む日々でしたが、無事に第一志望の大学に合格できたのは、先生方が熱心に教え

てくれたからだと思います。そして何よりも、隣の机で勉強に励むクラスメイトに刺激されたから

でしょうね。学校が求めるものが高いと、生徒たちはそれに引き寄せられて意識が高くなるのです

ね。 

私が東明館に入って良かったと思うのは、何事にも夢中になれたことです。「文武両道」を理念

に掲げていますので、先生たちも「勉強だけしなさい」とは言いませんでした。野球と勉強を両立

できたことが、建築士という夢の実現につながったと思います。 

 

 

学生時代のアイデアが実現し、鳥栖という名を世界へ発信。 

卒業後、今の会社に入り、本社の大阪で

設計をメインに 10 年間勤めました。7 年

前に九州事務所に転勤してからは、設計、

企画提案、施工管理も担当しています。 

九州に戻ってきて、最も印象的だった仕

事は、九州新幹線の全線開通に合わせて開

業した「JR 新鳥栖駅」の設計でした。佐

賀県の「かちがらす」をモチーフにしたデ

ザインで、「未来に羽ばたく鳥栖」をコン

セプトにしました。 

外観は翼をイメージしたやわらかな曲線で、駅構内は白い鉄骨で鳥の巣を表現しています。実は、

この「鉄」を使う構想は大学 4年生のころに考えたものです。偶然にも、私は大学の卒業制作で「鳥

栖駅」を仮想設計していました。運命というか縁を感じますね。 

鳥栖は鉄道の街なので、大学生の頃はレールを柱に使う方法を考えていました。実際には、構造
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上の問題で使えなかったのですが、「鉄で表現する」という発想を 17年越しで実現できたことに感

動しました。 

2011 年、「九州新幹線 新鳥栖駅」は、鉄道の国際的なデザインの大賞である「ブルネル賞」や「日本鉄

道建築賞」を受賞するなど、世界で認められる駅となりました。 

 

 

真剣に取り組んだことは、必ず役に立つ日がくる。 

駅のほかには、給食センターや合同庁舎、消防局の本部など大規模な建物を企画・設計していま

す。たくさんの人が関わる仕事では、部活動の経験が役立っていると感じます。 

技術者が何人もいるなかで、誰か一人がわがままを言うとうまくいきません。デザインを担当し

た意匠設計者がチームを引っ張り、企画担当はその意思を尊重し、構造や設備の内容をまとめる。

また、施主の希望を設計者に伝えることも欠かせません。 

私が企画担当者となり、調整役を務めるときは部活動でチームプレーを経験したからこそ分かる

ことがあります。相手のことをよく見るとか、コミュニケーションをとるとか、勉強だけでは身に

つかない能力も鍛えることができました。 

これから東明館に入る皆さんには、勉強にも部活動にも真剣に打ち込んでほしいですね。一生懸

命になったことは、大人になって自分を支えてくれる糧になりますよ。 
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そこから、他校のビデオを取り寄せ、応援団を研究しました。また、当初、３年生だけで結成す

る予定だった応援団を全学年でやろうと決めると、下級生たちが私の提案に乗ってきてくれ、本番

が近づくにつれて、どんどん盛りあがっていったことを覚えています。ところが、当の私は緊張と

プレッシャーで大会当日までご飯が喉を通らないのです。その切羽詰った気持ちはいまでも鮮明に

人々が安心して暮らせる街へ。 

市役所から地域を支える縁の下の力持ち。 
 

 

 

 

 

 

自分らが始めなければ、 

東明館が始まらない。 
  私が東明館高校を受験したのは１９８８年

のことです。周りがほとんど公立高校をめざす

なかで、私は公立でなく私立を希望していまし

た。中学では部活に熱中したから、高校では勉

強を。そんな思いもありました。最終的に東明

館を選択した大きな理由は、その年はじめて生

徒を受け入れる新設校だったからです。中高一

貫校というのも、めずらしく感じました。何に

も染まっていない新しい学校だから、自分がや

りたいことをやれるのではないか。新設校なら

ではの自由な校風に期待をしていました。 

とはいえ、学校の歴史をつくるのだと意気込

んで入学したわけではありません。ただ、入学

してみると、自分たちがやらなければ何も始ま

らないことがよく分かりました。たとえば体育

大会です。開校１年目はグランドが石ころだら

けで実施できず、２年目に最初の大会が行われ

ました。さらに翌年、私は応援団長を任された

のですが、何をやるのかさえ決まっていないか

ら大変です。しかも、当時の体育大会は受験シ

ーズンの秋に開催されていたため、生徒のやる

気にも温度差がありました。そんな状況を前に

して、「よし、ここで歴史をつくっちゃろう」と

自然と力が入りましたね。 

「なつかしかね訪問」訪問したのは、行武英治教諭（国語）です。 

撮影場所は、東明館学園内の桜坂です。 

小峰 秀樹さん 

１期生として東明館高校に入学。熊本大学法学部

を経て小郡市役所へ。現在は総務部人事秘書課人

事係長。東明館中学校・高等学校同窓会の副会長

を務める。 
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覚えています。頑張った甲斐があって大会は無事終わり、体育大会は私にとって忘れられない思い

出となりました。 

 

何がしたいか分からない。何が向いているか分からない。 

 高校生活はとても楽しいものでした。久留米から通学していましたが、ほとんど休んだことがな

かったように思います。勉強に関しては、テストが多く、厳しい面があったかもしれません。しか

し、不思議とそんな印象が残っていないのは、先生方が優しかったおかげでしょう。大学受験時に

は社会学系の学部学科を志望し、特に悩むこともなく、進路について誰かと話すこともありません

でした。自分の進路は人に相談して決めるものじゃない。なぜか、強く思い込んでいたのです。 

 １年の浪人生活を経て、私は国立大学の法学部に進みました。やがて、就職活動の時期を迎える

のですが、実はそこで進路に悩み、大きな壁にぶち当たってしまいました。私たちの世代は人口が

多いのにもかかわらず、世はバブル崩壊後という厳しい状況。就職氷河期だっという要因もありま

す。しかし、何より困惑したのは、自分が何がしたいのか、何に向いているのかが、考えても考え

ても分からなかったこと。まるで、自分のなかに迷いこんでしまったようでした。 

 このときばかりは、いろいろな人に相談もしました。友人という友人と話をし、東明館の同級生

にも話を聞いてもらいました。彼らは素の私を知っている友人だからです。そうして、出した結論

は「自分の歩いてきた道を信じよう」ということでした。無理をせず、自分のままで行こう。いま

までの延長線上で就職を考えよう。そう心を決めて、法学部での勉強を活かせる公務員に進路を定

めました。それから、公務員試験に向けての勉強をコツコツと続けた結果、採用が決まったのが小

郡市役所、現在の私の職場です。 

 

働けること、ただそれだけでうれしかった。 

 私は現在、小郡市役所に人事係長として勤務しています。これまで、ほぼ４年ごとに人事異動を

経験し、のべ５つ目の部署です。部署が変われば、関連する法律、関わる国や県の機関、関係者も

変わります。つまり、何年目の公務員であろうと、新しい部署では１年生ということ。その意味で

は、数年ごとに転職を繰り返してきたようなものです。 

 市役所に入って最初に配属されたのは税務課という部署でした。新人はまず窓口に座って、接客

業務を担当するのですが、最初は苦労しました。専門的な知識がまだ十分でないため、相手の言っ

ていることがさっぱりのみ込めないのです。そこで、職場の専門書だけでなく、街の本屋に通って

は、一般向けに分かりやすく書かれた本を購入。少しずつ知識を増やしていきました。そのうちに、

徐々に仕事に慣れていきましたが、新人時代、こうした毎日を大変だと感じたことはありません。

悩みに悩んで辿り着いた職場です。就職できたことが本当にうれしく、働けることそれ自体に充実

感を覚えていました。 
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相手のために何ができるか。それが仕事の原点。 

 働きはじめてから、12、3 年が経つころ、私は福祉課に配属され、障がい者福祉を受け持つこと

になりました。それが私の転機だったかもしれません。仕事とはいったいどういうものなのかがは

っきりと理解できたのです。障がい者のなかには、本当に切迫して、ぎりぎりのところで生きてこ

られた方がいらっしゃいます。その人のために何ができるのか。それが、仕事の原点だと思いまし

た。 

 福祉課では、大学で学んだ法律について、現場の視点から見つめ直すこともできました。法律が

国会でつくられるとき、その法律の目的は見えにくいものです。しかし、そもそも法律は困ってい

る人がいるからこそ、つくられるルールであるわけで、目を向けるべきは目的なのです。また、障

がい者福祉には実に多くの人が関係しています。福祉施設やＮＰＯ、学校や企業の方々、そして医

師や弁護士、警察官。人の一生に関わるあらゆるジャンルの専門家です。そういった地域の協力な

くしては、自分の仕事自体が成り立たたない。そのことに、改めて気づかされました。 

 福祉課への配属を命じられたおかげで、私は多くの気づきを得ることができました。本当によか

ったと感謝しています。ただ正直に言えば、公務員の仕事で人に喜ばれることはあまりありません。

市役所へ届く声の７、８割がクレームなのは「ちゃんとできて当たり前の仕事だ」と思われている

からでしょう。ですから、感謝の声をいただくと、ものすごく励みになります。しかし、一方では、

たとえ喜んでいただけなくても、そこに安心感があればいいと私は考えているのです。何事もなく

人々が安全に暮らせている。そんな街をつくりたいと思っています。 

 

一生分、悩んだことが今の自分に活きている。 

 東明館は、教員と生徒との距離が非常に近い学校です。また、生徒の個性もバラエティに富んで

いて、面白いように思います。そんな先生や仲間とのつながりが、この学校のよさだと感じます。

私自身、仲間とのつながりは卒業以来ずっと続き、いまも、ことあるごとに会っています。一生の

友だちです。大学や職場でも多くの友人ができましたが、彼らほど、等身大で話せる仲間はいませ

ん。また、私が受験時に感じた自由な校風は、いまも引き継がれているように感じます。何かをや

ろうというチャレンジ精神が発揮しやすく、先生たちも、それに乗っかってくれる。いいことだな、

と感じます。 

 一度きりの人生に何をすべきなのか。私は大学時代に悩み抜きました。一生分ぐらい、悩んだと

思います。もちろん、望んでそうなったわけではありません。でも、あの経験がなければ、何とな

く有名な会社を受けて就職し、結局その会社をやめてしまっていたかもしれないなぁと思うのです。

じっくりと自分を見つめることができたあの時間が、いまの自分になかで活きている。そう思うの

です。 
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「なつかしかね訪問」 訪問したのは、灰塚晶子教諭（英語）です。 

 

 

 

女性が活躍できるフィールドを広げるために。 

5年前に「女性の活躍促進」を理念に掲げた社団法人を立ち上げ、主に全国の金融機関で働くビジ

ネスウーマンを対象とした管理職育成を行っています。5年間でのべ 4,000人を超える女性と接し、

1,000回を超える研修やセミナーを提供してまいりました。 

今の事業は、当初は社内ベンチャーとして立ち上げ、2年半前に MBOをして独立をいたしました。

日本は女性の管理職が少なく、特に金融機関では能力のある女性が埋もれているという課題を耳に

したのが 29歳の時ですね。30歳で起業すると決めていた私は、この課題の解決に自分の使命を感

じ、この分野で起業することを決めました。 

１つの企業に対し、3～5年という長い期間でコンサルティングに入ります。今の事業はスタートか

ら実質 4年ほどですが、将来の役員・管理職候補となる若手女性を、50名育てることができていま

す。事業自体は「まだまだこれから」という気持ちですが、自分自身については、学生時代に思い

描いていた理想の自分に近づきつつあると実感します。 

元来、落ち込みやすい性格だった私は、人前で堂々と話し、批判にもめげずに自分の意見をはっき

りと言える人に憧れていたところがあります。小学生のころには、将来は政治家になりたいと思っ

ていました。そして、政治家になったら学校教育をもっと良くしていこう！と思っていましたね。 

 

心のバランスを崩していく同級生を見て抱いた疑問。 

さかのぼれば小学 6年生のころでしょうか。私は進学塾に通っていたことで、色々な出会いがあり

株式会社プログレス 代表取締役社長 

（社）日本 CIS認定協会 理事 

人事コンサルタント 黒田 佳奈子さん 

東明館高等学校９期生 

中央大学法学部卒 
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ました。基本的には皆、一生懸命勉強をしてやる気に満ち溢れていたのですが、その中に、塾の試

験でカンニングをしたり、先生をいじめているような同級生がいました。その子は、低学年のとき

はとてもそんなことをするような子ではなく、仲良く楽しくしていたのに、5年生の時のご両親の

別居を境に、少し様子が変わってしまったのです。他にも、◯◯中学に絶対入らないといけない！

と、英才教育のプレッシャーで潰れそうになっている同級生もいました。 

もともと優しいはずの同級生たちが家庭環境に悩み、勉強に追われ、心のバランスを崩していく様

子は、とても悲しいものでした。私は「大人になったら、政治家になって教育制度を変えたい！学

校に行けば、どんな時でもみんなが幸せになれるような学校を作ろう」。生意気にも、小学 6 年生

のときにそう決意しました。 

東明館へ進学を決めたのはその目標があったからです。両親は、家の近くの別の私立校を勧めまし

たが、私は東明館が良いと言いました。意思を尊重してくれたことを今でも感謝しています。九州

でもトップクラスの学力で、クラスメイトはみんなが仲よく、先生も熱心に教えてくれる。まわり

には自然があって校庭も広く、勉強の合間の気分転換にも最高。そんな恵まれた環境で過ごす日々

は、今思い出してもきらきらと輝いています。 

私が楽しそうに通っていると、2つ年下の妹も「東明館に通いたい」と言って頑張って勉強をし、

入学しました。兄弟姉妹で通っているという同級生も、結構多かったですね。 

先生たちは先進的な取り組みに積極的で、当時はディベートを取り入れた授業が印象的でした。環

境問題や死刑制度など普段は考えもしないことがテーマになります。それでも、自分の意見を発表

しなくてはいけませんから校内の図書館で調べて自分なりの考えをまとめます。教えられるだけの

勉強ではなく、自分の頭で考え、それを人前で話すというトレーニングになりました。 

 

落ちこぼれだった自分を引っ張り上げてくれた。 

高校では生徒会に入り学年のリーダーを務めました。そんな私ですが、じつは入学当初はリーダー

などとは程遠く、テストで 156人中 152番目と落ちこぼれ状態からのスタートでした。赤点ぎりぎ

りを取って先生に呼びだされることもありました。悔しくて、恥ずかしくて、よく泣いていました

ね。 

「どうせバカだと思われているんだ」と落ち込んでいたのですが、授業で分からなかったことを聞

きにいくと、先生は「説明が分かりにくくてごめんな」と丁寧に教えてくれて。それ以来、疑問が

あればすぐに職員室へ行き、分かるまでしつこく聞くようになりました。 

それでも、152番から這い上がるにはかなりの努力が必要でした。支えになったのは、入学後まも

なく配られた「生活の記録」です。 

1週間分の予定を 24時間で細かく計画し、一日の結果をそのノートに書きます。たとえば、夕食後

に英語の勉強を 2 時間すると予定を立てると。そのために 20 時までご飯を食べ終わることが目標

になります。食べるスピードも早くなりました。いつもノートを近くに置いて、終わったらチェッ

クをしていく。自分なりにご褒美を決め、「英語で 20位以内に入ったら SMAPの CDを買う」と机の

上に貼ってモチベーションを上げていました。それを繰り返すことで徐々に順位が上がっていきま

したね。 
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その記録が、ホームルームで良い見本として紹介されるのも嬉しくて、教科ごとに色を分けるなど

工夫していました。可視化するとどの教科が足りないのかが分かりやすいし、予定通り終えてチェ

ックを入れる度に達成できた喜びを感じられます。その達成感の積み重ねを中・高生のうちに経験

できたことが今でも私を支えていますね。 

最近は出張でいろんな場所へ行くことも多く、仕事に追われそうになるときもありますが、「生活

の記録」と同じような時間割を作り、スケジュールを徹底管理しています。色分けした表を見てプ

ライベートの予定が少ないと、友人と食事の約束を入れるなどバランスを取ることで充実した日々

が過ごせています。 

 

人生を切り開く力を身につけてほしい。 

大学では政治学科に進み、政治家になる夢を追い続けていました。「行政研究会」というサークル

に入って選挙の手伝いをしていたのですが、そこで現実とぶつかったんです。「政治家の世界では

30代や 40代でもまだ若手で、本当に自分のやりたいことに取り組めるようになるまでに、何十年

もかかってしまう」。そう感じたのです。自分の性格からして、はやる気持ちをそれまで抑えられ

るだろうか、と悩みました。そして「目標を見失わなければチャンスは巡ってくる」と考え直し、

政治ではなく、ビジネスの世界で起業をして、身近な自分のまわりから変えていこう、と決心しま

した。 

そこで、起業やビジネスを学ぶためにコンサルティング会社に入社を決めました。入社試験では 88

人中 78位と、ここでも落ちこぼれからスタートです。そのころも、学生時代の習慣を頼りに、「今

月の営業目標を達成するために、今日は 5件獲得するぞ」と、細かい目標を設定し、ひとつずつク

リアしました。その積み重ねで新人トップまで上り詰めることができたのです。 

それ以来コンサルティングの仕事をずっと続けています。私の信念は、女性に「自分でも気づいて

いない力」に気づかせることです。裏方の仕事をしていても本当はすごく能力がある人が、陰に隠

れて殻にこもっている。偉そうに聞こえるかもしれませんが、隠れた自分の能力に気づいて、もっ

と輝いてほしいのです。 

お母さんや奥さんが楽しく充実した仕事をしていれば、笑顔で家族と接することできます。女性が

一層輝く社会をつくることで、子どもたちの笑顔を増やせることは、小さい頃に政治家になって実

現したかったことにも近づいています。今後は海外でも女性の働きやすい環境づくりや管理職育成

をするのが目標ですね。 

自分の目標を達成するために、ただひたすら一歩ずつ進みながら道を作ってきたように思います。

自律・自啓という校訓の意味を今、噛み締めています。東明館に通うみなさんには、この恵まれた

環境で、自分で自分の人生を切り開く力を身につけてほしいと願っています。 
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ロケットと線香花火。  

いま、東京大学で宇宙工学の研究を行っています。専門は「液体の分裂」。ロケットエンジンで

は、液体燃料を液滴に分裂してから燃やします。玉ねぎを炒めるときに、丸のまま炒めた後にみじ

ん切りにする人はいないわけで、誰もがみじん切りにした後で炒めるのと同じように、小さくする

と表面積が増えて火が通りやすくなるわけです。ですが、様々に形を変える液滴の様子を予測する

ことはとても難しいです。シャワーから出てくる水滴の大きさは何mmですか?と聞かれても、答え

るのは難しいですよね。現在は、JAXA（宇宙航空研究開発機構）と共同で、現行のH-ⅡAや将来の

H-Ⅲロケットのエンジン、そして人工衛星のエンジンにおける燃料液滴の大きさを予測・コントロ

ールすることで、燃費や性能を向上させる研究に取り組んでいます。  

3年前からは、ひょんなことがきっかけで線香花火の研究も始めました。江戸時代に線香花火が

生まれて約400年の間、多くの人が独特の美を楽しんできました。一方で、火花って何? なんで火

花が出るの? なんで火花は破裂するの? この単純な疑問に答えることはできませんでした。2012年

東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 

ロケット・宇宙機モデリングラボ 

特任准教授 井上
いのうえ

  智
ち

博
ひろ

さん 

東明館高等学校９期生 

東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻修了 

「なつかしかね訪問」 訪問したのは、小林秀樹 主幹教諭です。 

「何がわからないか知る」 

東明館で見つけた 

独自の方法論が、 

世界最先端の研究まで 

導いてくれた。 
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8月13日に、高速度カメラで撮影を行い、映像を見ると、火花の分裂はまさに液体の分裂そのもの

でした。その時の驚きは、鮮明に覚えています。今では、線香花火の現象を数式で記述できるよう

になり、福岡の線香花火職人さんと一緒に新しい試みに挑戦中です。実は、100年ほど前に、寺田

寅彦先生（元東京帝国大学教授）も線香花火の美の物理に関心を持たれ、短い随筆を書かれていま

す。その最後にこうあります。「西洋の学者の掘り散らした跡へはるばる遅ればせに鉱石の欠けら

を捜しに行くもいいが、われわれの足元に埋もれている宝をも忘れてはならないと思う。しかしそ

れを掘り出すには人から笑われ狂人扱いにされる事を覚悟するだけの勇気が入用である。(備忘録 

線香花火)」と。  

ロケットエンジンや線香花火に現れる美しい液体分裂現象のおかげで、国際会議に招待してもら

ったり、海外の大学教授と一緒に仕事をしたり、とても楽しいですね。  

 

 

中学生まで数学は苦手……。 

今では当たり前のように数学を使って仕事をしますが、中学時代は得意ではありませんでした。

ただ、高校生（中3だったかな）になると、このままではまずいなぁと思って、どうすれば勉強で

きるようになるか考えました。導いた方法論は2つ。一つは、試験前に問題を手に入れて、試験前

に答えを知っておく。しかし、これはリスクが大きいので却下。もう一つは、今の自分では×にな

るところを、次の試験までに勉強して〇にする。現実的です。次の問題は、今の自分では×になる

ところをどう探すか?ということです。この問いは、自分がわからないことは何か、をどうやって

知るか?と同じです。実際にやったのは、数学の教科書を1行ずつ隠しながら読んで、「ここで分か

らなくなった！」と、分かるところと分からないところを明確に線引きするというもの。そして、

その分からないところを、ひとつひとつ分かるようにする。「わかった体験」ができるので少しず

つ数学が好きになりました。この方法は、シンプルなので好きですね。社会に出て仕事をする上で

も、自分は何がわからないか、そして、何をもってわかったと思うのか、その感覚をつかんでおく

ことは非常に重要だと思います。  

 

 

昨日の自分に飽きていたい。  

私は「美しい現象の裏には、面白い物理がある」と考えています。過去の天才達のおかげで、そ

の一部が明らかになりました。しかし、未だに解明されていないものが山ほどあります。誰もが知

る線香花火にも、液体の分裂という本質があった。物事の本質を明らかにすることは、とてもわく

わくします。本当に、昨日まで見ていたありふれた景色が違って見えますね。こんなにも色鮮やか

なんだと。でも、すぐにそれが普通になって、飽きてしまいます。そうするとまた、自分が驚ける

ことをやって、新しい景色を見たくなります。きっと飽きっぽい性格なんでしょう。昨日の自分に

飽きていたいですね。  
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インタビューの最後にホワイトボードを使って解説してくれました。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

＜高校時代の恩師・小林秀樹先生から＞  

「高校時代は、マイペースで飄々とした生徒だったかな。優秀なのにその優秀さを見

せたがらなかった。3人兄弟のいちばん上で、3人とも東明館。きっと下の2人も、この

お兄さんを見て、同じ学校で学びたいと思ったのでしょう。」  

 

 

 

 

 

 

 

 
なつかしかね訪問 
（第１回～第７回） 
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