
Q.  本部のお仕事をひと言で言うとしたら？

A.  「裏方」ですね。

役員のみなさんが、いかに気持ち良く活動ができるか？の

下準備をさせて頂いています。

Q.  PTA会長さんの、あまり知られていないと思われるお仕事があれば、

お聞かせください。

A.  八学関連の方のご葬儀への参列や、PTA全国大会・東京都総会・東京都支部会

の3つの大会に年に一度ずつ出席しています。

また、学校法人 八王子学園の評議委員会にも出席しています。

Q.  PTA本部の魅力を教えてください^_^

A.  やったらやっただけの充実感や、仲間たちとの結束感があります！

先生方との一歩踏み込んだお話もできるし、学校の状況をより良く知りたい

保護者の方には、大変おススメします！

昨年度に引き続き、PTA会長を務めさせていただくこととなりました

佐藤と申します。

保護者の皆様、学校教職員の皆様方におかれましては、平素よりPTA

活動へのご理゙解、ご協゙力を頂いておりますこと厚く御礼申し上けま゙す。

さて、今年度に入りましても、新型コロナウイルスは社会活動に影響を及ぼしています

が、多くの人々のワクチン接種や感染症対策により行動制限は緩和されてきています。

経済活動も徐々に戻りつつあり、ウィズコロナの時代に突入したと考えられます。

学校行事に関しましても、可能な限り実施する方向で進んでいます。PTAと致しまして

は、できる方が、できる範囲で活動することで、生徒たちの貴重な学生時代の一助にな

れればと考えております。

今後とも尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

例年、鮮やかな色彩で来校者を迎える

正門前アーチ。総合コース美術系高校

２年生の力作です！

今年のモチーフはゴッホの青く幻想的な

『星月夜』と鮮やかな黄色の『ひまわり』。

ひまわり畑のアーチを抜けた先には筆

を振るうゴッホが佇み…。

台風の影響で、全てを展示できたのは

2日目のみとなりましたが、皆さん、

お気づきでしたか？

青と黄色はウクライナ

国旗の色。

ひまわりはゴッホが

平和と希望の象徴

として描いたもの。

生徒たちの平和を

祈念する想いが

込められた作品です。

オープニングセレモニーでは、高校生吹奏楽部に

よるファンファーレが校内中鳴り響き♫八学祭が

開幕されました✨

９/24(土)は台風の影響であいにくの雨でしたが、

２５日(日)は晴天に恵まれ、多くの保護者の方々が

来校されておりました。



  

本山星香 先生（理科） ハンドボール部 

八学卒業年…平成２６年  八学時代の部活…帰宅部 

八学時代のあだ名…せーちゃん 八学時代の将来の夢…教員。 

最初は数学教員にと思っていたのですが、数学を一生やってい

くほど好きではないことに気づき(笑)、途中から化学や生物の教

員を目指しました。 

八学時代の放課後の思い出…クイズ研究会や文芸部に部員でも

ないのに入り浸っていました(笑)。あとは行事準備でクラスに残ってやっていた事や、八王子のガ

ストとかで友達と過ごした時間が心に残っています。 

八学時代夢中になっていたもの…勉強・・・？(笑)模試はおおむね学年トップだったので頑張って

いたんじゃないかなと思います。あとは学園祭委員をやったり、音楽選択の合唱コンで伴奏をやっ

たり、体育のダンス発表の振付をしたり、その時その時の行事を精一杯やっていました。 

八学時代の思い出の行事…3 年生の学園祭で委員をやっていて、スタバ風のタピオカを売りまし

た。A 館の 6 階から 4 階まで行列ができるほど売れたのは心に残っています。あとは、担任の山

根先生に「タピオカ 1 個 100 円で売れ」と言われて必死で原価計算したのも思い出です(笑)。 

八学時代と…変わらない→職員の仲の良さ、校舎、正直な生徒  変わった→制服がビミョーに変

わりましたね。夏服のワイシャツの点線とか、銀ジャケネクタイの廃止とか・・・。 

八学を勤務先に選んだ理由…在学時代から先生方の勤務待遇や仲の良さを見て、八学っていいなあ

と目をつけていました(笑)。実際に教育実習で職員室を見ていても、職員室の雰囲気や労働環境が

良いなと感じて、ますます志望度が上がりました。 

今の八学生に一言…昔より真面目で落ち着いた人が多い反面、自分で考えて行動するのが苦手な人

が増えた印象があります。高校時代からぜひ、色々と自分で考えて判断できる練習をしてほしいな

と思います。 

宮原俊之 先生（美術） 美術部 

八学卒業年…平成４年  八学時代の部活…美術部 

八学時代のあだ名…宮（ミヤ） 

八学時代の将来の夢…美術か音楽で生きていきたい 

八学時代の放課後の思い出…学校→ぶらり館(本屋)→満腹亭 

(100 円ラーメン)→帰宅もしくは食堂でささみパンかチャーハン 

おにぎりを買って、ひたすら美術室で制作 

八学時代夢中になっていたもの…美術・音楽（ドラム） 

八学時代の思い出の行事…学園祭。看板を描いたりオブジェを作ったり（今とあまり変わりません 

・・・） 

八学時代と…変わらない事→先生方の面倒見の良さ、生徒の人懐っこさ 

変わった事→生徒の素行？ 

八学を勤務先に選んだ理由…地元で絵画教室をやっていて、八学の生徒も 

教えていました。→その子達が美大に合格して声を掛けてもらいました。 

今の八学生に一言…学生時代に吸収したことが今の基盤となっています。 

様々なものに触れて、感性を磨いてください。 

八王子学園を卒業後、現在は先生として八学の教壇に立たれている９名の

ＯＢ・ＯＧ先生方。そんな先生方に生徒だった頃の思い出や八王子学園への

想いなどを熱く語っていただきました！ 

☆  

 



 

  
会田起由 先生（体育） サッカー部 

八学卒業年…昭和５７年  八学時代の部活…サッカー部 

八学時代のあだ名…なし 

八学時代の将来の夢…大学でサッカーをやる 

八学時代の放課後の思い出…部活 

八学時代夢中になっていたもの…サッカー 

八学時代の思い出の行事…球技大会 

八学時代と…変わらないもの→生徒数  変わったもの→生徒の自主性 

八学を勤務先に選んだ理由…母校だから  今の八学生に一言…歴史と伝統を重んじよう！ 

渡邉大輔 先生（体育） 陸上部 

八学卒業年…平成７年  八学時代の部活…陸上競技部 

八学時代のあだ名…大輔  八学時代の将来の夢…陸上選手 

八学時代の放課後の思い出…ほとんど部活でした。オフの日は、

学校帰りに友人と遊んでいました。 

八学時代夢中になっていたもの…部活動です。 

八学時代の思い出の行事…球技大会はクラスみんなで盛り上が 

って、楽しかったのを覚えています。 

八学時代と変わらない物・事、変わった物・事…時代も大きく変わり、ほとんどの事が変わったよ

うに思います。高校時代に培った、八学スピリッツは変わりません。 

八学を勤務先に選んだ理由…母校の教育、部活動に携われるからです。 

今の八学生に一言…コロナもあり大変な時代ですが、高校生活を楽しんでください！！ 

髙梨晃 先生（音楽） 吹奏楽部 

八学卒業年…平成１２年  八学時代の部活…吹奏楽部 

八学時代のあだ名…なっしい 

八学時代の将来の夢…将来の夢を考える暇も無いくらい、部活

に夢中でした。「八王子高等学校吹奏楽部の顧問になる！」とい

う野心は全くありませんでした・・・（笑） 

八学時代の放課後の思い出…やっぱり部活です。もしかしたら、 

放課後になる前から頭の中は部活だったかもしれません・・・。ダメです。 

八学時代夢中になっていたもの…部活です。本当に夢中でした。本気で青春でした。仲間と共に、

熱い気持ちで本気で取り組むって、最高ですよー。今しかできないですよー！ 

八学時代の思い出の行事…1 年生の学園祭で、お化け屋敷をやらせてもらったこと。中野厚子先生あり

がとうございました。2年生の修学旅行で、たくさん叱られたこと。会田先生申し訳ありませんでした。 

八学時代と変わらない物・事、変わった物・事…個性的で、愛情溢れる先生方は、今も昔も変わら

ないと思います。生徒の質はとっても変わりました。今は本当に皆素直で良い子ばかり。私は今の

八学には入れないかも・・・。 

八学を勤務先に選んだ理由…前任の髙瀨先生から顧問を引き継ぐことになり、 

現在に至ります。この歳になっても、生徒と共に青春を分かち合えることが 

幸せで、八王子学園には感謝の気持ちでいっぱいです。 

今の八学生に一言…今しかできないこと、八学生だからこそできることを 

思い切り本気で取り組んでほしい。SNSも素晴らしいけど、しっかり 

空気を振動させて、そこで生まれたものを共有し合える人になってください！ 



  
武田道太郎 先生（社会） バドミントン部 

八学卒業年…昭和５３年  八学時代の部活…柔道部（２段） 

八学時代のあだ名…新井君（現事務長）から「タケちゃん」と呼

ばれていた 

八学時代の将来の夢…教員（恩師の授業に感銘を受けて）。社会

科教師を目指し、現在にいたる。 

八学時代の放課後の思い出…毎日部活の生活。練習後、部員と 

100 円ラーメン（西八駅前にあった満腹亭）を食べるのが楽しみだった。 

八学時代夢中になっていたもの…強くなりたくて筋トレに夢中だった。４５年前のこと 

八学時代の思い出の行事…修学旅行。列車で 10 時間、九州へ。たしか 5 泊したと思います。出発

早朝、父が東京駅まで送ってくれました。 

八学時代と変わらない物・事…朝学活・終礼・掃除、それと週番は当時もありました。 

八学を勤務先に選んだ理由…母校なので。妹も卒業生。非常勤時代、隣の教室に妹がいました。 

今の八学生に一言…都立生に比べて、自立心が不足のように思います。部活・行事にもっと全力出

そう（期待します） 

山本学 先生（体育） 野球部 

八学卒業年…平成１３年  八学時代の部活…野球部 

八学時代のあだ名…マーブ、タッシー 

八学時代の将来の夢…甲子園に出場し、強豪大学に入学してプ 

ロ野球選手になる事。 

八学時代の放課後の思い出…現役を引退してから仲間達と遠く 

まで走ったり自転車に乗って美味しいお店に行った事や、色々なスポーツをした事。 

八学時代夢中になっていたもの…部活動です。高校１年時は部活も学校生活も甘えがある生徒でし

た。成長した転機は 2 度。１度目は２年の春季大会、久我山戦で河内選手(その年広島ドラフト１

位)と対戦して中学時代は打てたのに、その試合は何も出来ずに終わる。河内選手の努力を感じ、そ

の日から帰宅して 100 本の素振りが始まる。2 度目の転機は 2 年夏、新チームになってから気狂

いみたいに努力する同級生エース(現在は 100 人以上の従業員を抱える社長)の影響で、週 4～5

日練習後にジムに行ってトレーニング。帰宅してからも日付が変わるまでの練習を引退まで続けた。 

八学時代の思い出の行事…八学初⁈の海外修学旅行で中国に。西安・北京の観光名所を回ったり、

宿泊施設の敷地内でワイワイ楽しんだり、私が幼少期に住んでいたホテルを見せてくれたりと今で

も鮮明に覚えている楽しい思い出が沢山ありました。  

八学時代と…変わらない物→A館が高校 3 年生に完成 変わらない人→生徒思いの 

キャラが濃い先生  変わった人→品の良い生徒が増えた 

八学を勤務先に選んだ理由…中学・大学では日本一になって注目選手に 

なれたのに高校では悔しい思いばかりでした。そんな高校で指導者として 

日本一になりたいからです。また、センスのない人間でも意味のある努力をすれば、 

様々な分野で輝く事が出来る事を生徒にも経験して欲しいからです。 

今の八学生に一言…八学生は昔も今も高校入試や推薦で、悔しい思いをして入学してくる生徒が多

いと思います。私も同様でした。これは中学時代に何かが足りなかったから、第一希望を叶う事が

出来なかった可能性が高いです。そこで大切になるのが、考え方や取り組み方を変えて高校生活を

過ごす事です。新たな創意工夫を行い、中学までに敵わなかった人よりも結果を出す楽しみや、新

たな目標に近づく自分を実感出来る様に頑張って下さい！昔も今もその高い志の生徒をバックア

ップ出来る施設や教員がいます。 



 

 

 

古関志緒里 先生（国語・書道） 書道部・茶道部 

八学卒業年…平成２６年  八学時代の部活…書道部 

八学時代のあだ名…しーちゃん、しおりん 

八学時代の将来の夢…教員を含め、色々な職業に憧れていまし

た。なので、「これ！」といった具体的な将来の夢はなかったかも

しれません。しかし、昔から絵を描いたり文章を書いたりするこ

とが好きだったので、芸術や表現に関わる仕事が出来たら・・・

と思っていました。 

八学時代の放課後の思い出…部活動です。先輩や後輩、他のコース・クラスの同級生と関わること

が出来る場所でした。展覧会前に作品を本気で批評し合ったのは良い思い出です。 

八学時代夢中になっていたもの…関ジャニです！友達が関ジャニファンで、その子と仲良くなるに

つれて、私も好きになりました。当時は渋谷すばるのファンで、いつかライブに行くことを目標に、

日々の生活を送っていました。 

八学時代の思い出の行事…文化祭です。書道部として、書道パフォーマンスを行いました。特に、

題字を担当させていただいたのは一生の思い出です。いきものがかりの「風が吹いている」、レミ

オロメンの「ありがとう」等、パフォーマンスで使用した曲は、今でも私の大切な曲です。 

八学時代と…変わらないもの→CRP。「CRPにひっかかりませんように・・・」と祈りながら受け

ていました。  変わったこと→電子黒板がついたことです。初めて見た時感動しました。現在授

業で使用することもあります。 

八学を勤務先に選んだ理由…生徒数が多く、様々な個性を持った生徒達と関わることが出来るの

は、教員として魅力的だと思いました。又、母校であるからこそ、自分が経験したことや頑張って

きたことを生かせると思い、勤務先に選びました。 

今の八学生に一言…「迷ったら楽しい方へ」という言葉が好きです。どんな選択をしても、頑張ら

なければならないのは変わらないので、どうせ頑張るなら自分が楽しい方が良いと思います。皆さ

んが一生懸命考えて選択した先に、沢山の「楽しい！」が待っていますように。 

伊東純希 先生（体育） バスケットボール部 

八学卒業年…平成１９年 

八学時代の部活…男子バスケットボール部 

八学時代のあだ名…ジュンキ 

八学時代の将来の夢…中学校の体育の先生に憧れていたので、 

体育の先生になりたかったです。 

八学時代の放課後の思い出…部活三昧だったので、放課後は部

活のイメージしかありません。  八学時代夢中になっていたもの…昼休みのトランプ 

八学時代の思い出の行事…一番の思い出は体育祭です。クラスで一丸となって、競技に夢中になっ

ていました。 

八学時代と…変わらないもの→先生方の笑顔  変わったもの→生徒たちの雰囲気、質 

八学を勤務先に選んだ理由…三年間所属していたバスケットボール部の指導などに携わりたいと

思いました。 

今の八学生に一言…学校生活を楽しく過ごしてください。苦しくなったり、悩んだりすることがあ

りますが、先生たちに相談してください。楽しい先生方ばかりです。 

アンケートにご協力いただきました先生方 

広報担当の宮原先生・嵐先生 

ありがとうございました 



1日目の10:30にPTA喫茶に取材に行くと、教室は大盛況でした！

八王子の老舗菓子店の、かりんとうまんじゅうや、黒米おはぎ、シュークリームなどはすぐに売り切れて

しまったそうです。そして、文化部役員さんによる、ビーズの手作りマスクチャームやアンブレラマーカーなどの

アクセサリーも、午後には残り少なくなるほどの大人気でした。

お隣の喫茶コーナーでは、文化部役員さんお手製の、八学の夏服を着たダッフィーとシェリーメイが数ヶ所にセンス

良く飾られ、落ち着いた雰囲気の中、お客様がお菓子を味わって寛いでいました。

「ワンランク上の味で優雅なひとときを」のポスターの通り、八学への愛にあふれた、素敵なPTA喫茶でした。

カフェ内はOPENから大盛況！

〈アクセサリー〉

文化部役員さん手作りの
「マスクチェーン」
「マスクチャーム」
「アンブレラマーカー」は
とても趣味とは思えない程の
クオリティーで種類も豊富で
素敵でした。

〈シュークリーム〉

数々の受賞歴がある八王子の名店、
「パティスリーメゾン」のシュー
クリームは外側はサクサク、中は
優しい甘さのカスタードクリーム
がたっぷりと入っていて、至福の
味が楽しめます！

黒板も！

〈飾り付け〉

飾り付けを作って配置して...
準備が一番大変だけど、楽しそう！

八学祭ではPTA文化部よりPTA喫茶を出店しました。シュークリーム 、フロマー

ジュ、焼きチョコ、かりんとう饅頭など今年は品数を増やしての出店でした。

開店前から行列ができるほどお客さんが並び、午前中のうちに完売してしまう

品物がでるほど大盛況でした。

教室の飾り付けは、沢山の生徒達が写真を撮りに来る大人気のフォトスポットで

した。また部員さん達は凄腕ぞろいで優れた才能を持ち、教室の装飾をはじめ

ポスターやポップ、アクセサリーなど素敵な作品を多数作成してくれました。

他にも販売や会計が得意な方、縁の下の力持ちとなってくれた方など、みんな

の力を合わせ大成功に終わったPTA喫茶に携われたことを嬉しく思います。

最後に先生方をはじめ文化部担当の山田先生、本部役員の方には大変お世話

になりご相談やご協力頂いたことに感謝申し上げます。

文化部部長

〈ポスター〉

〈かりんとうまんじゅう〉

西八王子の老舗和菓子屋「旭園」
の名物、かりんとうまんじゅうは
黒糖風味のパリカリっとした皮と、
上品なこしあんが調和していて、
何個でも食べれてしまう美味しさ
です。



食堂と保健室見学に行ってきました！

中学の保健室は教室をうまく改造してあり、

高校の保健室はコンパクトながら保健室として必要な機能を

盛り込んだ居心地の良さを感じました。

高校の保健室はベッドを収納式にしており、『自力で帰宅でき

るうちに帰宅させる』という考え方に共感しました。心も体も

大きく変化する中、助けになる空間だと思いました。

油淋鶏は子供が好きそうな味でした。

ささみ丼は肉が柔らかかったです。

どのメニューもボリュームがあり、

育ち盛りの中高生には嬉しいと

思いました。美味しかったです。

野球部の大盛り弁当にビックリしました！

箱庭や和室があり、くつろげる空間です。

厚生部では保健室見学・学食試

食会を行いました。生徒達の学

校生活を支えてる場所ですが知

らなかった事も多く良い経験が

出来ました。

厚生部部長

AEDが保健室の入り口付近にありました。
AEDの場所確認と講習をしてもらいたいと思いました。

工学院大学／成蹊大学見学会

進路対策部では、恒例の大学見学会を6月に実施しまし

た。まずは理系大学として工学院大学八王子キャンパスを

見学。部長さんにお話を伺ったところ、屋外も建物内も

ゆったりとしたつくりで、快適に過ごせそうな空間だそう

です。建築学部の人気が高く、全国から学生が集まってき

ているとのこと。学生が制作した模型も完成度が高く、「も

のづくりの学校」ということで、美大のような雰囲気も。図

書館には広い自習スペースのほか、先生が常駐されて、い

つでも質問に答えていただける部屋があるそうです。 工学院大学八王子キャンパス。右は図書館内

文系大学としては、成蹊大学を見学。文系としていますが、

経済学部などの文系4学部ほか理工学部もあり、全学部が

吉祥寺の敷地内にあるワンキャンパスの大学です。

少人数制を生かし、一般的に3年次から行うゼミを1年次

から行うことで、「聞く力・話す力」がより身につくとのこと。

ケヤキ並木やレンガ造りの校舎など歴史が感じられるキャ

ンパスですが、ひときわ目を引くのは、図書館内で中空に

浮かぶ宇宙船のような空間。「プラネット」と呼ばれるガラ

ス張りのグループ閲覧室で、防音になっており、ゼミなど

で使われるそうです。

成蹊大学。右は図書館。中に「プラネット」が見える

今年は秋にも見学会があり、10月22日に法政大学を見学しました。11月19日には

中央大学も予定されています。 進路対策部では、見学会を通して得られた情報を、

生徒の進路選択における参考資料として提供していきます。 進路対策部部長

進路対策部のみなさん。右端は高橋先生



6月2日、絶好の天候の中、高校体育祭が開催されました。

体育部さんは共通の青いビブスを身にまとい、会場内を縦

横無尽に飛び回って競技や大会運営に取り組む生徒達の

姿をカメラに収めていました。

体育部さんが体育祭で撮影した写真は約2,000枚！撮影

した写真は各団と生徒会・部活の全5枚の模造紙にまとめ

られ、掲示されています。

体育祭を観ることができなかった保護者の皆様にも体育

祭当日の興奮が掲示を通じ伝わったのではないかと思い

ます。

9月8日・9日に開催された球技大会でもカメラ

を持った体育部さんが大活躍！

球技大会の様子は競技ごとに全6枚の模造紙に

まとめられています。

1枚の模造紙につき150枚～170枚の写真が

使われており、体育部さんの力作です。

体育部の主な仕事は、体育祭と球技大会の写真撮影と

その写真の掲示です。

新型コロナウイルス感染症の影響でこの2年ほど例年とは

違うスケジュールでしたが、今年度は6月に体育祭、

9月に球技大会が開催され、八学祭に写真掲示が間に合い、

多くの方に見ていただけることとなりました。

年度内はこのままA館2階の渡り廊下に掲示しておりますので、

見逃してしまった方は来校時にぜひご覧いただければと思います。

体育部部長


