
 このたび、すみれｗｅｂ新聞が新しくホームペー

ジに掲載されることになり、同窓会の活動や本校の

生徒たちの様子が、多くの卒業生の方々にもご覧い

ただけるようになりました。長い歴史をもつ同窓会

が、これまでに比べ、皆様方の身近なものとして一

層関心を寄せていただけると期待しております。 

  さて本校は、2008年に、校名を滋賀女子高等学校

から滋賀短期大学附属高等学校に変更し、男女共学

校として出発しました。早いもので去る３月には初

めて男子の卒業生を送り出すことができました。今

年度から純美礼同窓会に男子会員が入会されました

こと大変光栄に思います。 

  本校もおかげさまで男子のクラブに硬式野球、ソ

フトテニス、剣道、バスケットなどが開設され、と

ても活気のある学校になりました。 

  創設以来歴史と伝統を引き継いでまいりました家

庭学科も、平成9年に生活創造科に、さらに平成22

年には人間総合科と名前を変えて共学にし、今は男

子生徒５名が在籍しています。 

 学習内容もこれまでの裁縫や調理実習中心のカリ

キュラムから、被服製作、調理や木工実習および 

 

野菜作り等、理論に基づいた「ものづくり体

験」を重視しています。苦労して作り上げた喜

び、達成感を味わわせ、心技一如の精神を培っ

ていきたいと思っています。 

 この「心技一如」の建学の精神は共学になっ

ても学園の教育の基盤となっています。真摯な

態度で勉学に勤しみ、礼儀正しく優しい心を

持った人として、社会に貢献できる自立した人

間を育てるべく、学力と人間力の向上を目指し

て教職員一丸となって取り組んでおります。 

 近年は文化祭や様々な行事に同窓会から役員

の方が気軽に参加してくださったり、クラブ活

動への激励金を頂戴したりと同窓会には多大の

ご支援を賜っております。厚く御礼申し上げま

す。 

 最後に、同窓会員の皆様一人でも多くの方

が、母校を訪れてくださり、日々の教育活動を

ご覧いただきまして、ご鞭撻賜りますようお願

い申し上げまして挨拶といたします。 

題字：大西美和（昭59普) 
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 みなさま、こんにちは！！ 

 日中はまだまだ暑いようですが、少し秋の気配を

感じるようになりました。 

 夜、そっと耳を澄ますと「リーン、リーン」と鈴

虫が鳴き、そういえば・・・日中のセミの声も少し

ずつ小さくなりました。 

 会員の皆様におかれましては、益々ご健勝にてご

活躍のこととお慶び申し上げます。 

 日頃は、純美礼同窓会運営に際しまして、なにか

とご支援ご協力をいただき誠にありがとうございま

す。 

 わが純美礼同窓会は、先輩が努力して築かれた輝

かしい伝統がございます。平成２３年度は初めて

１０名の男子同窓生を迎えました。より強力な力

と、新風を吹きこんで下さることを期待し、そし

て純美礼同窓会がより一層大きく羽ばたく勢いを

感じております。その同窓会をもっと身近に、

もっと広く知って頂けるようにと、９月１５日

ホームページすみれWebを開かせて頂きます。ぜひ

ご覧下さり、ご意見をお願いいたします。 

 夏の疲れが出る頃です。どうぞ体調にお気をつ

けられ、お元気でステキな秋をお楽しみ下さいま

せ。 

web 

 公立学校退職後2004年4

月滋賀女子高校教頭に就

任。2007年4月同副校長。

2010年4月第9代校長に就

任。 

昭和40年度本科卒業。現

在、新装きもの学院学院

長。 2010年5月純美礼同

窓会第16代会長に就任。 

 

 



 平成23年度役員会報告 

 去る5月14日(土)13:30から、JR大津駅前滋賀ビル９Fの会議室にて、平成

23年度同窓会役員会が開催されました。 

同窓会役員はじめ、校長など学校関係者を含め総勢25名の参加を頂き、

活発な意見交換が行われました。全ての議事が滞りなく進められました。 

同窓会初の男性会員が出席し、議論に耳を傾けていました。 

今回初参加の感想は・・・・ 

（渡辺恭子 平22生活）今回定例役員会では、初出席ということで

諸先輩方の協議を拝聴させて頂くことにしました。皆様の協議は熱

く、聞いているだけでも、とても貴重な時間を過ごす事が出来まし

た。来年度は是非、協議に積極的に参加させていただこうと思いま

す。 

(舛田 新 平22普通）僕は、純美礼同窓会役員会に第一期男子卒業

生として出席させていただきました。最初は不安でいっぱいでした

が、先輩方と話しているうちに緊張もほぐれ楽しい時を過ごせまし

た。まだまだ分からない事ばかりですが、一人目の男子役員として

精一杯参加して、新しい風を吹かせていきたいです。 

(谷口阿里沙 平22普通) 私は22年度卒業の年度幹事として5月14日

の純美礼同窓会に参加させていただきました。初めてなのでとても

緊張しましたが、みなさん明るい雰囲気で迎えてくださり、すごく

馴染み易かったです。私は聞いているだけでしたが、みなさんは純

美礼学園がより良くなるように意見を出し合い話し合っておられま

した。来られてない年度幹事さんが多かったですが、少しずつでも

人数が増えて行けばいいなと思います。私自身も来年からもできる

限り出席し、少しでも純美礼学園をより良くしていくための力にな

りたいです。 

報告事項 

協議事項 

 (1) 平成22年度事業報告   賛成多数により承認されました。 

 (2) 平成22年度会計報告   賛成多数により承認されました。 

 (3) 平成22年度会計監査報告 賛成多数により承認されました。 

 (4) 平成23年度事業計画    賛成多数により承認されました。 

 (5) 平成23年度予算(案)   賛成多数により承認されました。 

 (6) クラス会開催への補助金について  補助金支出については 

  条件付きで承認されました。 

（同窓会名簿作成について） 

  平成24年秋の発行予定で、作成することが決定しました。 

（定例役員会の交通費について） 

  今後も支給をするが、内容については本部役員会に一任となる。（そ

の後の本部役員会で、上限3,000円まで支給する事となる。） 

（文化祭への参加について） 

  今年度も昨年同様、模擬店を行うことに決定しました。 

 

 

 

 

 

 

緊張気味の新入役員さんたち。 

左から渡辺さん、谷口さん、舛田さん 



平成22年度会計報告 

 今回は、井田満寿子さんにお話を伺いました。 

 井田さんは昭和31年に本科を卒業されました。その後、大丸ドレ

スメーカー女学院（現ディーズファッション専門学校）で教鞭をとら

れ、後に校長も務められました。その後、東大阪大学短期大学部

家政学科生活デザイン専攻の准教授に就かれました。純美礼同

窓会の第１４代の会長も務められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. 今は、どんなお仕事をされてますか？ 

 現在は主婦をしています。洋服のリフォーム・ヨガ・子供とのEメー

ルの交換等々、毎日充実した日々を過ごしています。 

Q2. 高校生活はどんな感じでしたか？ 

 当時は、他の学校と比べて、高校としての授業の他に洋裁、和

裁の授業が専門学校以上に濃厚なものでした。そのために勉強と

宿題に明け暮れた毎日でした。先生の生活指導は厳格で徹底した

良妻、賢母教育でした。 

Q3. その当時の先生の思い出やエピソードを教えて

下さい。 

 当時大津の繁華街を巡り（今はすっかり変わりましたが）、先生

の目を盗んで喫茶店に入り（放課後生徒の監視をするべく見張り

の先生が街を歩いていました）、ドキドキしながらスリルを味わう、

こんな小さな冒険が日ごろのささやかな楽しみでした。 

Q4. 今在学している後輩たちへメッセージをお願いしま

す。 

   何事にも真剣に取り組むこと。 

   人生の先輩から生きる知恵を学ぶこと。 

 

 

 

人生の先輩から生きる知恵を学ぶこと。     井田満寿子さん（昭和31年本科卒業） 

SUMIRE INTERVIEW   (インタビュー形式で同窓生を紹介するコーナーです） 



 

 附属高等学校 NOW  

 在籍生徒数  平成23年9月1日現在 

 普通科 合計 人間総合科 （3

年生活創造科） 

 男子 女子 男子 女子  

第1学年 61 123 2 41 227 

第2学年 64 112 3 29 208 

第3学年 43 88 ー 32 163 

合  計 168 323 5 102 598 

純美礼同窓会 会員数  

男子 女子 

10 25,853 

平成23年6月11日（土） 終了 

平成23年9月23日（祝） 

平成23年11月5日（土） 

平成23年11月26日（土） 

平成23年12月10日（土） 

平成23年8月27日（土） 終了 

平成23年10月15日（土） 

  

 お子様・お孫様とご一緒に参

加をお待ちしています。 

学校説明会          オープンスクール 

【体育部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文化部】  

吹奏楽部、軽音楽部、書道部、華道部、茶道部、イラスト部 

家庭部、美術部、コーラス部 

学校説明会・オープンスクール日程 

 男子 女子 

 バスケットボール ○ ○ 

 バドミントン ― ○ 

 ソフトボール ― ○ 

 バレーボール ○ ○ 

 ソフトテニス ○ ○ 

 硬式野球 ○ ○ 

 フットサル ○ ○ 

 剣道 ○ ○ 

 陸上競技 ○ ○ 

 卓球 ○ ○ 

 体操・新体操 ― ○ 

クラブ紹介（現在活動中のクラブ） 



 事務局だより  

   7月15日、16日と行われました純美禮文化祭に模擬

店を出店いたしました。昨年に引き続き、冷たい飲み物

を販売いたしました。 

  今年はすみれ同窓会専用のエプロンを作成し、同窓

会役員全員がエプロン姿で販売いたしました。夏の暑

い最中に行われる文化祭では、水分は必需品。生徒を

はじめ、見学の保護者達にも喜ばれました。 

  また、来年の文化祭にもバザーを出店する予定で

す。その時に同窓生の方でお手伝い願える方があれ

ば、是非、同窓会事務局までお問い合わせください。 

 読者の声                      （ 読 者 から の 投 稿 を紹 介 す る コー ナ ー です 。）  

 

同窓生の皆様からの情報と投稿をお待ちしています。 

「読者の声」投稿募集：皆様のご意見、近況報告なんでもお寄せください。（400字～600字程度）。 

   郵便・FAX・Ｅ-メールのいずれでも結構です。 

滋賀短期大学附属高等学校 純美礼同窓会事務局 会報「すみれ」係 

〒520-0052 大津市朝日が丘１－１８－１ Tel ：０７７－５２２－３４６５  

      Fax： ０７７－５２２－３６５１                                                  

            E-mail ：sumire-dousoukai@sumire.ac.jp 

会長   谷    正美 （昭41本） 

副会長   鹿島 美代子 （昭49家） 

副会長  大西 美和 （昭57家） 

会計監事  萩原 豊美 （昭42本） 

会計監事  横田 妙子 （昭42本） 

庶務  桑原 真広 学校職員 

会計  田丸 貴美子 学校職員 

 同窓会でお預かりする個人情報は、個人情報の保護に

関する日本の法令等を厳守して以下の目的の範囲内で利

用いたします。 

 ・利用の目的について①同窓会紙等の発送②同窓会活

動のご案内③その他合法的に行われる同窓会活動のため

活用する。 

 ・ご提供いただいた個人情報については、同窓会が責任

を持って正確に処理し、管理いたします。 

 

お知らせ  

 平成２４年４月 本部役員の改選の年になっています。 

 同窓会の運営のお手伝いをしていただける方は、事務局

へお問合せ下さい。 

 また、皆様のご推薦もお待ちしています。 

 純美礼同窓会の個人情報取扱について 


