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修猷館大辞典？

1982年（昭和57年）修猷館卒
ごうしちかい

剛質会
編集：3年8組 坂原祐樹

修猷ワード

味

備

考

踐脩厥猷

修猷館の名の由来

中国最古の歴史書「尚書」『踐脩厥猷』（厥(そ)
の猷(みち)を踐(ふ)み脩(おさ)む）が出典。

六光星

修猷館高校の校章

北極星を表す

ピロティ下

新体育館下

菁莪堂（せいがどう）

旧体育館と新体育館にあった合宿所

きゅうたい

旧体育館のこと

スカイロード

修猷館に住みついていた白い犬

館歌（かんか）

福岡県立修猷館高等学校校歌

玄南の海（げんなんのうみ）

修猷館応援歌

彼の群小（かのぐんしょう）

修猷館応援歌（勝った時）

輿望は重し（よもうはおもし）

修猷館応援歌（負けた時）

こしてん

野菜マヨネーズ
マンハッタン
ネクシー
スタミン
館長
十里行軍（十里踏破遠足）
自転車部隊
修猷大文化祭
霧島登山
闘魂碑
二本木
油引き

修猷館応援歌
修猷売店で人気だった菓子パン
（おかず味の調理パン）
修猷売店で人気だった菓子パン

顔とカラダにマジックで装飾されていました。
西のみ空に輝ける

星の徽章よ永久に･･･

玄南の海潮薫る 百道が原の松翠･･･
彼の群小を凌駕して

緋の大旆はかち得たり･･･

輿望は重し修猷の健児 臥薪嘗胆過ぎにし恥
辱･･･
どしてん こしてん 修猷が勝つ･･･
テンコ テンコ～
鈴木・中村・広津・池本４人で結成されたバンド
名（夏の野菜マヨネーズ）でもある。
楕円系のリングドーナツにチョコがかかっていま
す。

修猷食堂で大人気だった合成着色料・保
プラッシーに似た飲み物
存料たっぷりのオレンジジュース
修猷食堂でネクシーと人気を２分してい
た飲み物（乳飲料）
（一般的には）校長先生のこと
毎年２月に行われる約40kmを踏破する強 1年時：南畑ダム→修猷館
歩遠足のこと。
2年時：糸島半島→修猷館
十里行軍で先頭・中間・最後尾周辺を走
行し、列の乱れや脱落を阻止する役目。
毎年６月に行われる文化部、クラスを主
今は３月開催となりました。
体とした文化イベント
７月に行われた2泊3日の登山旅行
昭和50年完成のラグビー場西側にあるラ
グビー部五十年記念石碑「闘魂」
（＝なんじゃもんじゃの木）校庭の南西
角地にある２本の木。
定期的に行われる教室･廊下のワックス
がけのこと

予餞会（よせんかい）

毎年１月に行われる、卒業生を送る会

剛質会（ゴーシチカイ）

修猷館高校昭和57年卒業同窓会組織
剛質会のメインテーマ

修猷スイッチ
時空を超えた魂の発火点。

飛燕の舞２０１１

思い出の新体育館下のピロティ、今はもうありま
せん。
1985年200周年記念で「菁莪記念館」が落成して
からは、菁莪堂の名は移ってしまった。

本館校舎と特別教室棟を結ぶ渡り廊下の 中間・期末・模試 など成績200番まで掲示され
こと
ていました。運動会写真も掲示されていました。

修猷犬（しゅうゆうけん）

どしてん

学
校

意

7/22韓国岳、7/23高千穂峰

に登りました。

修猷魂高揚の場,質朴剛健の象徴であり,鉄拳制裁
受難の場,青春の友情のしるしであった。
謎のこげ茶色と化した液体を放課後モップで塗り
上げていた。転ぶと制服が大変なことになる。
対話形式であり、主に３年生が、１、２年生に
「想い」を語る場となっている。

実行委員長：藤瀬多佳子
熱い志は、今も昔も変わらない。
君の心を未来へ誘う飛行船。

時空を超えた女子有志メンバー10人＋太鼓による
剛質会幹事の2011福岡同窓会総会の打ち
秘密練習によって達成したオバカ企画であるが、
上げで行われたシークレットイベント。
感動の渦を呼び、大成功を収めた。

修猷ワード

意

もうかり

繰上り授業による短縮カリキュラム

そんかり

もうかりが穴埋めされたシステム

もうかり交渉

備

考

もうかり黒板：１階用務員室横（スカイロード
下）に毎朝掲示されていました。
そげなー、なかろうもん！

もうかりを先生に交渉しに行く担当係り クラス委員の仕事と言われていました。

ダンクラ

男子クラスのこと

コンクラ

男子女子混合クラスのこと

マッハ

数学

徳永教諭

しらたい

白木教諭の体育授業

フサエ体操

山下フサエ教諭の体育授業体操

男女共学で３年間連続男クラになる確立は3.33％
と言われている・・・？？
シャイな修猷男児にとって、４月のクラス替えは
死活問題。ワクワク感は入試の発表に次ぐ？
黒板の書き方、授業の進め方のスピードが音速を
超えるほどの速さからか・・・
愛宕山ダッシュ、エンドレス水泳など高校生の体
力を向上させる授業内容であった。
修猷女子の柔軟性はひとえにこの体操から生み出
された…という伝説に残る体操。

たうら

国語

田浦教諭

爽やかなイメージは今も健在です。

えむ

英語

田中教諭

その髪型からか・・・愛情深さからか・・・

みにら

化学

庄司教諭

ゴジラの息子に似ていたからか・・・

ながい

数学

永井教諭

「あら、ボタンがとれたじゃない。」

のびた

物理

木村教諭

ドラえもんの親友ではないが・・・

ふくだパターン
ダイナマイトパンチ

授
業
・
そ
の
他

味

広田弘毅
（1878-1948）

英語
地学

福田教諭の文法
桧垣教諭の得意技

修猷館が生んだ偉大な政治家
第３２代内閣総理大臣

中野正剛
(1886－1943)

修猷館が生んだ偉大な政治家

緒方竹虎
（1888-1956）

修猷館が生んだ偉大な政治家

金子堅太郎
（1853-1942）

修猷館再興の功労者

お酒が大好きでしたね・・・
ストイックな風貌が魅力的・・・？

激動の昭和に殉じた政治家。本校出身初の首相。
二・二六事件後組閣。平和外交・民事政策を推進
したが、首相在任中軍部の圧力により『軍部大臣
現役武官制』の復活に追い込まれた。
戦後東京裁判で、一切弁明をせずこの責任を負っ
た。
城山三郎の小説「落日燃ゆ」主人公
戦前のジャーナリスト・政治家。
早稲田大学にて『天下一人を以って興れ』の後世
に残る名演説を聴き、故竹下登は政治家を目指し
たという。
柔道の達人で、大学時代『姿三四郎』のモデルと
なった講道館の『徳三宝』に勝った逸話がある。
館長室に「正義克勝 の額がある
戦後の保守合同の功労者。
朝日新聞主筆、新聞社辞任後政界へ。
吉田内閣にて国務大臣・官房長官・副総理を歴任
後、 自由党総裁に就任。 今も剣道場に寄贈さ
れた剣禅一致の境地を表す「心外無刀」の額があ
る。
1871年 岩倉具視使節団同行の黒田長知公の随員
として渡米、1876年よりハーバード法科大学にお
いて学ぶ。維新後の政府において、外交・法律整
備等多岐の面に渡り、元勲伊藤博文の参謀として
活躍。大日本帝国憲法起草者、日露講和の立役者
でもある。九州帝国大学誘致、八幡製鉄所の設立
等、福岡への多大なる貢献者。廃藩後の修猷館再
興の大恩人。

修猷ワード
修猷大運動会

大ブロック

小ブロック

緑ブロック
ブロック長
副ブロック長
気合（ば入れる）
すまーん！
タンブリング（長）
ななピラ
単７（たんなな）
５７５（ごうななごう）
６７６（ろくななろく）
影ピラ
横押し

味

9月に開催される修猷館最大イベント。
青・赤・白・黄 ４ブロックにより争わ
れる。
学年10クラスを分けた時の呼称。

ブロック長を補佐する幹部

五段七段五段で構成される７ピラ

女子メイン競技の創作ダンス
（そのリーダー）
応援コンテストの意。男女全学年競技の
マスゲーム。
（頭脳明晰、豊かな発想、強い意志を兼
ね備えたリーダー）
赤ブロック応コンの目玉と企画された立
体バック（須佐ノ王ノ尊）
ＯＢ建設会社によって建てられる短管足
場で構成された応援スタンドのこと

騎馬戦

２・３年生男子で構成される格闘競技

綱引き

１・３年生男子で構成される競技

棒倒し

１・２年生男子で構成される格闘競技

陸上α・β・γ
スウエーデンリレー
エール
舞い
女子エール
たおせたおせ
ノックアウト
２３４レッツゴー
浜練

青：樋口、赤：藤瀬、白：吉田、黄：藤本

1980年大運動会では、白ブロックが成功した。

最も規模が大きな７ピラ。大人数を要するので大
ブロックでしか立案出来ないとされている。
７ピラの上部人間を、後ろ側から乗せる 横から上がる不安定さを解消するために、考えら
ための台となる人間ピラミッド。
れた。
底辺が広い７ピラの１・２段目両サイ 横に膨れて行くのを防ぎ、７ピラに安定感をもた
ド。
らす。

応援スタンド上部にあるバックパネル

棒引き

女子

六段七段六段で構成される７ピラ

バック

大回転

大ブロック：3年3ｸﾗｽ、2年2ｸﾗｽ、1年3ｸﾗｽ
小ブロック：3年2ｸﾗｽ、2年3ｸﾗｽ、1年2ｸﾗｽ

「お前らー！気合ばいれるぜー、いいやー！」
「オーーッス！」
タンブリングや応コンで失敗した時に気 失敗すると「すまーーん！」と男泣きをして崩れ
合を入れて謝ることば。
る幹部がたくさんおったじぇ。
男子メイン競技の組体操（そのリー
第１体系：基本、第２体系：４タワー、第３体系
ダー）
７ピラで構成される。
タンブリング第３体系の
修猷健児男子競技の中で最も熱い血が流れる言
七段人間ピラミッド
葉。
最下段が7人で構成される
最も難しい７ピラ。過去、単７を成功させたブ
七段ピラミッド
ロックは僅かである。

タンブリングの補充人員

スタンド

青ブロック：3-1,4･6、赤ブロック：3-7･8
白ブロック：3-2･3･5、黄色ブロック：3-9･10

これなくしては運動会の成功は無い

あぶらむし

ディテール

考

運動会運営委員会の事

タンブリング第２体系の４段タワー

応コン（長）

備

青・赤・白・黄 各ブロックの全責任を
青：森下、赤：高畠、白：大田、黄：西村
担うリーダー

よんたわー

女子ダンス（長）
運
動
会

意

３歌構成、夏休み前から準備される手作りパネル
で創造される修猷伝統の競技。リール、バックと
の連動、秘密兵器など最も得点の高い競技でもあ
る。
荷重安全性の問題があって設置不可能となり、ス
タンド裏側に設置された。
300人前後/ブロックの人数が同時に座り、応コン
を行う。
横２２ｍ、縦５ｍの作品。夏休み中準備し、運動
会前日に設置され、終了後直ちに外される運命。
決勝戦では、騎馬のまま元寇歌を歌いながら入場
する。

ひとつの棒を７人で持ち上げ、回転しな
がらリレー形式でつないで走る女子競技
グランド両サイドからスタートし、中央
にある7本の棒を奪い合う女子競技
午前：陸上α、午後：陸上β
陸上α：1,500mﾊｰﾄﾞﾙ・3,000m、走陸上β：600mﾘ
最終：陸上γ
ﾚｰ・障害ﾘﾚｰ、陸上γ：1,200mﾘﾚｰ・ｽｳｪ-ﾃﾞﾝﾘﾚｰ
男子：4人、女子3人 各ブロック精鋭を集めたブ
陸上γ 運動会の最終競技。
ロック対抗のリレー
各ブロックの競技を応援するするために 男子：学ラン＋長はちまき＋腕章
選ばれた応援集団。
女子：ドレスアップチアリーディング
青：飛燕の舞、赤：火龍拳舞、
男子エールに伝統されている応援舞
白：乱打、黄：猛虎の舞
ブロックカラーの衣装、音楽に合わせて
のチアダンス
蹴り・突き・はらいなど三三七拍子で構
たーおーせ！たーおーせ！○○○をたーおーせ！
成される競技応援メニュー。
蹴り・突き・はらいなどで構成される競 ノーックアウト（ドンドンドン）ノークアウト
技応援メニュー。
（ドンドンドン）○○○をノークアウト！
２・３・４の太鼓リズムに合わせて型を
（ドンドン、ドドド、ドドドド）レッツゴー！
決める応援メニュー。
９月に入った放課後、百道浜で行われる
エール練習のこと

修猷ワード

味

大予行

運動会予行練習のこと

石ひろい

裸足で競技を行う運動会の前に、安全の
ために全員でグラウンドの小石を拾う。

大幹部・小幹部

３年生の幹部のこと。

長鉢巻
バケツカルピス
太鼓たたき
スクラップブック
リール
秘密兵器
プラ板
親衛隊殺し
声だし
エンドレス

運
動
会

意

元寇の歌

よーいは、いーかー
解散式
柔道着の下

大幹部が頭に巻く長さ７ｍの太鉢巻

備

考

毎年やっているのに小石がたくさん出てくるの
は、修猷不思議現象のひとつ。
例：応コン 大幹部：応コン長、小幹部：副応コ
ン長他担当幹部
エール幹部も巻いていました。

夏休みの応コン、エール、バックの準備
練習の後に差し入れられる名物飲み物
タンブリング、応コン、エール 夫々の
競技に必要不可欠なポジション
応コンの人文字パターンを描きためた資
料
リレーパネル展開を行うスタンダードな
応コンの技
応コンの最終、キメで装飾的技法によっ
て出される創作パネル
多色の応コンパネルの下端に取り付ける
操作板
棒倒しの先制攻撃のポジション。
敵陣を守る親衛隊を封じ込める役割。

お中元、ブロック費、カンパからまかなわれてい
た。修猷の夏一番美味しい飲み物とも言われた。
クラブ活動でもないのに、高校生で太鼓が叩きこ
なせる人数が日本一であろうと言われている。
修猷の夏、スクラップブックを抱えて走り回る応
コン幹部の姿が懐かしい。
応コン幹部が、旗を持って２２ｍダッシュしてい
ました。
高校生が真剣に「秘密兵器」と称し、それを生み
出す創造力は幼き才能開花の瞬間。
パネル裏側に張ってある歌詞の色に合わせ、プラ
板を指で引っ掛けて素早く展開。
親衛隊殺し→台→乗り という攻撃システムをい
かに早く構築するかが勝利の鍵となる。
腕を後に組んで、ピロティから運動場に向かって
エール練習の基礎
「フレーーー」と叫んでいました。
エール「たおせたおせ」「ノックアウ
通常３～５セットで行われる。特訓か？いじめ
ト」で終わりの無い地獄の練習
か？ＳＭか？ナルシストか？
四百余州をこぞる十万余騎の敵 国難ここに見る
弘安四年夏の頃
騎馬戦決勝線で騎馬のまま騎手は右拳を なんぞ恐れん我に 修猷健児あり 正義武断の名
一喝して世に示す
上げ歌いながら入場する。
死して護国の鬼と誓いし箱崎の 神ぞ知ろし召す
大和魂いさぎよし
競技入場時に緑ブロック幹部が壇上から
｢○○ブローック、よういはいーかー！｣
気合いれて叫ぶ伝統の掛け声
｢オースッ！｣
閉会式終了後スタンド前で大幹部が想い 今まで鬼のように厳しかった大幹部が、お茶目で
を語り、ブロック全体が和む不思議空間
優しい高校生になる瞬間である。
運動会時男子上半身ハダカ・下半身柔道 格技が剣道を専攻していても、なぜか柔道着の下
着となるスタンダードファッション
を着ていました。

修猷ワード

意

味

ぴおね荘

修猷の憩いの場

修猷学館

修猷館裏にあった予備校

愛宕山

室見川下流、鷲尾愛宕神社がある山

大濠公園

福岡のデートスポット

祖原公園

祖原山のこと

ももちゅう

百道中学校のこと。

しばらく
みち
ひさご

西新オレンジ通り商店街にある西新一美
味しい博多ラーメン店
はとや通りにあったリーズナブルな博多
ラーメン店
はとや通りに真ん中あたりにあったお好
み焼き屋

ダンケ

西新商店街にある本格ピラフの店

伊藤（赤いテントの珈琲）

修猷館前にある喫茶店

メイゾン

脇山口交差点にあった喫茶店

蜂楽饅頭
コバルトアイス

備
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頻繁に修猷生の打ち上げが行われた、百道浜に存
在した海の家
修猷館卒業生の半分近くは通ったとされる、幻の
予備校。毎年九大他有名大学へ多数配した。
しらたい（白木体育）や運動部のトレーニング場
所としてのメッカでもある。
修猷生も必ず行ったはず。ボートも乗ったよね。
夏の花火大会は最高やんね。
修猷生の隠れデートスポット
修猷館合格率No.1です。
替え玉の回数で、賞金をゲットする画期的なシス
テム。東京都中央区水天宮に支店がある。

「野菜焼き」「豚玉」は高校生にとって救いの神
でした。

ホットサンドセットが人気。
チーズケーキやショートケーキなどスィーツが
リーズナブルだった。

西新商店街はとや通り口にある回転焼饅
黒と白があります。
頭店
氷蜂楽（宇治金時＋アイスクリーム）に並ぶ人気
蜂楽饅頭 夏の定番かき氷メニュー
メニューである。

ストロベリーフィールズ

西新商店街にある喫茶店

甘酸っぱい思い出が詰まっています。

西
新

パスティーナ

西新商店街にあるパスタ店

生クリームパスタが忘れられません。

他

二銭銅貨

修猷館東門前にある喫茶店

ランダム

西新商店街にある喫茶店

Ｌ（エル）

西新商店街にあった
レコードショップ

吉村文具店

脇山口交差点にある文房具店

吉村外科

修猷館東門前にある外科病院

リヤカー部隊
ナショナル会館
西新パレス
西新アカデミー
うどんいち
山路
ももちはま

オトナの香りがするインテリア。
1986年に閉店しました。
優しいマスターとピザサンドセットがやみつき
に。
みんなＬＰ買いに行ったよね。

修猷生が大変お世話になりました。

西新中央商店街、道の中央ににズラリと 西新行商組合が産地直送の野菜や、近海で獲れる
ならぶリヤカーの行列。
魚介類、花などをリヤカーに積んで売っている。
西新商店街にあるパチンコ店
わるそーが通っていました。
（２階は雀荘）
ボーリング、バッティングセンター、レストラ
西新最大のアミューズメント施設
ン、ロッテリア、エレクトーン教室など
西新オレンジ通り商店街、近くにあった 1999年閉鎖。時々上映される日活ロマンポルノ
西新唯一の映画館。
は、修猷男子のオアシスのような存在でした。
脇山口交差点にあった、讃岐うどん風 Udon the first とも呼んでいた。1980年にオー
ファーストフード｢うどん一番」のこと プンした「餃子の王将」と並ぶ人気の飲食店。
グラタン、ドリア、クリーム＆カレー味・・・。
西新商店街にあったグラタン店
卵が入った人気のメニューは絶品でした。
数々の思い出と歴史を刻んだ伝説の浜辺。1989年
百道浜のこと
アジア太平洋博覧会開催で埋め立てられました。

