
 

  

朋友会 ホームカミングデー 

 

2023 年 3 月 25 日(土) 12 時～17 時 

雨天決行 

神奈川県立横須賀高等学校 朋友会 
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仮設校舎（テニスコート内） 

記恩館 

体育館 

理科 

SSHポスター展示 

食堂 

調理       被服 

美術       書道 

図書 

音楽      視聴覚 

2 年生教室 

2F通路 

（通行可） 

1・2F通路 
（通行可） 

A 棟 

B 棟 

C 棟 

D 棟 

耐震工事中 

受付 

自転車・二輪車置き場 

プール 

仮設校舎 

グラウンド 

校史 

資料室 

※青色の場所は、中に入れます。

そのほかの場所（A 棟は除く）

は、廊下を歩くことができます。 

飲み物の自動販売機は、記恩館

1 階と D 棟食堂前にあります。 

記恩ヶ丘 

出入口 

2F通路 
（通行可） 

校内案内図 
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●現在の校内の建物等ができた年 
 

1954 年（昭 29 年） プール完成 

1957 年（昭 32 年） 運動場工事完了 

1960 年（昭 35 年） 本館(A 棟)落成 

1961 年（昭 36 年） 第二棟(B 棟)落成 

1962 年（昭 37 年） 特別教室棟(C 棟)落成 

1976 年（昭 51 年） 特別教室棟(D 棟)落成 

1988 年（昭 63 年） 弓道場新築 

1989 年（平元年） 新体育館落成 

1994 年（平 6 年） セミナーハウス「記恩館」落成 

ホームカミングデー お願い 

➢ ゴミは持ち帰ってください。 

➢ 教室内、廊下等の掲示物や物品には触らない

ようお願いします。 

➢ 生徒の撮影は禁止です。 

●現在活動している部活動（2022 年度実績）※下線は 3/25 午後活動している部活動 

空手道部 剣道部 硬式テニス部※１ 硬式野球部 ソフトテニス部  

ソフトボール部 バスケットボール部 卓球部 体操競技部※２ 水泳部 

バドミントン部 バレーボール部※３ ラグビー部 サッカー部 弓道部 

ダンス部※４ 陸上競技部 

軽音楽部 音楽部 室内学部 吹奏楽部 クイズ研究部 科学部  

e スポーツ同好会 書道部 漫画研究部 模型同好会 茶道部 美術部 

光画部 
※１ 8:30～12:30 グラウンド テニスコート  ※２ 13:00～17:00 体育館 

  ※３ 9:00～13:00  体育館           ※４ 9:00～13:00  体育館下ピロティ 
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13:00  講演受付開始 

13:30  学校紹介動画、部活紹介動画（ご自由にご覧ください） 

13:45  75 期生による学校紹介（ご自由にご入場できます） 

14:00  講演（参加申込された方優先とさせていただきます） 

15:00  講演後の交流をお楽しみください。（ご自由にご入場できます） 

    ※会場の中から、「朋友会企画者・リレチャン講師」「未来ナビ講師」「ホーム

ページ掲載者（会員の紹介・イベント紹介・会社お店一覧紹介）」をご紹介します。 

16:30  閉室 

 

  

記恩館 

セミナーホール 

京急電鉄 120年の歴史とこれからの三浦半島戦略 

～そして 50年ぶりのホームカミング～ 

 

京急グループは、1898 年 2 月 25 日に大師電気鉄

道として創業し、今年で 125年目を迎えました。

わずか２㎞ばかりの路線でありましたが、関東で

は初、全国でも３番目となる電気鉄道として開業

いたしました。 

ホームカミングデーでは、京急と三浦半島の繋

がりの話、京急の鉄道事業の安全への取り組みの

話、そしてこれからの京急の経営戦略・三浦半島

の可能性などについてお話しをしたいと思いま

す。その中で、観光型 MaaS「三浦ＣＯＣＯＯＮ」

の取り組みを通じて、横高の現役生や OB の皆様と

ご一緒に、三浦半島の価値向上への想いを共有で

きれば幸いです。 

原田 一之（はらだ かずゆき）24 期 

京浜急行電鉄株式会社 代表取締役会長 

記恩館には、和室、自販
機、トイレもあります。 
休憩にご利用ください。 

https://miuracocoon.com/ 

https://miuracocoon.com/
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私(吉田庫三)は 1867 年、吉田松陰の妹夫妻
の子どもで、長州藩で生まれました。1874 年（明
治 7 年）に松下村塾に入り、吉田松陰の叔父か
ら教えを受け、1878 年、吉田家第 11 代当主に
なりました。1890 年、学習院で初めて教鞭を取
り、以後商船学校（現東京海洋大学）、鳥取県第
一中学校、神奈川県第二中学校（現、小田原高
校）、第四中学校（現横須賀高校）の校長を歴任
しました。 
そして、100 年前の 1922 年 6 月にこの世を

去りました。 
 
第四中学校の頃については、校史資料室にて

私のコーナーがあるので、ぜひ見てください！ 

（初代校長・初代朋友会会長 吉田庫三） 

校史資料室紹介 

2008 年横須賀高校創立 100 周年実行委員会により、C 棟 2 階に校史
資料室ができました。横須賀中学卒業生から集められた数々の品が展示
されています。 
現在は、朋友会で資料の整理および管理をおこなっています。 
４月には新入生オリエンテーションで横須賀高校の歴史に触れる機会

があり、在校生に引き継がれています。 

校史資料室 

（C 棟２階） 

大正後期から昭和 43(1968)年までの正門 開校当時の正門 

2023 年 3 月 25 日は朋友会発足 110 年 

2023 年 6 月 20 日は横須賀高校創立 115 周年 

初代校長 

吉田庫三先生

没後百年 

記念展開催中 
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朋友会の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

学年同窓会 

部活 OB 会  
会員 

クラス会

会 

会員 
会員 

会員 

会員 

横須賀高校 

在校生 

朋友会 

朋友会は、「会員の親睦」「母校の支援」を目的とし、発足後 110 年の歴
史を重ねています。卒業生同士が必要なときに連絡を取れるよう、在校生
が必要とするものを学校を通じて聴くことができるよう、体制を維持して
おります。 

 

在校中だけでなく卒業後に新たなつながりができることは素晴らしいこ
とです。 

学校生活の環境を整えてくれる先輩方がいること、進学や就活で頼りに
なる先輩方がいることは、在校生には大きな財産であり、これから高校受
験を控えている小中学生の親御さんにとってもうれしいことです。 

これらを実現し、横須賀高校が素晴らしい学校であり続け、この母校へ
の誇りを卒業生が持ち続けられるよう、朋友会は、卒業生同士を、卒業生と
学校を結び続けます。 

 

➢ 公式ホームページには、「会員の紹介」「会員のイベント」「会員が

携わる会社・お店一覧」のページがあります。 

➢ 朋友会企画（講演、コンサート、ハイキング等）は卒業生による

卒業生のための企画として実施しています。 

➢ 朋友オフィスでは、卒業生と卒業生をつなぐ作業をしています。 

 

つながるために 
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県まなびや基金による設備修繕の紹介 

 

  

朋友会では、2021 年度より、「神奈川県まなびや基金」を利用して県

が学校設備の修繕をする費用に充てるため、会員に寄付を呼びかけてい

ます。 

通常は、寄付者が直接まなびや基金に寄付をすることで指定校の指定

目的を達成しますが、朋友会は目標をすみやかに達成するために、会員

からの寄付をいったん預かって目標金額をまとめたうえで、まなびや基

金に寄付しています。 

目 的：【部室扉の修繕のため】 

寄付呼びかけ期間：2021 年 9 月～12 月 

預 り 金：3,786,500 円 

納 付 額：2,450,500 円 

（契約額：1,199,000 円） 

実施時期：2022 年 8 月 

神奈川県まなびや基金とは（神奈川県ホームページより抜粋） 
 

県では県立学校などの教育環境整備を進めています。 

 

教育環境整備の推進には多額の財源を必要とすることから、その円滑な実施に向

けてできるだけ自主財源を確保することが必要となっています。こうした中、教育

環境整備の推進に活用するため、平成 21 年度に「神奈川県まなびや基金」を創設い

たしました。 

皆様からいただいた寄附金やその運用益金を教育環境整備事業の財源として活用

し、事業のより一層の推進を図っています。 

目 的：【記恩館セミナーホール空調設備の更新】 

※【部室扉の修繕のため】の寄付額が超えたため 

納 付 額：1,336,000 円（預り金 – 前回納付額） 

実 施 時 期：未定 
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朋友会企画 [朋友会ホームカミングデー] 
 企画：役員    
協力：神奈川県立横須賀高等学校 

ホームページ 【公式・会員限定】 【公式】LINE

Facebook

Facebook Twitter Instagram

〒２３８－０００７ 横須賀市若松町３－１５－２－１０３

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０４６－８７６－７２６６

携帯電話 ０７０－３１０４－３０３０

メールアドレス office@kenyoko-hyk.jp

神奈川県立横須賀高等学校朋友会


