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現役九段生の吹奏楽部員による特別演奏会（撮影：酒井憲太郎・高17）

挨拶する中等４回の新入会員右から伊藤正泰君
と村岡健太君（撮影：藤代興里・高18）

あけましておめでとうございます
2014年度　菊友会行事カレンダー

４月 10 日 （木） 菊友ゴルフ大会：若洲ゴルフリンクス
５月 24 日 （土） 評議員会：九段中等教育学校九段校舎
８月 23 日 （土）～ 24 日（日）至大荘懇親会：至大荘
10 月 19 日 （日） 菊友会大会：ホテルグランドパレス
11 月 １日 （土） 東京校歌祭：杉並公会堂
11 月 ８日 （土） 関西菊友会総会：大阪キャッスルホテル
  ＊高 16 回 卒業 50 周年記念同期会
  ＊高 41 回 卒業 25 周年記念同期会　開催年です
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平成25年度維持会費（平成25年4月～平成26年3月）

中１ ～ 高 60 回 3,000 円
高 61 ～ 中等４回 1,000 円 （減額期間）

●郵便振替
※住所 ･ 氏名・電話番号・卒業回・個人コード（会報封筒

の宛先シールに印字されている番号）をお書きいただく
と助かります。払込手数料は菊友会で負担します。

●銀行振込
三菱東京UFJ銀行 神保町支店 普通口座：0691551
みずほ銀行 九段支店 普通口座：1453238
三井住友銀行 神保町支店 普通口座：2111680
りそな銀行  九段支店 普通口座：1413234

※口座名義はすべて菊友会です。恐縮ですが、振込み手数
料をご負担ください。

※維持会費納入票は 12 月７日現在、今年度分を未納の方
に同封させていただきます。

※三井住友銀行は支店名が「 千代田営業部」から「神保町支
店」に変わりました。

平成25年度菊友会大会 ホテルグランドパレスで開催!!

お知らせ

10月20日（日）の14時より開催された秋
恒例の菊友会大会はひと味違いました。日
程が例年の夜から昼にと、会場が九段下の
ホテルグランドパレス（ダイヤモンドルー
ム）に、それに伴い料理もと…、変わったこ
とは色々あります。何より、九段中等教育
学校の吹奏楽部の特別演奏が、会の雰囲気
を例年までとは一変させてくれました。吹
奏楽部員を含めた参加者は162人で、最年
長は中11の平澤秀雄氏と森大作氏でした。

例年の前半「第１部」は各界で活躍してい
る卒業生の講話でしたが、この時間帯に吹
奏楽部の演奏をお願いしました。この47人
の現役九段生の吹奏楽部員の存在で、会場
の雰囲気がガラリと変わりました。中等教
育学校最大の部活、部員120人を誇る吹奏
楽部から厳選された精鋭部隊です。いつも
なら堅苦しい「第１部」は会の出席者の年齢
に合わせた心憎い選曲の演奏で、隣の宴会
場からも見物客が来るような楽しい音楽会
となりました。
「第２部」の懇親会に入っても生徒達は参

加してくれました。いつもなら乾杯を終え
てオアズケが解けるとバイキングの列に殺
到する大人たちは優しく後輩の生徒達が料
理を選ぶのを見守り、料理テーブルも和気
あいあい。まあ、孫のような子どもたちと
料理の取り合いはできませんからね。生徒
を呼び止め、九段生活の今昔を語り合う風

菊友会の活動は皆様の維持会
費に支えられております。納入
していただいた方々に厚くお礼
を申し上げます。

菊友会報は卒業生のうち逝去
された方及び住所不明の方を除
く約 15,000 人の方にお送りし
ております。平成 24 年度に維
持会費を納入していただいた方
は約2,300人ですので、菊友会
報を受け取っている方のうち納
入している方の割合は 15％と
非常に低い状況になっておりま
す。私一人位納めなくてもたい
したことはないとはお思いにな
らず、１人でも多くの方が納め
ていただけますようお願いしま
す。

今まで納入されていない方は

今年度分からで結構です。納入
されていない方のなかには過去
の分まで納めなければならない
と思っている方もいらっしゃい
ますが、決してそのようなこと
はありません。過去の分を納め
ていただくのは勿論大歓迎です
が、今年度分からで結構です。

皆様に納入していただいた会
費は年に２回お送りしている菊
友会報の制作費のほか、各種行
事費、在校生・卒業生支援費な
どに充てられております。それ
らを充実させるためには会員の
皆様お一人おひとりのご協力が
是非とも必要です。今年度分の
会費を納めていない方は是非と
も納めていただけますようお願
いいたします。

平成 25 年度維持会費未納の方へ
事業充実のため維持会費の納入にご協力ください。

高16  同期会
高 16 回の同期会について相

談したいので、高16回の方でク
ラス会や部活動の会の幹事をさ
れている方は菊友会事務局まで
ご連絡ください。

 （3年2組 神田稔久）
高36  卒業30 周年記念同期会
日時：３月21 日（金） 
 14:00 ～17:00 
場所：日枝あかさか（日枝神社内）
東京都千代田区永田町2-10-5 

（地下鉄・溜池山王駅、国会議事
堂前駅より徒歩３分）

原稿のお願い
次号 93号の菊友会報の原稿や写真の締

め切りは５月16日（金）です。同期会、ク
ラス会、OB・OG 会など 250 字以内の原
稿および写真をお送りください。

 03-3502-2205
会費：10,000 円

先日、案内状の送付作業を行い
ました。正式な招待状の発送は、
１月中旬を予定しております。

詳細は「高36回の広場」
http://kou36kudan.ldblog.jp/

 （幹事長  仙石 弘子）
都立九段高校柔道部還暦OB 会

平成26年11月15日に開催し
ますので高 24 回生の参加を期
待します。詳細は次号でお知ら
せいたします。

 （世話人  髙井信義・高13）

～ 九段中等教育学校吹奏楽部の心憎い演奏でスタート ～

◆九段高校創立40周年、50周年、
70周年、80周年の各記念誌を紐
解く中、当然ながら同窓会の歴史
も85年（菊友会の名称になって61
年）経ており、若い会員に伝えたい
記録の多さに気付きました。今号、
至大荘を題材とした記事「クローズ
アップ」、「至大荘歌考」、「一中時代

の至大荘生活」、「親子臨海体験記」
等、新旧織りまぜたほんの一部の内
容ですが、その中から九段の歴史や
伝統を少しでも知ってもらえれば、
私たちの素人編集も少しは役立っ
ているのかなーと思う次第です。
 （横田千明・高19）

会費納入のお願い
平成25年度（平成25年４月～平成26

年３月）菊友会維持会費の納入をお願い
します。郵便振替のほかに三菱東京UFJ、
みずほ、三井住友、りそなの各銀行から
も振込むことができます（詳細は８ペー
ジ参照）。

特別演奏会の曲名
◆連続テレビ小説「あまちゃん」テーマ
◆ストライク・アップ・ザ・バンド 
（G・ガーシューイン）

◆イン・ザ・ムード（ガーランド）
◆北島三郎・ヒット曲メドレー 3曲
◆震災復興支援歌「花は咲く」
◆チャップリン・メドレー 3曲（C・チ

ャップリン）
（次ページに続く ※）

理事は、総務企画・広報・会計・名
簿の各委員会に属し、それぞれの
業務を行う他、月に１度定例理事
会に出席します。定例理事会は、
原則として毎月第２金曜に開催。
担当理事から各種報告、母校との
連携、次の活動内容などを討議し
ています。菊友会への意見・要望
など、遠慮なく事務局にお寄せく
ださい。

●12月度●
校舎見学会の基本事項につき副校
長と打ち合わせ/11月30日中19の
メモリアル室見学６人参加/11月
17日関西菊友会30周年大会40人
出席/11月22日６年生に菊友会入
会説明/11月24日６年生の保護者
に菊友会入会説明/寄贈図書担当：
山崎理事、校歌祭担当：伊藤理事/
名簿電子化に関し詳細検討をして
いく。

●１月度●
12月23日の吹奏楽部のクリスマ
ス・コンサート理事４人参加/鈴木 
雅哉理事、職務多忙の為理事辞任。

●２月度●
理事の責任者変更、校歌祭責任者:
持田理事、寄贈図書事業責任者:山
崎理事

●３月度●
前年１月、菊友会からあしなが育
英会への東日本大震災寄付金に同
会から領収書/ ２月22日クロスカ
ントリー８理事参加/ ３月９日九
段中等教育学校の卒業式/ ３月23
日吹奏楽部定期演奏会/ ３月９日
高35・30周年/ ３月19日高11同
期会。

●４月度●
３月９日九段中等教育学校卒業式 
/ ３月12日千鳥ヶ淵公園にある

「第一東京市立中学発祥の地、記念

碑」占用許可申請の更新手続/ ４月
５日伝統継承HRの説明内容検討
会/ ４月６日九段中等教育学校入
学式/ ４月10日菊友ゴルフ大会/
千代田区に菊友会事務局の使用許
可申請。

●５月度●
４月14日高7喜寿の会/ ４月20日
高17同期会/ ４月20日高24同期
会/127人の評議員に開催通知を
発送/校歌祭、菊友大会への吹奏楽
部の出演依頼/平成25年度の当初
予算案と修正予算案の主な修正項
目の報告/高39卒業25周年記念同
期会より12万6800円寄付/広報
用PC １台更新。

●６月度●
５月18日菊友会評議員会/ ５月31
日九段PAの会報取材に協力/既存
の名簿管理システムを利用し新シ
ステムの導入は行わない/讃岳部

（九段山岳部のOB会）より部復興
の協力依頼あり。

●７月度●
７月２日伝統継承HRの事前打ち
合わせ/ ７月３日伝統継HR実施/
至大荘懇親会の役割分担/九段ネ
ット（HP）のあり方を検討する/冊
子名簿は理事会としては廃止する
ため評議員会で規約を改正する/
現在事務局で行っている名簿管理
は今後も継続。

●８月度●

７月28日至大荘、正寮落成式/ ７
月29日～８月２日本年度九段中
等教育学校至大荘行事/冊子名簿
発行停止に伴う規約改正案、提示
案了解。

●９月度●
８月17～18日至大荘懇親会/ ９
月７日高15・50周年同期会/来年
度の一中創立90周年記念事業計
画につき検討開始/ ９月13日 高
４・60周年同期会/伝統継承ＨＲ
説明資料の改定を来年度までに/
ホームページを担当する理事ある
いは適任者の選定が今後の課題。

●10月度●
９月28、29日に九段祭/10月５日
第21回校歌祭/10月10日菊友会
ゴルフ大会/クロスカントリーの
メダル発注、助手への弁当代、菊
友会が負担/25年度会費納入状況
の報告/会費納入方法（コンビニ利
用）の検討報告。

●11月度●
10月19日高40・25周年記念同期
会/10月20日、菊友会大会/11月
６日６年生を対象に菊友会入会説
明/11月９日関西菊友会/11月９
日６年生の保護者に対する菊友会
入会説明/11月30日高25同期会/
中等教育吹奏楽部、26年３月の定
期演奏会、菊友会後援承諾/25年
度菊友会大会の報告、反省点及び
来年の提案。
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます。前号以降にご逝去が判明した方々です（敬称略）逝去

2013年至大荘懇親会（35回目の菊友会至大荘）

クローズアップ　現役バリバリのサイクリスト
加藤元彦さん（中20）

８月17日～ 18日に至大荘懇親会が総勢
84 人の参加で無事終了した。初日、勝浦
東急でプレゴルフ大会、夕方から懇親会、
歌声喫茶、２日目、勝浦朝市、バーベキュ
ー、最後に集合写真と、楽しい時間を過ご
し、次回の再会を約束し解散。

後日、この会の歩みを紐解くと、昭和54
年の集義寮建て替え落成式に辿りついた。
中11 ～高４の先輩が中心に23人参加。ど
うも、この年から菊友会としてこの懇親会
が始まったようだ。正式に菊友会至大荘懇
親会という名になったのは、平成11年か
ら。昭和54年から勘定すると35回目にな
る。 （横田千明・高19）

10月10日恒例の秋の菊友ゴルフ大会を
石坂ゴルフ倶楽部で開催しました。

秋空の下、世代を超えて28人の腕自慢が
楽しくプレー、表彰式も和気あいあい。優
勝道山明弘氏（高9）、準優勝楫取能彦氏（高
17）、第3位鈴木實氏（高17）でした。栄え
あるＢＧは堀川正康氏（高19）、シニアＢＧ
道山氏。女性の参加も5人と徐々に増え、
初参加の方も気楽にお申込み下さい。

次回は今年4月10日（木）、昨春に定員オ
ーバーと大盛況だった若洲ゴルフリンクス
です。多数の申込みが予想されますので先
着順とさせていただきます。

 （原田忠禮・高21）
※申し込みは菊友会事務局へ

8月の至大荘懇親会に唯一人、一中出身
の菊友会員で参加された加藤元彦さん。至
大荘へは前代未聞の自転車で到着、翌日は
再び愛車で出発という離れ業。その颯爽と
した若々しい姿に後輩達は” すごい！” と感
心しきり。御年82歳にしてそのパワーと若
さはどこからくるのでしょうか？

加藤さんと一中の関わりはご両親の兄弟
が一中で同期生だったことに始まり、２人
の叔父さん（中３・伊藤義弥さん、加藤倉三
さん）が縁結びとなり、加藤さんのご両親
が結婚。迷うことなく一中へ入学されまし
た。日大歯学部を卒業後は進駐軍顧問歯科
医、日大講師を経て開業。80歳まで現役で
臨床歯科医として仕事を続け、引退後は後
進指導のため勉強会を続けています。

40歳から自転車を本格的に始めて42年、
現役バリバリのサイクリストです。歯科医
時代には週２回、大宮の自宅から赤坂の診
療所まで1時間45分かけて自転車通勤して
いたことも。暇さえあれば自転車に乗ると
いうほどの愛好家。日本国内はもとより世

界中の国を自転車で走っています。
現在は公益財団法人日本サイクリング協

会会長代行、東京サイクリング協会会長を
務め、各地での大会や盲人福祉協会とのサ
イクリングなどでサイクリング活動を普
及・促進しています。またサイクリングの
ためのストレッチング体操を自ら発案、モ
デルもしてホームページで公開しています。

歯科医としては”歯丈夫・胃丈夫・大丈夫
で毎日健康”と、歯とアゴの健康習慣を身に
つけることを提唱し、サイクリストとして
は地道な努力で健康を維持し年齢を重ねて
いく生き方を実践しています。

元気の秘訣は「貯金もいいけど貯筋も
ね」だとか。 （高橋暁子・高17）

第 56 回菊友ゴルフ大会

景も見受けられました。
今回も３月に卒業した中等教育学校４回

生を代表するクラス委員８人のうち３人が
出席し、伊藤正泰君と村岡健太君が近況を
報告してくれました。

第２部の呼び物はなんといっても「福
引」です。抽選結果の発表は、加藤元彦先輩

（中20）にお願いしました。昨年の至大荘懇
親会に、なんと自転車で守谷の海岸までい
らした元気な爺さまです。別表の通りたく

さんの同窓生からご提供いただ
いた盛りだくさんの景品と、加
藤先輩の巧みな話術で大いに盛
り上がりました。

この恒例「福引タイム」の間に
吹奏楽部員たちは再度息を整
え、〆に全員で歌う校歌の伴奏
をしてくれました。生バンドで
伴奏アリの校歌は格別心に響き
ます。最後は、大太鼓のサポー
トだけで至大荘歌。母校を軸と

して繋がる同窓生の絆を強く感じる一日で
した。

以上の通り、今回の菊友会大会は楽しい
吹奏楽部による演奏と元気な現役九段生の
圧勝に終わりました。上記「福引」や開会閉
会の辞・来賓の挨拶等のその他いつもの段
取りもつつがなく進行してお開きになりま
した。 （松本茂夫・高19）

景品をご提供くださった皆様
（敬称略）

高4 大井基臣/高4 小林昌彦/高7 井上誠
之助/高7 桑田芳郎/高7 宮島徹/高9 岡田
繁/高13 飯田勝夫/高13 稲坂良弘/高13 
村井温/高15 赤司久雄/高17 井上良夫/高
39 相原學/公益社団法人九段

（※１ページからの続き）

最多参加者数の高7回の皆さん

高４　至高会　意気昂く傘寿を祝う
1952（昭和27）年卒業の「至高会」の一同

は、昨年めでたく80歳を迎え、傘寿祝を兼
ねた第60回は、いつものホテルグランドパ
レスに40人が集合。菊友会からお祝に駆
けつけられた理事の岩城悦子さん（高19）
を加えての会には、1964年の東京オリンピ
ックで大活躍したメンバーもおり、2020年
にもう一度と大いに盛り上がった。旅行、

ゴルフ、テニス、囲碁などの会も活発で親
交を深めている。第61回も同会場を今年9
月12日（金）予約済です。 （長谷川  明）

一游会OB 戦とチーム一游
10月６日（日）九段中等教育学校で、水泳

部のOB戦を開催しました。昨年度より現役
との対抗戦ではなく、現役の記録会に卒業
生が参加するスタイルで実施しています。
当日は約40人のOB・OGが出席。400ｍ自
由形や200ｍメドレーリレーなど熱い泳ぎ
を披露しました。偶然にも入学希望者への
学校説明会と重なり、多くの見学者の前で
大いに盛り上がりました。

11月３日（日）、「一游会」が、第34回全
国年齢別水泳大会兼第29回東京年齢別水
泳大会にチームとして参加しました。会場
は東京都江東区にある東京辰巳国際水泳場
のメインプール（横向きの25メートルで使
用）。男女あわせて16人が集結。結果は、

女子200ｍメドレーリレーで１位に入りメ
ダルを獲得。男子は年齢別の個人種目で数
人が１～３位に入賞など、練習の甲斐もあ
り意義深いものとなりました。今年は男子
リレーでも高順位を狙うべく、９月頃に一
游会ウェブサイト（www.ichiyuu.org）で募
集の予定です。関東近郊のオープンウォー
ターでもチーム一游での参加を予定してい
ます。 （南川卓也・高44）
高８・９　ゴルフ対抗戦

11月18日（月）素晴らしい秋晴れのもと、
第23会対抗戦を石坂GCで８回生６人、９
回生10人で実施。結果は優勝名古屋利彦

（高９）、団体戦は９回生の勝利で、13勝10
敗となりました。次回は、５月12日（月）
取手の予定です。 （名古屋利彦）

高7　七九会ゴルフ
秋の七九会ゴルフ第43回ゴルフコンペ

を10月24日佐倉カントリーで行いました。
台風が心配でしたが影響なく全員無事に

和気あいあいとプレーを楽しみました。
春と秋に年２回の開催ですが、もう 20

年以上の歴史を誇ります。喜寿を迎えた今
回は体調や不都合などで12人３組の参加
でしたがまだまだ元気な方たちが多く５組
20人はいつも集まります。春の七九会ゴル
フは26年5月15日（木）チェックメイトカ
ントリー（神奈川県）宮島徹、鈴木俶也両名
の幹事で開催予定 （宮島  徹）

高13　遊九会
秋の一泊ゴルフは 9 月 26 ～ 27 日に川

奈ホテルGCで開催された。今回で20回目
を迎えたコンペは名門コースに８人が集ま
った。初日は台風18号上陸かを心配しな
がら伊豆高原に前泊して、翌日は台風一過
で雲一つ無い絶好のゴルフ日和の中を相模
湾の青い海に浮かぶ大島を目掛けて豪快な
ショットを楽しみ、ニックネームで“Good-
bye”、“SOS”が付くホールでは風に悩まされ
ボールを魚のエサにした。成績は女性原田

（鈴川）選手の連覇で４度目の優勝、準優勝
も女性神尾（佐藤）選手となった。次回は春
に日帰りコンペを予定しています。同期仲
間の参戦をお待ちしています。

（永久幹事：馬渕義彦）

菊球会（卓球部ＯＢ会）
九段中等教育学校卓球部の夏期合宿を８

月９～ 11日まで尽性園にて実施、OB ７人
が支援。何しろ猛暑の中の合宿で、高齢化
の進んでいるＯＢにとっては辛い合宿でし
た。現役は流石、若さで暑さをものともせ
ず、大好きな卓球に打ち込んでいました。今
回事故はありませんでしたが、空調機を設
置しないと、熱中症等の事故が起きるかも
しれません。菊球会卓球合宿が11月２日・
３日に、尽性園にて実施されました。年を
取ってから卓球をする時間が取れるように
なった比較的高齢のＯＢが青春時代を思い
出しながら、汗を流しました。やはり、若
い時と違ってスピードで勝負ではなく、お
互いに騙し合いながらの卓球で、大いに楽
しみました。 （中嶋  覚・高15）

バドミントン部
6月30日にOBOG会が開催されました。

現役生、OBOG 合わせて 55 人と盛況のう
ちに終了しました。当日は団体戦を行った
後、現役生からOBの方々へ申し込み制の
試合を行い、時間の関係上、試合数は少な
くなってしまいましたが、普段なかなか対
戦できない人を相手に試合をすることがで
き、貴重なアドバイスをいただくことがで
きました。今年度のバドミントン部は男子
部員が6人になったうえ、初めて6学年が
揃ったことによって非常に活気づいていま
す。普段の部活は顧問の先生にサポートし
てもらいつつ、現役生を中心に運営してお
りますので、普段の練習にも顔を出してい
ただけると嬉しいです。今後もどうぞよろ
しく。 （井上晃介・高61）

九段高柔道部還暦ＯＢ会
昭和28年に復活した九段高柔道部は高

23回生（S46卒）を迎えて還暦ＯＢ会は95
人になりました。11月16日（土）にいつも
の新橋亭で開催。最長老の高７浅田・中村
両先輩から、初参加の高23熊崎・中島両Ｏ
Ｂの33人でした。浅田・中村両先輩の喜寿
の祝と高11の小嶋先輩の柔道八段昇進祝
も兼ねて盛大に開催しました。次回は平成
26年11月15日に開催しますので高24回
生の参加を期待します。

（髙井信義・高13）

恩師 武田 孝 中11 野木 良一 中20 山本 亨介 高12 増山 邦男
恩師 熊谷 澄夫 中13 岡村 三郎 高２ 清水 美一 高13 加茂 みな子
恩師 町田 好二 中13 関 誠夫 高３ 奥山 浩 高15 下坂 史子
恩師 廣井 岸郎 中14 片山 八郎 高３ 中野 裕弘 高17 飯島 敏久
中４ 深井 次男 中14 鑓田 義男 高３ 野村 英一 高17 長友 斉
中４ 吉田 久高 中15 和田 仁一 高５ 有元 弘子 高17 岡本 孝子
中７ 長澤 幾 中16 重光 篤 高５ 降旗 昭 高17 今井 竹夫
中７ 藤井 芳郎 中16 吉田 忠男 高６ 川越 憲治 高19 杉本 寿美子
中７ 丸山 禮次 中18 梅澤 信久 高６ 森田 恭雄 高20 大野 隆三
中８ 藤川 英夫 中18 野口 静也 高７ 林道 匡史 高21 清水 明
中９ 岩田 裕治 中19 山下 信一 高８ 林 尚正
中９ 永原 久高 中20 坂口 孝 高11 山崎 貞元
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至大荘歌考
千代田区立九段中等教育学校　総務部

内山與治

 
 

 

当時中学５年生の山田直志さん（中２）
がこの歌を作ったのは昭和４年（1929年）
というから、もう80年以上歌い継がれて
いる。後年ご本人は「稚拙なところがある
が」と謙遜されていたそうだが、どうして、
至大荘生活の朝・昼・晩がコンパクトに描
かれ、何より拍子がとりやすいからであろ
う、生命力のある、連帯を実感できる応援
歌になっている。

その歌詞の現在の解釈で、かねがね気に
なっていることがある。ひとつは「日はくれ
ないに　かがやきて　沖のかなたに　のぼ
るなり」のことだ。「守谷の海は南西にひら

けており、実際は沖から日は昇らない」と、
歌詞の瑕疵を思いがちなのだが、いや、こ
の歌詞は間違っていないのではないか。「山
の頂　晴るるとき」というのは、霧が薄れ、
晴れた山（尾貫山？）の頂上に立って、海を
見ているのではないか。それならば、東に
海が広がっている。

以前の至大荘生活は、訪れる回数も多く、
期間も長かったという。現在よりも行動範
囲は広かったことだろう。山に登ることも
なくなった現在の視点でこの歌詞をとらえ
てはいけないのではないだろうか。

 
 

 

ふたつ目は「おおしたつ」のことだ。至大
荘行事の際に発行する「至大荘手帳」には、

「雄々し立つ」と漢字をあてているが、それ
で正しいのだろうか。「雄々し」なら「形容詞
シク活用の連用形」などと文法上のことを
言うまでもなく、「雄々しく立つ」と歌わな
ければおかしい。そこが山田さんのおっし
ゃる「稚拙さ」なのか。あるいはもとは「雄々

しく立つ」と歌っていたのが、縮まってし
まったのか。「雄々し。立つ。」と単語の終
止形の並びなのか。気になっていたが、ふ
と、これは「雄々し立つ」ではなかったので
はないかと思うようになった。

もともと「おおしたつ」と読む語には「生
ほしたつ」という古語がある。「育て上げ
る」という意味だ。「若人（たち）は希望に燃
えて（自らを）鍛え育てる」これはこれで歌
意は通り、至大荘生活の目指すところにも
通じる。真相を確かめるすべもないが、あ
るいはそう書かれていたのではないか。

 
 

 

疑問というより、確かめてみたいこと
だが、「君見ずや」の「君」はだれなのか、ど
こにいるのか。――いかに都の塵を遠ざけ
ようとも、静寂がやってきた夕べには、書
見に勤しみながらも、ふとそこにはいない

「君」のことを思う若さが、ここには歌われ
ているのではないだろうか。

九段生が在学中に、そして卒業後に「至大荘」
を思いつつ歌う「至大荘歌」。
この歌に込められた作者の思いを「深い考
察」と「興味深い解釈」で推察した所感です。

深い考察　興味深い解釈　新たな「至大荘歌考」

第 21 回東京校歌祭
日比谷公会堂での最後の歌声

四年生の日課は次のとおりになっていた。
午前五時起床。五時半朝礼・体操。六時朝

食、七時より十一時まで授業四時間。十一時
より正午まで自習・個別指導。正午昼食。
午後一時より三時まで水泳。三時より五時
まで自由時間・散歩・団らん。七時より八
時まで自習黙学。八時半就寝。期間中に父
兄招待会・乗馬訓練・遠泳・討論会・文芸
会・球技大会・マラソン大会などが行われ
た。また、一、二年生はさらに試胆会・行
軍・天幕露営なども行われた。

以来、夏の至大荘生活は連綿として続き、
昭 和 十 五 年
まで一、二年
生二十日間、
三、四年生十
日 間 の 日 程
で行われた。

一中時代の至大荘生活
九段高校50周年誌より抜粋

10月5日（土）生憎の小雨降る中、日比谷
公会堂で最後となる第21回東京校歌祭は
20校の参加で開催されました。我が九段中
等教育学校は丁度中盤の出演で、母校吹奏
楽部の素晴らしい演奏と高橋省司先生の指
揮のもと「校歌」「至大荘歌」「至大荘と共
に」を大勢の参加OBで歌い切り、そのまま
会場にも呼びかけて震災復興支援歌の「花
は咲く」を九段OBが黄色いうちわでリード
し会場全体の合唱となりました。会場全員
の歌声が日比谷公会堂に響き渡り心地良い
一体感の中、熱い想いが込み上げてきまし
た。関東大震災後七ヶ月で創立された母校
を卒業した私たちは、今なお困難に立ち向

かっている地域の人々の１日も早い復興を
願って止みません。

校歌を愛する心は母校への愛校心を呼び
覚まし、熱き青春時代を懐かしく今に蘇ら
せてくれるもので、次の世代へも是非バト
ンタッチして行きたいものです。今年は11
月１日（土）に杉並公会堂で開催されます。

（伊藤ユリア・高24）

第31回関西菊友会は平成25年11月９日、
大阪キャッスルホテルで40人が参加して
開催されました。最年長は前関西菊友会会
長の石田充治氏（中19）、最年少は初参加の
森由紀子さん（高44）。第1部は湯浅良男幹
事長（高14）の司会で、相沢信久氏（中18）、
藤井豪一氏（高17）２人の物故者への黙祷。
中村正治会長（高13）の挨拶、来賓として駆
けつけて下さった村井会長（高13）の挨拶、
赤司副会長（高15）、井上理事長（高17）に
より、「公益社団法人九段」および学校の情
報を拝聴。その中で法人九段の金融資産が
20億円、1.5％の運用益との話に、会場は
どよめき。会計報告後、早稲田大学名誉教
授の野村雅昭氏（高10）の講演「落語学の散

歩道」は流暢な話振りに皆聞き入りました。
記念撮影の後、足立知予さん（高14）、今橋
弘氏（高17）の司会で第２部。石田氏による
乾杯。初参加・遠路から参加の人の話を交
えながら会食、懇談。最後に校歌、至大荘
歌を合唱し、平野清一氏（高30）の音頭で万
歳三唱、養父明子副会長（高４）の「閉会とお
礼の言葉」で二次会へ。二次会には30人が

出席、老若入乱れての談笑。今年11月８日
（土）の再会を誓い合っての散会。

前日の８日、よみうりゴルフウエストコ
ースで45回目のゴルフコンペを開催。優
勝は松原利之氏（高10）グロス93、ネット
73.8、２位は大久保喬氏（高14）でした。今
回は参加者が８人、次回は多くの方が参加
されます様お願い申し上げます。

（松藤隆志郎・高19）

高15　卒業50 周年記念同期会
「懐かしい顔！　顔！　顔！」

９月７日（土）品川プリンスホテルに同期
生63人、恩師太田（佐藤）弘先生・川田（栗
原）節子先生、来賓菊友会井上理事長・酒
井副理事長の67人が参集して卒業50周年
記念同期会を開催した。出席者の胸には53
年前の九段高校入学願書に貼付されていた
顔写真付き名札。入学直後にクラス別個人
写真アルバムが作成されており、菊友会事
務局に保存されていたのです。15歳当時の
詰襟服やセーラー服姿に、あちらこちらで

「ウッソー！」「本当？」と感嘆の声が上が
り開宴前から大いに盛り上がり集合写真撮
影の後開宴しました。山田清三実行委員長

の挨拶に続き、残念ながら他界された恩師
15人、同窓生36人のお顔を思い浮かべな
がら、ご冥福を祈って黙祷を捧げました。
太田先生の新婚当時のエピソード、川田先
生の白寿まで頑張るとの決意表明、井上理
事長からいつまでも輝く先輩でいて欲しい
との激励の挨拶をいただき、乾杯の後食事
と歓談に移り、宴会場の一角に貼りだされ
た尽性園と至大荘の写真の前で、50年前の
懐かしい思い出話に花を咲かせる人、苦し
かった部活の練習や楽しかった修学旅行の
思い出を語り合う人、それぞれに50年とい
う歳月を振り返り、再会の喜びを分かち合
いました。後半は新日本フィルハーモニー
所属の國枝純一氏のチェロ演奏、小川修司

氏の声楽と会場はさながらミニコンサート
会場となり、見事な演奏と歌に聞きほれま
した。続いて公益社団法人九段の赤司理事
より尽性園・至大荘の近況報告があり、最
後は恒例の校歌と至大荘歌を全員で声高ら
かに斉唱し、３年後の再会を約して散会と
なりました。 （赤司久雄）

高40　卒業25 周年同期会  2013.10.19
私たち高40同期生が集う「九段会」。卒業

25周年という節目の年を迎えた今年は、九
段生に馴染み深い秋葉原、そして懐かしい

恩師先生方をお招きしての開催となりまし
た。ご多忙のなか、宮田茂先生、山下稔先
生がご出席下さり、生徒を合わせると総勢
60人の大盛会となりました。宮田先生の開
会のお言葉に始まり、山下先生の乾杯のご
発声。そのお声を耳にすると、高校時代の
思い出が一気に蘇り、あっという間に当時
の「先生と生徒」に戻っていきました。話は
尽きることなく閉会の時間を迎え、その熱
気は二次会へと続きました。 （上野純子）

高12　同期会
10月12日（土）如水会館に於いて、“高校

12回卒業同期会” が開催された。今回は、
前回の “50周年記念同期会” から３年振り
と言うこともあって、女子19人、男子47
人、菊友会の来賓１人の総勢67人とやや少
なめの出席とは言え、三次会まで多数の参
加となる話の尽きない楽しい同期会であっ
た。関係者の皆様に感謝。

この３年間、我々皆は「古希」を迎え、「東
日本大震災」をも経験した。この未曽有の災
害の中で一生懸命に生きる人々の姿は、私
達ばかりでなく、世界中の人達に涙と、感
動と日本人の凄さを与えた。いつも想定外
の自然の脅威と共存しながら生きている日
本人だからこそ出来得ることなのかもしれ

ない。日本人で良かった！
そもそも人生の多くの事が想定外であ

る。しかし一つだけ自分で決められること
は、どんな状況の中にあっても“下を向かな
い心の持ちよう”である。会の締めで決めた
３年後の「56周年同期会」で必ず再会する
ためにも、想定外とならぬよう心も体も上
向きに頑張りましょう。この３年間に亡く
なられたお仲間皆様のご冥福をお祈りしま
す。 （谷貝友康）

中17 Ｄクラス会「15 Ｄ会」
10月18日、渋谷「いらか」に阿部磐雄、井

上貞夫、井出昌一、岡田民雄、岡本昌三、
武井詢、知久信、幡野憲正、茂木一雄の9人
が集合、３時間にわたり歓談した。 （岡田）

高５　卒業60 周年記念同期会
戦後の混乱からようやく立ち直り始めた

昭和28年（1953年）春に九段を巣立ってか
ら60年。「卒業60周年記念同期会」を5月
30 日、飯田橋のホテルメトロポリタンエ
ドモントで開催しました。卒業後初めて、
それもイタリアから飛び入り参加の川井洋
美君をはじめ総勢53人（男子42人、女子
11人）が出席。思い出話や近況報告に花が
咲き、あちこちで歓談の輪が広がった。在
校当時日本はまだ貧しく、学校指定の制服
を買えなかった生徒が多かったことや、住
宅難から何人かの先生が校舎や尽性園に仮
住まいされていたことなど、時代を反映し
た話題もポンポン。あっという間の2時間
半。次回は「傘寿の会」の予定。 （後藤  基）

卆寿記念クラス会（中13 回B 組）
今年は私達が市立一中に入学してから

77年、生誕90歳を迎え人生で最大の慶ばし
い年となりました。然し、此の間の戦争で
学徒出陣し、若くして命を失った諸兄や、
病で亡くなったクラスメートも多く次第に
淋しくなりました。然し毎年のクラス会は
いつも此の上なく楽しい会となり、お互い
の健康を祈りました。出席者：島津正・武
田芳雄・北條賢次・増田裕・末博光（記）

＜軍服の市立一中同窓会の憶い出＞
悲惨な国民と廃墟になったわが国はやっ

と終戦を迎えた。続いて連合国軍（米軍）は
日本を占領するため大艦隊と海兵師団の大
軍で佐世保軍港に押し寄せて来た。佐世保
鎮守府は終戦処理に重要な通訳として、急
遽学徒出身士官39人（うち15人は日系二世
留学生）を再招集した。残りの15人中３人
もが市立一中の同窓であるのには驚いた。
通訳一同は平穏な終戦処理に盡力せよとの
命令で最期のご奉公をした。
（同窓下記）
後藤謹爾（中９）技術中尉・藤原工大・故

人、守屋経郎（中10）海軍中尉・京都帝大・
故人、末博光（中13）海軍中尉・早稲田大・
筆者

10 Ｂ会（中12 Ｂ組クラス会）
１年に１度のクラス会では１回欠席する

と２年間会えないことになるので、年４回
開催することにしてから10年以上になる。
以前は開催場所をあちこち変えていたが、
今は鈴木謙一（中21）君の紹介で東京會舘
内の「シェ・ロッシーニ」に決め、冬は寒い
ので春、夏、秋の３回。数年前からハワイ
在住の鷲尾君が春、秋、の会に出席してく
れる。現在メンバーは皆90才を超え目下
11人。今回は10月11日、鷲尾、竹股、植
草、松岡君と私の５人が集まった。屢々集
まっているので、一中時代の話題は、もう
種が尽き、専ら時事放談が主体となり日本
の現状を嘆く。話題沸騰で忽ち予定時間の
３時間は過ぎ去った。 （奥田英博）

中15 三銃士
左から　色川浩太郎　半田恵一　髙野欣治

第 31 回 関西菊友会

※至大荘生活は昭和２（1927）年８月４日に第１
回が始まった。
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九段校舎の正面玄関を入ると、通称「シンデレラホール」と呼ば
れている広いロビーがあります。その玄関ホールの上から、威風
堂々とした姿で日々生徒達を見守っているのが、一中時代から旧
校舎の講堂に60年近く吊されていたシャンデリアです。講堂には
２基のシャンデリアが吊されていましたが、昭和59年に始まった
旧校舎解体に伴い講堂からはずされ、修復されて１基が新校舎の玄
関ホール天井に取り付けられました。シャンデリアを支えているス
テンドグラスも旧校舎の中央階段にあ
ったものを複製してはめ込んだもので
す。昭和２年の旧校舎竣工時から86年
を経た今も、変わることなく光輝いて
います。 （高橋暁子・高17）

－出典：九段高校閉校記念誌－

昭和２年12月、旧校舎の落成記念に一中母の会が寄贈したドイ
ツ製「ブルツナー・ピアノ」。しかし終戦時の混乱と共に行方不明と
なり、八方手を尽くすも行方は知れず。数年後、一中で音楽を担当
されていた水谷式夫先生が、米軍成増ハイスクールでの見学会の際
に偶然発見。＜ブルツナー＞の横文字と＜母の会寄贈＞と書かれた
白文字を一目見て” 一中のピアノに間違いない” と確信されたそう
です。返還交渉の末、昭和25年10月、一中のピアノは無事九段高

校に戻され、返還記念演奏会が催され
ました。運命的な出会いをされた水谷
先生のお陰で「ブルツナー・ピアノ」
は、３年前に九段校舎が改修されるま
で83年もの長い間「九段のピアノ」と
して演奏し続けてくれました。

＜母校が千代田区立の中高一貫教育校に
なったが、自分達の中学・高校時代と何が
変わったのだろうか？＞と思っておられる
方は意外と多いのではないでしょうか。

昔はなかった「国際理解教育」に焦点を当
て、ご担当の中等教育学校、永田えり夏主
任教諭にお話を伺いました。 
●独自の「九段自立プラン」

中高一貫教育校ゆえの１年生（中１）から
６年生（高３）までの６年間というタイムス
パンで自立教育プログラムを組んでいる。
千代田区に立地という特性を生かし、行政
や近隣企業・大学・大使館等の協力を得て、
１年生から環境問題を実地に学び、その後
福祉問題、国際理解教育を通じ社会的視野
を広めつつ、課題探究・解決手法を学習し
ている。４年生で奉仕活動を各自企画、実
行することにより主体性を養っている。そ
して各自卒業研究のテーマを決め、５年生
で卒業研究論文を完成させ、６年生では研
究発表をするとともに論文集にまとめてい
る。

またこれと並行して、６年間通してのキ
ャリア教育プログラムがある。調べ学習や
企業訪問・社会体験等の体験学習、キャリ
ア教育講演会などを通じ、働くという事を
考えて自らの将来を選択し、それに向かっ
て努力するといった道筋が用意されている。

このプログラムは課題発見・解決・体験
型学習で、問題解決の方法としてのPDCAサ
イクルを意識した活動を通して学習を進め
ている。企業が新入社員教育で、先ず身に
着けさせるPDCAサイクルを１年生から学

び実践している。 
●九段自立プランの一環としての「国際理
解教育」

このプログラムは２年生後期から３年生
通期で実施されるが、国際理解教育の中で
自国理解（日本の文化・伝統を学ぶ）を取り
入れていることに特長がある。１～３年生
対象に「江戸っ子塾」を開催し、江戸文化の
継承者を招いた体験型講座を通じ、日本の
伝統文化に触れる機会を設けている。

各自「日本文化紹介レポート＆自己紹介
アルバム」を英語で作成し、後述のオースト
ラリアホームステイに持参している。２年
生後期からはグループ毎に各国大使館を訪
問している（昨年度は24か国の大使館を訪
問した）。その国の事情のみならず、その国
と日本との関係まで事前に調べた上で大使
館を訪問し、大使館員にインタビューを行
っている。

３年生ではみずほ銀行のプログラムに参
加して、金融学習などで国際社会の諸問題
についての知見を広め、後期に実施される
オーストラリア研修旅行に備え、各自テー
マを決め課題探求学習を行う。この研修旅
行は毎年３年生全員参加で行われ、二人一
組で約１週間、オーストラリアのブリスベ
ンでホームステイをする。参加者全員がこ
のホームステイを楽しんできており、過去
にトラブルや言葉の問題で困ったという話
は無いようである。

（インタビュー後の感想）
至れり尽くせりの素晴らしいプログラム

と思われ、この上ない環境で学校生活を送
っている生徒諸君がうらやましく感じられ
ます。生徒諸君がこの６年間の学習を通じ
て、九段伝統の「至大至剛」の精神と共に「自
調自考」の精神を身に着け、相手の存在や価
値観を尊重しつつ、自分の考えを正しく伝
えることができる国際人に成長されるよう
期待します。 （山﨑  猛・高20）

菊友会活動の一環である「伝統継承HR」
は１年生を対象に７月３日に行われまし
た。生徒達と一緒に給食を食べた後、クラ
スごとに理事会作成のスライドを使って、
約90年の歴史の中を流れる「九段の伝統」に
ついて話をしました。

内容は＜一中創立のエピソードとその学
生生活・初代成田校長のこと・旧校舎・校
歌・制服・至大荘などの伝統行事＞です。
そして生徒達の最大関心事は4年生で行う
至大荘行事で「水褌」の説明になると少し固
かった生徒達の表情は一転！男子だけでは
なく女子も興味津々。締め方の実習では大
いに盛り上がりました。HR後には”至大荘に
ついての不安がなくなった”、”九段の伝統や
歴史がわかって良かった” など嬉しい感想

をくれました。母校なのに知らなかった事
が多く、私自身にもとても勉強になりまし
た。「九段の良き伝統」を繋いでいければと
思います。 （魚住照代・高 28） 

（HR 後の生徒の感想）
■九段は新設校だと思っていたが４度も校
名を変えて、今も残っている歴史ある学校
だと知り驚いた。90年の歴史を実感した。
■校名が変わっても「校歌」が同じであれ
ば、年代が違っても「卒業生」として繋が
るので、とても素晴らしいことだと思う。
■九段の歴史を知り、九段生としての誇り
を感じた。九段生であることが嬉しい。
■話を聞く前は至大荘行事が不安で嫌だっ
たが、聞いてからは楽しみになった。
■先輩の話を聞いて知らなかったことがわ

かり、自分の学校に興味を持ち、九段での
学校生活がより楽しくなると思う。
■自分達も九段を背負っている事を実感
し、すべての行動に意味と責任を持つこと
が必要だと思う。
■九段は公立学校なのに立派な施設（至大
荘・尽性園）があり”すごい！”と思っていた
が、昔の保護者の方々のお陰と知り、感謝
して大切に使い、受け継いでいきたい。
■「九段の伝統」を大切に守りつつ、新しい

「九段の未来」を創っていこうと思う。

「ひゃー、とにかく暑い！」。一言で言えば
これが2013年度「至大荘親子の臨海体験」
に参加させて頂いた私自身の正直な感想で
した。いつも行き先が決まらない我が家の
夏休みに関し、今年の選択は「至大荘」とい
う春先には全く考えていなかったものとな
りました。息子達が小学生になって以降、
ここ数年は興味が山から海に移りつつある
中で、一昨々年の五島列島から一昨年の伊
豆下田と急激な「海シフト」の次の企画とし
て、遂に至大荘にまで辿り着いたのは、一つ
には個人的な「九段」に対する思いが背景に
あった事は否めません。社会人になって20
年以上が経過し、最近はフェイスブックを
通じた九段の友人との再会、高36回同期会
準備での同期の盛り上がりなど、母校に対
し閉じていた門が再び開いていく状況で、

ふと目に留まったのが至大荘「親子の臨海
体験」企画でした。息子達の海への興味と、
オヤジと化した私の九段へのノスタルジー
という、二つの要素が見事に合体した（？）
ベストの選択であったと思っています。

冒頭の感想は、現在国内外を飛び回って
いる私が「室内冷房が当たり前」と思ってい
た感覚を、至大荘が見事に打ち砕いてくれ
たものだと思っています。夏は本来暑くて
寝苦しく、虫もいれば肌も焼ける、という
当たり前の事を至大荘は改めて「怠惰な中

年オヤジ」に教えてくれました（思えば「嶽
えい寮での雑魚寝はこうだったな」と）。ま
た、主役である息子達にとっては、公益社
団法人九段の皆様のご尽力によって素晴ら
しい体験をさせて頂く機会となりました。
特に九段 OB でもある国立天文台の日下部
博士による天文学講義、天体観測及び地層
についての講義は、子供は勿論の事大人に
とっても知的好奇心が刺激された体験でし
た。生憎今年の滞在期間中は海からの濃霧
で、望遠鏡での天文観測は月面のみとなっ
てしまいましたが、大きなバルーンを使っ
た惑星表面画像の投影など、日下部博士の
思いが込もった解説・アレンジは、息子達
にも記憶に残る貴重な経験となったようで
す。この紙面をお借りして、日下部博士並
びに法人九段事務局の皆様のご尽力に改め
て深謝申し上げます。楽しい体験でした。

（草鹿  升・高36）

九段中等教育学校の「国際理解教育」とは 九段祭レポート
生徒自治会発表

§シャンデリア♪グランドピアノ 九段校舎に見る一中時代の面影

後輩に語り継ぐ「九段の伝統」　～ 伝統継承HR ～

至大荘親子の臨海体験記

寄贈図書紹介　－母校にあなたの著作品を！！－

末  博光（中 13）寄贈
小石川後楽園庭園保存会
10 周年記念誌「先憂後楽」
小石川後楽園庭園保存会編
 
小石川後楽園庭園の景観を維持

する保存会の設立15年、法人認可10周年を記
念し、この15年の活動を紹介している。寄贈者
はこの保存会の理事長である。

加藤元彦（中 20）著
「歯とアゴの話」

～顎歴社会のパスポート～
日本評論社　￥1,500 
人の健康を左右する歯の生活習
慣、歯と身体のメカニズムを面

白く、わかりやすく説いた書である。歯と顎そ
して身体の健康を維持し増進するための知識
が満載。＜歯丈夫→胃丈夫→大丈夫＞で、長生
きしたい人は必読！

宮崎正勝（高 12）著
「世界史の読み方」
角川学芸出版刊　￥1,600
歴史学者である著者の最新作。
複雑な世界の歩みを「小さな世界
史」と「大きな世界史」というステ

ージで捉えて単純化し、人類社会の変動や転
換の過程をつなぎ合わせて、複雑な世界の流
れを時代や地域の歴史の大枠・道筋として読
み解く大人のための学び直し世界史。

田中久夫（高９）著
「緊張をほぐすアイスブレーキン

グゲーム」～研修で使える頭の体
操 50 ～
経団連出版　￥1,000
緊張を強いられる現代のストレ

ス社会を上手に生き抜くには、ちょっとした息
抜きや気分転換が不可欠である。リラックスす
るための頭の体操やアナログゲームを紹介し、
喜びや癒やしを得るヒントを提供する書。

貝田豊郷（高７）著
「花の情熱」＜南国風花編＞
貝田クリニック発行
￥2,000 

著者自身が撮影した南国の華麗
で奇異な花々の写真集。日本でポピュラーな
ラン、ベコニアやサボテン類を除外した、色も
形状も珍しい花の写真が楽しめる。

神野幸洋（高 17）共著
「からい大根とあまい蕪のもの

がたり」
長野日報社　￥3,000 
経済成長と共に個性を失った野
菜達。一方で昔ながらに気候や

風土に合った多種多様な伝統野菜を作り続け
ている、長野県の地方品種を写真付きで紹介。
個性的で独自性に富む豊かな信州野菜が、読
者に豊かな心も届けてくれる１冊である。

第８回の九段祭は「九段史～わたしたち
がページをつくるとき～」をテーマに９月
28・29日に開かれました。

一昨年から生徒自治会と交流する機会が
あり、昨年も自治会主催の「学校紹介」を見
学しました。見学者は九段受検を希望する
親子が多く、自治会執行部役員の発表を真
剣に聞いていました。特に受検対策として
何を重点的に勉強したか、問題集や参考書
も具体的にあげた話には頷きながら熱心に
メモを取る父母の様子が印象的でした。

発表後には、ペダルをこぐと 60W の電
気を作ることができる「発電する自転車」を
見学者が順番に体験しました。「伝統継承
HR」や菊友会理事との交流を通じて「九段
の歴史」を知り、発表に生かすことができた
とのことでした。また一中時代からの今で
は値がつけられない剥製や中古傘から作っ
たエコバックも展示されました。

それにしても中高生とは思えないすばら
しい九段生のプレゼンテーション力には感
心しました。 （高橋暁子・高17）

（発表内容）１）生徒自治会執行部とは？
２）九段のお宝：市立一中時代からの遺産
３）歩数から考える九段の生活　４）九段の
歴史　５）九段生がしてきた受検対策

発電する自転車をこぐ見学者

地層観察をする親子
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れている広いロビーがあります。その玄関ホールの上から、威風
堂々とした姿で日々生徒達を見守っているのが、一中時代から旧
校舎の講堂に60年近く吊されていたシャンデリアです。講堂には
２基のシャンデリアが吊されていましたが、昭和59年に始まった
旧校舎解体に伴い講堂からはずされ、修復されて１基が新校舎の玄
関ホール天井に取り付けられました。シャンデリアを支えているス
テンドグラスも旧校舎の中央階段にあ
ったものを複製してはめ込んだもので
す。昭和２年の旧校舎竣工時から86年
を経た今も、変わることなく光輝いて
います。 （高橋暁子・高17）

－出典：九段高校閉校記念誌－

昭和２年12月、旧校舎の落成記念に一中母の会が寄贈したドイ
ツ製「ブルツナー・ピアノ」。しかし終戦時の混乱と共に行方不明と
なり、八方手を尽くすも行方は知れず。数年後、一中で音楽を担当
されていた水谷式夫先生が、米軍成増ハイスクールでの見学会の際
に偶然発見。＜ブルツナー＞の横文字と＜母の会寄贈＞と書かれた
白文字を一目見て” 一中のピアノに間違いない” と確信されたそう
です。返還交渉の末、昭和25年10月、一中のピアノは無事九段高

校に戻され、返還記念演奏会が催され
ました。運命的な出会いをされた水谷
先生のお陰で「ブルツナー・ピアノ」
は、３年前に九段校舎が改修されるま
で83年もの長い間「九段のピアノ」と
して演奏し続けてくれました。

＜母校が千代田区立の中高一貫教育校に
なったが、自分達の中学・高校時代と何が
変わったのだろうか？＞と思っておられる
方は意外と多いのではないでしょうか。

昔はなかった「国際理解教育」に焦点を当
て、ご担当の中等教育学校、永田えり夏主
任教諭にお話を伺いました。 
●独自の「九段自立プラン」

中高一貫教育校ゆえの１年生（中１）から
６年生（高３）までの６年間というタイムス
パンで自立教育プログラムを組んでいる。
千代田区に立地という特性を生かし、行政
や近隣企業・大学・大使館等の協力を得て、
１年生から環境問題を実地に学び、その後
福祉問題、国際理解教育を通じ社会的視野
を広めつつ、課題探究・解決手法を学習し
ている。４年生で奉仕活動を各自企画、実
行することにより主体性を養っている。そ
して各自卒業研究のテーマを決め、５年生
で卒業研究論文を完成させ、６年生では研
究発表をするとともに論文集にまとめてい
る。

またこれと並行して、６年間通してのキ
ャリア教育プログラムがある。調べ学習や
企業訪問・社会体験等の体験学習、キャリ
ア教育講演会などを通じ、働くという事を
考えて自らの将来を選択し、それに向かっ
て努力するといった道筋が用意されている。

このプログラムは課題発見・解決・体験
型学習で、問題解決の方法としてのPDCAサ
イクルを意識した活動を通して学習を進め
ている。企業が新入社員教育で、先ず身に
着けさせるPDCAサイクルを１年生から学

び実践している。 
●九段自立プランの一環としての「国際理
解教育」

このプログラムは２年生後期から３年生
通期で実施されるが、国際理解教育の中で
自国理解（日本の文化・伝統を学ぶ）を取り
入れていることに特長がある。１～３年生
対象に「江戸っ子塾」を開催し、江戸文化の
継承者を招いた体験型講座を通じ、日本の
伝統文化に触れる機会を設けている。

各自「日本文化紹介レポート＆自己紹介
アルバム」を英語で作成し、後述のオースト
ラリアホームステイに持参している。２年
生後期からはグループ毎に各国大使館を訪
問している（昨年度は24か国の大使館を訪
問した）。その国の事情のみならず、その国
と日本との関係まで事前に調べた上で大使
館を訪問し、大使館員にインタビューを行
っている。

３年生ではみずほ銀行のプログラムに参
加して、金融学習などで国際社会の諸問題
についての知見を広め、後期に実施される
オーストラリア研修旅行に備え、各自テー
マを決め課題探求学習を行う。この研修旅
行は毎年３年生全員参加で行われ、二人一
組で約１週間、オーストラリアのブリスベ
ンでホームステイをする。参加者全員がこ
のホームステイを楽しんできており、過去
にトラブルや言葉の問題で困ったという話
は無いようである。

（インタビュー後の感想）
至れり尽くせりの素晴らしいプログラム

と思われ、この上ない環境で学校生活を送
っている生徒諸君がうらやましく感じられ
ます。生徒諸君がこの６年間の学習を通じ
て、九段伝統の「至大至剛」の精神と共に「自
調自考」の精神を身に着け、相手の存在や価
値観を尊重しつつ、自分の考えを正しく伝
えることができる国際人に成長されるよう
期待します。 （山﨑  猛・高20）

菊友会活動の一環である「伝統継承HR」
は１年生を対象に７月３日に行われまし
た。生徒達と一緒に給食を食べた後、クラ
スごとに理事会作成のスライドを使って、
約90年の歴史の中を流れる「九段の伝統」に
ついて話をしました。

内容は＜一中創立のエピソードとその学
生生活・初代成田校長のこと・旧校舎・校
歌・制服・至大荘などの伝統行事＞です。
そして生徒達の最大関心事は4年生で行う
至大荘行事で「水褌」の説明になると少し固
かった生徒達の表情は一転！男子だけでは
なく女子も興味津々。締め方の実習では大
いに盛り上がりました。HR後には”至大荘に
ついての不安がなくなった”、”九段の伝統や
歴史がわかって良かった” など嬉しい感想

をくれました。母校なのに知らなかった事
が多く、私自身にもとても勉強になりまし
た。「九段の良き伝統」を繋いでいければと
思います。 （魚住照代・高 28） 

（HR 後の生徒の感想）
■九段は新設校だと思っていたが４度も校
名を変えて、今も残っている歴史ある学校
だと知り驚いた。90年の歴史を実感した。
■校名が変わっても「校歌」が同じであれ
ば、年代が違っても「卒業生」として繋が
るので、とても素晴らしいことだと思う。
■九段の歴史を知り、九段生としての誇り
を感じた。九段生であることが嬉しい。
■話を聞く前は至大荘行事が不安で嫌だっ
たが、聞いてからは楽しみになった。
■先輩の話を聞いて知らなかったことがわ

かり、自分の学校に興味を持ち、九段での
学校生活がより楽しくなると思う。
■自分達も九段を背負っている事を実感
し、すべての行動に意味と責任を持つこと
が必要だと思う。
■九段は公立学校なのに立派な施設（至大
荘・尽性園）があり”すごい！”と思っていた
が、昔の保護者の方々のお陰と知り、感謝
して大切に使い、受け継いでいきたい。
■「九段の伝統」を大切に守りつつ、新しい

「九段の未来」を創っていこうと思う。

「ひゃー、とにかく暑い！」。一言で言えば
これが2013年度「至大荘親子の臨海体験」
に参加させて頂いた私自身の正直な感想で
した。いつも行き先が決まらない我が家の
夏休みに関し、今年の選択は「至大荘」とい
う春先には全く考えていなかったものとな
りました。息子達が小学生になって以降、
ここ数年は興味が山から海に移りつつある
中で、一昨々年の五島列島から一昨年の伊
豆下田と急激な「海シフト」の次の企画とし
て、遂に至大荘にまで辿り着いたのは、一つ
には個人的な「九段」に対する思いが背景に
あった事は否めません。社会人になって20
年以上が経過し、最近はフェイスブックを
通じた九段の友人との再会、高36回同期会
準備での同期の盛り上がりなど、母校に対
し閉じていた門が再び開いていく状況で、

ふと目に留まったのが至大荘「親子の臨海
体験」企画でした。息子達の海への興味と、
オヤジと化した私の九段へのノスタルジー
という、二つの要素が見事に合体した（？）
ベストの選択であったと思っています。

冒頭の感想は、現在国内外を飛び回って
いる私が「室内冷房が当たり前」と思ってい
た感覚を、至大荘が見事に打ち砕いてくれ
たものだと思っています。夏は本来暑くて
寝苦しく、虫もいれば肌も焼ける、という
当たり前の事を至大荘は改めて「怠惰な中

年オヤジ」に教えてくれました（思えば「嶽
えい寮での雑魚寝はこうだったな」と）。ま
た、主役である息子達にとっては、公益社
団法人九段の皆様のご尽力によって素晴ら
しい体験をさせて頂く機会となりました。
特に九段 OB でもある国立天文台の日下部
博士による天文学講義、天体観測及び地層
についての講義は、子供は勿論の事大人に
とっても知的好奇心が刺激された体験でし
た。生憎今年の滞在期間中は海からの濃霧
で、望遠鏡での天文観測は月面のみとなっ
てしまいましたが、大きなバルーンを使っ
た惑星表面画像の投影など、日下部博士の
思いが込もった解説・アレンジは、息子達
にも記憶に残る貴重な経験となったようで
す。この紙面をお借りして、日下部博士並
びに法人九段事務局の皆様のご尽力に改め
て深謝申し上げます。楽しい体験でした。

（草鹿  升・高36）

九段中等教育学校の「国際理解教育」とは 九段祭レポート
生徒自治会発表

§シャンデリア♪グランドピアノ 九段校舎に見る一中時代の面影

後輩に語り継ぐ「九段の伝統」　～ 伝統継承HR ～

至大荘親子の臨海体験記

寄贈図書紹介　－母校にあなたの著作品を！！－

末  博光（中 13）寄贈
小石川後楽園庭園保存会
10 周年記念誌「先憂後楽」
小石川後楽園庭園保存会編
 
小石川後楽園庭園の景観を維持

する保存会の設立15年、法人認可10周年を記
念し、この15年の活動を紹介している。寄贈者
はこの保存会の理事長である。

加藤元彦（中 20）著
「歯とアゴの話」

～顎歴社会のパスポート～
日本評論社　￥1,500 
人の健康を左右する歯の生活習
慣、歯と身体のメカニズムを面

白く、わかりやすく説いた書である。歯と顎そ
して身体の健康を維持し増進するための知識
が満載。＜歯丈夫→胃丈夫→大丈夫＞で、長生
きしたい人は必読！

宮崎正勝（高 12）著
「世界史の読み方」
角川学芸出版刊　￥1,600
歴史学者である著者の最新作。
複雑な世界の歩みを「小さな世界
史」と「大きな世界史」というステ

ージで捉えて単純化し、人類社会の変動や転
換の過程をつなぎ合わせて、複雑な世界の流
れを時代や地域の歴史の大枠・道筋として読
み解く大人のための学び直し世界史。

田中久夫（高９）著
「緊張をほぐすアイスブレーキン

グゲーム」～研修で使える頭の体
操 50 ～
経団連出版　￥1,000
緊張を強いられる現代のストレ

ス社会を上手に生き抜くには、ちょっとした息
抜きや気分転換が不可欠である。リラックスす
るための頭の体操やアナログゲームを紹介し、
喜びや癒やしを得るヒントを提供する書。

貝田豊郷（高７）著
「花の情熱」＜南国風花編＞
貝田クリニック発行
￥2,000 

著者自身が撮影した南国の華麗
で奇異な花々の写真集。日本でポピュラーな
ラン、ベコニアやサボテン類を除外した、色も
形状も珍しい花の写真が楽しめる。

神野幸洋（高 17）共著
「からい大根とあまい蕪のもの

がたり」
長野日報社　￥3,000 
経済成長と共に個性を失った野
菜達。一方で昔ながらに気候や

風土に合った多種多様な伝統野菜を作り続け
ている、長野県の地方品種を写真付きで紹介。
個性的で独自性に富む豊かな信州野菜が、読
者に豊かな心も届けてくれる１冊である。

第８回の九段祭は「九段史～わたしたち
がページをつくるとき～」をテーマに９月
28・29日に開かれました。

一昨年から生徒自治会と交流する機会が
あり、昨年も自治会主催の「学校紹介」を見
学しました。見学者は九段受検を希望する
親子が多く、自治会執行部役員の発表を真
剣に聞いていました。特に受検対策として
何を重点的に勉強したか、問題集や参考書
も具体的にあげた話には頷きながら熱心に
メモを取る父母の様子が印象的でした。

発表後には、ペダルをこぐと 60W の電
気を作ることができる「発電する自転車」を
見学者が順番に体験しました。「伝統継承
HR」や菊友会理事との交流を通じて「九段
の歴史」を知り、発表に生かすことができた
とのことでした。また一中時代からの今で
は値がつけられない剥製や中古傘から作っ
たエコバックも展示されました。

それにしても中高生とは思えないすばら
しい九段生のプレゼンテーション力には感
心しました。 （高橋暁子・高17）

（発表内容）１）生徒自治会執行部とは？
２）九段のお宝：市立一中時代からの遺産
３）歩数から考える九段の生活　４）九段の
歴史　５）九段生がしてきた受検対策

発電する自転車をこぐ見学者

地層観察をする親子
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至大荘歌考
千代田区立九段中等教育学校　総務部

内山與治

 
 

 

当時中学５年生の山田直志さん（中２）
がこの歌を作ったのは昭和４年（1929年）
というから、もう80年以上歌い継がれて
いる。後年ご本人は「稚拙なところがある
が」と謙遜されていたそうだが、どうして、
至大荘生活の朝・昼・晩がコンパクトに描
かれ、何より拍子がとりやすいからであろ
う、生命力のある、連帯を実感できる応援
歌になっている。

その歌詞の現在の解釈で、かねがね気に
なっていることがある。ひとつは「日はくれ
ないに　かがやきて　沖のかなたに　のぼ
るなり」のことだ。「守谷の海は南西にひら

けており、実際は沖から日は昇らない」と、
歌詞の瑕疵を思いがちなのだが、いや、こ
の歌詞は間違っていないのではないか。「山
の頂　晴るるとき」というのは、霧が薄れ、
晴れた山（尾貫山？）の頂上に立って、海を
見ているのではないか。それならば、東に
海が広がっている。

以前の至大荘生活は、訪れる回数も多く、
期間も長かったという。現在よりも行動範
囲は広かったことだろう。山に登ることも
なくなった現在の視点でこの歌詞をとらえ
てはいけないのではないだろうか。

 
 

 

ふたつ目は「おおしたつ」のことだ。至大
荘行事の際に発行する「至大荘手帳」には、

「雄々し立つ」と漢字をあてているが、それ
で正しいのだろうか。「雄々し」なら「形容詞
シク活用の連用形」などと文法上のことを
言うまでもなく、「雄々しく立つ」と歌わな
ければおかしい。そこが山田さんのおっし
ゃる「稚拙さ」なのか。あるいはもとは「雄々

しく立つ」と歌っていたのが、縮まってし
まったのか。「雄々し。立つ。」と単語の終
止形の並びなのか。気になっていたが、ふ
と、これは「雄々し立つ」ではなかったので
はないかと思うようになった。

もともと「おおしたつ」と読む語には「生
ほしたつ」という古語がある。「育て上げ
る」という意味だ。「若人（たち）は希望に燃
えて（自らを）鍛え育てる」これはこれで歌
意は通り、至大荘生活の目指すところにも
通じる。真相を確かめるすべもないが、あ
るいはそう書かれていたのではないか。

 
 

 

疑問というより、確かめてみたいこと
だが、「君見ずや」の「君」はだれなのか、ど
こにいるのか。――いかに都の塵を遠ざけ
ようとも、静寂がやってきた夕べには、書
見に勤しみながらも、ふとそこにはいない

「君」のことを思う若さが、ここには歌われ
ているのではないだろうか。

九段生が在学中に、そして卒業後に「至大荘」
を思いつつ歌う「至大荘歌」。
この歌に込められた作者の思いを「深い考
察」と「興味深い解釈」で推察した所感です。

深い考察　興味深い解釈　新たな「至大荘歌考」

第 21 回東京校歌祭
日比谷公会堂での最後の歌声

四年生の日課は次のとおりになっていた。
午前五時起床。五時半朝礼・体操。六時朝

食、七時より十一時まで授業四時間。十一時
より正午まで自習・個別指導。正午昼食。
午後一時より三時まで水泳。三時より五時
まで自由時間・散歩・団らん。七時より八
時まで自習黙学。八時半就寝。期間中に父
兄招待会・乗馬訓練・遠泳・討論会・文芸
会・球技大会・マラソン大会などが行われ
た。また、一、二年生はさらに試胆会・行
軍・天幕露営なども行われた。

以来、夏の至大荘生活は連綿として続き、
昭 和 十 五 年
まで一、二年
生二十日間、
三、四年生十
日 間 の 日 程
で行われた。

一中時代の至大荘生活
九段高校50周年誌より抜粋

10月5日（土）生憎の小雨降る中、日比谷
公会堂で最後となる第21回東京校歌祭は
20校の参加で開催されました。我が九段中
等教育学校は丁度中盤の出演で、母校吹奏
楽部の素晴らしい演奏と高橋省司先生の指
揮のもと「校歌」「至大荘歌」「至大荘と共
に」を大勢の参加OBで歌い切り、そのまま
会場にも呼びかけて震災復興支援歌の「花
は咲く」を九段OBが黄色いうちわでリード
し会場全体の合唱となりました。会場全員
の歌声が日比谷公会堂に響き渡り心地良い
一体感の中、熱い想いが込み上げてきまし
た。関東大震災後七ヶ月で創立された母校
を卒業した私たちは、今なお困難に立ち向

かっている地域の人々の１日も早い復興を
願って止みません。

校歌を愛する心は母校への愛校心を呼び
覚まし、熱き青春時代を懐かしく今に蘇ら
せてくれるもので、次の世代へも是非バト
ンタッチして行きたいものです。今年は11
月１日（土）に杉並公会堂で開催されます。

（伊藤ユリア・高24）

第31回関西菊友会は平成25年11月９日、
大阪キャッスルホテルで40人が参加して
開催されました。最年長は前関西菊友会会
長の石田充治氏（中19）、最年少は初参加の
森由紀子さん（高44）。第1部は湯浅良男幹
事長（高14）の司会で、相沢信久氏（中18）、
藤井豪一氏（高17）２人の物故者への黙祷。
中村正治会長（高13）の挨拶、来賓として駆
けつけて下さった村井会長（高13）の挨拶、
赤司副会長（高15）、井上理事長（高17）に
より、「公益社団法人九段」および学校の情
報を拝聴。その中で法人九段の金融資産が
20億円、1.5％の運用益との話に、会場は
どよめき。会計報告後、早稲田大学名誉教
授の野村雅昭氏（高10）の講演「落語学の散

歩道」は流暢な話振りに皆聞き入りました。
記念撮影の後、足立知予さん（高14）、今橋
弘氏（高17）の司会で第２部。石田氏による
乾杯。初参加・遠路から参加の人の話を交
えながら会食、懇談。最後に校歌、至大荘
歌を合唱し、平野清一氏（高30）の音頭で万
歳三唱、養父明子副会長（高４）の「閉会とお
礼の言葉」で二次会へ。二次会には30人が

出席、老若入乱れての談笑。今年11月８日
（土）の再会を誓い合っての散会。

前日の８日、よみうりゴルフウエストコ
ースで45回目のゴルフコンペを開催。優
勝は松原利之氏（高10）グロス93、ネット
73.8、２位は大久保喬氏（高14）でした。今
回は参加者が８人、次回は多くの方が参加
されます様お願い申し上げます。

（松藤隆志郎・高19）

高15　卒業50 周年記念同期会
「懐かしい顔！　顔！　顔！」

９月７日（土）品川プリンスホテルに同期
生63人、恩師太田（佐藤）弘先生・川田（栗
原）節子先生、来賓菊友会井上理事長・酒
井副理事長の67人が参集して卒業50周年
記念同期会を開催した。出席者の胸には53
年前の九段高校入学願書に貼付されていた
顔写真付き名札。入学直後にクラス別個人
写真アルバムが作成されており、菊友会事
務局に保存されていたのです。15歳当時の
詰襟服やセーラー服姿に、あちらこちらで

「ウッソー！」「本当？」と感嘆の声が上が
り開宴前から大いに盛り上がり集合写真撮
影の後開宴しました。山田清三実行委員長

の挨拶に続き、残念ながら他界された恩師
15人、同窓生36人のお顔を思い浮かべな
がら、ご冥福を祈って黙祷を捧げました。
太田先生の新婚当時のエピソード、川田先
生の白寿まで頑張るとの決意表明、井上理
事長からいつまでも輝く先輩でいて欲しい
との激励の挨拶をいただき、乾杯の後食事
と歓談に移り、宴会場の一角に貼りだされ
た尽性園と至大荘の写真の前で、50年前の
懐かしい思い出話に花を咲かせる人、苦し
かった部活の練習や楽しかった修学旅行の
思い出を語り合う人、それぞれに50年とい
う歳月を振り返り、再会の喜びを分かち合
いました。後半は新日本フィルハーモニー
所属の國枝純一氏のチェロ演奏、小川修司

氏の声楽と会場はさながらミニコンサート
会場となり、見事な演奏と歌に聞きほれま
した。続いて公益社団法人九段の赤司理事
より尽性園・至大荘の近況報告があり、最
後は恒例の校歌と至大荘歌を全員で声高ら
かに斉唱し、３年後の再会を約して散会と
なりました。 （赤司久雄）

高40　卒業25 周年同期会  2013.10.19
私たち高40同期生が集う「九段会」。卒業

25周年という節目の年を迎えた今年は、九
段生に馴染み深い秋葉原、そして懐かしい

恩師先生方をお招きしての開催となりまし
た。ご多忙のなか、宮田茂先生、山下稔先
生がご出席下さり、生徒を合わせると総勢
60人の大盛会となりました。宮田先生の開
会のお言葉に始まり、山下先生の乾杯のご
発声。そのお声を耳にすると、高校時代の
思い出が一気に蘇り、あっという間に当時
の「先生と生徒」に戻っていきました。話は
尽きることなく閉会の時間を迎え、その熱
気は二次会へと続きました。 （上野純子）

高12　同期会
10月12日（土）如水会館に於いて、“高校

12回卒業同期会” が開催された。今回は、
前回の “50周年記念同期会” から３年振り
と言うこともあって、女子19人、男子47
人、菊友会の来賓１人の総勢67人とやや少
なめの出席とは言え、三次会まで多数の参
加となる話の尽きない楽しい同期会であっ
た。関係者の皆様に感謝。

この３年間、我々皆は「古希」を迎え、「東
日本大震災」をも経験した。この未曽有の災
害の中で一生懸命に生きる人々の姿は、私
達ばかりでなく、世界中の人達に涙と、感
動と日本人の凄さを与えた。いつも想定外
の自然の脅威と共存しながら生きている日
本人だからこそ出来得ることなのかもしれ

ない。日本人で良かった！
そもそも人生の多くの事が想定外であ

る。しかし一つだけ自分で決められること
は、どんな状況の中にあっても“下を向かな
い心の持ちよう”である。会の締めで決めた
３年後の「56周年同期会」で必ず再会する
ためにも、想定外とならぬよう心も体も上
向きに頑張りましょう。この３年間に亡く
なられたお仲間皆様のご冥福をお祈りしま
す。 （谷貝友康）

中17 Ｄクラス会「15 Ｄ会」
10月18日、渋谷「いらか」に阿部磐雄、井

上貞夫、井出昌一、岡田民雄、岡本昌三、
武井詢、知久信、幡野憲正、茂木一雄の9人
が集合、３時間にわたり歓談した。 （岡田）

高５　卒業60 周年記念同期会
戦後の混乱からようやく立ち直り始めた

昭和28年（1953年）春に九段を巣立ってか
ら60年。「卒業60周年記念同期会」を5月
30 日、飯田橋のホテルメトロポリタンエ
ドモントで開催しました。卒業後初めて、
それもイタリアから飛び入り参加の川井洋
美君をはじめ総勢53人（男子42人、女子
11人）が出席。思い出話や近況報告に花が
咲き、あちこちで歓談の輪が広がった。在
校当時日本はまだ貧しく、学校指定の制服
を買えなかった生徒が多かったことや、住
宅難から何人かの先生が校舎や尽性園に仮
住まいされていたことなど、時代を反映し
た話題もポンポン。あっという間の2時間
半。次回は「傘寿の会」の予定。 （後藤  基）

卆寿記念クラス会（中13 回B 組）
今年は私達が市立一中に入学してから

77年、生誕90歳を迎え人生で最大の慶ばし
い年となりました。然し、此の間の戦争で
学徒出陣し、若くして命を失った諸兄や、
病で亡くなったクラスメートも多く次第に
淋しくなりました。然し毎年のクラス会は
いつも此の上なく楽しい会となり、お互い
の健康を祈りました。出席者：島津正・武
田芳雄・北條賢次・増田裕・末博光（記）

＜軍服の市立一中同窓会の憶い出＞
悲惨な国民と廃墟になったわが国はやっ

と終戦を迎えた。続いて連合国軍（米軍）は
日本を占領するため大艦隊と海兵師団の大
軍で佐世保軍港に押し寄せて来た。佐世保
鎮守府は終戦処理に重要な通訳として、急
遽学徒出身士官39人（うち15人は日系二世
留学生）を再招集した。残りの15人中３人
もが市立一中の同窓であるのには驚いた。
通訳一同は平穏な終戦処理に盡力せよとの
命令で最期のご奉公をした。
（同窓下記）
後藤謹爾（中９）技術中尉・藤原工大・故

人、守屋経郎（中10）海軍中尉・京都帝大・
故人、末博光（中13）海軍中尉・早稲田大・
筆者

10 Ｂ会（中12 Ｂ組クラス会）
１年に１度のクラス会では１回欠席する

と２年間会えないことになるので、年４回
開催することにしてから10年以上になる。
以前は開催場所をあちこち変えていたが、
今は鈴木謙一（中21）君の紹介で東京會舘
内の「シェ・ロッシーニ」に決め、冬は寒い
ので春、夏、秋の３回。数年前からハワイ
在住の鷲尾君が春、秋、の会に出席してく
れる。現在メンバーは皆90才を超え目下
11人。今回は10月11日、鷲尾、竹股、植
草、松岡君と私の５人が集まった。屢々集
まっているので、一中時代の話題は、もう
種が尽き、専ら時事放談が主体となり日本
の現状を嘆く。話題沸騰で忽ち予定時間の
３時間は過ぎ去った。 （奥田英博）

中15 三銃士
左から　色川浩太郎　半田恵一　髙野欣治

第 31 回 関西菊友会

※至大荘生活は昭和２（1927）年８月４日に第１
回が始まった。
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます。前号以降にご逝去が判明した方々です（敬称略）逝去

2013年至大荘懇親会（35回目の菊友会至大荘）

クローズアップ　現役バリバリのサイクリスト
加藤元彦さん（中20）

８月17日～ 18日に至大荘懇親会が総勢
84 人の参加で無事終了した。初日、勝浦
東急でプレゴルフ大会、夕方から懇親会、
歌声喫茶、２日目、勝浦朝市、バーベキュ
ー、最後に集合写真と、楽しい時間を過ご
し、次回の再会を約束し解散。

後日、この会の歩みを紐解くと、昭和54
年の集義寮建て替え落成式に辿りついた。
中11 ～高４の先輩が中心に23人参加。ど
うも、この年から菊友会としてこの懇親会
が始まったようだ。正式に菊友会至大荘懇
親会という名になったのは、平成11年か
ら。昭和54年から勘定すると35回目にな
る。 （横田千明・高19）

10月10日恒例の秋の菊友ゴルフ大会を
石坂ゴルフ倶楽部で開催しました。

秋空の下、世代を超えて28人の腕自慢が
楽しくプレー、表彰式も和気あいあい。優
勝道山明弘氏（高9）、準優勝楫取能彦氏（高
17）、第3位鈴木實氏（高17）でした。栄え
あるＢＧは堀川正康氏（高19）、シニアＢＧ
道山氏。女性の参加も5人と徐々に増え、
初参加の方も気楽にお申込み下さい。

次回は今年4月10日（木）、昨春に定員オ
ーバーと大盛況だった若洲ゴルフリンクス
です。多数の申込みが予想されますので先
着順とさせていただきます。

 （原田忠禮・高21）
※申し込みは菊友会事務局へ

8月の至大荘懇親会に唯一人、一中出身
の菊友会員で参加された加藤元彦さん。至
大荘へは前代未聞の自転車で到着、翌日は
再び愛車で出発という離れ業。その颯爽と
した若々しい姿に後輩達は” すごい！” と感
心しきり。御年82歳にしてそのパワーと若
さはどこからくるのでしょうか？

加藤さんと一中の関わりはご両親の兄弟
が一中で同期生だったことに始まり、２人
の叔父さん（中３・伊藤義弥さん、加藤倉三
さん）が縁結びとなり、加藤さんのご両親
が結婚。迷うことなく一中へ入学されまし
た。日大歯学部を卒業後は進駐軍顧問歯科
医、日大講師を経て開業。80歳まで現役で
臨床歯科医として仕事を続け、引退後は後
進指導のため勉強会を続けています。

40歳から自転車を本格的に始めて42年、
現役バリバリのサイクリストです。歯科医
時代には週２回、大宮の自宅から赤坂の診
療所まで1時間45分かけて自転車通勤して
いたことも。暇さえあれば自転車に乗ると
いうほどの愛好家。日本国内はもとより世

界中の国を自転車で走っています。
現在は公益財団法人日本サイクリング協

会会長代行、東京サイクリング協会会長を
務め、各地での大会や盲人福祉協会とのサ
イクリングなどでサイクリング活動を普
及・促進しています。またサイクリングの
ためのストレッチング体操を自ら発案、モ
デルもしてホームページで公開しています。

歯科医としては”歯丈夫・胃丈夫・大丈夫
で毎日健康”と、歯とアゴの健康習慣を身に
つけることを提唱し、サイクリストとして
は地道な努力で健康を維持し年齢を重ねて
いく生き方を実践しています。

元気の秘訣は「貯金もいいけど貯筋も
ね」だとか。 （高橋暁子・高17）

第 56 回菊友ゴルフ大会

景も見受けられました。
今回も３月に卒業した中等教育学校４回

生を代表するクラス委員８人のうち３人が
出席し、伊藤正泰君と村岡健太君が近況を
報告してくれました。

第２部の呼び物はなんといっても「福
引」です。抽選結果の発表は、加藤元彦先輩

（中20）にお願いしました。昨年の至大荘懇
親会に、なんと自転車で守谷の海岸までい
らした元気な爺さまです。別表の通りたく

さんの同窓生からご提供いただ
いた盛りだくさんの景品と、加
藤先輩の巧みな話術で大いに盛
り上がりました。

この恒例「福引タイム」の間に
吹奏楽部員たちは再度息を整
え、〆に全員で歌う校歌の伴奏
をしてくれました。生バンドで
伴奏アリの校歌は格別心に響き
ます。最後は、大太鼓のサポー
トだけで至大荘歌。母校を軸と

して繋がる同窓生の絆を強く感じる一日で
した。

以上の通り、今回の菊友会大会は楽しい
吹奏楽部による演奏と元気な現役九段生の
圧勝に終わりました。上記「福引」や開会閉
会の辞・来賓の挨拶等のその他いつもの段
取りもつつがなく進行してお開きになりま
した。 （松本茂夫・高19）

景品をご提供くださった皆様
（敬称略）

高4 大井基臣/高4 小林昌彦/高7 井上誠
之助/高7 桑田芳郎/高7 宮島徹/高9 岡田
繁/高13 飯田勝夫/高13 稲坂良弘/高13 
村井温/高15 赤司久雄/高17 井上良夫/高
39 相原學/公益社団法人九段

（※１ページからの続き）

最多参加者数の高7回の皆さん

高４　至高会　意気昂く傘寿を祝う
1952（昭和27）年卒業の「至高会」の一同

は、昨年めでたく80歳を迎え、傘寿祝を兼
ねた第60回は、いつものホテルグランドパ
レスに40人が集合。菊友会からお祝に駆
けつけられた理事の岩城悦子さん（高19）
を加えての会には、1964年の東京オリンピ
ックで大活躍したメンバーもおり、2020年
にもう一度と大いに盛り上がった。旅行、

ゴルフ、テニス、囲碁などの会も活発で親
交を深めている。第61回も同会場を今年9
月12日（金）予約済です。 （長谷川  明）

一游会OB 戦とチーム一游
10月６日（日）九段中等教育学校で、水泳

部のOB戦を開催しました。昨年度より現役
との対抗戦ではなく、現役の記録会に卒業
生が参加するスタイルで実施しています。
当日は約40人のOB・OGが出席。400ｍ自
由形や200ｍメドレーリレーなど熱い泳ぎ
を披露しました。偶然にも入学希望者への
学校説明会と重なり、多くの見学者の前で
大いに盛り上がりました。

11月３日（日）、「一游会」が、第34回全
国年齢別水泳大会兼第29回東京年齢別水
泳大会にチームとして参加しました。会場
は東京都江東区にある東京辰巳国際水泳場
のメインプール（横向きの25メートルで使
用）。男女あわせて16人が集結。結果は、

女子200ｍメドレーリレーで１位に入りメ
ダルを獲得。男子は年齢別の個人種目で数
人が１～３位に入賞など、練習の甲斐もあ
り意義深いものとなりました。今年は男子
リレーでも高順位を狙うべく、９月頃に一
游会ウェブサイト（www.ichiyuu.org）で募
集の予定です。関東近郊のオープンウォー
ターでもチーム一游での参加を予定してい
ます。 （南川卓也・高44）
高８・９　ゴルフ対抗戦

11月18日（月）素晴らしい秋晴れのもと、
第23会対抗戦を石坂GCで８回生６人、９
回生10人で実施。結果は優勝名古屋利彦

（高９）、団体戦は９回生の勝利で、13勝10
敗となりました。次回は、５月12日（月）
取手の予定です。 （名古屋利彦）

高7　七九会ゴルフ
秋の七九会ゴルフ第43回ゴルフコンペ

を10月24日佐倉カントリーで行いました。
台風が心配でしたが影響なく全員無事に

和気あいあいとプレーを楽しみました。
春と秋に年２回の開催ですが、もう 20

年以上の歴史を誇ります。喜寿を迎えた今
回は体調や不都合などで12人３組の参加
でしたがまだまだ元気な方たちが多く５組
20人はいつも集まります。春の七九会ゴル
フは26年5月15日（木）チェックメイトカ
ントリー（神奈川県）宮島徹、鈴木俶也両名
の幹事で開催予定 （宮島  徹）

高13　遊九会
秋の一泊ゴルフは 9 月 26 ～ 27 日に川

奈ホテルGCで開催された。今回で20回目
を迎えたコンペは名門コースに８人が集ま
った。初日は台風18号上陸かを心配しな
がら伊豆高原に前泊して、翌日は台風一過
で雲一つ無い絶好のゴルフ日和の中を相模
湾の青い海に浮かぶ大島を目掛けて豪快な
ショットを楽しみ、ニックネームで“Good-
bye”、“SOS”が付くホールでは風に悩まされ
ボールを魚のエサにした。成績は女性原田

（鈴川）選手の連覇で４度目の優勝、準優勝
も女性神尾（佐藤）選手となった。次回は春
に日帰りコンペを予定しています。同期仲
間の参戦をお待ちしています。

（永久幹事：馬渕義彦）

菊球会（卓球部ＯＢ会）
九段中等教育学校卓球部の夏期合宿を８

月９～ 11日まで尽性園にて実施、OB ７人
が支援。何しろ猛暑の中の合宿で、高齢化
の進んでいるＯＢにとっては辛い合宿でし
た。現役は流石、若さで暑さをものともせ
ず、大好きな卓球に打ち込んでいました。今
回事故はありませんでしたが、空調機を設
置しないと、熱中症等の事故が起きるかも
しれません。菊球会卓球合宿が11月２日・
３日に、尽性園にて実施されました。年を
取ってから卓球をする時間が取れるように
なった比較的高齢のＯＢが青春時代を思い
出しながら、汗を流しました。やはり、若
い時と違ってスピードで勝負ではなく、お
互いに騙し合いながらの卓球で、大いに楽
しみました。 （中嶋  覚・高15）

バドミントン部
6月30日にOBOG会が開催されました。

現役生、OBOG 合わせて 55 人と盛況のう
ちに終了しました。当日は団体戦を行った
後、現役生からOBの方々へ申し込み制の
試合を行い、時間の関係上、試合数は少な
くなってしまいましたが、普段なかなか対
戦できない人を相手に試合をすることがで
き、貴重なアドバイスをいただくことがで
きました。今年度のバドミントン部は男子
部員が6人になったうえ、初めて6学年が
揃ったことによって非常に活気づいていま
す。普段の部活は顧問の先生にサポートし
てもらいつつ、現役生を中心に運営してお
りますので、普段の練習にも顔を出してい
ただけると嬉しいです。今後もどうぞよろ
しく。 （井上晃介・高61）

九段高柔道部還暦ＯＢ会
昭和28年に復活した九段高柔道部は高

23回生（S46卒）を迎えて還暦ＯＢ会は95
人になりました。11月16日（土）にいつも
の新橋亭で開催。最長老の高７浅田・中村
両先輩から、初参加の高23熊崎・中島両Ｏ
Ｂの33人でした。浅田・中村両先輩の喜寿
の祝と高11の小嶋先輩の柔道八段昇進祝
も兼ねて盛大に開催しました。次回は平成
26年11月15日に開催しますので高24回
生の参加を期待します。

（髙井信義・高13）

恩師 武田 孝 中11 野木 良一 中20 山本 亨介 高12 増山 邦男
恩師 熊谷 澄夫 中13 岡村 三郎 高２ 清水 美一 高13 加茂 みな子
恩師 町田 好二 中13 関 誠夫 高３ 奥山 浩 高15 下坂 史子
恩師 廣井 岸郎 中14 片山 八郎 高３ 中野 裕弘 高17 飯島 敏久
中４ 深井 次男 中14 鑓田 義男 高３ 野村 英一 高17 長友 斉
中４ 吉田 久高 中15 和田 仁一 高５ 有元 弘子 高17 岡本 孝子
中７ 長澤 幾 中16 重光 篤 高５ 降旗 昭 高17 今井 竹夫
中７ 藤井 芳郎 中16 吉田 忠男 高６ 川越 憲治 高19 杉本 寿美子
中７ 丸山 禮次 中18 梅澤 信久 高６ 森田 恭雄 高20 大野 隆三
中８ 藤川 英夫 中18 野口 静也 高７ 林道 匡史 高21 清水 明
中９ 岩田 裕治 中19 山下 信一 高８ 林 尚正
中９ 永原 久高 中20 坂口 孝 高11 山崎 貞元
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現役九段生の吹奏楽部員による特別演奏会（撮影：酒井憲太郎・高17）

挨拶する中等４回の新入会員右から伊藤正泰君
と村岡健太君（撮影：藤代興里・高18）

あけましておめでとうございます
2014年度　菊友会行事カレンダー

４月 10 日 （木） 菊友ゴルフ大会：若洲ゴルフリンクス
５月 24 日 （土） 評議員会：九段中等教育学校九段校舎
８月 23 日 （土）～ 24 日（日）至大荘懇親会：至大荘
10 月 19 日 （日） 菊友会大会：ホテルグランドパレス
11 月 １日 （土） 東京校歌祭：杉並公会堂
11 月 ８日 （土） 関西菊友会総会：大阪キャッスルホテル
  ＊高 16 回 卒業 50 周年記念同期会
  ＊高 41 回 卒業 25 周年記念同期会　開催年です
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TEL (03)3263-2448 / FAX (03)3263-1033
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平成25年度維持会費（平成25年4月～平成26年3月）

中１ ～ 高 60 回 3,000 円
高 61 ～ 中等４回 1,000 円 （減額期間）

●郵便振替
※住所 ･ 氏名・電話番号・卒業回・個人コード（会報封筒

の宛先シールに印字されている番号）をお書きいただく
と助かります。払込手数料は菊友会で負担します。

●銀行振込
三菱東京UFJ銀行 神保町支店 普通口座：0691551
みずほ銀行 九段支店 普通口座：1453238
三井住友銀行 神保町支店 普通口座：2111680
りそな銀行  九段支店 普通口座：1413234

※口座名義はすべて菊友会です。恐縮ですが、振込み手数
料をご負担ください。

※維持会費納入票は 12 月７日現在、今年度分を未納の方
に同封させていただきます。

※三井住友銀行は支店名が「 千代田営業部」から「神保町支
店」に変わりました。

平成25年度菊友会大会 ホテルグランドパレスで開催!!

お知らせ

10月20日（日）の14時より開催された秋
恒例の菊友会大会はひと味違いました。日
程が例年の夜から昼にと、会場が九段下の
ホテルグランドパレス（ダイヤモンドルー
ム）に、それに伴い料理もと…、変わったこ
とは色々あります。何より、九段中等教育
学校の吹奏楽部の特別演奏が、会の雰囲気
を例年までとは一変させてくれました。吹
奏楽部員を含めた参加者は162人で、最年
長は中11の平澤秀雄氏と森大作氏でした。

例年の前半「第１部」は各界で活躍してい
る卒業生の講話でしたが、この時間帯に吹
奏楽部の演奏をお願いしました。この47人
の現役九段生の吹奏楽部員の存在で、会場
の雰囲気がガラリと変わりました。中等教
育学校最大の部活、部員120人を誇る吹奏
楽部から厳選された精鋭部隊です。いつも
なら堅苦しい「第１部」は会の出席者の年齢
に合わせた心憎い選曲の演奏で、隣の宴会
場からも見物客が来るような楽しい音楽会
となりました。
「第２部」の懇親会に入っても生徒達は参

加してくれました。いつもなら乾杯を終え
てオアズケが解けるとバイキングの列に殺
到する大人たちは優しく後輩の生徒達が料
理を選ぶのを見守り、料理テーブルも和気
あいあい。まあ、孫のような子どもたちと
料理の取り合いはできませんからね。生徒
を呼び止め、九段生活の今昔を語り合う風

菊友会の活動は皆様の維持会
費に支えられております。納入
していただいた方々に厚くお礼
を申し上げます。

菊友会報は卒業生のうち逝去
された方及び住所不明の方を除
く約 15,000 人の方にお送りし
ております。平成 24 年度に維
持会費を納入していただいた方
は約2,300人ですので、菊友会
報を受け取っている方のうち納
入している方の割合は 15％と
非常に低い状況になっておりま
す。私一人位納めなくてもたい
したことはないとはお思いにな
らず、１人でも多くの方が納め
ていただけますようお願いしま
す。

今まで納入されていない方は

今年度分からで結構です。納入
されていない方のなかには過去
の分まで納めなければならない
と思っている方もいらっしゃい
ますが、決してそのようなこと
はありません。過去の分を納め
ていただくのは勿論大歓迎です
が、今年度分からで結構です。

皆様に納入していただいた会
費は年に２回お送りしている菊
友会報の制作費のほか、各種行
事費、在校生・卒業生支援費な
どに充てられております。それ
らを充実させるためには会員の
皆様お一人おひとりのご協力が
是非とも必要です。今年度分の
会費を納めていない方は是非と
も納めていただけますようお願
いいたします。

平成 25 年度維持会費未納の方へ
事業充実のため維持会費の納入にご協力ください。

高16  同期会
高 16 回の同期会について相

談したいので、高16回の方でク
ラス会や部活動の会の幹事をさ
れている方は菊友会事務局まで
ご連絡ください。

 （3年2組 神田稔久）
高36  卒業30 周年記念同期会
日時：３月21 日（金） 
 14:00 ～17:00 
場所：日枝あかさか（日枝神社内）
東京都千代田区永田町2-10-5 

（地下鉄・溜池山王駅、国会議事
堂前駅より徒歩３分）

原稿のお願い
次号 93号の菊友会報の原稿や写真の締

め切りは５月16日（金）です。同期会、ク
ラス会、OB・OG 会など 250 字以内の原
稿および写真をお送りください。

 03-3502-2205
会費：10,000 円

先日、案内状の送付作業を行い
ました。正式な招待状の発送は、
１月中旬を予定しております。

詳細は「高36回の広場」
http://kou36kudan.ldblog.jp/

 （幹事長  仙石 弘子）
都立九段高校柔道部還暦OB 会

平成26年11月15日に開催し
ますので高 24 回生の参加を期
待します。詳細は次号でお知ら
せいたします。

 （世話人  髙井信義・高13）

～ 九段中等教育学校吹奏楽部の心憎い演奏でスタート ～

◆九段高校創立40周年、50周年、
70周年、80周年の各記念誌を紐
解く中、当然ながら同窓会の歴史
も85年（菊友会の名称になって61
年）経ており、若い会員に伝えたい
記録の多さに気付きました。今号、
至大荘を題材とした記事「クローズ
アップ」、「至大荘歌考」、「一中時代

の至大荘生活」、「親子臨海体験記」
等、新旧織りまぜたほんの一部の内
容ですが、その中から九段の歴史や
伝統を少しでも知ってもらえれば、
私たちの素人編集も少しは役立っ
ているのかなーと思う次第です。
 （横田千明・高19）

会費納入のお願い
平成25年度（平成25年４月～平成26

年３月）菊友会維持会費の納入をお願い
します。郵便振替のほかに三菱東京UFJ、
みずほ、三井住友、りそなの各銀行から
も振込むことができます（詳細は８ペー
ジ参照）。

特別演奏会の曲名
◆連続テレビ小説「あまちゃん」テーマ
◆ストライク・アップ・ザ・バンド 
（G・ガーシューイン）

◆イン・ザ・ムード（ガーランド）
◆北島三郎・ヒット曲メドレー 3曲
◆震災復興支援歌「花は咲く」
◆チャップリン・メドレー 3曲（C・チ

ャップリン）
（次ページに続く ※）

理事は、総務企画・広報・会計・名
簿の各委員会に属し、それぞれの
業務を行う他、月に１度定例理事
会に出席します。定例理事会は、
原則として毎月第２金曜に開催。
担当理事から各種報告、母校との
連携、次の活動内容などを討議し
ています。菊友会への意見・要望
など、遠慮なく事務局にお寄せく
ださい。

●12月度●
校舎見学会の基本事項につき副校
長と打ち合わせ/11月30日中19の
メモリアル室見学６人参加/11月
17日関西菊友会30周年大会40人
出席/11月22日６年生に菊友会入
会説明/11月24日６年生の保護者
に菊友会入会説明/寄贈図書担当：
山崎理事、校歌祭担当：伊藤理事/
名簿電子化に関し詳細検討をして
いく。

●１月度●
12月23日の吹奏楽部のクリスマ
ス・コンサート理事４人参加/鈴木 
雅哉理事、職務多忙の為理事辞任。

●２月度●
理事の責任者変更、校歌祭責任者:
持田理事、寄贈図書事業責任者:山
崎理事

●３月度●
前年１月、菊友会からあしなが育
英会への東日本大震災寄付金に同
会から領収書/ ２月22日クロスカ
ントリー８理事参加/ ３月９日九
段中等教育学校の卒業式/ ３月23
日吹奏楽部定期演奏会/ ３月９日
高35・30周年/ ３月19日高11同
期会。

●４月度●
３月９日九段中等教育学校卒業式 
/ ３月12日千鳥ヶ淵公園にある

「第一東京市立中学発祥の地、記念

碑」占用許可申請の更新手続/ ４月
５日伝統継承HRの説明内容検討
会/ ４月６日九段中等教育学校入
学式/ ４月10日菊友ゴルフ大会/
千代田区に菊友会事務局の使用許
可申請。

●５月度●
４月14日高7喜寿の会/ ４月20日
高17同期会/ ４月20日高24同期
会/127人の評議員に開催通知を
発送/校歌祭、菊友大会への吹奏楽
部の出演依頼/平成25年度の当初
予算案と修正予算案の主な修正項
目の報告/高39卒業25周年記念同
期会より12万6800円寄付/広報
用PC １台更新。

●６月度●
５月18日菊友会評議員会/ ５月31
日九段PAの会報取材に協力/既存
の名簿管理システムを利用し新シ
ステムの導入は行わない/讃岳部

（九段山岳部のOB会）より部復興
の協力依頼あり。

●７月度●
７月２日伝統継承HRの事前打ち
合わせ/ ７月３日伝統継HR実施/
至大荘懇親会の役割分担/九段ネ
ット（HP）のあり方を検討する/冊
子名簿は理事会としては廃止する
ため評議員会で規約を改正する/
現在事務局で行っている名簿管理
は今後も継続。

●８月度●

７月28日至大荘、正寮落成式/ ７
月29日～８月２日本年度九段中
等教育学校至大荘行事/冊子名簿
発行停止に伴う規約改正案、提示
案了解。

●９月度●
８月17～18日至大荘懇親会/ ９
月７日高15・50周年同期会/来年
度の一中創立90周年記念事業計
画につき検討開始/ ９月13日 高
４・60周年同期会/伝統継承ＨＲ
説明資料の改定を来年度までに/
ホームページを担当する理事ある
いは適任者の選定が今後の課題。

●10月度●
９月28、29日に九段祭/10月５日
第21回校歌祭/10月10日菊友会
ゴルフ大会/クロスカントリーの
メダル発注、助手への弁当代、菊
友会が負担/25年度会費納入状況
の報告/会費納入方法（コンビニ利
用）の検討報告。

●11月度●
10月19日高40・25周年記念同期
会/10月20日、菊友会大会/11月
６日６年生を対象に菊友会入会説
明/11月９日関西菊友会/11月９
日６年生の保護者に対する菊友会
入会説明/11月30日高25同期会/
中等教育吹奏楽部、26年３月の定
期演奏会、菊友会後援承諾/25年
度菊友会大会の報告、反省点及び
来年の提案。




