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(1)菊友会報　第 9 9 号

§ 平成 29 年大学合格実績 §
３月18日に142人の中等８回生が九段
を巣立っていきました。６年間の学びを生
かして、それぞれの進学先で自己実現を目
指し、さらに社会に貢献する人財となるべ
く頑張ってください。下表は現役・既卒の
今年の成果です。
（続きは3ページに掲載）

千代田区立九段中等教育学校は2002年
11月に策定された「千代田区の中等教育将
来像」で、“高い志をもった生徒を育てる”こ
とを基本理念に、豊かな人間性や幅広い教
養を養うことを目指して、基礎学力に基づ
いた「キャリア教育」を徹底すること。それ
とともに個に応じた指導を重視し、生徒の
進学希望に応えられる高度な学力の定着を
図るなど、一人一人の自己実現を支援して
いく学校として11年前に開校しました。
開校以来の教育目標である「豊かな心　
知の創造」を実現するために様々な取組が
行われています。「学ぶ」「生きる」「鍛え
る」の３点を教育活動の基本方針として、
６年間を見通した継続性のある教育課程を
編成し実施。中高６年一貫教育の特徴を生
かし、５年生までは文系・理系に分けず全
教科・科目をバランスよく総合的・体系的
に学び、６年生で一人一人の進路希望にあ
わせた科目を選択し学びます。「体験を重
視し、本物から学ぶ」をキーワードに実験・
観察や体験的学習、ネイティブによる外国
語授業やオーストラリア海外研修を行って
生徒の探究心を育んでいます。思考力、判
断力、表現力の育成を重視し、少人数・習
熟度別授業を多くの教科で取り入れていま
す。そして、高い志をもって社会を牽引し、
社会に貢献する「次世代のリーダー育成」
を目指し、６年間を通してのキャリア教育
「九段自立プラン」を行い、主体的に学び行
動できる力や将来の生き方を考える力を養
っています。特に千代田区の豊富な教育資
源を生かして、企業・団体・大学・大使館
など本物に触れる体験を重視し、最終的に

生徒一人一人が「大学の先にある将来」を見
つけることができるよう支援しています。
また、社会のグローバル化の進展に伴い、
開校10年を契機に「地域を知る」「日本を知
る」「世界を知る」といった体系的なプログ
ラムとして「九段自立プラン」を一層充実さ
せ、海外の大学での体験活動や海外修学旅
行の導入準備を進めています。
このキャリア教育は１年生から６年生ま
で発達段階に応じて様々な取組が用意され
ています。自己の個性や適性を理解し、現
在や将来の自己の在り方や生き方を真剣に
考え、自己実現を目指して主体的に進路を
選択する力を身に付けることができる、千
代田区の中等教育学校ならではの特色と魅
力にあふれた教育活動です。
これまでの教育活動の成果はすでに社会
人となって社会貢献している卒業生、自己
実現を目指してそれぞれの進路先で学んで
いる卒業生に生かされていることと思いま
す。93年にわたる「九段」の歴史と伝統の
上に、さらに新しい歴史と伝統を積み上げ
て、より魅力的な「KUDAN」を築いていって
ほしいと願います。	 （高橋暁子・高17）
―出典：千代田区立九段中等教育学校
KUDAN 2017／10周年記念誌―
★★ 海外で活躍している

卒業生をご紹介ください ★★
九段中等教育学校では社会のグローバル
化の進展に伴い、より充実した海外での体
験活動を押し進めるため、ロサンゼルス、
ブリスベン（オーストラリア）で、活躍中の
九段OB・OGの方がおられましたら、菊友
会事務局まで情報をお寄せください。

大学名 現役 既卒 合計
大阪大学 1 1
神奈川県立保健福祉大学 1 1
京都大学 1 1
国際教養大学 2 2
首都大学東京 1 1
信州大学 1 1
千葉大学 4 1 5
筑波大学 2 2
都留文科大学 1 1
電気通信大学 1 1
東京大学 2 2
東京外国語大学 6 6
東京海洋大学 1 1
東京学芸大学 1 1
東京工業大学 1 1 2
東京農工大学 3 3
東北大学 1 1
一橋大学 3 3
北海道大学 1 1
北海道教育大学 1 1
宮崎大学 1 1
山口大学 1 1
山梨大学 2 2
横浜国立大学 2 2

国公立大計 37 6 43
防衛医科大学校 1 1

大学校計 1 0 1

豊かな心　知の創造　～九段中等教育学校教育目標～
■ 知性・感性を磨き、豊かな創造力を培う。 ■ 心身を鍛え、自主自律の精神を養う。
■ 主体的に社会貢献する意欲と態度を醸成する。

教育目標

5月11日、菊友会広報委員5人が九段中等教育学校石崎規生統括校長を校長室に訪問。開校10周年を経た母校が「さらなる発展を目
指す教育目標」とは？を中心にお話を伺いました。そのお話から九段中等教育学校に寄せる石崎校長の熱い情熱を感じ、学校の新たな
教育活動への意欲と試みを知ることができ、嬉しく思いました。また“菊友会の一層のご支援とご協力を”との要請を受けて、卒業生と
して温かく見守り、お役に立つことが出来ればとの思いを強くしました。校長との懇談をまとめ、会員の皆様にお知らせいたします。

（撮影：高木昭美・高24）
キャリア教育の授業
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平成29年度の評議員会が５月20日（土）
九段中等教育学校九段校舎会議室で開催さ
れ、平成29年度の事業計画・予算等の全議
案が承認されましたので、議事録を抜粋し
て会員の皆様に報告します。
議事に先立ち、赤司会長より、今年は至
大荘開設90周年、自然に恵まれた2000坪
の土地を破格の坪１円（円本ブームの時代
で本１冊と同価格）で父兄会の基金により
購入できた背景には後藤新平と成田千里校
長、当時土地を所有していた森矗昶氏の運
命的な出会いがあったなどのエピソードを
交えた挨拶がありました。引き続き、楫取
理事長を議長に選出したあと、出席者数の
確認があり、出席者17人、委任状42人計
59人、評議員総数139人の１/５以上であ
り本評議員会は成立した報告の後、議事が

開始されました。
☆第１号議案　平成28年度事業報告なら

びに会計監査、決算承認の件
平成28年度事業報告書、決算報告書及び
監査報告書に基づき、事業内容、決算及び
監査結果が担当理事より報告され挙手にて
承認されました。
☆第２号議案　平成29年度事業計画なら

びに予算承認の件

本年度事業計画（案）及び予算（案）に基づ
き、事業計画（案）及び予算（案）が担当理事
から提案されました。
髙野評議員（高４）から予算（案）中の新会
員入会金の納入状況及び確保策について質
問があり、理事長から従前のような学校組
織を通じての集金は難しいことにより卒業
生及びその保護者に対する働きかけを強化
するなどの対応を説明しました。その後、
挙手にて議案は承認されました。
☆第３号議案　役員人事承認の件
理事長から大野和男（高21）、倉又茂（高
21）、山崎幹彦（高21）、小林紀子（高34）
各氏の理事選任の提案があり、挙手により
承認されました。また、新田潔（高18）、岩
城悦子（高19）、松本茂夫（高19）各氏の理
事退任が報告されました。

＜平成29 年度菊友会　役員構成＞
会長	 赤司　久雄	 高15
副会長	 井上　良夫	 高17
　〃	 酒井憲太郎	 高17
監事	 大西　正孝	 高10
　〃	 田島　英子	 高20
顧問	 髙橋　直人	 高14
　〃	 野本　俊輔	 高17

＜理事会・委員会＞
理事長	 楫取　能彦	 高17
副理事長	 持田　　悟	 高18
　〃	 前田　敏行	 高18
　〃	 原田　忠禮	 高21
総務企画委員会
委員長	 前田　敏行	 高18
副委員長	 山﨑　　猛	 高20
理事	 藤代　興里	 高18
　〃	 青木　麗子	 高19
　〃	 横田　千明	 高19
　〃	 村上　恭子（兼）	 高21
　〃	 山崎　幹彦	 高21	 新
　〃	 伊藤ユリア	 高24
　〃	 高木　昭美(兼)	 高24　
　〃	 内藤　恵子(兼)	 高24　
　〃	 長門由美子	 高25
　〃	 小林　紀子	 高34	 新
広報委員会
委員長	 原田　忠禮	 高21
理事	 高橋　暁子	 高17
　〃	 村上　恭子	 高21
　〃	 倉又　　茂	 高21	 新
　〃	 大野　和男	 高21	 新
　〃	 高木　昭美	 高24　
　〃	 赤木恵利子	 高25
会計委員会
委員長	 渡辺　憲雄	 高19
理事	 内藤　恵子	 高24
名簿委員会
委員長	 持田　　悟	 高18

平成27年度 平成28年度実績 平成29年度

実績
予算

A
実績

B
予実差
A-B

予算

収

入

維持会費 6,781,000 6,800,000 5,952,000 848,000 6,300,000
新会員入会金 475,000 540,000 565,000 △	25,000 560,000
菊友大会会費 994,000 940,000 766,000 174,000 850,000
至大荘懇親会会費 707,000 735,000 833,150 △	98,150 800,000
評議員会会費 84,000 94,000 72,000 22,000 94,000
寄付金 69,000 0 7,000 △	7,000 0
雑収入 10,370 0 12,754 △	12,754 0
受取利息 4,380 0 2,764 △	2,764 0

収 入 計 9,124,750 9,109,000 8,210,668 898,332 8,604,000

事

業

費

在校生・卒業生支援費 249,974 298,000 335,858 △	37,858 310,000
菊友会大会経費 1,160,238 1,210,000 972,528 237,472 1,000,000
至大荘懇親会経費 727,463 776,000 843,125 △	67,125 850,000
評議員会経費 153,896 168,000 138,915 29,085 168,000
名簿作成・送付費 0 0 0 0 10,000
会報印刷・郵送費 3,327,498 3,500,000 3,234,812 265,188 3,500,000
ホームページ運営費 0 140,000 140,000 0 140,000
菊友会紹介紙作成費 0 60,000 16,000 44,000 0
校歌祭参加費 149,414 155,000 148,149 6,851 155,000
法人九段関係費 69,000 69,000 0 69,000 0
中等創立10周年事業費 0 100,000 72,000 28,000 0
事	業	費	小	計 5,837,483 6,476,000 5,901,387 574,613 6,133,000

管

理

費

事務局人件費 1,474,320 1,550,000 1,545,840 4,160 1,550,000
光熱費 30,425 40,000 27,900 12,100 40,000
通信費 140,768 110,000 127,765 △	17,765 110,000
リース費 8,683 9,000 8,683 317 9,000
パソコン関係費 236,354 160,000 63,490 96,510 200,000
コピー費 86,533 90,000 89,895 105 90,000
事務消耗品費 43,588 50,000 14,461 35,539 50,000
理事会交通費 208,000 220,000 205,000 15,000 210,000
旅費交通費 30,000 30,000 30,000 0 30,000
振込手数料 220,310 220,000 195,186 24,814 220,000
慶弔費 57,280 50,000 40,000 10,000 50,000
雑費 112,118 60,000 31,462 28,538 60,000
管	理	費	小	計 2,648,379 2,589,000 2,379,682 209,318 2,619,000

支 出 計 8,485,862 9,065,000 8,281,069 783,931 8,752,000
収 支 差 額 638,888 44,000 △	70,401 114,401 △	148,000

菊友会　平成27 年度実績 平成28 年度予実算及び平成29 年度予算

寄付金内訳（合計7,000円）
（個人）角田真一郎氏（中14）

（単位：円）

（撮影：倉又　茂・高21）

平成29年度　菊友会評議員会
新年度の事業計画・予算・新任理事　承認される
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大学名 現役 既卒 合計 大学名 現役 既卒 合計 大学名 現役 既卒 合計
青山学院大学 5 1 6 成城大学 1 1 東洋大学 14 1 15
跡見学園女子大学 1 1 聖心女子大学 1 1 獨協大学 4 4
桜美林大学 2 2 清泉女子大学 2 2 二松学舎大学 3 3
学習院女子大学 1 1 専修大学 5 5 日本女子大学 3 3
学習院大学 3 3 創価大学 2 2 日本大学 19 3 22
関西大学 1 1 大正大学 3 3 文京学院大学 2 2
神田外語大学 1 1 拓殖大学 2 2 文教大学 3 3
北里大学 1 1 玉川大学 1 1 2 法政大学 13 13
共立女子大学 1 1 多摩美術大学 2 2 武蔵大学 1 1
杏林大学 1 1 千葉工業大学 1 1 武蔵野大学 2 1 3
慶應義塾大学 8 6 14 中央大学 23 4 27 武蔵野美術大学 2 2
国際医療福祉大学 1 1 2 津田塾大学 1 1 明海大学 1 1
国際基督教大学 3 1 4 帝京大学 3 3 明治学院大学 5 1 6
駒澤大学 4 4 帝京平成大学 1 1 明治大学 22 4 26
芝浦工業大学 10 4 14 東海大学 4 2 6 明星大学 1 1
城西国際大学 1 1 東京家政大学 1 1 目白大学 1 1
城西大学 3 3 東京歯科大学 1 1 横浜薬科大学 1 1
上智大学 14 14 東京経済大学 2 2 立教大学 18 1 19
昭和女子大学 3 3 東京女子大学 2 2 立命館大学 1 1
昭和大学 4 4 東京電機大学 3 3 和光大学 1 1
女子栄養大学 1 1 東京農業大学 11 11 早稲田大学 24 7 31
女子美術大学 1 1 東京福祉大学 1 1 私立大学計 303 46 349
白百合女子大学 3 3 東京理科大学 14 5 19
成蹊大学 4 4 同志社大学 1 1

※議事終了後に宮島評議員（高７）から菊友
会活動の活性化のため、以下２点の提言が
ありました。①九段高校から九段中等教育
学校への移行に際して、千代田区、学校当
局、菊友会三者の話し合いの経緯等を先輩
から引き継いで九段の伝統を守る活動に留
意すること。②菊友会ホームページの活性
化を図ること。　楫取理事長から「宮島評
議員の意見に関しては、これまでも執行部
として配慮して運営に当たっているが、今
後一層留意していきたい」と回答した。原田
副理事長から「ホームページ活性化への取
組みとしてこの４月から新たにホームペー
ジ運用規程を策定、運用開始し、今後賞味
期限切れのお知らせなどを削除していく」
と回答し、会議は終了しました。

春の第63回菊友ゴルフ大会
４月13日（木）春爛漫の若洲ゴルフ
リンクスで開催された恒例菊友ゴルフ
大会。参加会員43人（うち女性会員８
人）と最近では最高の参加者。高３回か
ら高35回までの幅広い年代が参加す
るのも菊友会ならではでしたが、元気
に全員がホールアウト。優勝は荒井博
氏（高18）、準優勝は初参加の酒見武史
氏（高35）、第３位は加藤武氏（高16）。
ベスグロ鈴木實氏（高17）、シニアベス
グロ中村宏氏（高12）、女性最高賞小林
紀子さん。次回開催は10月、秋晴れの
下、また多くの会員の皆様とお会いで
きますように。
	 （小林紀子・高34）

評議員会懇親会開催
評議員会終了後、神保町の中華料理店「王
家私菜」に移動し、懇親会を開催。出席評議
員15人、役員・理事17人、新会員の中等
８回クラス委員４人計36人が参加。
懇親会は楫取理事長の開会挨拶に続き、
最長老の髙野評議員の乾杯で始まり、参加
評議員・役員・理事・新会員が紹介されまし
た。特に新会員である中等８回の宮下訓兆
さん、ワード珠里亜さん、戸根木希さん、
西山侑里さんからそれぞれの進路、将来の
希望などについて力強い抱負が述べられ、
出席者から大きな拍手が送られました。最
後に校歌・至大荘歌を全員で合唱し、菊友
会活動の益々の活発化を祈念して、２時間
の和気あいあいの懇親の場を終えました。
	 （前田敏行・高18）

評議員会出席者
評議員（敬称略）
髙野光正（高４）、宮島徹（高７）、百々阿弗
利（高８）、坂上宗男（高10）、谷貝友康（高
12）、馬渕義彦（高13）、舩越靖彦・山田興
一（高14）、田ノ倉美保子（高15）、加藤千恵
子・國領千枝子（高18）、奥山敬志・竹鼻始
（高19）、林秀夫（高20）、沼尾正行（高29）、

井上昭博（高32）、高山剛一（高40）
役員・理事
赤司久雄会長（高15）、井上良夫・酒井
憲太郎副会長（高17）、大西正孝監事（高
10）、田島英子監事（高20）、髙橋直人顧
問（高14）、野本俊輔顧問（高17）、他理
事16人。

（撮影：倉又　茂・高21）

評議員会・懇親会 法人九段
至大荘開設90周年
昭和２年（1927）、第一東京市立中学校父
兄会の支援で千葉県興津町に開設された至
大荘は、今年90周年を迎えました。
公益社団法人九段は、今年度90周年記念
事業を年度計画に加え、式典・祝賀会実施
と90周年記念誌を発行します。
市立一中生徒の夏冬の至大荘生活は開設
時から昭和18年まで続き、戦争で昭和19年
からは中止。戦時中は、施設の一部が東京
市小学校児童の戦時疎開先となり、旧海軍
の特攻基地としても徴用されました。戦後
一時期は外地からの引揚者用住宅になり、
建物の荒廃が進みました。
東京都立九段高等学校の至大荘行事とし
て復活したのは昭和26年（1951）。昭和33
年からは各寮の改修・建替えが順次進み、
地元の方々の協力も得て、至大荘行事は平
成19年（2007）千代田区立九段中等教育学
校に引き継がれ、現在に至っています。ま
た、東京都の児童養護施設を対象としたボ
ランティアグループ「思いつきの会」にも昭
和38年（1963）から50年以上、毎年夏に臨
海体験の場として利用していただいていま
す。こうした歴史的背景を振り返り、記念
事業の一環としての記念誌の編集作業と７
月29日祝賀会の開催に向けて準備を進め
ています。	 （横田千明・高19）

（大学合格実績 １ページから続き）

（撮影：前田敏行・高18）

理事長と新会員 （撮影：倉又　茂・高21）
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菊友会初！落語真打昇進
～29年度菊友会大会特別高座

三遊亭ときん（本名吉田大介）さんは九段
高校1994年卒業。今年３月に落語協会の
真打にめでたく昇進し、菊友会始まって以
来の落語真打になりました。
ときんさんは九段高校在学中から落語に
興味を持ち、東京農業大学に入学し、落語研
究会に所属しました。2003年三遊亭金時師
匠に入門。前座名は「時松」。2006年二ツ目
に昇進。2003年入門の同期10人で「TEN」
というユニットを組んでいます（平成29年
7月を以て解散）。真打に昇進し「三遊亭と
きん」に改めました。紋は丸に三つ鱗。出
囃子はせつほんかいな。趣味は国内放浪、
銭湯、お酒。落語を初めて見た方が落語を
好きになるような楽しい高座を心がけてい
るそうです。真打昇進でご多忙の中、今年
10月29日の菊友会大会の特別高座にご出
演いただくことになりましたので、会員の
皆様の奮ってのご参加をお待ちしています。
	 （楫取能彦・高17）

新任の上
かみむら

村礼子副校長ごあいさつ
菊友会の皆様には、日ごろ
多大なるご支援を賜り誠
に感謝申し上げます。こ
の４月に私は６年ぶり
に副校長として九段に
戻って参りました。平成
18年に着任した開校当初

は21名だった教員も現在は80名となり、
さらに充実した内容で特色のある教育活動
を推進しています。生徒が学習だけでなく
委員会や部活動に主体的に取り組む姿にと
ても頼もしさを感じています。
日本の中心地である千代田区の地の利を
生かした日本有数の企業や大使館と連携し
たキャリア教育「九段自立プラン」では、生
徒の主体性を伸ばす課題解決型学習を継続
して実践しています。また、伝統の「至大荘
行事」を通して、生徒は「至大至剛の精神」
を脈々と受け継いでいます。さらに、来年
度から世界で活躍するリーダーを育成する
教育活動の一環として、後期課程の生徒を
対象とした海外研修もスタートします。今
後ともご協力をお願いいたします。

三遊亭ときん師匠と同期の方皆さんで応援に来てください。
日時：10月29日（日）	 受付：13時30分　開会：14時
会場：ホテルグランドパレス（東京都千代田区飯田橋

1-1-1　TEL 03-3264-1111）	
九段下駅［7番出口］から徒歩約2分

会費：8,000円		（ただし、中等５回～８回生 2,000円）
申し込み締切：10月13日（金）
特別高座：三遊亭ときん（落語協会真打・高46）

ゴルフ好きの皆さん、初参加の方も大歓迎です。
石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24）　申し込み締切：９月19日（火）

菊友会大会の福引景品のお願い
今年の菊友会大会でも恒例の福引を行います。会員の皆様、大会を盛り上げる景
品のご寄付をどうかよろしくお願いします。ご連絡は菊友会事務局へ。

”KUDAN” で会おう　菊友会イベントのご案内

クラス会・部活OB会の仲間をお誘いあわせの上、ご参加ください。

日時：８月19日（土）～ 20日（日）（１泊２日）
場所：至大荘（千葉県勝浦市守谷40）
　　　受付は15:00（13:00より入荘可能　車の駐車可）
日程：懇親会のほか、花火大会、バーベキュー、勝浦朝市散策など。白い砂浜で

の海水浴も堪能してください。
申し込み締切：８月４日（金）
参加費：10,000円（１泊３食付き）、同伴の小、中、高校生　5,000円　幼児無料
※なお、プレゴルフ大会（19日勝浦東急GC）を開催します。参加ご希望の方は懇親
会申し込み時にその旨明記してください。

九段中等教育学校吹奏楽部の伴奏で、「校歌」、「至大荘
歌」、「至大荘とともに」などを菊友会参加者一同で合唱
します。
日時：10月１日（日）	 会場：12時　開会：12時30分
会場：サンパール荒川大ホール（荒川区民会館）	

東京都荒川区荒川1-1-1　TEL	03-3806-6531
出演校：西高校、両国高校など約20校
申し込み締切：９月12日（火）

上記の各イベントのお申込み・お問い合わせ
菊友会事務局に電話または、FAX、Eメールで。
TEL 03-3263-2448　 （火・金11:00～ 16:00）
FAX 03-3263-1033
E-mail kikuyukai@kudan-net.com

至大荘懇親会　8 月19日（土）～ 20日（日）

第64回　菊友ゴルフ大会　10月5日（木）

第24回　東京校歌祭  10月1日（日）　入場無料

菊友会大会　10月29日（日）

三
遊
亭
と
き
ん 

さ
ん

（
高
46
回
）

46回生集まって

くれ～！
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石渡恭子さん（高31）制作のタイルアー
ト町案内板が、今春、「北斎通り」にお目見
えです。
『町に残る仕事が出来て多くの人々に
見ていただけることは作家冥利に尽きま
す！』と、約半年もかかった大仕事を終え、
素敵な笑顔で話していました。行きかう
人々が足を止め感心して作品に見入ってい
る様子を見て、同期として心から誇らしく
嬉しくなりました。これからも良い作品を
作り続け、世の中に届けてほしいです。
	（東京都伝統工芸士	福田　隆・高31）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「北斎通り」は、江戸時代の浮世絵師・葛
飾北斎の生誕の地といわれる墨田区亀沢の
江戸東京博物館前から横十間川に到る通り
です。この通りの観光案内版として墨田区
から依頼を受け、富嶽三十六景などをタイ
ル画にデザインし、地元の児童や住民と一
緒に制作したものです。
石渡さんは、航空会社のＣＡ、国立医療
病院管理研究所の研究助手などを経て、
2011年スペインバレンシアより「タイル絵
付けマイスター」に認定されました。
会員の皆様、北斎通りの街歩きを楽しん
でみませんか？	 （高木昭美・高24）

５月19日 手作りの和と協調の体育祭
体育祭では、全校生徒が２組に分かれて
競います。実行委員の生徒の皆さんが目的
やテーマを持った種目を考えました。６年
制の一貫校ならではの１年と６年が協力す
る『団結リレー』や全学年選抜の『増脚リレ
ー』、各学年の『全員リレー』などクラスだ
けでなく学年を超えた和と協調が見えまし
た。安全面の上から危険と思われる種目が
中止となる昨今です。九段の生徒たちは
様々な制約の中でどのようにすれば安全に
行うことができるかを考えてルールを作り
ました。棒倒しはひざ当て、軍手、ヘッド
ギアを装着。上に乗って棒を倒す人は下の
生徒の事を考え裸足です。騎馬戦も以前に
比べ進化していました。狭い校庭での工夫
を凝らした生徒たちで考えた体育祭。今日
も自主自立の九段の精神を感じることが出
来た１日でした。	 （赤木恵利子・高25）

伝統の『クロスカントリーレース』開催！！
九段伝統の『クロスカントリーレース』
が、２月16日に、尽性園で開催され、菊
友会から９人が応援に駆けつけました。小
春日和のとてもさわやかな天候に恵まれ，
１、２年生男女が７km、３、４、５年生女子
が９km、同男子が10kmの距離で、順番に
スタート。３つのレースが行われました。
久々に見る『尽性園』と、『クロスカントリ
ー』に、昔のことを思い出しつつ、興味を
抱きながら眺めるうちに、30分もしただろ
うか、早くもトップが元気に戻ってくる。
こんなものだったっけ？と呆気にとられつ
つも、応援の皆が拍手する中、ゴールへ向
かっていった。競技の後は、尽性園の体育
館で表彰式が行われ、各レースの個人優秀
者10名と団体優秀3クラスに、学校から賞
状授与、続いて、菊友会から寄贈の記念メ
ダルが楫取理事長の手によって贈られまし
た。	 （倉又　茂・高21）

感動の『開校10周年記念』定期演奏会
吹奏楽部の第９回演奏会が、３月26日
大田区民ホール・アプリコで開催されまし
た。現役諸君の演奏は本当にすばらしかっ
た。５年前、卒業後初めて聴いた演奏会で
も、OBの私は、不覚にも涙が止まらなく
なってしまいました。最後の曲目、チャイ
コフスキーの「1812年」を聴いたときには、
私が現役時代に演奏した「スラブ行進曲」と
同じ旋律が流れるところがあり、当時のこ
とが走馬燈のごとく思い出されました。会
場で偶然会ったOB松井さん（高21）の顔も
笑い泣きで、群馬から聴きに来ていた同期
のOB本松君は、終了後の居酒屋でもまだ
泣いていました。５年後の今回は、前より
も冷静に聴くことができましたが、吹奏楽
部は当時とは比較にならないほど進歩して
います。来年は３月21日、武蔵野市民文化
会館へ必ず行きます。願わくば、もう少し
男子部員が増えてほしいなあ。
	 （内藤義弘・高24）

生徒とともに応援しました

男子上級生のスタートダッシュ

棒倒し（上）と応援合戦（下） 北斎通りにある作品と石渡さん

区分 教科等 氏名 新所属

教
育
職
員

転出

副校長 美術 山本　一之介 都立三鷹中等教育学校
主幹教諭 国語 高田　亜咲子 都立文京高校
主幹教諭 国語 荒井　佳子 都立桜修館中等教育学校
主幹教諭 数学 大谷　明輝 都立小石川中等教育学校
主幹教諭 物理 津田　一哉 都立小松川高校
主幹教諭 化学 加藤　優太 都立小石川中等教育学校
主幹教諭 英語 清水　知子 都立豊島高等学校（全）
主幹教諭 英語 石井　　亨 文京区立第十中学校
主幹教諭 音楽 美原　良子 都立大泉高校・付属中学校
主幹教諭 保健体育 信太　和恵 都立桜修館中等教育学校
主任養護教諭 養護 板垣　美佐子 稲城市立稲木第六中学校

退職

主任教諭 英語 田口　徹 退職
主任教諭 国語 内山　與治 千代田区立九段中等教育学校
育休代替教員 数学 廣井　聡之 任期満了
育休代替教員 数学 藤川　安孝 千代田区立九段中等教育学校
育休代替教員 英語 大城　伸一 任期満了
育休代替教員 英語 梅宮　好記 任期満了
育休代替教員 美術 高野　愛子 任期満了
育休代替教員 保健体育 中島　沙織 千代田区立九段中等教育学校

事
務

転出
事務主事 事務 原田　大地 政策経営部災害対策・危機管理課
技能主任 技能 山口　和仁 千代田区立九段小学校

退職 臨時職員 事務 山辺　乃里子 千代田区立九段小学校

今春転出された教職員の方々～ありがとうございました！

卒業生の作品が北斎通りに！
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高７　春の七九会の集い
３月11日、春の集いを開催。
25人の出席者で、女性たちの
中には老齢の旦那さまのケアを
他の人に頼んだり、娘さんに会
場まで送ってもらったりしなが
ら、同期の皆さんとの歓談で
パワーを貰うのを楽しみに参加
された方もあり盛会となりまし
た。これからも七九会は、夏７
月、秋11月、ゴルフは10月に
行います。体調を整え参加して
楽しみましょう。	（宮島　徹）

高14　卒業55 周年同期会
桜が咲く３月28日、昭和37	

年卒102人が弘済会館に集結。
司会役は沼本夕起子・平林廣子、
恩師・同胞に黙祷を捧げ、吹奏
楽部を立ち上げた安元弘行の指
揮で校歌斉唱、菅原寛貴が開会
宣言、岡川榮司実行委員長は健
康百寿を願う挨拶、髙橋直人は
母校・菊友会の報告、乾杯は志
岐紀夫。安元弘行・丸尾健司自
演のBGMが流れ、歓談に爆入。
後半は荘司國雄の会務報告、肩
組んで至大荘歌、中嶋輝美の中
締めで４時30分閉会。高揚した
気分のまま１階レストランの２
次会に、６時30分２度目の閉
会。更に３次会と長い１日でし
た。	 （岡川榮司）

高13　同期会
母校を巣立って56年目の同
期会を３月20日春分の日に百
代茶屋田町店で69人が参加し
て開催。開会に先駆け、物故者
への黙祷で４人の方々のご冥福
を祈った。金子一義の乾杯挨拶
に続き、持田菊友会副理事長か
ら挨拶とお祝いを頂戴し、昼食
バイキングが始まった。昨年の
反省を踏まえて料理の量を多く
したので苦情は出なかった。
クラス別記念写真を撮った後

は、他のクラス仲間との懇談が
できる様に自由にテーブルを行
き来できる様にした。終宴前に
恒例の山崎武正の音頭で校歌・
至大荘歌を皆で斉唱してから好
天の屋外で集合写真を撮った。
引続き同じ会場での二次会

「お茶会」には57人の方々が席
を移動し、昔話に花を咲かせな
がら３時間半がアッと言う間に
過ぎてしまった。来年も元気な
姿での再会を誓ってお開きとな
った。	 （幹事：	高井・馬渕）

生物部創部70周年記念OB 会
春近い３月12日、アルカディ
ア市ヶ谷に110人が集合し（	年
齢差60歳！）正に「多彩の會」
となりました。昭和22年当時
の若手生物科の稲葉茂正、田中
四郎、林精一（98歳御存命）	の
諸先生が顧問で誕生したようで
す。歴代の顧問、太田弘、岡本
毅、楢本汎也、飯沼美雄、真柳
仁の５人の先生方の胸に高24
の女性部員がてんとう虫の記念
バッジをお付けするセレモニー
の後、先生方の昔の様々な武勇

伝？に盛り上が
りました。会場
内には部誌「自然
の友」、壁には過

去の写真がぐるりと飾られ、一
枚一枚に歴史を感じました。中
にはゲートル姿の先輩も。南極
越冬隊員でいらした三島次郎先
輩（中19）による乾杯の音頭で
始まった会もあっという間に過
ぎ、Mr.OB会を自負する私が「次
回は100周年で！（笑）」と挨拶
をし、閉会となりました。
	 （江口芳夫・高19）

中等４　同期会
１月８日、渋谷の「カーサ・ア
スティオン」にて２年ぶりに開
催。４回生83人が出席。幹事
長は、平成28年度、観海亭亭
長の宇田川まり。恩師は、落合
良美、小美野清一、本多敏幸、
成島真澄、小出峰仁、森谷隆、
上村礼子の７先生をお迎えし、
恩師や仲間に近況を報告。既に
社会人の者、４月から社会人や
大学院に進学する者、あと１～
２年で大学を卒業する者など人

それぞれ。恩師からは卒業記念
ビデオの上映や、はがき新聞の
返却といったサプライズもあっ
た。これから10年後、20年後、
その先も、恩師や仲間との絆を
大切にしたいと思います。
	 （飯島瑠玖）

高17　古希記念同期会
５月13日、古希記念同期会
をホテルグランドパレスで開
催。雨模様にも拘わらず、伊部
哲先生、太田弘先生、川田節子
先生、増田三郎先生のご出席も
賜り、総勢91人が参集。７組
楫取能彦君の司会のもと、幹事
長の７組田上哲也君の開会挨拶
に始まり、伊部先生のご発声で
乾杯、先生方・菊友会理事高橋
暁子さんのご挨拶の後、歓談へ
と。新旧の校舎の様子などの映
像が流れる会場は、しばし、古
希を迎えた仲間とは思えない笑
顔と話し声で満ち、後半はクラ
ス別出席者の紹介と全員写真の
撮影、最後に校歌・至大荘歌の
斉唱で、お開きとなりました。
	 （伊能正子・７組）

第16回のクラス会を、３月17
日12時から銀座ライオン新橋
店に13人が集り、美味しいビー
ルを飲みながら語らいました。
乾杯を繰り返し、メートルが上
がり調子が良くなって３時間以
上が瞬く間に過ぎたのは何時も
の事。まだまだ若いね！お店も
値段も気に入り、次回もここで
開催決定。参加者は梅川学、海
老原哲、大野豊、小川修司、川
船信之、木原淑子、斎藤聖子、
鈴木洋一、高橋義幸、星野矩
之、山田清三、山本俊作、四ッ
倉みどり。	次回は９月８日。来
てね！	（四ッ倉、山田・幹事）

高16　３年４組クラス会
一昨年、昨年に引き続いて３
回目の３年４組のクラス会を
NEC芝倶楽部にて盛大に開催し
ました。過去最多の25	人の参
加でした。我がクラスは48人
（男37人、女11人）で、連絡が
取れない7	人と逝去者３人を除
くと、80％の38人と連絡でき
ています。今年の参加25人（男
20人、女５人）は、クラスの半
数以上で、連絡取れる方の67％
の出席です。古希を過ぎても皆
元気で、近況報告スピーチと九
段高校校歌と至大荘歌の全員合
唱であっという間の２時間半で
した。	 （津田芳明）

九九会ゴルフ（高９同期会）
４月21日、九九会ゴルフを行
いました。成績は、優勝が善本
圭子、準優勝が海野曉、３位が
舟久保政幸、ラッキー７賞が田
中良子、ベストグロス賞が尾羽
澤正敏でした。	 （海野　曉）

投稿ページ ～同期会・クラス会・OB/OG会など お詫び：投稿文書は、一部短縮
編集させていただきました。

高15　３年４組クラス会
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音楽部OB・OG 会「マルシュナー会」
1974 ～77
年頃、混声合唱
に燃えていた
音楽部OB・OG
（高29・30）	が、
１月８日、石井眞砂美さん（高
30）経営の「ツッカーモ（東葉高
速鉄道・飯山満駅前）」にて再
会。合唱指揮者としてご活躍の
金川明裕先輩（高23）も出席し
て、久々に旧交を温めました。
締めには九段祭の定番曲「二人

の弾兵(	シューマン)」を高らか
に歌ってお開き。「マルシュナー
会」と優美な名を持つ当会では
今後、何か積極的に活動しよう
との声も上がりました。卒部生
のご連絡をお待ちします。
	 （関根　寛・高30）

～～ 級友を偲んで　高15 回３年５組 ～～
２人の級友を続けて失った。栗原正典さん。銀座のクリニ
ックで世話になった同期は数知れない。産業医としても多忙
を極めた。医師の覚悟か、ご子息に道を見事に譲って逝って
しまった。もうひとりは木ノ本正夫さん。温厚誠実、柔道一
筋。金沢大付属高校で体育の教職に就いた。幾多の木ノ本２
世を世に送り出したに違いない。栗原さんの墓に参り、自由
が丘で会食。14人が思い思いに語る故人とのエピソードに、
ふたりが蘇る。哀しく寂しい。
幹事の中嶋さんが「偲ぶ会は今
回限り。次回からは毎年のクラ
ス会でまとめてやります」とブ
ラックジョーク。２月１日、優
しい日差しが注いでいた。

（田ノ倉美保子）
硬式野球部一球会
例年、年の瀬に忘年会を兼ね
た元高校球児の集まりがありま
す。12月６日、飯田橋駅近傍に
高20	回生を中心に総勢18人が
集結しました。学会の議論によ
れば、「准高齢者」と定義される
そうです。体形、頭髪とも往年
とは全く異なるが、心意気は変
わらず、50	年前の一投一打を酒
の肴として大いに盛り上がりま
した。次回は平成29年12月１
日、飯田橋近傍で開催します。
関係者の参集を期待します。代
表は高20の高橋香男留です。
	 （柳川孝二・高22）

高24　３年１組クラス会
卒業後約40年ぶりのクラス
会を２月25日飯田橋駅の近く
の「庄や」で、御年87歳の近藤
義郎先生（元担任）をお招きして
開催しました。当日はアラカン
（around還暦 !）の男子10人、女
子３人が参加。恩師の近況報告に
続いて参加者の近況報告。神楽坂
のビアホールの２次会には、さら
に男子１人、女子２人が加わって
盛り上がり、３次会は、飯田橋の
小生の税務事務所で、９時近くま
で、お茶を飲んで話し込みまし
た。今度はもっと大勢で集まりた
いね、と。	 （山本光一）

高49回（平成９年卒）卒業生292人のうち、125人が会報の送付先不明 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
卒業後20年目にして約43％の菊友会員の住所が不明となっており、菊友会報を送付できておりません。以下の方の消息をお知りの
方はご本人にご連絡の上、事務局までお知らせください。ご協力をお願いいたします。（名簿委員会）

逝去 謹んでご冥福をお祈り申しあげます
前号以降にご逝去が判明した方々です（敬称略）

阿部巨仁 遠藤理英子 黒沢勝彦 鈴木泰子 手塚麻衣 兵藤江里子
森田有一郎 鎌田（秋元）佳寿子 小田加奈美 小林英恵 関川みどり 黛（照井）佳代子
平林　武 森村逸平 新井さゆり 大内恵子 郡　弘典 関澤研二
德田めぐみ 廣田耕人 矢端園子 熊代（井上）とも子 大谷卓弥 佐藤聖子
芹田郁恵 中路美佳 福田有希 安田典子 井上年男 大沼敦子
齋藤武士 田中健一郎 中園理恵 古田希代子 山井文乃 飯島望
岡井啓子 坂上比奈子 髙尾真悟 中田祥康 細谷昌秀 篠田（山岸）連
池内　歩 加納　武 坂庭良子 高木亜季 中村圭介 堀　結香
山口理香 池谷壮太 蟹江夏子 定久初恵 髙木七夕子 長瀬　愛
真柄ちさと 山下春美 石井彩子 蒲生真穂 澤田昌江 高橋幸子
根本典子 増田美紗 山中マリー・可弥 石井隼人 神先晋平 宍戸幸弘
髙橋千春 野澤清子 松浦ひとみ 山本由香 針谷	（石井）梨恵子 室井明子
川上京子 下浦紀子 髙橋葉子 野村美恵 松木信也 吉澤淳一
石原智恵子 川手佑允 下川富美 髙橋玲子 萩本麻衣 松木友美
若松さやか 石渡実穂 川村友理 東海林（申）亜美 森村（嶽山	)とも恵 橋本麻衣子
三宅千晶 渡部しのぶ 今泉蘭子 河原田健児 菅原秀将 辰口容子
長谷川知子 宮崎淳平 渡辺志津子 岩井幸子 木下友宏 管　しおり
谷井由香 畠山麻衣子 宮崎ゆかり 渡辺隆之 宇田川海人 木村衣里
菅原真由 塚谷一貴 廣瀬（初谷）恵子 村上泰道 渡邉哲子 上田紗奈江
木村広樹 鈴木淳子 對比地英章 原田由美子 村山良子 渡辺梨沙
遠藤かなで 北村あゆみ 鈴木未希子 鶴田清美 東端麻友子

恩師 渡辺弘一郎 高２ 大嶋十志夫 高９ 清水富士夫
中10 小野高麻呂 高２ 大橋泰二 高９ 内藤恵夫
中11 島津孝彦 高２ 門倉義孝 高９ 中村寿男
中11 水原春郎 高２ 竹島泰浩 高10 大野吏由
中12 小林　滋 高２ 松田正彦 高10 鈴木孝昌
中12 小林　勝 高３ 臼井眞三 高10 渡部隆男
中12 次田貞亮 高４ 潟上愿英 高13 浅川博忠
中12 中尾　彬 高５ 内林洋子 高14 野﨑久治
中13 横山佐吉 高５ 菊池恵美子 高14 若杉英樹
中14 安達謙太郎 高５ 坂野　侃 高15 木ノ本正夫
中14 筧　忠正 高６ 大門修一郎 高15 栗原正典
中14 升本幸博 高６ 福富秀高 高15 吉田威夫
中15 名取至誠 高７ 長谷川光子 高20 板橋次郎
中17 吉野長康 高７ 山本謹吾 高27 村上佐和子
中18 山縣　喬 高８ 斎藤　昇 高31 萩原一弘
併１ 吉田　舜 高９ 橘田鉄也 高32 田中俊輔
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菊友会は会員の皆様に納めて
頂いた維持会費を財源として卒
業生約1万5千人に年２回の会
報発行、会員相互の親睦を図る
ための大会の開催、母校の発展
に寄与するための在校生に対す
る支援などを行っております。
その維持会費が、平成28年度
は5,952千円と、平成27年度
の6,781千円に比べ829千円も
減少しました。過去10年間に
おいて最も少なかったのは平成
26年度の6,279千円ですが、そ
れを下回り6,000千円を割込ん
でしまいました。その結果、収
入から支出を差引いた収支差額
がマイナスとなりました。収支
差額がマイナスというのは、当
年度の収入で費用を賄うことが
できないということです。それ

が続くと手許にある現金・預金
がどんどん減少し、いずれは菊
友会の事業を行うことができな
くなります。「私一人ぐらい納め
なくても」、「誰かが納めてくれ
る」、「納めるのは面倒だ」などと
はお思いにならず、今まで納入
されていない方は今年度分から
で結構です、是非とも維持会費
を納入していただきたくよろし
くお願い申し上げます。
維持会費は年額3,000円で
す。卒業後5年間は減額期間で
1,000円となっています。
郵便振替・銀行振り込みは右
欄の要領でお願いします。また
菊友会主催のイベント会場や同
期会会場でも受け付けておりま
す。
会計委員長　渡辺憲雄（高19）

会費納入のお願い
昨年度の会費納入実績は大幅減少、危機感を！

平成29年度維持会費（平成29年4月～平成30年3月）
中１ ～ 中等 3 回 3,000 円
中等 4 ～ 中等 8 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。
※維持会費納入票は全員に同封させていただきます。今年
度分を既に納入済みの方はご注意ください。
※銀行から納入する場合、振込人欄の先頭に個人コードを
入れていただけると幸いです。

定例理事会は毎月第２金曜日に
母校のメモリアル室で開催。年
間の各種活動、母校の行事に参
加し会をPR、各同期会にも理事
が参加し会員との親睦を図って
います。

●12月度●
平成29年度菊友会大会講演会
の候補者検討開始。名簿委員会
より連絡先不明者の増加に懸念
報告。来春卒業予定中等８回生
142人、うち菊友会登録者134
人、入会金納入47人、未納者の
保護者に督促状を郵送。会報98
号の編集完了、印刷開始を承認。
新任理事候補大野和男氏、山崎
幹彦氏（共に高21）を推薦承認。

●１月度●
29年度菊友会大会開催日10月
29日で決定。４年生保護者対象
の菊友会説明会実施。吹奏楽部
ウィンターコンサートを体育館
で開催理事３人出席。１月６日
ホテルグランドパレス、千代田
区新年交換会に会長、理事長以
下４人出席。至大荘90周年誌担
当理事として高橋理事を決定、
第1回編集委員会に出席。

●２月度●
会計委員会より28年度決算見
通し報告。九段中同窓会からメ
モリアル室に九段中の校歌額、
校名板の展示の意向が報告され
論議。29年度理事会委員会構成

及び担当案を承認。
●３月度●

２月16日尽性園クロスカントリ
ーレースに理事長以下９人の理
事が参観、理事長より入賞者へ
メダル授与。28年度事業報告案
と29年度事業計画案を説明。菊
友会報配達率の実態調査結果報
告。菊友会ホームページ管理運
用規程を提案し承認、４月より
適用。法人九段より、新理事へ
の加入依頼と社員総会への出席
依頼。岩城悦子理事退任。

●４月度●
３月18日九段中等第８回卒業式
に会長、理事長以下７人が出席、
同日PA主催の「卒業を祝う会」に
会長・理事長が出席。４月６日
九段中等第12回入学式に会長、
理事長以下５人が出席、新入生
159人。29年度菊友会大会に落
語家真打三遊亭ときん氏（本名
吉田大介・高46）を決定。第９
回吹奏楽部定期演奏会に理事５
人出席。九段中同窓会・中等教
育学校・菊友会の３者会議を実
施、校歌額・校名板展示論議。
会報99号の編集開始。

●５月度●
評議員会提案資料の確認。５月
現在新入会員状況の報告、卒業
生142人、菊友会登録者134人、
入会金納入者90人。寄贈図書に
関する論議。

寄贈図書に関するお知らせ
菊友会では諸般の事情により、当面の間、寄贈図書の受付を
中断しております。（菊友会理事会）

同期会などのお知らせ
同期会・クラス会・OB 会などのお知らせ欄です。ご活用ください。

◆新人理事に就任して、右も左も
分からず早半年過ぎ、編集後記を書
くことに成りました。先輩後輩理事
の母校に寄せる熱い想いに、唯唯感
激するばかり。新しい印刷会社を探
す事を依頼されて、心当りを訪ねど
うにか決まりホッとひと息。この後
記念の100号に向けて、新しいスタ

ートを切る事になります。九段下の
交差点から、靖国神社の満開の桜を
見上げると、遥か昔入学した時の心
境によく似ているのでは？編集長
の足を引っ張らないように、なんと
かお役に立てるよう、頑張ります‼
皆様宜しくお願いします。
	 （大野和男・高21）

原稿のお願い　締切は11 月14 日（火）
菊友会報は次号で記念の 100 号になります。
1.	1956年、創刊当時の様子やエピソードをぜひお寄せくだ
さい。

2.	同期会・OB会のご報告をお待ちしています。
3.	原稿は250字程度、写真は500KB以上のファイルサイズ
でお願いします。事務局までメールまたは郵送で。

一游会　OB戦・懇親会
日時：		10 月９日（祝） 12 時開場、13時開始
場所：		九段中等教育学校プール　旧プールのコースナンバー記

念碑のリニューアルセレモニーも行います。	
※OB戦のあと飯田橋近傍で懇親会を実施。

高10　2017年同期会
日時：９月30日（土）	

15 時～17時30分	
（受付14時30分～）

場所：エスペリア	
TEL 03	-	3234	-	2588	
神保町駅A2左へ30秒

会費	：5,000 円
高10回同期会　幹事会

高２（中21）　同期会
日時：10月10日（火）	

12 時～
場所：新宿三井クラブ	

新宿三井ビル54階	
TEL 03	-	3344	-	5454

案内は９月初旬発送予定
　幹事　秋山和義・一色昭吾


