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平成26年度維持会費（平成26年4月～平成27年3月）

中１	～	 高61回	3,000円
中等1	～	中等5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。

幾多の激動の時代を経て都の中央九段の上

お知らせ

関東大震災で灰燼に帰した東京の復興
は、物質的な復興にとどまらず、精神的な
復興も伴わなければならないと考えた当時
東京市視学（東京市の学校経営・教育内容な
ど広く教育行政全般を担当した）であった
成田先生は、新しい学校を作ることに奔走
し、自ら第一東京市立中学校の初代校長に
なりました。そして、新しい中等学校での
教育は旧来のような試験に合格するための
ものではなく、真・善・美といった人間性
の向上のためにあると考え、新しい教育を
実践しました。

このようにして第一東京市立中学校は
1924（大正13）年４月に創立され、これま
でに卒業生は２万人を超え、さまざまな人
材を輩出し、今年創立90周年を迎えました。

大正デモクラシーのもとで創立された母
校もその後、戦争・敗戦・高度成長・バブ
ル・失われた20年といった、時代時代の節
目を経験してきました。、また校名も第一東
京市立中学校・東京都立九段中学校・東京

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。

会 費 納 入 額 は 平 成 22 年 度
666万円、23年度673万円、24
年度681万円と徐々に増えてき
ておりました。しかし、25年度
は 650 万円と 31 万円も減少す
るとともに、予算の700万円に
対しても 50 万円の未達となり
ました。

平成 25 年度の収入と支出の
差額はマイナス、すなわち赤字
決算となりましたが、その主な
理由は会費納入額の減少にあり
ます。会費は菊友会報の制作・
郵送代、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。それらの事業を継続
的に行うためには皆様お一人お
ひとりに納めていただく会費が
是非とも必要です。

母校は1924（大正13）年４月
に創立され、今年創立90周年を
迎えました。菊友会の前身とな
る第一東京市立中学校同窓会は
創立５年後の1929（昭和４）年
に発足し、1953（昭和28）年菊
友会となり、現在に至っており
ます。この伝統を絶やさないた
めに、今まで納入されていない
方は今年度分からでも結構です
ので、一人でも多くの方に会費
を納めていただけますようお願
いいたします。

維持会費減少！決算赤字に転落！
維持会費の納入をお願い致します！！

高10 同期会
日時：9 月27 日（土） 
 15:00 ～17:30 
 （受付14:30 ～）
場所：エスペリア
TEL：03-3234-2588　
地下鉄「神保町」駅下車 A2 出
口左へ 20 秒
会費：5,000 円

（高10回同期会幹事会）
高17 卒業50 周年記念同期会
日時：2015 年２月28 日（土） 
 12:00 ～15:00 
 （１次会のみ・3 時間）
会場：新宿ヒルトンホテル 
 ３階大和の間
TEL：03 -3344-5111
東京メトロ丸の内線西新宿駅
都営地下鉄大江戸線都庁前駅
詳細は案内状にて1月始めにお
知らせ致します。
 （幹事6組砂山・高橋）
高41 卒業25 周年記念同期会
高41回卒業25周年の同期会を
８月３日に開催する予定にして
います。
場所、時間など詳しいことが決
まりましたら、またお知らせい
たします。 （幹事 戸澤伸次）
都立九段高校柔道部還暦OB 会 
日時：11 月15 日（土）17 時～ 
場所：新橋亭新館（新橋駅そば） 
 03-3580-2211 
会費：7,000 円 新会員24 回生

（S47 年卒業）大歓迎 
 （世話人 髙井信義・高13）

一排会（バレー部OB・OG 会）
総会開催のお知らせ
2014年度一排会（バレー部OB・
OG会）総会の日程が決定いたし
ました。
皆様お誘い合わせの上、ご参加
ください。
日時：７月13 日（日）
場所
［昼の部］九段中等教育学校
（旧九段高校）体育館 11:30
より受付、12:30 よりOB 戦

［夜の部］ホテルグランドヒル
市ヶ谷　18:00 ～20:00

 （一排会事務局）
一球会（バスケットボール部
OB・OG 会）開催のお知らせ
日時：12 月６日（土） 
 13:00 ～ OB・OG 戦 
 17:00 ～総会＆懇親会
場所：OB・OG 戦…九段中等教
育学校体育館
懇親会…飯田橋セントラルプラ
ザ内「北海道」
8月、別途詳細について郵送な
いしメールにてお知らせしま
す。 （幹事 大内和史・高17）

原稿のお願い
次号菊友会報94号の原稿・お知
らせなどの締切りは11月14日

（金）です。クラス会・同期会・
クラブOB・OG会などの原稿及
び2015年１月から７月までに
開催される行事のお知らせをお
寄せください。

九段創立90周年おめでとうございます

◆風薫る靖国神社を通り抜け、若か
りし頃に通いなれた校門をくぐる
と、そこには体育祭の練習に励む生
徒たちの声が木霊します。2006年
に九段中等教育学校へと移行しま
したが、生徒たちが学業に、スポー
ツに励む姿は昔も今も変わりあり
ません。５月の連休前から93号の
編集活動はスタートしました。前号
まで広報委員長を勤めた酒井委員

長からバトンタッチした新委員長
の持田（高18）さん、今年90周年を
迎える母校の特集記事を担当する
高橋（高17）さんを中心に新人を含
めて精力的に取り組み、「90周年記
念93号」が完成しました。学校はも
とより至大荘・尽性園それらととも
に歩み続ける菊友会、これからも大
事に育てていきたいものです。

（原田忠禮・高21）

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●
11月９日関西菊友会／11月19日
クロスカントリーのメダル発注
／ 11月30日高25回40周年同期
会／倉田校長よりメモリアル室
を純粋に「メモリアル室」として
使いたいとして事務局部分を現

「休憩室」に移転させたい旨打診
され理事長了承。

●１月度●
新理事、高25回長門由美子さん
承認／ 12月22日卒業生及び在校
生による吹奏楽部創部55周年記
念演奏会開催／会報92号発行／
九段ネット大幅更新／菊友会事
務局がメモリアル室から休憩室
に移ることになった経緯説明及
び議論。

●２月度●
新理事、高21回村上恭子さん承
認／創立90周年の企画案を検討
／次号90周年記念号はプラス４
ページ。

●３月度●
新理事、高25回赤木恵利子さん承
認／２月20日クロスカントリー
レース雪の影響のため約 1km 短
縮で実施／３月15日九段中等の
卒業式／３月22日九段中等吹奏
楽部第６回定期演奏会開催／伝
統継承HR資料について論議完了。

●４月度●
４月１日九段中等教育学校第４
代校長坂光司氏赴任／４月７日
九段中等教育学校入学式３理事
出席／４月10日菊友ゴルフ開催
／九段創立90周年記念の手拭い
デザイン高28回 植田修平氏に依
頼。

●５月度●
５月２日監事監査／新メモリア
ル室の使用についてなお調整が
必要／ 24日評議員会

５回生及び既卒者 進路及び大学等合格状況

学校名 合格数 
( ):既卒者 学校名 合格数 

( ):既卒者

青山学院大学 13(1) 東海大学 7(1)
跡見学園女子大学 4 東京医療保健大学 3
江戸川大学 2 東京家政大学 4
桜美林大学 2 東京家政学院大学 2
大妻女子大学 3(1) 東京経済大学 4(1)
学習院大学 6(3) 東京工芸大学 1
神奈川大学 3 東京女子大学 1
金沢工業大学 1(1) 東京電機大学 6(1)
関西学院大学 1(1) 東京都市大学 1
北里大学 1 東京農業大学 9
共立女子大学 2 東京理科大学 18(2)
杏林大学 2(1) 東邦大学 1
慶應義塾大学 5 東洋大学 13
恵泉女学園大学 1 東洋英和女学院大学 2
工学院大学 3 東洋学園大学 2
國學院大學 9 徳島文理大学 1(1)
国際基督教大学 1 獨協大学 4
駒澤大学 8 二松学舎大学 1
駒沢女子大学 2 日本社会事業大学 1
埼玉学園大学 1 日本女子大学 4
産業能率大学 1 日本体育大学 1
芝浦工業大学 9 日本薬科大学 1
淑徳大学 1 日本大学 18(2)
城西国際大学 2(1) 文化学園大学 1
上智大学 11 文教大学 1
女子栄養大学 1 文京学院大学 5
成蹊大学 11(1) 法政大学 16(4)
成城大学 5 武蔵大学 5(1)
聖心女子大学 1 武蔵野大学 1(1)
聖徳大学 1 明治大学 35(4)
専修大学 6(1) 明治学院大学 3(1)
洗足学園音楽大学 1 明星大学 4
創価大学 2 目白大学 5
玉川大学 2 立教大学 10(4)
多摩美術大学 1 立正大学 2
千葉工業大学 1 立命館大学 4
中央大学 17(1) 和光大学 1
津田塾大学 5(1) 早稲田大学 19(2)
帝京大学 6(2)

私立大学計 371(40)
防衛大学校 1(1)

大学校計 1(1)
青山学院女子短期
大学 1 立教女学院短期 

大学 1

短期大学計 2

学校名 合格数 
( ):既卒者 学校名 合格数 

( ):既卒者

お茶の水女子大学 1 東京大学 1
群馬大学 2 東京外国語大学 1
高知工科大学 1(1) 東京学芸大学 1
埼玉大学 1 東京農工大学 1
静岡県立大学 1 東北大学 2
首都大学東京 5(1) 一橋大学 1
千葉大学 1 北海道大学 1
筑波大学 1 横浜市立大学 2(1)
電気通信大学 1 横浜国立大学 5(1)

国公立大学計 29(4)

進路
大学 106 就職 1
短期大学 2 その他（進学準備） 19
専門学校 4

卒業生数 132

都立九段高等学校・千代田区立九段中等教
育学校と変わってきました。

しかし、いかに時代の影響を受け、また制
度・校名が変わろうとも、その教育の根底
に流れる全人教育とそのための自主自律の
精神は九段という学校とそこに学ぶ生徒た
ちの間で営々と受け継がれてきましたし、
これからも受け継がれていくでしょう。

 （長　繁樹・高28）

第一東京市立中学校初代校長・成田千里先生の胸像（撮影：酒井憲太郎・高17）
「一人でもよいから真の友があってほしい　口ひとつ開かぬとも心から心へ
親しみと温みとが通いつつ互いにあかす誠と誠、かかる友があったらどんな
に愉快であろう」  胸像の台座には先生の言葉が刻まれています。

この胸像は、1937（昭
和12）年２月23日、第
一東京市立中学校の
職員・生徒・父兄並び
に卒業生一同から送
られたもの。
作者は長崎市平和公
園にある平和祈念像
などで知られる文化
勲章受章者、北村西
望氏。
旧校舎の玄関向かっ
て右側にあったが、
現在は九段中等教育
学校の中庭に飾られ
ている。
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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

平成26年度　菊友会評議員会
新年度の事業計画・予算・菊友会規約改正
案、承認される

５月24日（土）、菊友会評議員会が九段中
等教育学校九段校舎1階会議室で開催され
ました。村井会長の挨拶に続き、司会者か
ら「評議員総数125人に対して出席者数16
人、委任状54人」との報告を受け、井上理
事長を議長として審議に入りました。

第１号議案では前年度事業報告・会計監
査報告・決算が報告され、満場一致で承認

されました。平成25年度の収支決算は収入
8,940千円（対目標値の87%）、支出8,995
千円と55千円の赤字となりました（下表参
照）。収入減は維持会費の減少と新入会員用
の2010年版菊友会名簿の販売を中止した
ことが大きく起因しています。

第２号議案の平成 26 年度事業計画は、
今年も全事業を継承するに加えて学校創立
90周年事業を実施します。維持会費収入に
努力目標を織り込むことにより、収支はと

もに前年度実績に若干上乗せす
る黒字予算を立て、事業計画と予
算はともに承認されました。
３人の新理事承認、4 理事退任

第3号議案の役員人事について
は、3人の新理事を加えた役員構
成が下表のとおり承認され、また
氏家義之（高15）、田ノ倉美保子

（高15）、根本東（高15）、野本俊
輔（高17）の４人の理事が退任し
たとの報告がありました。

一游会だより
水泳部OB・OGの会には若年寄会という

集まりがあります。毎年武市一良先輩（高
９）の青梅市のお宅で春のタケノコ掘りバ
ーベキューと暮には神田藤むら（金沢幸子・
高21）での忘年会です。今年は体調が恢復
した武市先輩を囲みタケノコ掘りBBQが復
活しました。
「一游会の若年寄」
青梅の先の二俣尾という地。奥多摩から

の清流を脇に抱える。ここに居を構えて数

十年、私たちはその主の下で毎年春光を楽
しむ。 一游会“若年寄”の面々だ。元気でい
る限りは “若年寄” に居続けることができる

（とする）。今回は上が78歳、下は58歳。
筍を掘り出し、木の芽を採り、 野草を摘む。
川原に設えたテント、竈、コンロで、てん
ぷら、筍ご飯、肉野菜を調理する。その脇
を滔々と本流が流れ続けている。いつも想
う、いずれ私たちも 時の彼方に流されてい
くだろう。テントの設営が堪えるようにな
った。今年は屋内で料理。食後に川原に出

て、川の流れに身を寄せる。河童の本性が
一瞬騒ぎ、 対岸の新緑が迫って息を呑む。
生きるのか生かされるのか。

 （渡辺照正・高16）

「ありがとう山文」
「山文（やまぶん）」の呼び名で親しまれて

いた山本文郎君が亡くなった。３年間同じ
クラスで過ごした九段時代から60年余に
わたる交友。まさに終生の友だった。思う
に彼はアナウンサーになるために生まれて
きたような気がする。１年生の時だった
か、国語の授業で講堂のマイクを使い放送
劇の真似事をしたことがある。この時、山
文のアナウンスを聞いた先生は、「凄い」と
言ったまま絶句。余りのうまさに、次の言

葉が出てこなかったのだ。TBSでの活躍ぶ
りはご承知の通り。局内では「困った時の文

（ぶん）さん頼み」と言われ、視聴率アップの
助っ人として活用されることも多かったよ
うだ。二人は、何もかも対照的だった。部
活は彼が演劇部、小生はタッチフットボー
ル部。大学は早慶に分かれ、就職先もアナ
ウンサーと新聞記者。こんな二人を結びつ
けたのは、彼の人間的な温かさだったと思
う。「ありがとう山文」。そして「さようなら
山文」。 （後藤　基・高５）

高14 合同クラス会（古希の会） 
2014年４月19日土曜日に九段高校14回

生の合同クラス会「古希の会」をスクワール
麹町で開きました。2012年秋の高校卒50
周年同期会以来１年半ぶりの集いでしたが
総勢107人の方が参加した盛況な会になり
ました。

前半はクラス別に後半は自由に歓談をし
て久しぶりに旧交を暖めました。喜寿が

高13 遊九会ゴルフ
2014年春の日帰りコンペは念願の「夢の

島」若洲ゴルフリンクスで３月19日に初参
加２人を加えて15人が参加して行われた。
菊友ゴルフ大会も実施した会場は23年前
のバブル時代に都民から出たゴミを埋め立
てたコースなのでフラットで東京湾やスカ
イツリーや羽田空港発着の飛行機を眺めな
がらプレーも楽しめた。

ここ２試合とも女性軍に優勝をさらわれ

たこともあって今回は小嶋君が初めてのベ
スグロ優勝を勝ち取った。次回の秋大会は
千葉で一泊コンペを計画しています。皆さ
んとの再会をお待ちしています。（馬渕義彦）

高15 ３年４組クラス会
春めいてきた３月８日（土）12時、銀座

７丁目の中華「羽衣」に17人が集合し、乾
杯の後早速歓談。２度の大病から完全復帰
した二人、消費税の対応で値札の付け替え
が忙しい、桑名市から駆けつけてくれた、
色んな分野でまだ現役、悠々自適組と人生
様々。語れば楽しい高校生に若返って二次
会はカラオケで歌いまくり。69 歳は元気
だねえ。参加者は池内、海老原、小川、奥
原、川船、北岡（宮下）、刈込（野々垣）、小島

（木内）、斉藤（桜井）、佐野、高橋、友末、
福原、星野、山川（森田）、山田、四ッ倉（川
村）の皆さん。次回は９月13日（土）です。
予定して下さい。 （山田清三）

トーク会ゴルフコンペ
東京の桜開花宣言から 3 日目の 3 月 28

日、風なし雲なし最高のゴルフ日和にトー
ク会（高19）ゴルフコンペが富士OGMゴル
フクラブ市原コースにて開催されました。
参加者は26人（内女性５人）、優勝は遠山ち
づ子・準優勝は佐藤芳恵さんで女性パワー
炸裂。次回は男性陣の奮闘を期待していま
す！ (遠山ちづ子)　秋は10月22日(水)23
日(木)で初の平日開催、ゴルフ・テニスの
１泊旅行の予定です。 （幹事一同）

高７回生の集い79 会
年に３回開催している７回生の歓談懇親

の本年最初の79会を３月15日ペルランで
開きました。遠く倉敷から参加者も加え今
回は22人が集い近況や喜寿をクリヤーし
た体調など大いに歓談が進みました。全員
元気での再会を誓ってお開き。本年はあと
７月12日（土）11月22日（土）に開催予定単位：円 平成25年度予算 平成25年度実績 平成26年度予算

収
入

維持会費 7,000,000 6,502,000 6,900,000
新会員入会金 665,000 550,000 615,000
菊友大会会費 1,500,000 884,000 940,000
至大荘懇親会会費 800,000 758,198 800,000
評議員会会費 0 0 100,000
名簿売上高 0 10,000 0
名簿売上高新人用 325,000 0 0
寄付金 0 213,320 0
雑収入 0 18,312 0
受取利息 0 4,313 0

収入計 10,290,000 8,940,143 9,355,000

事
業
費

在校生・卒業生支援費 280,000 250,892 260,000
菊友会大会経費 1,800,000 1,316,565 1,400,000
至大荘懇親会経費 800,000 733,391 800,000
評議員会経費 10,000 12,000 150,000
名簿作成・送付費 50,000 2,000 0
会報印刷・郵送費 3,500,000 3,290,918 3,500,000
校歌祭参加費 170,000 163,612 150,000
法人九段関係費 84,000 75,000 69,000
創立90周年事業費 0 0 150,000
事業費小計 6,694,000 5,844,378 6,479,000

管
理
費

事務局人件費 1,530,000 1,558,860 1,610,000
光熱費 100,000 95,607 100,000
通信費 120,000 141,331 150,000
リース費 9,000 8,442 9,000
パソコン関係費 320,000 606,167 150,000
コピー費 90,000 84,428 90,000
事務消耗品費 70,000 74,254 75,000
理事会交通費 235,000 227,000 220,000
旅費交通費 30,000 30,000 30,000
振込手数料 250,000 205,334 220,000
慶弔費 30,000 50,000 50,000
雑費 60,000 69,416 120,000
予備費 50,000 0 50,000
管理費小計 2,894,000 3,150,839 2,874,000

支出計 9,588,000 8,995,217 9,353,000
収支差額 702,000 -55,074 2,000

＜平成26 年度菊友会  役員構成＞
会  長 村井　　温 高13
副会長 髙井　信義 高13

〃 赤司　久雄 高15
監  事 大西　正孝 高10

〃 田島　英子 高20
顧  問 鍛治　利秀 高４

〃 岡田　　肇 高10
〃 髙橋　直人 高14

＜理事会・委員会委員＞
理事長 井上　良夫 高17
副理事長 楫取　能彦 高17

〃 酒井憲太郎 高17
総務企画委員会
委員長 山崎　　猛 高20
委　員 庄司　啓子 高17

〃 藤代　興里 高18
〃 前田　敏行 高18
〃 青木　麗子 高19
〃 岩城　悦子 高19
〃 松本　茂夫 高19
〃 横田　千明 高19
〃 伊藤　洋子 高24
〃 長門由美子 高25 新

広報委員会
委員長 持田　　悟 高18
委　員 高橋　暁子 高17

〃 横田 千明（兼） 高19
〃 金子　元久 高20
〃 原田　忠禮 高21
〃 村上　恭子 高21 新
〃 長　　繁樹 高28
〃 魚住　照代 高28

名簿委員会
委員長 新田　　潔 高18
委　員 長 　繁樹（兼） 高28

会計委員会
委員長 渡辺　憲雄 高19
委　員 赤木恵利子 高25 新

平成25 年度事業決算報告・26 年度予算

会員名簿の電子化
第４号議案は菊友会規約改正の提案であ

り、菊友会員の冊子名簿を廃止して電子デ
ータで名簿情報を保守・管理する方式に改
めるために、同規約第３条（事業）「①会員名
簿及び会報の発行」を「①会員名簿の保守・
管理及び会報の発行」と改正するもので、承
認されました。

評議員会の出席者は以下のとおり（敬称
略）。
●評議員16 人

鍛治利秀・服部嘉夫（高4）、村田清子（高
７）、百々阿弗利（高８）、羽鳥徹郎（高9）、
平松正子（高12）、馬渕義彦（高13）、篠原信
枝・山田興一（高14）、奥原秀敏（高15）、懸
田保子・山本勇（高17）、奥山敬志・竹鼻始

（高19）、福田隆（高31）、井上昭博（高32）
●役員・顧問・理事29 人

村井会長、髙井・赤司両副会長、鍛治・
岡田・髙橋顧問、大西・田島両監事、井上

（次ページに続く※）

同期会の開催時にはぜひご連絡を！！（菊友会からお祝い致します）

2020年東京オリンピックの年なのでその
ときにまた再会しようとの話も出ました。
名残惜しくほとんどの方が二次会にも参加
し大いに盛り上がった夕べでした。

 （志岐紀夫・高14）

です。79会ゴルフを5月15日チェックメ
イトカントリーで行いました。今回は他用
の方も多く12人の参加者でしたが天候に
も恵まれ若いものには負けぬと78歳を感
じさせぬ元気で和気藹々と楽しいゴルフが
出来ました。次回は渡邊（章）、井出両君幹
事で10月23日（木）佐倉カントリーで開催
予定。 （宮島　徹）

恩師 小澤 芳子 中14 細野 耕二 中21 谷本 浤朗 高10 木村 英樹
恩師 稲田 宏 中14 前田 卓治 高２ 清水 源昭 高10 横田 昌一
中４ 大貫 重信 中15 門脇 秀吉郎 高３ 林 伸郎 高10 芳川 輝二
中５ 久保 昌太郎 中15 小宮山 信行 高３ 村木 恵蔵 高11 林 憲一郎
中８ 山田 金次郎 中15 新村 寿夫 高４ 椎名 進 高12 門根 保々美
中９ 渋谷 益男 中15 藤巻 英知 高５ 小林 猷作 高12 桑原 滋夫
中９ 菅原 時雄 中16 加藤 慎雄 高５ 山本 文郎 高13 植松 勲
中９ 松山 茂郎 中16 川田 忠雄 高７ 川口 正明 高17 原田 哲夫
中12 石塚 重一 中16 木本 一彦 高７ 田口 英樹 高22 庄野 恵美子
中12 土岐 克之 中16 高木 薫 高７ 芳賀 芙貴子 高33 竹内 義雅
中13 末 博光 中16 山本 仟一 高８ 石井 良樹 高34 中浜 信昭
中13 永田 博 中18 松下 篤之 高８ 前野 輝之 高50 梅澤 弘樹
中14 太田 髙穂 中19 飯島 巳男 高10 河辺 政昭
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中等教育学校第４代校長に就任した

坂　光司氏（55歳）

４月１日付けで着任さ
れました。前職は、荒川区
立第四中学校長。東京学
芸大学教育学部卒業後、
都立大島高校教諭を皮切
りに都立高校で保健体育
を担当するなど教育現場
を経験。その後、東京都教育庁や千代田区
教育委員会の指導部署で行政職を歴任。区
教育委員会在任当時、九段高等学校の移譲
および九段中等教育学校の設立に関わり、
区立としての中高一貫教育の課題をよく理
解されております。

“感動は人をつくる” という信条を教育に
対するモットーとしており、『努力や苦労を
重ねた上で得られる感動体験は人に自信や
勇気を与えてくれる。感動体験は私たちの
意欲を引き出し、次なるステージに私たち
を導いてくれる。そして、更なる努力や精
進へと人を動かす。この循環を日々の学校
生活に取り入れ、感動体験のスパイラルを
作っていきたい』と熱く抱負を語っていた
だきました。 （持田　悟・高18）

至大荘の太鼓、蘇る 2014
法人九段はこの冬、九段高校時代から至

大荘に置いてあった太鼓を修理しました。
皮の張り替え、鉄鋲の交換、胴の塗り替え等
80数年振りの化粧直し。直径２尺（60cm）
の長胴太鼓には、第一東京市立中学校、天
也空地也空と刻まれた文字も当時のままに
再現され見事に蘇りました。一中時代の剣
道場完成時（1931年）に購入された（推定）
この太鼓は、当時から至大荘行事の度に学
校から運んでいたと聞いていますが、十数
年前からは至大荘の備品として置きっ放し
になっていたわけです。修理するにあたり、
胴が割れないかとの懸念がありましたが、
さすがプロは見事に再生させました。リニ
ューアルされた太鼓は５月の九段中等/体
育祭でデビューしたあと至大荘に移し、時
の合図・遠泳時の応援と、至大荘の伝統を
継承していきます。

至大荘施設の整備 - 戦後史-
1927年に完成した至大荘は戦争により

荒廃したが、1951年、至大荘行事の復活
に伴って失われた建物の再建が順次進めら
れ、現在に至っています。
1963年 天寮再建／正寮に１室増築
1968年 養気閣（食堂）再建
1971年 地寮建替え
1975年 正寮建替え・気寮新築
1979年 集義寮建替え・艇庫新築
1980年 火災で消失した地寮新築
1984年 管理人棟建替え
1986年 布団倉庫新築 

観海亭を崖から離し移動
1992年 嶽えい寮・天寮建替え
1993年 風呂場、炊事場、艇庫改修
2001年 養気閣（食堂）建替え
2003年 集義寮建替え
2013年 新正寮新築
 （横田千明・高19）

メモリアル室は一中創立時から九段中等教育学校までの卒業アルバム、菊友会報、
学校新聞、記念誌などの貴重な資料を保管しており、誰でも閲覧できる歴史館です。

これまで菊友会事務局がメモリアル室に置かれていましたが、６月25日に１階正面
玄関を入って右手の用務主事室の隣の旧休憩室に移動しました。それに伴い、メモリ
アル室を利用する方法を下記のように変更しました。

利用できる曜日と時間：月曜日～金曜日・午前８時～午後４時45分の間
室の開錠方法：学校の経営企画室（正面玄関の左手）でメモリアル室の鍵を受け取る

か、同室員に開けてもらい入室する。菊友会事務局員が在席する火・金曜日の午前11
時から午後４時の間は事務局にお越しいただければ、開錠・入室をお手伝いします。
新しい菊友会事務局にも是非ご訪問頂きたく、会員の皆様には事務局員在席の火・金
のご利用をお勧め致します。

高36 卒業30 周年記念同期会
３月21日に「日枝あかさか」で行われた初の同期会には、国内各

地はもとより、海外からも懐かしい仲間が駆けつけ、恩師７人を
含む総勢190余人が大集合という、予想をはるかに超えた大盛会
となりました。

体育の星野喜代美先生による元気な乾杯のご発声を合図に、会
場のあちらこちらで再会を喜び合う歓声が響き、50代目前のいい
大人が高校生に戻ったかのようなはしゃぎよう。クラス担任の恩
師６人（宮崎・片瓜・小林・永原・小松原・村山各先生）も皆お元
気で、教え子たちに囲まれて終始笑顔が絶えないご様子でした。
余興では、高校時代から見た目が変わらない女子と、別人のよう
に変わった男子をそれぞれ選出。優勝した女子には羨望のためい
きが、男子には笑いの渦が会場から沸き起こり、和やかムードは
最高潮に。当時の懐かしい場面満載の手作りDVD鑑賞、想い出
のあの人と写真が撮れるコーナー、昔の悪事を懺悔するビデオ撮
影、ピアノの生伴奏での校歌斉唱など、盛り沢山の会は、仙石（芹

澤）弘子幹事長の挨拶ののち、全員による記念撮影で幕を閉じま
した。その後は大半が２次会へと流れ、３次会のカラオケでは十
数人が朝まで盛り上がりました。ご参加の皆さまをはじめ、ご協
力くださった菊友会の長理事や後輩たちに、心から感謝いたしま
す。また近い将来、元気に集りましょう！ （河田真砂代）

高13 同期会
2014年からの同期会は各クラス輪番制幹事を止め事務局（２組

馬渕・４組高井）がクラス幹事の協力の下で毎年開催することとな
った。４月５日（土）正午にデイナイト大手町店に遠くはデュッセ
ルドルフ・ロスアンゼルス・シンガポールからの参加者を含め79
人が集まった。既に古希を過ぎ仲間の動静が気になる年齢になっ
たので、お互いの元気を確認しあうことでクラスを越えた歓談に
時間を掛けたが２時間半はアッと言う間に過ぎてしまった。最後
は恒例の校歌・至大荘歌を斉唱して来年の再会を誓って閉会とな
った。二次会は三々五々適当にバラけて行った。 （馬渕義彦）
高33 同期会「九段3333 会」

高33回生の卒業33年を記念して「九段3333会」を５月10日新
宿にて小林先生・増田先生・村木先生を迎え、33回生115人で盛
大にとり行いました。卒業以来学年全体の同窓会は初めてだった
こともあり、会場のあちらこちらで再会を喜ぶ同級生の笑顔が溢
れました。

同級生によるスライドショー・高校時代クイズ・校歌至大荘歌
斉唱とイベントが続き、高校時代に戻った3時間があっという間
に過ぎました。菊友会にはCD提供や卒業当時のアルバム等貴重な
資料と丁重なお祝い迄頂き、この場を借りて御礼申し上げます。

（九段3333会幹事一同）

高25 卒業40 周年同期会
えー？！昼にやるのー？そうです。平成25年11月30日、25

回生卒業40周年同期会は真昼間の青山で、121人の参加者と、太
田・近藤・若林・岡本・増田・牧野・村木の諸先生方をお迎えし
て、どーんと開催しました。

ほとんどの仲間が二次会に突入、二次会が終了してもまだ午後
4時！そこで、またまた幹事の用意した三次会会場へ向かう者多
数。そして三次会終了しても、まだ午後７時。わー！！まだ飲め
るぞー！！と、そのままそれぞれのグループに分かれて四次会へ
突入！なるべく多くの参加者をと、幹事が考えたマチネーだった
が、まだ現役の多い同期生、参加者が前回を下回ったのは誤算。
たった一つの長所は「4次会まで、10時間飲み続けても、終電は
あるし、何なら5次会も行けちゃう！」という点だろうか。10時
間飲んでも、話し足りず、別れがたいのだ。恒例の、欠席者の近
況が躍る「同期会新聞」が当日配布され、５年後の再会を誓い合っ
た。 （今田恵美）

吹奏楽部創部55 周年記念演奏会
12月22日に無事に終了しました。ご来場、お手伝いいただい

た保護者の皆様、九段の先生方、諸先輩にまず感謝申し上げます。
演奏会の第１部は現役生78人による溌剌とした演奏、第２部で

は64人のＯＢバンドによる円熟の演奏、そして第3部は現役とＯ
Ｂ、計142人にパイプオルガンも加わり、華麗な合同ステージに
なりました。中等１年生（12歳！）から初代部長安元先輩（高14）
まで、世代を超えた演奏は、私たち自身にも大きな感動を与えて
くれました。

次回の目標は60周年記念演奏会です。ホームページも継続して
いきます。「九段、吹奏楽」等で検索ください。（大原寿樹・高34）

公益社団法人九段だより

理事長以下理事21人。
和やかな懇親会に新会員を招待

閉会後、富士見校舎に隣接する「レストラ
ンふじみ」に会場を移し、今春、中等を卒業
した新会員６人（クラス委員５人、評議員
１人）を招待した懇親会に48人が参加し、
和やかなムードで終了しました。新会員の
方々には大勢の仲間を誘って、菊友会行事
に参加してください。 （持田　悟・高18）

（※２ページからの続き）

地下温水プールサイドにモニュメントが
残る。1932（昭和７）年10月竣工の屋内プ
ールにはコース番号があった。そのプール
が戦争を越えて、55年後の1987（昭和62）
年に改築された。その際にコース番号が残
る事になった。昭和62年発行の「一游」によ
ると、当時の田中明九段高校学校長は『藤岡
達昂会長（中13）より要望いただいた。青春
の汗を滲ませたコースナンバーと銅盤レリ
ーフ説明文をプール壁面に埋め込み保存し
たいと。九段高校生にとっても教育的価値
は高いものと考え、都教委と折衝に当たり
努力してまいりました』と報告している。現
役生徒が泳ぐプールサイドにある都立九段
高校旧プール記念碑には次の言葉がきざま
れている。『（前略）プールで青春の日々を
過ごし、共に水泳に精進してきた仲間達が
相図って、その輝かしい思い出のために、
コースナンバーのプレートをここに残して
永遠のモニュメントとしたい。昭和62年９
月　一游会 菊友会 』とある。

 （酒井憲太郎・高17）

～ 九段歴史散歩 ～
プールサイドに残る82 年モニュメント

メモリアル室の利用方法を変更 ! !

同期会・クラス会・OB/OG会からのお便りページ

評議員は卒業年度毎に原則2人選任され
ており、同期の総意を代表する菊友会員で
す。評議員会のみならず、菊友会大会など
の行事にできるだけ出席し、同期会員の交

流に努めていただける方にお願いします。
また、評議員を交代された時は、菊友会事
務局への連絡を忘れずに！

評議員の交代があった時は、菊友会事務局までお知らせください

現状の建物配置

お知らせお知らせ
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生徒達の熱気が爆発した体育祭　2014/5/16

九段の３大行事は創立時から今に至るまで、体育祭・至大荘・
九段祭であることは変わりません。この九段の綿々たる伝統行
事が今年も１～６年生の汗とパワーの結集によって、同じ目的
に向かって最大の力を発揮している場面を、自分達の九段時代
を想い起しながら熱い思いで見守りました。

１年生は初めての大きなイベントを通して九段を知り、２年
生、３年生は九段を感じ、４年生、５年生は九段の「主」となり、
６年生は九段を一生の宝物にする。これが九段の体育祭なので
す。 （高橋暁子・高17）

残雪の中のクロカン　2014/2/20

今年も２月20日（木）数十年ぶりの大雪がたくさん残ってい
る尽性園でクロスカントリーレースが実施されました。６年生
の有志が残雪の片付けやコース整備してくれた御蔭で、各部門
１km位の距離短縮はありましたが気合十分な若人が無事完走。

冷たい風の吹く中湯気を立てて頑張っている姿に多くの方々
が熱い声援を送っていました。菊友会からは各部門入賞者10位
までの生徒に、井上理事長よりメダルを手渡し栄誉をたたえま
した。写真は栄誉を勝ち取った各部門の優勝者の晴れ姿です。

（原田忠禮・高21）

第６回吹奏楽部定期演奏会　2014/3/22

幅広いレパートリーから全12曲を披露
今春の３月22日、中等教育学校吹奏楽部による第6回定期演

奏会が国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されま
した。例年と違って今年は記録的な大雪の影響でセンター内の
桜は開花までに至りませんでしたが、大ホール内はメンバー達
の素晴らしい演奏で華やかさに満ち溢れていました。

今年は管楽器サクソフォンを発明したアドルフ・サックスの
生誕200周年にあたり、「サクソフォン四重奏とバンドのため
のカプリチオ」が特別に選曲されました。大小14種類もあるサ
クソフォンの中からアルト、テナー、バリトン、バスの色々な
音色が楽しめました。 （持田　悟・高18） 

第57 回菊友ゴルフ大会
４月10日（木）、春の菊友ゴルフ大会が三

方を海で囲まれたシーサイドコースの若洲
ゴルフリンクスで開催されました。桜はあ
まり残っていませんでしたが、春にしては
26℃という暑いくらいの快晴の中、44人
の参加を得て大盛況でした。優勝とベスグ
ロは鈴木實氏（高17）、準優勝は清水一郎氏

（高5）、３位は初参加の加藤武氏（高16）、
シニアベスグロは渡部弘道氏（高５）でし
た。９人の女性の参加もあり、表彰式も笑
いが絶えす、華やいだ楽しい１日となりま
した。 （伊藤ユリア・高24）

5月24日(土)の評議員会で菊友会規約第
３条１号が改正され、従来菊友会の事業で
ある「会員名簿及び会報の発行」が「会員名
簿の保守・管理及び会報の発行」となりまし
た。これにより菊友会は名簿を発行しない
ことになりました。会員名簿の作成は、会
員の活躍等を知るために必要と考えられて
きましたが、現在では名簿業者等の会員情

報売買の対象とされ、勧誘の電話やダイレ
クトメールに使用、振り込め詐欺にも利用
されていると聞きます。このような名簿の
悪用を防ぎ、会員の個人情報を守るために
はその発行を止め、会員の個人情報をすべ
て菊友会のデータベースで管理することが
必要というのが規約改正の趣旨です。デー
タベースの中でのみ会員情報が管理されま

すから、個人情報が外部に漏れる危険性は
なくなります。名簿発行を止めるに伴いク
ラス会、同期会、OB・OG会などを行うのに
他の菊友会員の連絡先等をお知りになりた
いときは菊友会事務局にお申し出下さい。
またデータベースの正確性を保つため、会
員の皆様には、住所等に変更があったとき
は、速やかに菊友会事務局まで連絡をお願
いいたします。 （名簿委員会）

菊友会では会員の著書や作品を母
校に寄贈する事業を都立九段高校時
代から続けています。九段中等教育
学校に引き継ぎ、当初は厳選しなが
らもすべてを図書館に届けていまし
たが、おかげさまでこれまで寄贈さ
れた冊数が増えてきたこともあり、
昨年からは図書館司書の先生と相談
しながら、中等教育学校という年齢
幅が広い生徒対象にふさわしい作品
を、図書館の「卒業生の著作コーナ
ー」に収めるようにしています。

図書館に収めない寄贈本は、いつ
でも誰でも閲覧できるよう事務局に
保管しています。

作品を発表される際には是非１冊
を菊友会に送ってください。

今回は、写真集、専門書２冊、俳
句集の計４冊を紹介します。

九段歴史散歩 今も残る旧沖縄藩邸の石垣
中等教育学校の東側、早稲田通りに面し

て間知石積の石垣が見える。この石垣は琉
球国王・尚泰氏の邸宅を囲んでいた塀の基
礎である。尚氏は琉球王国のラストエンペ
ラーであり、明治維新後の1872年に明治
政府より首里城から東京移住を命令され、
華族として九段の地に藩邸を与えられた。
子女18人を持つ大家族であり、大邸宅を構
えていたと想像できる。関東大震災により
被災したため、一族は渋谷へ転居したとい
う。その跡地に今の母校がそびえている。

 （持田　悟・高18）

九段のお宝：市立一中時代からの遺産
一中時代、東洋一と称された校舎には、

充実した施設とともに、科学的研究を支え
た中学校としては超高度な設備が完備され
ていました。その一つにフォルマリン室が
あり、様々な動物のフォルマリン付けや剥
製動物たちがいました。当時はまだワシン
トン条約もなく、自由に捕獲できたとはい
え、今では値段のつけようもない貴重な動
物たちです。時の経過と共に多くは失いま
したが、オランウータン・鶴・カモノハシ・
ワニ・子ライオンは、現在も九段校舎の生
物室で健在です。 （高橋暁子・高17）

九段中等教育学校 ニュース

平成26年4月転出の教職員　11人の方が異動になりました

寄贈図書紹介寄贈図書紹介
－母校にあなたの著作品を！！－

 貝田 豊郷（高７）著
ぶらり散歩で眺めた「街と
人の横顔」（繁華街編）
発行：貝田クリニック
￥2,000（税抜き）

寄贈者が撮影した “感じる写真集シリーズ第
5集” 都内の特色ある17の街の賑わいを街の
人々の横顔とともに伝える写真集。
出発の街（日本橋）から子ギャル・老ギャルの
街・本の街・花柳の街等を経て浅草まで

鳥海 有紀（高 30）共訳
「Game Planning Gems 2」
発行：（株）ボーンデジタル
￥12,000（税抜き）
米国でベストセラーの同名書シ
リーズ第２巻の日本語訳本。ゲ

ームプロジェクトについての様々なトピック
ス（実践的ソリューションやプログラミングの
問題、作業時間短縮の手法など）をまとめた、
理論と実践の本。ゲームプログラミングにおけ
る広範囲な分野で遭遇する技術的課題をカバ
ーしている。

石山 淳一（高６）著
「やさしい精神医学講義」
発行：自由企画・出版
￥3,000（税抜き）
調布で診療所を開業のかたわら
帝京平成大学客員教授の著者が

書き下ろした、看護科、心理学科、作業療法
士、理学療法士などを目指す学生の為の「精神
医学」の教科書。ICD-10（国際疾病分類第10
版）の分類、用語等に基づいた解りやすい教科
書。

坂本 真理（高 34）著
坂本茉莉句集

「滑走路」（いには叢書第５集）
発行：フランス堂
￥2,400（税抜き）
タイ、ラオスの染織と民族関係

を学ぶため通訳の仕事をしながら、チェンマ
イ大学で学び続けているタイ在住の著者の俳
句集。「空港の　夜長の足を　組みなおす」な
どの味わい深い俳句が楽しめる。

菊友会大会　10月19日（日）
日時：10月19日（日）　受付開始：13:30～
 プレイベント：14:00～15:00 
 懇親パーティー ：15:00～17:00
会場：ホテルグランドパレス
会費：8,000 円（但し、中等２回～中等５回は2,000 円）
申込締切：10 月３日（金）
＜抽選会の景品募集＞
お楽しみ抽選会に景品の提供をお願いいたします。
事務局までご連絡をお願いします。

第58回 菊友ゴルフ大会　10月８日（水）
石坂ゴルフクラブ　埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24
申込締切：９月16日（火）

第22回 東京校歌祭　11月１日（土）
杉並公会堂 12:30開演　九段の出演時間 14:50 ～
懇親会：同所地下グランサロン 16:30 ～、会費3,000円の予定
申込締切：10月14日（火）

＜各イベント申し込み方法＞　お問い合わせ
＊同封の申し込み用紙（ハガキ）に必要事項を記入の上、菊友会事務局へFAXまたは郵送で申し込み願います。
＊申し込みされた方には追って詳細をご案内いたします。

TEL : 03-3263-2448　（火曜・金曜 11:00 ～16:00）/ FAX : 03-3263-1033
E-mail：kikuyukai@kudan-net.com

倉田朋保　都立国分寺高等学校 池田　匠　都立国立高等学校 成島真澄　都立駒場高等学校
大石雅彦　千代田区立神田一橋中学 清水徳子　都立大泉高等学校 渓内　明　文京区立第八中学校
杉渕由博　都立墨田川高等学校 天田　明　都立駒場高等学校 新村恭子　都立忍岡高等学校
藤森克悦　都立杉並高等学校 天海　創　都立城東高等学校 ＊在任中はお世話になりました

菊友会名簿の発行を止め、会員情報はデータベースで管理します。

20142014年度　菊友会主催　イベント紹介年度　菊友会主催　イベント紹介

至大荘懇親会　８月23日（土）～24日（日）
日時：８月23 日（土）現地集合　24 日（日）13:00 現地解散
受付：23 日15:00 ～　（13:30 ～入荘可能です）
会費：10,000 円（1 泊3 食付）

・同伴の小学生～高校生5,000 円
・幼児は無料

申込締切：７月25 日（金）
＜プレゴルフ大会・勝浦東急GC ＞
８月23日（土）希望者でゴルフコンペを今年も開催（費用別途）。
希望者は懇親会申し込みと同時。
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生徒達の熱気が爆発した体育祭　2014/5/16

九段の３大行事は創立時から今に至るまで、体育祭・至大荘・
九段祭であることは変わりません。この九段の綿々たる伝統行
事が今年も１～６年生の汗とパワーの結集によって、同じ目的
に向かって最大の力を発揮している場面を、自分達の九段時代
を想い起しながら熱い思いで見守りました。

１年生は初めての大きなイベントを通して九段を知り、２年
生、３年生は九段を感じ、４年生、５年生は九段の「主」となり、
６年生は九段を一生の宝物にする。これが九段の体育祭なので
す。 （高橋暁子・高17）

残雪の中のクロカン　2014/2/20

今年も２月20日（木）数十年ぶりの大雪がたくさん残ってい
る尽性園でクロスカントリーレースが実施されました。６年生
の有志が残雪の片付けやコース整備してくれた御蔭で、各部門
１km位の距離短縮はありましたが気合十分な若人が無事完走。

冷たい風の吹く中湯気を立てて頑張っている姿に多くの方々
が熱い声援を送っていました。菊友会からは各部門入賞者10位
までの生徒に、井上理事長よりメダルを手渡し栄誉をたたえま
した。写真は栄誉を勝ち取った各部門の優勝者の晴れ姿です。

（原田忠禮・高21）

第６回吹奏楽部定期演奏会　2014/3/22

幅広いレパートリーから全12曲を披露
今春の３月22日、中等教育学校吹奏楽部による第6回定期演

奏会が国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されま
した。例年と違って今年は記録的な大雪の影響でセンター内の
桜は開花までに至りませんでしたが、大ホール内はメンバー達
の素晴らしい演奏で華やかさに満ち溢れていました。

今年は管楽器サクソフォンを発明したアドルフ・サックスの
生誕200周年にあたり、「サクソフォン四重奏とバンドのため
のカプリチオ」が特別に選曲されました。大小14種類もあるサ
クソフォンの中からアルト、テナー、バリトン、バスの色々な
音色が楽しめました。 （持田　悟・高18） 

第57 回菊友ゴルフ大会
４月10日（木）、春の菊友ゴルフ大会が三

方を海で囲まれたシーサイドコースの若洲
ゴルフリンクスで開催されました。桜はあ
まり残っていませんでしたが、春にしては
26℃という暑いくらいの快晴の中、44人
の参加を得て大盛況でした。優勝とベスグ
ロは鈴木實氏（高17）、準優勝は清水一郎氏

（高5）、３位は初参加の加藤武氏（高16）、
シニアベスグロは渡部弘道氏（高５）でし
た。９人の女性の参加もあり、表彰式も笑
いが絶えす、華やいだ楽しい１日となりま
した。 （伊藤ユリア・高24）

5月24日(土)の評議員会で菊友会規約第
３条１号が改正され、従来菊友会の事業で
ある「会員名簿及び会報の発行」が「会員名
簿の保守・管理及び会報の発行」となりまし
た。これにより菊友会は名簿を発行しない
ことになりました。会員名簿の作成は、会
員の活躍等を知るために必要と考えられて
きましたが、現在では名簿業者等の会員情

報売買の対象とされ、勧誘の電話やダイレ
クトメールに使用、振り込め詐欺にも利用
されていると聞きます。このような名簿の
悪用を防ぎ、会員の個人情報を守るために
はその発行を止め、会員の個人情報をすべ
て菊友会のデータベースで管理することが
必要というのが規約改正の趣旨です。デー
タベースの中でのみ会員情報が管理されま

すから、個人情報が外部に漏れる危険性は
なくなります。名簿発行を止めるに伴いク
ラス会、同期会、OB・OG会などを行うのに
他の菊友会員の連絡先等をお知りになりた
いときは菊友会事務局にお申し出下さい。
またデータベースの正確性を保つため、会
員の皆様には、住所等に変更があったとき
は、速やかに菊友会事務局まで連絡をお願
いいたします。 （名簿委員会）

菊友会では会員の著書や作品を母
校に寄贈する事業を都立九段高校時
代から続けています。九段中等教育
学校に引き継ぎ、当初は厳選しなが
らもすべてを図書館に届けていまし
たが、おかげさまでこれまで寄贈さ
れた冊数が増えてきたこともあり、
昨年からは図書館司書の先生と相談
しながら、中等教育学校という年齢
幅が広い生徒対象にふさわしい作品
を、図書館の「卒業生の著作コーナ
ー」に収めるようにしています。

図書館に収めない寄贈本は、いつ
でも誰でも閲覧できるよう事務局に
保管しています。

作品を発表される際には是非１冊
を菊友会に送ってください。

今回は、写真集、専門書２冊、俳
句集の計４冊を紹介します。

九段歴史散歩 今も残る旧沖縄藩邸の石垣
中等教育学校の東側、早稲田通りに面し

て間知石積の石垣が見える。この石垣は琉
球国王・尚泰氏の邸宅を囲んでいた塀の基
礎である。尚氏は琉球王国のラストエンペ
ラーであり、明治維新後の1872年に明治
政府より首里城から東京移住を命令され、
華族として九段の地に藩邸を与えられた。
子女18人を持つ大家族であり、大邸宅を構
えていたと想像できる。関東大震災により
被災したため、一族は渋谷へ転居したとい
う。その跡地に今の母校がそびえている。

 （持田　悟・高18）

九段のお宝：市立一中時代からの遺産
一中時代、東洋一と称された校舎には、

充実した施設とともに、科学的研究を支え
た中学校としては超高度な設備が完備され
ていました。その一つにフォルマリン室が
あり、様々な動物のフォルマリン付けや剥
製動物たちがいました。当時はまだワシン
トン条約もなく、自由に捕獲できたとはい
え、今では値段のつけようもない貴重な動
物たちです。時の経過と共に多くは失いま
したが、オランウータン・鶴・カモノハシ・
ワニ・子ライオンは、現在も九段校舎の生
物室で健在です。 （高橋暁子・高17）

九段中等教育学校 ニュース

平成26年4月転出の教職員　11人の方が異動になりました

寄贈図書紹介寄贈図書紹介
－母校にあなたの著作品を！！－

 貝田 豊郷（高７）著
ぶらり散歩で眺めた「街と
人の横顔」（繁華街編）
発行：貝田クリニック
￥2,000（税抜き）

寄贈者が撮影した “感じる写真集シリーズ第
5集” 都内の特色ある17の街の賑わいを街の
人々の横顔とともに伝える写真集。
出発の街（日本橋）から子ギャル・老ギャルの
街・本の街・花柳の街等を経て浅草まで

鳥海 有紀（高 30）共訳
「Game Planning Gems 2」
発行：（株）ボーンデジタル
￥12,000（税抜き）
米国でベストセラーの同名書シ
リーズ第２巻の日本語訳本。ゲ

ームプロジェクトについての様々なトピック
ス（実践的ソリューションやプログラミングの
問題、作業時間短縮の手法など）をまとめた、
理論と実践の本。ゲームプログラミングにおけ
る広範囲な分野で遭遇する技術的課題をカバ
ーしている。

石山 淳一（高６）著
「やさしい精神医学講義」
発行：自由企画・出版
￥3,000（税抜き）
調布で診療所を開業のかたわら
帝京平成大学客員教授の著者が

書き下ろした、看護科、心理学科、作業療法
士、理学療法士などを目指す学生の為の「精神
医学」の教科書。ICD-10（国際疾病分類第10
版）の分類、用語等に基づいた解りやすい教科
書。

坂本 真理（高 34）著
坂本茉莉句集

「滑走路」（いには叢書第５集）
発行：フランス堂
￥2,400（税抜き）
タイ、ラオスの染織と民族関係

を学ぶため通訳の仕事をしながら、チェンマ
イ大学で学び続けているタイ在住の著者の俳
句集。「空港の　夜長の足を　組みなおす」な
どの味わい深い俳句が楽しめる。

菊友会大会　10月19日（日）
日時：10月19日（日）　受付開始：13:30～
 プレイベント：14:00～15:00 
 懇親パーティー ：15:00～17:00
会場：ホテルグランドパレス
会費：8,000 円（但し、中等２回～中等５回は2,000 円）
申込締切：10 月３日（金）
＜抽選会の景品募集＞
お楽しみ抽選会に景品の提供をお願いいたします。
事務局までご連絡をお願いします。

第58回 菊友ゴルフ大会　10月８日（水）
石坂ゴルフクラブ　埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24
申込締切：９月16日（火）

第22回 東京校歌祭　11月１日（土）
杉並公会堂 12:30開演　九段の出演時間 14:50 ～
懇親会：同所地下グランサロン 16:30 ～、会費3,000円の予定
申込締切：10月14日（火）

＜各イベント申し込み方法＞　お問い合わせ
＊同封の申し込み用紙（ハガキ）に必要事項を記入の上、菊友会事務局へFAXまたは郵送で申し込み願います。
＊申し込みされた方には追って詳細をご案内いたします。

TEL : 03-3263-2448　（火曜・金曜 11:00 ～16:00）/ FAX : 03-3263-1033
E-mail：kikuyukai@kudan-net.com

倉田朋保　都立国分寺高等学校 池田　匠　都立国立高等学校 成島真澄　都立駒場高等学校
大石雅彦　千代田区立神田一橋中学 清水徳子　都立大泉高等学校 渓内　明　文京区立第八中学校
杉渕由博　都立墨田川高等学校 天田　明　都立駒場高等学校 新村恭子　都立忍岡高等学校
藤森克悦　都立杉並高等学校 天海　創　都立城東高等学校 ＊在任中はお世話になりました

菊友会名簿の発行を止め、会員情報はデータベースで管理します。

20142014年度　菊友会主催　イベント紹介年度　菊友会主催　イベント紹介

至大荘懇親会　８月23日（土）～24日（日）
日時：８月23 日（土）現地集合　24 日（日）13:00 現地解散
受付：23 日15:00 ～　（13:30 ～入荘可能です）
会費：10,000 円（1 泊3 食付）

・同伴の小学生～高校生5,000 円
・幼児は無料

申込締切：７月25 日（金）
＜プレゴルフ大会・勝浦東急GC ＞
８月23日（土）希望者でゴルフコンペを今年も開催（費用別途）。
希望者は懇親会申し込みと同時。
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中等教育学校第４代校長に就任した

坂　光司氏（55歳）

４月１日付けで着任さ
れました。前職は、荒川区
立第四中学校長。東京学
芸大学教育学部卒業後、
都立大島高校教諭を皮切
りに都立高校で保健体育
を担当するなど教育現場
を経験。その後、東京都教育庁や千代田区
教育委員会の指導部署で行政職を歴任。区
教育委員会在任当時、九段高等学校の移譲
および九段中等教育学校の設立に関わり、
区立としての中高一貫教育の課題をよく理
解されております。

“感動は人をつくる” という信条を教育に
対するモットーとしており、『努力や苦労を
重ねた上で得られる感動体験は人に自信や
勇気を与えてくれる。感動体験は私たちの
意欲を引き出し、次なるステージに私たち
を導いてくれる。そして、更なる努力や精
進へと人を動かす。この循環を日々の学校
生活に取り入れ、感動体験のスパイラルを
作っていきたい』と熱く抱負を語っていた
だきました。 （持田　悟・高18）

至大荘の太鼓、蘇る 2014
法人九段はこの冬、九段高校時代から至

大荘に置いてあった太鼓を修理しました。
皮の張り替え、鉄鋲の交換、胴の塗り替え等
80数年振りの化粧直し。直径２尺（60cm）
の長胴太鼓には、第一東京市立中学校、天
也空地也空と刻まれた文字も当時のままに
再現され見事に蘇りました。一中時代の剣
道場完成時（1931年）に購入された（推定）
この太鼓は、当時から至大荘行事の度に学
校から運んでいたと聞いていますが、十数
年前からは至大荘の備品として置きっ放し
になっていたわけです。修理するにあたり、
胴が割れないかとの懸念がありましたが、
さすがプロは見事に再生させました。リニ
ューアルされた太鼓は５月の九段中等/体
育祭でデビューしたあと至大荘に移し、時
の合図・遠泳時の応援と、至大荘の伝統を
継承していきます。

至大荘施設の整備 - 戦後史-
1927年に完成した至大荘は戦争により

荒廃したが、1951年、至大荘行事の復活
に伴って失われた建物の再建が順次進めら
れ、現在に至っています。
1963年 天寮再建／正寮に１室増築
1968年 養気閣（食堂）再建
1971年 地寮建替え
1975年 正寮建替え・気寮新築
1979年 集義寮建替え・艇庫新築
1980年 火災で消失した地寮新築
1984年 管理人棟建替え
1986年 布団倉庫新築 

観海亭を崖から離し移動
1992年 嶽えい寮・天寮建替え
1993年 風呂場、炊事場、艇庫改修
2001年 養気閣（食堂）建替え
2003年 集義寮建替え
2013年 新正寮新築
 （横田千明・高19）

メモリアル室は一中創立時から九段中等教育学校までの卒業アルバム、菊友会報、
学校新聞、記念誌などの貴重な資料を保管しており、誰でも閲覧できる歴史館です。

これまで菊友会事務局がメモリアル室に置かれていましたが、６月25日に１階正面
玄関を入って右手の用務主事室の隣の旧休憩室に移動しました。それに伴い、メモリ
アル室を利用する方法を下記のように変更しました。

利用できる曜日と時間：月曜日～金曜日・午前８時～午後４時45分の間
室の開錠方法：学校の経営企画室（正面玄関の左手）でメモリアル室の鍵を受け取る

か、同室員に開けてもらい入室する。菊友会事務局員が在席する火・金曜日の午前11
時から午後４時の間は事務局にお越しいただければ、開錠・入室をお手伝いします。
新しい菊友会事務局にも是非ご訪問頂きたく、会員の皆様には事務局員在席の火・金
のご利用をお勧め致します。

高36 卒業30 周年記念同期会
３月21日に「日枝あかさか」で行われた初の同期会には、国内各

地はもとより、海外からも懐かしい仲間が駆けつけ、恩師７人を
含む総勢190余人が大集合という、予想をはるかに超えた大盛会
となりました。

体育の星野喜代美先生による元気な乾杯のご発声を合図に、会
場のあちらこちらで再会を喜び合う歓声が響き、50代目前のいい
大人が高校生に戻ったかのようなはしゃぎよう。クラス担任の恩
師６人（宮崎・片瓜・小林・永原・小松原・村山各先生）も皆お元
気で、教え子たちに囲まれて終始笑顔が絶えないご様子でした。
余興では、高校時代から見た目が変わらない女子と、別人のよう
に変わった男子をそれぞれ選出。優勝した女子には羨望のためい
きが、男子には笑いの渦が会場から沸き起こり、和やかムードは
最高潮に。当時の懐かしい場面満載の手作りDVD鑑賞、想い出
のあの人と写真が撮れるコーナー、昔の悪事を懺悔するビデオ撮
影、ピアノの生伴奏での校歌斉唱など、盛り沢山の会は、仙石（芹

澤）弘子幹事長の挨拶ののち、全員による記念撮影で幕を閉じま
した。その後は大半が２次会へと流れ、３次会のカラオケでは十
数人が朝まで盛り上がりました。ご参加の皆さまをはじめ、ご協
力くださった菊友会の長理事や後輩たちに、心から感謝いたしま
す。また近い将来、元気に集りましょう！ （河田真砂代）

高13 同期会
2014年からの同期会は各クラス輪番制幹事を止め事務局（２組

馬渕・４組高井）がクラス幹事の協力の下で毎年開催することとな
った。４月５日（土）正午にデイナイト大手町店に遠くはデュッセ
ルドルフ・ロスアンゼルス・シンガポールからの参加者を含め79
人が集まった。既に古希を過ぎ仲間の動静が気になる年齢になっ
たので、お互いの元気を確認しあうことでクラスを越えた歓談に
時間を掛けたが２時間半はアッと言う間に過ぎてしまった。最後
は恒例の校歌・至大荘歌を斉唱して来年の再会を誓って閉会とな
った。二次会は三々五々適当にバラけて行った。 （馬渕義彦）
高33 同期会「九段3333 会」

高33回生の卒業33年を記念して「九段3333会」を５月10日新
宿にて小林先生・増田先生・村木先生を迎え、33回生115人で盛
大にとり行いました。卒業以来学年全体の同窓会は初めてだった
こともあり、会場のあちらこちらで再会を喜ぶ同級生の笑顔が溢
れました。

同級生によるスライドショー・高校時代クイズ・校歌至大荘歌
斉唱とイベントが続き、高校時代に戻った3時間があっという間
に過ぎました。菊友会にはCD提供や卒業当時のアルバム等貴重な
資料と丁重なお祝い迄頂き、この場を借りて御礼申し上げます。

（九段3333会幹事一同）

高25 卒業40 周年同期会
えー？！昼にやるのー？そうです。平成25年11月30日、25

回生卒業40周年同期会は真昼間の青山で、121人の参加者と、太
田・近藤・若林・岡本・増田・牧野・村木の諸先生方をお迎えし
て、どーんと開催しました。

ほとんどの仲間が二次会に突入、二次会が終了してもまだ午後
4時！そこで、またまた幹事の用意した三次会会場へ向かう者多
数。そして三次会終了しても、まだ午後７時。わー！！まだ飲め
るぞー！！と、そのままそれぞれのグループに分かれて四次会へ
突入！なるべく多くの参加者をと、幹事が考えたマチネーだった
が、まだ現役の多い同期生、参加者が前回を下回ったのは誤算。
たった一つの長所は「4次会まで、10時間飲み続けても、終電は
あるし、何なら5次会も行けちゃう！」という点だろうか。10時
間飲んでも、話し足りず、別れがたいのだ。恒例の、欠席者の近
況が躍る「同期会新聞」が当日配布され、５年後の再会を誓い合っ
た。 （今田恵美）

吹奏楽部創部55 周年記念演奏会
12月22日に無事に終了しました。ご来場、お手伝いいただい

た保護者の皆様、九段の先生方、諸先輩にまず感謝申し上げます。
演奏会の第１部は現役生78人による溌剌とした演奏、第２部で

は64人のＯＢバンドによる円熟の演奏、そして第3部は現役とＯ
Ｂ、計142人にパイプオルガンも加わり、華麗な合同ステージに
なりました。中等１年生（12歳！）から初代部長安元先輩（高14）
まで、世代を超えた演奏は、私たち自身にも大きな感動を与えて
くれました。

次回の目標は60周年記念演奏会です。ホームページも継続して
いきます。「九段、吹奏楽」等で検索ください。（大原寿樹・高34）

公益社団法人九段だより

理事長以下理事21人。
和やかな懇親会に新会員を招待

閉会後、富士見校舎に隣接する「レストラ
ンふじみ」に会場を移し、今春、中等を卒業
した新会員６人（クラス委員５人、評議員
１人）を招待した懇親会に48人が参加し、
和やかなムードで終了しました。新会員の
方々には大勢の仲間を誘って、菊友会行事
に参加してください。 （持田　悟・高18）

（※２ページからの続き）

地下温水プールサイドにモニュメントが
残る。1932（昭和７）年10月竣工の屋内プ
ールにはコース番号があった。そのプール
が戦争を越えて、55年後の1987（昭和62）
年に改築された。その際にコース番号が残
る事になった。昭和62年発行の「一游」によ
ると、当時の田中明九段高校学校長は『藤岡
達昂会長（中13）より要望いただいた。青春
の汗を滲ませたコースナンバーと銅盤レリ
ーフ説明文をプール壁面に埋め込み保存し
たいと。九段高校生にとっても教育的価値
は高いものと考え、都教委と折衝に当たり
努力してまいりました』と報告している。現
役生徒が泳ぐプールサイドにある都立九段
高校旧プール記念碑には次の言葉がきざま
れている。『（前略）プールで青春の日々を
過ごし、共に水泳に精進してきた仲間達が
相図って、その輝かしい思い出のために、
コースナンバーのプレートをここに残して
永遠のモニュメントとしたい。昭和62年９
月　一游会 菊友会 』とある。

 （酒井憲太郎・高17）

～ 九段歴史散歩 ～
プールサイドに残る82 年モニュメント

メモリアル室の利用方法を変更 ! !

同期会・クラス会・OB/OG会からのお便りページ

評議員は卒業年度毎に原則2人選任され
ており、同期の総意を代表する菊友会員で
す。評議員会のみならず、菊友会大会など
の行事にできるだけ出席し、同期会員の交

流に努めていただける方にお願いします。
また、評議員を交代された時は、菊友会事
務局への連絡を忘れずに！

評議員の交代があった時は、菊友会事務局までお知らせください

現状の建物配置

お知らせお知らせ
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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

平成26年度　菊友会評議員会
新年度の事業計画・予算・菊友会規約改正
案、承認される

５月24日（土）、菊友会評議員会が九段中
等教育学校九段校舎1階会議室で開催され
ました。村井会長の挨拶に続き、司会者か
ら「評議員総数125人に対して出席者数16
人、委任状54人」との報告を受け、井上理
事長を議長として審議に入りました。

第１号議案では前年度事業報告・会計監
査報告・決算が報告され、満場一致で承認

されました。平成25年度の収支決算は収入
8,940千円（対目標値の87%）、支出8,995
千円と55千円の赤字となりました（下表参
照）。収入減は維持会費の減少と新入会員用
の2010年版菊友会名簿の販売を中止した
ことが大きく起因しています。

第２号議案の平成 26 年度事業計画は、
今年も全事業を継承するに加えて学校創立
90周年事業を実施します。維持会費収入に
努力目標を織り込むことにより、収支はと

もに前年度実績に若干上乗せす
る黒字予算を立て、事業計画と予
算はともに承認されました。
３人の新理事承認、4 理事退任

第3号議案の役員人事について
は、3人の新理事を加えた役員構
成が下表のとおり承認され、また
氏家義之（高15）、田ノ倉美保子

（高15）、根本東（高15）、野本俊
輔（高17）の４人の理事が退任し
たとの報告がありました。

一游会だより
水泳部OB・OGの会には若年寄会という

集まりがあります。毎年武市一良先輩（高
９）の青梅市のお宅で春のタケノコ掘りバ
ーベキューと暮には神田藤むら（金沢幸子・
高21）での忘年会です。今年は体調が恢復
した武市先輩を囲みタケノコ掘りBBQが復
活しました。
「一游会の若年寄」
青梅の先の二俣尾という地。奥多摩から

の清流を脇に抱える。ここに居を構えて数

十年、私たちはその主の下で毎年春光を楽
しむ。 一游会“若年寄”の面々だ。元気でい
る限りは “若年寄” に居続けることができる

（とする）。今回は上が78歳、下は58歳。
筍を掘り出し、木の芽を採り、 野草を摘む。
川原に設えたテント、竈、コンロで、てん
ぷら、筍ご飯、肉野菜を調理する。その脇
を滔々と本流が流れ続けている。いつも想
う、いずれ私たちも 時の彼方に流されてい
くだろう。テントの設営が堪えるようにな
った。今年は屋内で料理。食後に川原に出

て、川の流れに身を寄せる。河童の本性が
一瞬騒ぎ、 対岸の新緑が迫って息を呑む。
生きるのか生かされるのか。

 （渡辺照正・高16）

「ありがとう山文」
「山文（やまぶん）」の呼び名で親しまれて

いた山本文郎君が亡くなった。３年間同じ
クラスで過ごした九段時代から60年余に
わたる交友。まさに終生の友だった。思う
に彼はアナウンサーになるために生まれて
きたような気がする。１年生の時だった
か、国語の授業で講堂のマイクを使い放送
劇の真似事をしたことがある。この時、山
文のアナウンスを聞いた先生は、「凄い」と
言ったまま絶句。余りのうまさに、次の言

葉が出てこなかったのだ。TBSでの活躍ぶ
りはご承知の通り。局内では「困った時の文

（ぶん）さん頼み」と言われ、視聴率アップの
助っ人として活用されることも多かったよ
うだ。二人は、何もかも対照的だった。部
活は彼が演劇部、小生はタッチフットボー
ル部。大学は早慶に分かれ、就職先もアナ
ウンサーと新聞記者。こんな二人を結びつ
けたのは、彼の人間的な温かさだったと思
う。「ありがとう山文」。そして「さようなら
山文」。 （後藤　基・高５）

高14 合同クラス会（古希の会） 
2014年４月19日土曜日に九段高校14回

生の合同クラス会「古希の会」をスクワール
麹町で開きました。2012年秋の高校卒50
周年同期会以来１年半ぶりの集いでしたが
総勢107人の方が参加した盛況な会になり
ました。

前半はクラス別に後半は自由に歓談をし
て久しぶりに旧交を暖めました。喜寿が

高13 遊九会ゴルフ
2014年春の日帰りコンペは念願の「夢の

島」若洲ゴルフリンクスで３月19日に初参
加２人を加えて15人が参加して行われた。
菊友ゴルフ大会も実施した会場は23年前
のバブル時代に都民から出たゴミを埋め立
てたコースなのでフラットで東京湾やスカ
イツリーや羽田空港発着の飛行機を眺めな
がらプレーも楽しめた。

ここ２試合とも女性軍に優勝をさらわれ

たこともあって今回は小嶋君が初めてのベ
スグロ優勝を勝ち取った。次回の秋大会は
千葉で一泊コンペを計画しています。皆さ
んとの再会をお待ちしています。（馬渕義彦）

高15 ３年４組クラス会
春めいてきた３月８日（土）12時、銀座

７丁目の中華「羽衣」に17人が集合し、乾
杯の後早速歓談。２度の大病から完全復帰
した二人、消費税の対応で値札の付け替え
が忙しい、桑名市から駆けつけてくれた、
色んな分野でまだ現役、悠々自適組と人生
様々。語れば楽しい高校生に若返って二次
会はカラオケで歌いまくり。69 歳は元気
だねえ。参加者は池内、海老原、小川、奥
原、川船、北岡（宮下）、刈込（野々垣）、小島

（木内）、斉藤（桜井）、佐野、高橋、友末、
福原、星野、山川（森田）、山田、四ッ倉（川
村）の皆さん。次回は９月13日（土）です。
予定して下さい。 （山田清三）

トーク会ゴルフコンペ
東京の桜開花宣言から 3 日目の 3 月 28

日、風なし雲なし最高のゴルフ日和にトー
ク会（高19）ゴルフコンペが富士OGMゴル
フクラブ市原コースにて開催されました。
参加者は26人（内女性５人）、優勝は遠山ち
づ子・準優勝は佐藤芳恵さんで女性パワー
炸裂。次回は男性陣の奮闘を期待していま
す！ (遠山ちづ子)　秋は10月22日(水)23
日(木)で初の平日開催、ゴルフ・テニスの
１泊旅行の予定です。 （幹事一同）

高７回生の集い79 会
年に３回開催している７回生の歓談懇親

の本年最初の79会を３月15日ペルランで
開きました。遠く倉敷から参加者も加え今
回は22人が集い近況や喜寿をクリヤーし
た体調など大いに歓談が進みました。全員
元気での再会を誓ってお開き。本年はあと
７月12日（土）11月22日（土）に開催予定単位：円 平成25年度予算 平成25年度実績 平成26年度予算

収
入

維持会費 7,000,000 6,502,000 6,900,000
新会員入会金 665,000 550,000 615,000
菊友大会会費 1,500,000 884,000 940,000
至大荘懇親会会費 800,000 758,198 800,000
評議員会会費 0 0 100,000
名簿売上高 0 10,000 0
名簿売上高新人用 325,000 0 0
寄付金 0 213,320 0
雑収入 0 18,312 0
受取利息 0 4,313 0

収入計 10,290,000 8,940,143 9,355,000

事
業
費

在校生・卒業生支援費 280,000 250,892 260,000
菊友会大会経費 1,800,000 1,316,565 1,400,000
至大荘懇親会経費 800,000 733,391 800,000
評議員会経費 10,000 12,000 150,000
名簿作成・送付費 50,000 2,000 0
会報印刷・郵送費 3,500,000 3,290,918 3,500,000
校歌祭参加費 170,000 163,612 150,000
法人九段関係費 84,000 75,000 69,000
創立90周年事業費 0 0 150,000
事業費小計 6,694,000 5,844,378 6,479,000

管
理
費

事務局人件費 1,530,000 1,558,860 1,610,000
光熱費 100,000 95,607 100,000
通信費 120,000 141,331 150,000
リース費 9,000 8,442 9,000
パソコン関係費 320,000 606,167 150,000
コピー費 90,000 84,428 90,000
事務消耗品費 70,000 74,254 75,000
理事会交通費 235,000 227,000 220,000
旅費交通費 30,000 30,000 30,000
振込手数料 250,000 205,334 220,000
慶弔費 30,000 50,000 50,000
雑費 60,000 69,416 120,000
予備費 50,000 0 50,000
管理費小計 2,894,000 3,150,839 2,874,000

支出計 9,588,000 8,995,217 9,353,000
収支差額 702,000 -55,074 2,000

＜平成26 年度菊友会  役員構成＞
会  長 村井　　温 高13
副会長 髙井　信義 高13

〃 赤司　久雄 高15
監  事 大西　正孝 高10

〃 田島　英子 高20
顧  問 鍛治　利秀 高４

〃 岡田　　肇 高10
〃 髙橋　直人 高14

＜理事会・委員会委員＞
理事長 井上　良夫 高17
副理事長 楫取　能彦 高17

〃 酒井憲太郎 高17
総務企画委員会
委員長 山崎　　猛 高20
委　員 庄司　啓子 高17

〃 藤代　興里 高18
〃 前田　敏行 高18
〃 青木　麗子 高19
〃 岩城　悦子 高19
〃 松本　茂夫 高19
〃 横田　千明 高19
〃 伊藤　洋子 高24
〃 長門由美子 高25 新

広報委員会
委員長 持田　　悟 高18
委　員 高橋　暁子 高17

〃 横田 千明（兼） 高19
〃 金子　元久 高20
〃 原田　忠禮 高21
〃 村上　恭子 高21 新
〃 長　　繁樹 高28
〃 魚住　照代 高28

名簿委員会
委員長 新田　　潔 高18
委　員 長 　繁樹（兼） 高28

会計委員会
委員長 渡辺　憲雄 高19
委　員 赤木恵利子 高25 新

平成25 年度事業決算報告・26 年度予算

会員名簿の電子化
第４号議案は菊友会規約改正の提案であ

り、菊友会員の冊子名簿を廃止して電子デ
ータで名簿情報を保守・管理する方式に改
めるために、同規約第３条（事業）「①会員名
簿及び会報の発行」を「①会員名簿の保守・
管理及び会報の発行」と改正するもので、承
認されました。

評議員会の出席者は以下のとおり（敬称
略）。
●評議員16 人

鍛治利秀・服部嘉夫（高4）、村田清子（高
７）、百々阿弗利（高８）、羽鳥徹郎（高9）、
平松正子（高12）、馬渕義彦（高13）、篠原信
枝・山田興一（高14）、奥原秀敏（高15）、懸
田保子・山本勇（高17）、奥山敬志・竹鼻始

（高19）、福田隆（高31）、井上昭博（高32）
●役員・顧問・理事29 人

村井会長、髙井・赤司両副会長、鍛治・
岡田・髙橋顧問、大西・田島両監事、井上

（次ページに続く※）

同期会の開催時にはぜひご連絡を！！（菊友会からお祝い致します）

2020年東京オリンピックの年なのでその
ときにまた再会しようとの話も出ました。
名残惜しくほとんどの方が二次会にも参加
し大いに盛り上がった夕べでした。

 （志岐紀夫・高14）

です。79会ゴルフを5月15日チェックメ
イトカントリーで行いました。今回は他用
の方も多く12人の参加者でしたが天候に
も恵まれ若いものには負けぬと78歳を感
じさせぬ元気で和気藹々と楽しいゴルフが
出来ました。次回は渡邊（章）、井出両君幹
事で10月23日（木）佐倉カントリーで開催
予定。 （宮島　徹）

恩師 小澤 芳子 中14 細野 耕二 中21 谷本 浤朗 高10 木村 英樹
恩師 稲田 宏 中14 前田 卓治 高２ 清水 源昭 高10 横田 昌一
中４ 大貫 重信 中15 門脇 秀吉郎 高３ 林 伸郎 高10 芳川 輝二
中５ 久保 昌太郎 中15 小宮山 信行 高３ 村木 恵蔵 高11 林 憲一郎
中８ 山田 金次郎 中15 新村 寿夫 高４ 椎名 進 高12 門根 保々美
中９ 渋谷 益男 中15 藤巻 英知 高５ 小林 猷作 高12 桑原 滋夫
中９ 菅原 時雄 中16 加藤 慎雄 高５ 山本 文郎 高13 植松 勲
中９ 松山 茂郎 中16 川田 忠雄 高７ 川口 正明 高17 原田 哲夫
中12 石塚 重一 中16 木本 一彦 高７ 田口 英樹 高22 庄野 恵美子
中12 土岐 克之 中16 高木 薫 高７ 芳賀 芙貴子 高33 竹内 義雅
中13 末 博光 中16 山本 仟一 高８ 石井 良樹 高34 中浜 信昭
中13 永田 博 中18 松下 篤之 高８ 前野 輝之 高50 梅澤 弘樹
中14 太田 髙穂 中19 飯島 巳男 高10 河辺 政昭
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平成26年度維持会費（平成26年4月～平成27年3月）

中１	～	 高61回	3,000円
中等1	～	中等5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。

幾多の激動の時代を経て都の中央九段の上

お知らせ

関東大震災で灰燼に帰した東京の復興
は、物質的な復興にとどまらず、精神的な
復興も伴わなければならないと考えた当時
東京市視学（東京市の学校経営・教育内容な
ど広く教育行政全般を担当した）であった
成田先生は、新しい学校を作ることに奔走
し、自ら第一東京市立中学校の初代校長に
なりました。そして、新しい中等学校での
教育は旧来のような試験に合格するための
ものではなく、真・善・美といった人間性
の向上のためにあると考え、新しい教育を
実践しました。

このようにして第一東京市立中学校は
1924（大正13）年４月に創立され、これま
でに卒業生は２万人を超え、さまざまな人
材を輩出し、今年創立90周年を迎えました。

大正デモクラシーのもとで創立された母
校もその後、戦争・敗戦・高度成長・バブ
ル・失われた20年といった、時代時代の節
目を経験してきました。、また校名も第一東
京市立中学校・東京都立九段中学校・東京

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。

会 費 納 入 額 は 平 成 22 年 度
666万円、23年度673万円、24
年度681万円と徐々に増えてき
ておりました。しかし、25年度
は 650 万円と 31 万円も減少す
るとともに、予算の700万円に
対しても 50 万円の未達となり
ました。

平成 25 年度の収入と支出の
差額はマイナス、すなわち赤字
決算となりましたが、その主な
理由は会費納入額の減少にあり
ます。会費は菊友会報の制作・
郵送代、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。それらの事業を継続
的に行うためには皆様お一人お
ひとりに納めていただく会費が
是非とも必要です。

母校は1924（大正13）年４月
に創立され、今年創立90周年を
迎えました。菊友会の前身とな
る第一東京市立中学校同窓会は
創立５年後の1929（昭和４）年
に発足し、1953（昭和28）年菊
友会となり、現在に至っており
ます。この伝統を絶やさないた
めに、今まで納入されていない
方は今年度分からでも結構です
ので、一人でも多くの方に会費
を納めていただけますようお願
いいたします。

維持会費減少！決算赤字に転落！
維持会費の納入をお願い致します！！

高10 同期会
日時：9 月27 日（土） 
 15:00 ～17:30 
 （受付14:30 ～）
場所：エスペリア
TEL：03-3234-2588　
地下鉄「神保町」駅下車 A2 出
口左へ 20 秒
会費：5,000 円

（高10回同期会幹事会）
高17 卒業50 周年記念同期会
日時：2015 年２月28 日（土） 
 12:00 ～15:00 
 （１次会のみ・3 時間）
会場：新宿ヒルトンホテル 
 ３階大和の間
TEL：03 -3344-5111
東京メトロ丸の内線西新宿駅
都営地下鉄大江戸線都庁前駅
詳細は案内状にて1月始めにお
知らせ致します。
 （幹事6組砂山・高橋）
高41 卒業25 周年記念同期会
高41回卒業25周年の同期会を
８月３日に開催する予定にして
います。
場所、時間など詳しいことが決
まりましたら、またお知らせい
たします。 （幹事 戸澤伸次）
都立九段高校柔道部還暦OB 会 
日時：11 月15 日（土）17 時～ 
場所：新橋亭新館（新橋駅そば） 
 03-3580-2211 
会費：7,000 円 新会員24 回生

（S47 年卒業）大歓迎 
 （世話人 髙井信義・高13）

一排会（バレー部OB・OG 会）
総会開催のお知らせ
2014年度一排会（バレー部OB・
OG会）総会の日程が決定いたし
ました。
皆様お誘い合わせの上、ご参加
ください。
日時：７月13 日（日）
場所
［昼の部］九段中等教育学校
（旧九段高校）体育館 11:30
より受付、12:30 よりOB 戦

［夜の部］ホテルグランドヒル
市ヶ谷　18:00 ～20:00

 （一排会事務局）
一球会（バスケットボール部
OB・OG 会）開催のお知らせ
日時：12 月６日（土） 
 13:00 ～ OB・OG 戦 
 17:00 ～総会＆懇親会
場所：OB・OG 戦…九段中等教
育学校体育館
懇親会…飯田橋セントラルプラ
ザ内「北海道」
8月、別途詳細について郵送な
いしメールにてお知らせしま
す。 （幹事 大内和史・高17）

原稿のお願い
次号菊友会報94号の原稿・お知
らせなどの締切りは11月14日

（金）です。クラス会・同期会・
クラブOB・OG会などの原稿及
び2015年１月から７月までに
開催される行事のお知らせをお
寄せください。

九段創立90周年おめでとうございます

◆風薫る靖国神社を通り抜け、若か
りし頃に通いなれた校門をくぐる
と、そこには体育祭の練習に励む生
徒たちの声が木霊します。2006年
に九段中等教育学校へと移行しま
したが、生徒たちが学業に、スポー
ツに励む姿は昔も今も変わりあり
ません。５月の連休前から93号の
編集活動はスタートしました。前号
まで広報委員長を勤めた酒井委員

長からバトンタッチした新委員長
の持田（高18）さん、今年90周年を
迎える母校の特集記事を担当する
高橋（高17）さんを中心に新人を含
めて精力的に取り組み、「90周年記
念93号」が完成しました。学校はも
とより至大荘・尽性園それらととも
に歩み続ける菊友会、これからも大
事に育てていきたいものです。

（原田忠禮・高21）

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●
11月９日関西菊友会／11月19日
クロスカントリーのメダル発注
／ 11月30日高25回40周年同期
会／倉田校長よりメモリアル室
を純粋に「メモリアル室」として
使いたいとして事務局部分を現

「休憩室」に移転させたい旨打診
され理事長了承。

●１月度●
新理事、高25回長門由美子さん
承認／ 12月22日卒業生及び在校
生による吹奏楽部創部55周年記
念演奏会開催／会報92号発行／
九段ネット大幅更新／菊友会事
務局がメモリアル室から休憩室
に移ることになった経緯説明及
び議論。

●２月度●
新理事、高21回村上恭子さん承
認／創立90周年の企画案を検討
／次号90周年記念号はプラス４
ページ。

●３月度●
新理事、高25回赤木恵利子さん承
認／２月20日クロスカントリー
レース雪の影響のため約 1km 短
縮で実施／３月15日九段中等の
卒業式／３月22日九段中等吹奏
楽部第６回定期演奏会開催／伝
統継承HR資料について論議完了。

●４月度●
４月１日九段中等教育学校第４
代校長坂光司氏赴任／４月７日
九段中等教育学校入学式３理事
出席／４月10日菊友ゴルフ開催
／九段創立90周年記念の手拭い
デザイン高28回 植田修平氏に依
頼。

●５月度●
５月２日監事監査／新メモリア
ル室の使用についてなお調整が
必要／ 24日評議員会

５回生及び既卒者 進路及び大学等合格状況

学校名 合格数 
( ):既卒者 学校名 合格数 

( ):既卒者

青山学院大学 13(1) 東海大学 7(1)
跡見学園女子大学 4 東京医療保健大学 3
江戸川大学 2 東京家政大学 4
桜美林大学 2 東京家政学院大学 2
大妻女子大学 3(1) 東京経済大学 4(1)
学習院大学 6(3) 東京工芸大学 1
神奈川大学 3 東京女子大学 1
金沢工業大学 1(1) 東京電機大学 6(1)
関西学院大学 1(1) 東京都市大学 1
北里大学 1 東京農業大学 9
共立女子大学 2 東京理科大学 18(2)
杏林大学 2(1) 東邦大学 1
慶應義塾大学 5 東洋大学 13
恵泉女学園大学 1 東洋英和女学院大学 2
工学院大学 3 東洋学園大学 2
國學院大學 9 徳島文理大学 1(1)
国際基督教大学 1 獨協大学 4
駒澤大学 8 二松学舎大学 1
駒沢女子大学 2 日本社会事業大学 1
埼玉学園大学 1 日本女子大学 4
産業能率大学 1 日本体育大学 1
芝浦工業大学 9 日本薬科大学 1
淑徳大学 1 日本大学 18(2)
城西国際大学 2(1) 文化学園大学 1
上智大学 11 文教大学 1
女子栄養大学 1 文京学院大学 5
成蹊大学 11(1) 法政大学 16(4)
成城大学 5 武蔵大学 5(1)
聖心女子大学 1 武蔵野大学 1(1)
聖徳大学 1 明治大学 35(4)
専修大学 6(1) 明治学院大学 3(1)
洗足学園音楽大学 1 明星大学 4
創価大学 2 目白大学 5
玉川大学 2 立教大学 10(4)
多摩美術大学 1 立正大学 2
千葉工業大学 1 立命館大学 4
中央大学 17(1) 和光大学 1
津田塾大学 5(1) 早稲田大学 19(2)
帝京大学 6(2)

私立大学計 371(40)
防衛大学校 1(1)

大学校計 1(1)
青山学院女子短期
大学 1 立教女学院短期 

大学 1

短期大学計 2

学校名 合格数 
( ):既卒者 学校名 合格数 

( ):既卒者

お茶の水女子大学 1 東京大学 1
群馬大学 2 東京外国語大学 1
高知工科大学 1(1) 東京学芸大学 1
埼玉大学 1 東京農工大学 1
静岡県立大学 1 東北大学 2
首都大学東京 5(1) 一橋大学 1
千葉大学 1 北海道大学 1
筑波大学 1 横浜市立大学 2(1)
電気通信大学 1 横浜国立大学 5(1)

国公立大学計 29(4)

進路
大学 106 就職 1
短期大学 2 その他（進学準備） 19
専門学校 4

卒業生数 132

都立九段高等学校・千代田区立九段中等教
育学校と変わってきました。

しかし、いかに時代の影響を受け、また制
度・校名が変わろうとも、その教育の根底
に流れる全人教育とそのための自主自律の
精神は九段という学校とそこに学ぶ生徒た
ちの間で営々と受け継がれてきましたし、
これからも受け継がれていくでしょう。

 （長　繁樹・高28）

第一東京市立中学校初代校長・成田千里先生の胸像（撮影：酒井憲太郎・高17）
「一人でもよいから真の友があってほしい　口ひとつ開かぬとも心から心へ
親しみと温みとが通いつつ互いにあかす誠と誠、かかる友があったらどんな
に愉快であろう」  胸像の台座には先生の言葉が刻まれています。

この胸像は、1937（昭
和12）年２月23日、第
一東京市立中学校の
職員・生徒・父兄並び
に卒業生一同から送
られたもの。
作者は長崎市平和公
園にある平和祈念像
などで知られる文化
勲章受章者、北村西
望氏。
旧校舎の玄関向かっ
て右側にあったが、
現在は九段中等教育
学校の中庭に飾られ
ている。
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創立90周年記念号 2014
『我等の学園』★ 九段の真髄はここから始まった ★☆1924 年 九段の歴史が始まる

第一東京市立中学校は関東大震災の翌年
に創設。当時、東京市の府立中学校は５校、
私立中学校は28校で、毎年増加していく志
願者を収容する中学校数は不足。さらに大
震災により私立中学校の多くが被害を受け
たため、市立中学校の設立は急務でした。
東京市は一中（九段）・二中（上野）・一女（深
川）の３校の設立を計画し大正13（1924）
年４月14日に一中の設立が認可され、初代
校長として東京市視学の職にあった成田千
里先生が就任しました。
☆強烈な個性と抜群の指導力

成田校長は普通の校長とは違い、学校そ
のものの生みの親であり、自ら進んで第一
東京市立中学校を創設。教職員は優秀な人
材を全国から集め、全市内から志願した優
秀な生徒202人を第一期生として、半蔵門
仮校舎（麹町高等小学校）でスタートしまし
た。まず成田校長が掲げた教育理念は「全
人教育・生活教育」で、これは創立当初か
ら現在に至るまで脈々と継承されている九
段の生命線といえるでしょう。「第一流の
人物たれ」と「第一の教育」を目指す意図を
明確にするために、校名を敢えて「第一」
東京市立中学校としました。一中の新教育
の象徴でもあった制服は英国のイートン校
を模して背広とし、一目で一中生と見分け
られるように帽子に白線を入れ、靴は赤皮
靴、ランドセルを背中に、と中学生の服装
としては異彩を放っていました。成田校長
自身も「大理想の教育をする」という気構え
から、毎日モーニングを着て登校。校舎新
築の予算獲得などの施策に当たっては市当
局の反対や周囲の非難を押し切り、昭和２

（1927）年12月に中学校校舎としては全て
において常識・概念を超越し、東洋一と言
われた校舎を完成させました。人知れぬ苦
心と非凡な政治的手腕を発揮された太っ腹
の校長でした。
☆戦後給食の先駆けとなった栄養給食

当時成田校長は栄養協会の理事としても
栄養問題を研究し、都市の青少年に偏食か
らくる栄養不良が多いことに着目。栄養食
の大家、国立栄養試験所長佐伯博士の指導
の下、全職員・生徒に栄養給食を実施し、
戦後給食の先駆けとなりました。後に新校

理事・広報委員→副理事長・広報委員長
→ 副会長→ 会長→ 顧問。私が初めて理事
会に出席したのが平成13（2001）年12月。
３年程度のおつきあいでお役御免の積もり
だったのに、運悪く（？）母校が都立から千
代田区立になるという歴史の節目に巡り合
ってしまった。菊友会とは全く縁がなかっ
た私にとって、13年間はまさに運命のいた
ずらとしか思えない。

平成14（2002）年２月、「千代田区が区
立の中高一貫教育校を計画。都立九段高校
の移譲を要請へ」という記事が各紙の都内
版に一斉に報じられた。菊友会にとって大
事件だった。菊友会の役員や理事たちは再
三対応を話し合ったが、否定的な反応が大
勢だった。５月の評議員会で「不賛成」を決
議、都教委に「都立としての存続を求める要
望書」を提出した。千代田区は都教委に都立
九段の移譲を正式に求め、都教委は菊友会
を含む関係者への意見聴取を経て、10月に
移譲を決定した。

都教委は決定に際して具体的な移譲条件
の検討を求め、12 月に都教委、区教委、
九段高校、および菊友会の４者による委員
会が発足した。菊友会は九段高校のPTAや
生徒会、教職員とも意見交換を重ねた。時
には深夜まで激論を続けた。同窓会からも
様々な意見が寄せられ、この時期に開かれ
た総会や各学年の同期会、クラス会では熱
い議論が戦わされた。卒業生が母校の将来
についてこの時ほど熱くなったのは初めて
ではないか。

委員会は５回の会合を重ね、翌 15 年３
月に報告書をまとめた。骨子は①千代田区
立中等教育学校は都立九段高校を母体とす

る、②至大荘行事など伝統的学校行事や行
事歌は継承する、③校歌は九段高校の校歌
を継承し、校旗・校章は九段高校のものを
ベースとする、④九段高校と中等教育学校
の同窓会はつなげて行く、⑤九段高校の更
なる進学実績の向上を図る、といった内容。

区立化に当たって菊友会がもっとも懸念
したのは、市立一中以来の伝統が新しい学
校に継承されるか、という点だった。この
報告書で伝統継承の条件は整ったと判断
し、菊友会はこれ以降、区立九段開校の準
備に関わることになる。平成18（2006）
年４月５日、新入生160人の入学式と区立
九段中学から編入した２、３年生計305人
の編入式があり、15日には開校式典が開催
された。平成21（2009）年３月都立九段高
校最後となる高61回生の卒業式があり、続
く閉校式典で都立九段の歴史は千代田区立
九段中等教育学校に引き継がれた。

区立九段の校長の学校運営を支援するた
め、区教委は開校と同時に学校経営評議会
を設置した。教育施策、予算などを協議し、
意見を述べる。委員は菊友会、保護者、地
域、企業などから区教委が委嘱し、現在は
８人。菊友会の副会長や会長として移譲問
題をリードされた髙野光正先輩の後を受け
て４年前から私が評議会の会長を務めてい
る。私は学校運営が九段の伝統から外れて
いないかどうかという観点から物事を判断
しているが、「菊友会がこだわる伝統とは何
か」と問われると、簡単に答えが出ない。
伝統に縛られていては新たな発展は望めな
い。伝統を乗り越えて伝統が生まれ、それ
をまた乗り越えて伝統が生まれる。永遠に
続くこの繰り返しをこれからも見続けたい。

39 年（1964）
11月 創立40周年・尽性園、旧哲明寮完成

41 年（1967）
2月 都立高校入試学校群制度実施

44 年（1969）
3月 学園紛争により、卒業式混乱

45 年（1970）
4月 75分授業から50分授業へ・制服廃

止

52 年（1977）
６月 至大荘50周年記念祝賀会

59 年（1984）
3月 尽性園4,000坪を稲城市の要請に

て中学校新設用地として売却

60 年（1985）
１月 尽性園新哲明寮落成

63 年（1988）
4月 （社）東京都立九段高校父母会を社

団法人九段とPTAに分離

1 年（1989）
10月 新校舎落成と創立65周年記念式典

4 年（1992）
4月 コース制、単独選抜294人入学

6 年（1994）
11月 創立70周年記念式典

10 年（1998）
7月 至大荘游泳訓練の飛び込み中止

18 年（2006）
4月15日 千代田区立九段中等教育学校

開校式典

19 年（2007）
６月 至大荘80周年
７月 千代田区立九段中等教育学校至大

荘行事開始

21 年（2009）
４月 東京都立九段高等学校閉校式典

舎の地下に約1200 ～ 1300人を収容する
食堂を造り、昼食時に師弟が食を共にする
伝統は戦中まで続き、また紳士教育の一つ
として、食後一人３分間のテーブルスピー
チや修学旅行に先立つ研究発表会、今でい
うプレゼンテーションも行われ、実際に卒
業後社会に出てから役に立ったそうです。
☆一中の教育は至大荘の生活から

成田校長の非凡さと先見性は至大荘の建
設にも窺うことができます。智・徳・体、
三位一体の「全人教育」の理想を掲げる成田
校長と一中にとり林間・臨海の校外学園の
建設は必須でした。少年時代の夏季訓育は
海を伴う所でなければならないとの考えか
ら、昭和２（1927）年３月に千葉県興津町守
谷に臨海施設建設用地を購入、至大荘建設
を実現させました。夏は１～４年生が20日
間、冬は10日間にわたり水泳・勉強・マラ
ソン・騎馬戦などの至大荘修養団生活が戦争
で一時中断されるまで行われました。身心鍛
練の場として至大荘での共同生活は、強く生
徒達の脳裏に刻まれ「至大荘精神」即ち「第一
スピリット」の形成に影響を与えました。

☆四宮茂第２代校長と父兄の熱意
一層の教育環境

の充実を図ろうと
し て い た 昭 和 ４

（1929）年２月、成
田校長が突然退職。

後を継いだのは
四 宮 茂 教 頭 で し
た。すでに不景気
の時に贅沢すぎる
という批判もあっ

た新校舎に加え、深刻な恐慌の世に体育館・
屋内プールなどを建設しなければならなか
った四宮校長の苦労も大変でした。その
時、金策のために奔走を続けた学校の大き
な蔭の力になったのが父兄会でした。万策
尽きた父兄会の席で持参の預金通帳を取り
出し、資金全額の融資を引き受けた父兄も
現れ、父兄会の目覚ましい活動と寄金によ
り体育館・屋内プールが完成。さらに都心
にあって校庭の狭さを痛感していた四宮校
長は、体育演練の場として至大荘とは別の
校外施設を近郊に開設しようと構想。父兄
からの寄金で稲城村多摩川の畔に２万余坪
の広大な敷地を購入し、昭和12（1937）年
11月尽性園が開園されました。こうして成
田校長の描いていた壮大な夢は一つ一つと
実現されていきました。 （高橋暁子・高17）

－出典：創立50周年・70周年記念誌－

与謝野寛（鉄幹）作詞、山田耕筰作曲に
なる輝かしい校歌ができたのは昭和３

（1928）年１月。♪都の中央九段の上に
堂々高き、東洋一と賞賛された校舎完成
の翌月、一中創立４年目のことです。歌
詞は巻紙に墨跡麗々と記され献納されま
した。「校歌が出来た。みなよろこび勇ん
で歌った」とその日の『学校日誌』は歌声
のように文字も踊っています。

関東大震災後わずか９か月で新設され
た成田千里校長率いる一中には著名人ら
の優秀な子弟が押し寄せました。鉄幹の
名前で知られた作詞者も３回生の父親で
す。校歌２番♪東に青海／西に富士。東
京にはありえない地形ですが、青海はも
ちろん興津。さらに校長の口癖「富士に腰
かけ太平洋を見渡す」と掛けたところが
歌人の巧み。♪静かに想いを深め／自ら
守る心は／洋々底なき海に比べん、時代

や周辺に惑わされず洞察力を磨き、信ず
るところを生きよと、続きます。昭和の
初期にこれほど強くしなやかな歌詞を持
つ校歌は唯一無二ではないでしょうか。

作曲の山田耕筰は、ドイツに国費留学
し近代音楽を学んだ実力者。国も自治体
も競って仕事を発注、名曲赤とんぼをは
じめとする数々の童謡、軍歌、校歌と精
力的に曲を作っています。

しかし一中校歌作曲の頃の日本は震災
恐慌に加え、後に昭和恐慌と言われる不
況下にあえいでいました。２拍子４拍子
が定石の校歌をワルツにしたのは「あえ
て」だったはずです。閉塞感を打ち破り未
来を開く任を担った少年達に、行進曲よ
り舞踏曲を！

校歌は、創立時の理念や理想を大人達
が情熱込めて詠いこんだもの。成田の豪
気、与謝野の繊細、耕筰のワルツ！何と
素敵な校歌でしょうか。

（田ノ倉美保子・高15）

の校歌

昭
和

平
成

九段の歴史と伝統を繋ぐ　～さらなる発展のために～
母校を見守る同窓の輪 菊友会顧問・学校経営評議会会長 岡田 肇（高10回）

沿 革

大正13（1924）年に第一東京市立中学校が創立され、「智育、徳育、体
育」が当初からの教育理念でした。

その三育を教育・訓練するため、13年夏には臨海学校（房州白浜）、林
間学校（御殿場乙女峠麓）、14年夏軽井沢での林間学校、15年夏鵜原での
臨海学校・林間学校をそれぞれ実施しました。

その経験から父兄会の支援により、昭和２（1927）年興津町字畑尻に約
２千坪の土地を購入。同年４月設計着手、地均しを終え、集義寮、天寮、
地寮、正寮、養気閣、大寮、観海亭の順で着工。７月10日すべての工事
を終了。

建設計画は浅井教諭（地理）が中心となり、当時逓信省技師水島氏が設計
者、父兄会会員のひとりである内藤正之助氏の手によって建設されました

（左の俯瞰図は当時のもの）。
東京で全て調達した資材は、鉄道により、当時房総東線の終着駅だった

上総興津まで送られました。当時の守谷は戸数150内外の集落で、漁業及
び沃度会社の従業員のみで、旅館や飲食店はなく、浜での海水浴客は皆無
だったようです。 （横田千明・高19）

―出典：創立70周年記念誌―

至大荘開設前夜

この記念号2014は、広報委員会特別編集班が編集しました。
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昭和16（1941）年大東亜戦争勃発の年、
４月１日に第一東京市立中学校 18 回生、
二百余名の入学式が大講堂で挙行され、そ
の中に私も意気揚々として胸を張り座って
いました。制服は洒落た紺の背広にネクタ
イのはずでしたが、戦時中のため野暮った
い全国統一のカーキ色国民服になり、本当
にがっかりしました。

目黒区の八雲小学校の時、２年生から６
年生まで連続で担任していただいたのが、
奇しくも市立一中４回生の小林主計先生で
した。成田千里先生の秘蔵っ子で、その小
林先生が『どうしても中澤君を市立一中に
入れたい』と押し込んでくださいました。第
一の師の恩と、因縁を感じています。

創立当初の頃や戦後の時代と比べ、我々
の頃は楽しい学校生活や授業の思い出は、
あまり無く戦時下での学生生活でした。昭
和19（1944）年、４年生になると戦況いよ
いよ逼迫して、次第に勉強どころではなく
なり、授業も廃止。勤労動員として専ら動
員先で奉仕しました。東京都の資料や書類
の疎開を手伝ったり、４年A組の我々は、
板橋にあった秋田木材のベニヤ板製造工場
に毎日通勤しました。無蓋貨車から大きな
原木を転がり落とす作業から、できあがっ
たベニヤ板梱包まで何でもやりました。

楽しみにしていた至大
荘行事も戦況厳しく中止
となり、国の号令に従い食
料増産のため、尽性園でさ
つまいもなどを栽培する
作業もやりました。このよ
うなどさくさの中で、昭和
20（1945）年３月27日、４年で修了し繰り
上げ卒業となり、４月６日、東京から広島の
海軍兵学校へ向かいました。一中在学中は
戦争に翻弄され、つくづく教室で勉強した
かったなーと思いました。戦争では中１回
から中14回までの100人を超える先輩達が
命を落とし、「アーミイ＆ネイヴィ菊友会」
として戦没先輩を鎮魂・慰霊し、まだ洩れ
ている多くの方々の調査を続けています。

人生のスタートで奇しき縁で市立一中に
入れて頂いた事は、その後の長い人生を今
振り返ってみて大きな幸せでした。

私が九段中学で過ごした時期は戦中から
戦後にかけての激動の時期であった。

入学は昭和19（1944）年、クラスはB組
で緑の襟章であった。入学は前年の都制移
行により市立一中から都立九段中学に変わ
っていたが、校歌は「第一東京市立中学」と
歌っていた。戦時中の事で、紺の背広に革
のランドセルという一中スタイルは見られ
なかった。時局を反映して、柔道も剣道も
必須科目で、やがてこれに軍事教練が加わ
った。ただ、注目すべきは戦時中にもかか
わらず、学校給食が行われていたことだ。
それも当時は食糧不足で、日頃校舎の脇に
吊り下げられていた茶褐色の色をした乾燥
大根の煮付けをおかずとしてよく食べさせ
られた。それを私たちは、殺人大根と呼ん
で敬遠していたが・・・。

当時私たちの一年上級生は勤労動員、一
年下からは学童疎開、それで私たちの学年
といえば、大八車を引っ張って行って空襲
による類焼を避けるべく、国が強制疎開と
して指定した御屋敷の取り壊し作業をさせ
られた。

昭和 20（1945）年３月９日夜半から、
10日未明にかけての東京大空襲の際には、
３百数十発の焼夷弾が校舎に落下し、工作

室別名チョウク部屋（工作の吉田先生が怒
ると生徒にチョウクを投げたのに由来）の
一部が焼けた。運動場には無数の不発焼夷
弾が突き刺さっていた光景に唖然とした。

私の家は、その年の５月24日～ 25日の
第３次東京大空襲で全焼し、やむなく水戸
へ疎開して、そこで終戦を迎えたが、東京
への帰心絶ち難く間もなく築地の知人の家
に寄留して九段中に復学した。旧友と再会
し、お互いの無事を喜び合った時の感慨は
忘れることができない。

終戦の学校生活は、一転して開放感に包
まれた楽しいものとなった。私は、硬式野
球部に所属し、尽性園での強化練習など、
白球に青春の夢を追った。

九段中を離れてはや65年、「混乱期の青
春」をともに過ごした友人達との交友の絆
はとりわけ強く、同期の会が毎年10月、休
むことなく続けられている。

13 年（1924）
4月 第一東京市立中学校創設 

（初代校長　成田千里） 
半蔵門仮校舎にて入学式

14 年（1925）
4月 第１回「母の会」開催

15 年（1926）　
4月 ｢父兄会｣設立
8月 新校舎建設工事起工

2 年（1927）
3月 房総/興津町守谷に土地購入約2千

坪
7月 至大荘完成（集義寮、天寮、地寮、

正寮、大寮、養気閣） 
3・4年生至大荘へ出発

12月 新校舎完成 
母の会独製ブルツナーピアノ寄贈

３年（1928）
1月 新校舎へ移転
3月 「社団法人父兄会」設立。

５年（1930）
10月 荒川堤防にてマラソン大会

６年（1931）
3月 体育館竣工

７年（1932）
10月 屋内プール完成

８年（1933）
9月 籠球部全国大会優勝

９年（1934）
10月 創立10周年記念式典挙行 

（展覧会・学芸大会・体育大会）

11 年（1936）
10月 都下南多摩郡稲城村の土地2万坪

購入、郊外施設「尽性園」開設工事を
開始

12 年（1937）
12月 尽性園　開園式挙行

14 年（1939）
7月 至大荘嶽えい寮新築

16 年（1941）
戦争により至大荘行事は中止

17 年（1942）
7月 至大荘行事実施、この年を最後に９

年間中断

18 年（1943）
7月 都制施行により東京都立九段中学

と名称変更

19 年（1944）
勤労動員　4月～ 5年生　7月～ 4年生
12月～ 2年生勤労動員（郵便局）
8月～４・５年生授業中止

20 年（1945）
3月9日 空襲の焼夷弾落下
3月27日 5年生と4年生同時に卒業式
8月15日 終戦を迎える
10月 進駐軍、校内の残存兵器撤去

21 年（1946）
農地改革により尽性園の土地5,010坪収
用される

22 年（1947）
3月 6・3制教育制度実施のため第1学

年を募集せず。都立九段中学併設中
学（2・3年生）をおく

7月 希望者による至大荘行事実施

23 年（1948）
3月6日 第20回卒業式（卒業生157人

中95人が九段新制高校へ入学
4月 学制改革により東京都立九段新制

高等学校となる。

24 年（1949）
3月4日 高校第1回卒業式（144人）
3月19日 中学21回卒業式（卒業生243

人はそのまま新制高校3年生
へ

3月31日 併設中学校廃止
4月８日 入学式　初めての女子10人入

学し男女共学開始
10月 創立25周年式典挙行

25 年（1950）
１月 東京都立九段高等学校と改称
4月11日 男子263人、女子90人入学。

本格的な男女共学実施。 
この年から100分授業開始

26 年（1951）
7月 東京都立九段高等学校として、1年

生全員至大荘行事が復活

27 年（1952）　
5月 第1回クロスカントリー尽性園周

辺で実施

28 年（1953）
2月 体育館改修工事
6月6日 同窓会再建委員会第1回総会

開催。菊友会と改称し発足。 
会長福田英雄氏（中1）

29 年（1954）　
6月 創立30周年式典挙行
10月 卒業生名簿完成

30 年（1955）
7月 新しい校旗制定

31 年（1956）
2月 第1回南極観測隊長永田武氏（中

3）の壮行会を行う
5月4日 開校記念日をこの日に変更

32 年（1957）
5月 父兄会と母の会を合併、（社）東京都

立九段高等学校父母会成立

34 年（1959）
4月 75分授業開始・食堂開始

35 年（1960）
9月　自校体操を実施（昼食時）

37 年（1962）
11月 都立校演劇コンクールで演劇部優

勝

38 年（1963）
6月 校舎増築（特別教室等）
7月 至大荘天寮を復活
12月29日 至大荘冬期学習生活開始～

1/4まで

39 年（1964）
7月 至大荘生活NHKテレビ放送
8月 長野県白馬に1,021坪土地購入
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沿 革 戦争の激動の中で

日本一を目指す我が母校の思い出 中澤忠光（中18 回）

戦中から戦後の九段中生活 鈴木謙一（中21 回）

男子校から共学校へ

九段高校に初めて女子 10 人が入学した
のは昭和24（1949）年、他校に１年先がけ
てのテストケースでした。共学クラスは特
別編成で、アチーブメントテストを受けて
入学した新制中学からの共学経験者が殆ど
で、特に緊張感もなく中学の延長のような
感じでした。女子のうち２人は親の薦めで
私立の女子校からの転校でしたがすぐにと
けこめました。

その年皇居一周のマラソン大会で女子は
救護班でしたが共学クラスが優勝し、担任
の小川先生（後の小川定胆第６代校長）の笑
顔のもと更にクラスがまとまったと思いま
す。初めて女子生徒を受け入れる時のこと
を或る先生が「異常なまでの緊張と配慮」と
言われましたが、当時緊張されたのは先生
方のほうだったようで、クラスが１階の職
員室の隣だったのも目の届くところにとい

うことだったのでしょう。放課後見回りに
来られた小川先生に「早く帰れ！」と怒鳴ら
れたことは度々でした。

特別編成クラスは１年だけで、次年度か
らは在来の九段の方達と一緒になりまし
た。女子は５人ずつ２クラスに分散。在来
の九段の方達の中に入ると学力の面では辛
い思いもあったようですが、ジェントルマ
ン教育という伝統の中で、同学年ばかりで
なくクラブ活動などを通じて先輩の方達に
も温かく受け容れて頂けたことは幸せでし
た。更に次年度になると学年全体が外部か
らの新入生で女子も90人となり、ほっと気
が楽になったのは注目の的からの解放感と
でも言ったらよいのでしょうか。当時の後
輩の女子の方が九段で自由にのびのびと過
ごしたと回想されるのを聞くのも嬉しいこ
とです。

九段高校初めての女子生徒 柳沼（松尾）光枝（高４回）

私達高５回生は昭和25（1950）年４月、
新制の「６・３制」を修了し、学区制・単独選
抜により本格的に男女共学になった最初の
女子生徒です。前年の昭和24年には試験的
に10人の女子生徒が入学し、すでに男女共
学は始まっていました。

クラブ活動は一中時代からの伝統を持つ
天文部に入部。終戦直後の東京の空は綺麗
で夜空が好きになり、九段天文部創設以来
初めての女子部員となりました。当時の天
文部は２年生、３年生の男子ばかり４人の
小所帯。文化祭など何か行事があると卒業
された先輩達が応援に来てくださり、部員
より多く集まりました。オリオン座観測、
日食観測など思い出はいっぱいで、特に深
夜の流星観測では終電までということで、

顧問の大崎正次先生が学校に掛合って下さ
り参加できました。信濃町の家まで先輩が
送って下さったことも。遅くまで屋上で粘
っていたのも、帰りに先輩におごってもら
うという楽しみがあったからかもしれませ
ん。先輩たちは観測の後はトランプや麻雀
に興じていたようでしたが。

１年生の夏合宿は至大荘か富士登山かの
選択で16人が富士登山。この時も女子はひ
とりだけで大崎先生には何かとご心配をお
掛けしました。７合目の山小屋から深夜出
発、満天の星を見ながらの登山、山頂から
御来光を見た時の感動は忘れられません。
※高14回の女性達が中心となり関西菊友会
を立ち上げ、養父さんは現在副会長を務め
ています。

初めての女子天文部員 養父（井野）明子（高５回）

どうしてその気になったのかは思い出せ
ないが、私は昭和33（1958）年、２年生の
後期に生徒会選挙に立候補し会長に当選し
た。九段高校初の女子会長になったわけだ
が、当時女子系以外の高校で、女子の生徒
会長は例がなかったため、全国紙からも取
材された。新聞社名は忘れたが、記事の内
容は今でも覚えている。１つは、なぜ女子
が生徒会長になったかといえば、「男子は受
験勉強に忙しく、生徒会活動などやってい
る暇がない」という説明。２つ目は「女子の
会長らしく、‘和’を重んじ、うまくまとめて
いる」との評価。どちらも私が「女子」である
ことを強調した内容で、憤慨したのでいま
だに覚えているわけだが、確かに当時、生
徒会への関心が低かったことは事実のよう
だ。総会が定足数に達せず、苦労したこと
を思い出す。では女子は受験勉強してなか

ったのか？といえばそんなことはなかった
はずなので、この記事はいかにも男性記者
の目線で書かれたものだと、今ならツッコ
ミを入れたくなるところだ。

菊友会の高橋暁子さんが送って下さった
『九段新聞』第63号の「斎藤会長との一問一
答」によれば、私の公約の具体策として－１
H.R の再検討　２集会の充実　３女子の発
言しやすい環境づくり－を挙げている。３
を入れてあるところが、いかにも私らしい
気がする。

私は1970年代に「日本でも女性学を」と
提唱し、以来女性学の普及・発展に力を注
いできたが、その原点は九段時代に「女子」
であることを意識させられたことにあった
のかもしれないと思う。ほろ苦くも甘酸っ
ぱい、青春の思い出の１コマだ。

初の女子会長になった思い出 井上（斎藤）輝子（高12 回）

沿 革



菊友会報　第 9 3 号( 特集 2) ( 特集 3)

昭和16（1941）年大東亜戦争勃発の年、
４月１日に第一東京市立中学校 18 回生、
二百余名の入学式が大講堂で挙行され、そ
の中に私も意気揚々として胸を張り座って
いました。制服は洒落た紺の背広にネクタ
イのはずでしたが、戦時中のため野暮った
い全国統一のカーキ色国民服になり、本当
にがっかりしました。

目黒区の八雲小学校の時、２年生から６
年生まで連続で担任していただいたのが、
奇しくも市立一中４回生の小林主計先生で
した。成田千里先生の秘蔵っ子で、その小
林先生が『どうしても中澤君を市立一中に
入れたい』と押し込んでくださいました。第
一の師の恩と、因縁を感じています。

創立当初の頃や戦後の時代と比べ、我々
の頃は楽しい学校生活や授業の思い出は、
あまり無く戦時下での学生生活でした。昭
和19（1944）年、４年生になると戦況いよ
いよ逼迫して、次第に勉強どころではなく
なり、授業も廃止。勤労動員として専ら動
員先で奉仕しました。東京都の資料や書類
の疎開を手伝ったり、４年A組の我々は、
板橋にあった秋田木材のベニヤ板製造工場
に毎日通勤しました。無蓋貨車から大きな
原木を転がり落とす作業から、できあがっ
たベニヤ板梱包まで何でもやりました。

楽しみにしていた至大
荘行事も戦況厳しく中止
となり、国の号令に従い食
料増産のため、尽性園でさ
つまいもなどを栽培する
作業もやりました。このよ
うなどさくさの中で、昭和
20（1945）年３月27日、４年で修了し繰り
上げ卒業となり、４月６日、東京から広島の
海軍兵学校へ向かいました。一中在学中は
戦争に翻弄され、つくづく教室で勉強した
かったなーと思いました。戦争では中１回
から中14回までの100人を超える先輩達が
命を落とし、「アーミイ＆ネイヴィ菊友会」
として戦没先輩を鎮魂・慰霊し、まだ洩れ
ている多くの方々の調査を続けています。

人生のスタートで奇しき縁で市立一中に
入れて頂いた事は、その後の長い人生を今
振り返ってみて大きな幸せでした。

私が九段中学で過ごした時期は戦中から
戦後にかけての激動の時期であった。

入学は昭和19（1944）年、クラスはB組
で緑の襟章であった。入学は前年の都制移
行により市立一中から都立九段中学に変わ
っていたが、校歌は「第一東京市立中学」と
歌っていた。戦時中の事で、紺の背広に革
のランドセルという一中スタイルは見られ
なかった。時局を反映して、柔道も剣道も
必須科目で、やがてこれに軍事教練が加わ
った。ただ、注目すべきは戦時中にもかか
わらず、学校給食が行われていたことだ。
それも当時は食糧不足で、日頃校舎の脇に
吊り下げられていた茶褐色の色をした乾燥
大根の煮付けをおかずとしてよく食べさせ
られた。それを私たちは、殺人大根と呼ん
で敬遠していたが・・・。

当時私たちの一年上級生は勤労動員、一
年下からは学童疎開、それで私たちの学年
といえば、大八車を引っ張って行って空襲
による類焼を避けるべく、国が強制疎開と
して指定した御屋敷の取り壊し作業をさせ
られた。

昭和 20（1945）年３月９日夜半から、
10日未明にかけての東京大空襲の際には、
３百数十発の焼夷弾が校舎に落下し、工作

室別名チョウク部屋（工作の吉田先生が怒
ると生徒にチョウクを投げたのに由来）の
一部が焼けた。運動場には無数の不発焼夷
弾が突き刺さっていた光景に唖然とした。

私の家は、その年の５月24日～ 25日の
第３次東京大空襲で全焼し、やむなく水戸
へ疎開して、そこで終戦を迎えたが、東京
への帰心絶ち難く間もなく築地の知人の家
に寄留して九段中に復学した。旧友と再会
し、お互いの無事を喜び合った時の感慨は
忘れることができない。

終戦の学校生活は、一転して開放感に包
まれた楽しいものとなった。私は、硬式野
球部に所属し、尽性園での強化練習など、
白球に青春の夢を追った。

九段中を離れてはや65年、「混乱期の青
春」をともに過ごした友人達との交友の絆
はとりわけ強く、同期の会が毎年10月、休
むことなく続けられている。

13 年（1924）
4月 第一東京市立中学校創設 

（初代校長　成田千里） 
半蔵門仮校舎にて入学式

14 年（1925）
4月 第１回「母の会」開催

15 年（1926）　
4月 ｢父兄会｣設立
8月 新校舎建設工事起工

2 年（1927）
3月 房総/興津町守谷に土地購入約2千

坪
7月 至大荘完成（集義寮、天寮、地寮、

正寮、大寮、養気閣） 
3・4年生至大荘へ出発

12月 新校舎完成 
母の会独製ブルツナーピアノ寄贈

３年（1928）
1月 新校舎へ移転
3月 「社団法人父兄会」設立。

５年（1930）
10月 荒川堤防にてマラソン大会

６年（1931）
3月 体育館竣工

７年（1932）
10月 屋内プール完成

８年（1933）
9月 籠球部全国大会優勝

９年（1934）
10月 創立10周年記念式典挙行 

（展覧会・学芸大会・体育大会）

11 年（1936）
10月 都下南多摩郡稲城村の土地2万坪

購入、郊外施設「尽性園」開設工事を
開始

12 年（1937）
12月 尽性園　開園式挙行

14 年（1939）
7月 至大荘嶽えい寮新築

16 年（1941）
戦争により至大荘行事は中止

17 年（1942）
7月 至大荘行事実施、この年を最後に９

年間中断

18 年（1943）
7月 都制施行により東京都立九段中学

と名称変更

19 年（1944）
勤労動員　4月～ 5年生　7月～ 4年生
12月～ 2年生勤労動員（郵便局）
8月～４・５年生授業中止

20 年（1945）
3月9日 空襲の焼夷弾落下
3月27日 5年生と4年生同時に卒業式
8月15日 終戦を迎える
10月 進駐軍、校内の残存兵器撤去

21 年（1946）
農地改革により尽性園の土地5,010坪収
用される

22 年（1947）
3月 6・3制教育制度実施のため第1学

年を募集せず。都立九段中学併設中
学（2・3年生）をおく

7月 希望者による至大荘行事実施

23 年（1948）
3月6日 第20回卒業式（卒業生157人

中95人が九段新制高校へ入学
4月 学制改革により東京都立九段新制

高等学校となる。

24 年（1949）
3月4日 高校第1回卒業式（144人）
3月19日 中学21回卒業式（卒業生243

人はそのまま新制高校3年生
へ

3月31日 併設中学校廃止
4月８日 入学式　初めての女子10人入

学し男女共学開始
10月 創立25周年式典挙行

25 年（1950）
１月 東京都立九段高等学校と改称
4月11日 男子263人、女子90人入学。

本格的な男女共学実施。 
この年から100分授業開始

26 年（1951）
7月 東京都立九段高等学校として、1年

生全員至大荘行事が復活

27 年（1952）　
5月 第1回クロスカントリー尽性園周

辺で実施

28 年（1953）
2月 体育館改修工事
6月6日 同窓会再建委員会第1回総会

開催。菊友会と改称し発足。 
会長福田英雄氏（中1）

29 年（1954）　
6月 創立30周年式典挙行
10月 卒業生名簿完成

30 年（1955）
7月 新しい校旗制定

31 年（1956）
2月 第1回南極観測隊長永田武氏（中

3）の壮行会を行う
5月4日 開校記念日をこの日に変更

32 年（1957）
5月 父兄会と母の会を合併、（社）東京都

立九段高等学校父母会成立

34 年（1959）
4月 75分授業開始・食堂開始

35 年（1960）
9月　自校体操を実施（昼食時）

37 年（1962）
11月 都立校演劇コンクールで演劇部優

勝

38 年（1963）
6月 校舎増築（特別教室等）
7月 至大荘天寮を復活
12月29日 至大荘冬期学習生活開始～

1/4まで

39 年（1964）
7月 至大荘生活NHKテレビ放送
8月 長野県白馬に1,021坪土地購入
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沿 革 戦争の激動の中で

日本一を目指す我が母校の思い出 中澤忠光（中18 回）

戦中から戦後の九段中生活 鈴木謙一（中21 回）

男子校から共学校へ

九段高校に初めて女子 10 人が入学した
のは昭和24（1949）年、他校に１年先がけ
てのテストケースでした。共学クラスは特
別編成で、アチーブメントテストを受けて
入学した新制中学からの共学経験者が殆ど
で、特に緊張感もなく中学の延長のような
感じでした。女子のうち２人は親の薦めで
私立の女子校からの転校でしたがすぐにと
けこめました。

その年皇居一周のマラソン大会で女子は
救護班でしたが共学クラスが優勝し、担任
の小川先生（後の小川定胆第６代校長）の笑
顔のもと更にクラスがまとまったと思いま
す。初めて女子生徒を受け入れる時のこと
を或る先生が「異常なまでの緊張と配慮」と
言われましたが、当時緊張されたのは先生
方のほうだったようで、クラスが１階の職
員室の隣だったのも目の届くところにとい

うことだったのでしょう。放課後見回りに
来られた小川先生に「早く帰れ！」と怒鳴ら
れたことは度々でした。

特別編成クラスは１年だけで、次年度か
らは在来の九段の方達と一緒になりまし
た。女子は５人ずつ２クラスに分散。在来
の九段の方達の中に入ると学力の面では辛
い思いもあったようですが、ジェントルマ
ン教育という伝統の中で、同学年ばかりで
なくクラブ活動などを通じて先輩の方達に
も温かく受け容れて頂けたことは幸せでし
た。更に次年度になると学年全体が外部か
らの新入生で女子も90人となり、ほっと気
が楽になったのは注目の的からの解放感と
でも言ったらよいのでしょうか。当時の後
輩の女子の方が九段で自由にのびのびと過
ごしたと回想されるのを聞くのも嬉しいこ
とです。

九段高校初めての女子生徒 柳沼（松尾）光枝（高４回）

私達高５回生は昭和25（1950）年４月、
新制の「６・３制」を修了し、学区制・単独選
抜により本格的に男女共学になった最初の
女子生徒です。前年の昭和24年には試験的
に10人の女子生徒が入学し、すでに男女共
学は始まっていました。

クラブ活動は一中時代からの伝統を持つ
天文部に入部。終戦直後の東京の空は綺麗
で夜空が好きになり、九段天文部創設以来
初めての女子部員となりました。当時の天
文部は２年生、３年生の男子ばかり４人の
小所帯。文化祭など何か行事があると卒業
された先輩達が応援に来てくださり、部員
より多く集まりました。オリオン座観測、
日食観測など思い出はいっぱいで、特に深
夜の流星観測では終電までということで、

顧問の大崎正次先生が学校に掛合って下さ
り参加できました。信濃町の家まで先輩が
送って下さったことも。遅くまで屋上で粘
っていたのも、帰りに先輩におごってもら
うという楽しみがあったからかもしれませ
ん。先輩たちは観測の後はトランプや麻雀
に興じていたようでしたが。

１年生の夏合宿は至大荘か富士登山かの
選択で16人が富士登山。この時も女子はひ
とりだけで大崎先生には何かとご心配をお
掛けしました。７合目の山小屋から深夜出
発、満天の星を見ながらの登山、山頂から
御来光を見た時の感動は忘れられません。
※高14回の女性達が中心となり関西菊友会
を立ち上げ、養父さんは現在副会長を務め
ています。

初めての女子天文部員 養父（井野）明子（高５回）

どうしてその気になったのかは思い出せ
ないが、私は昭和33（1958）年、２年生の
後期に生徒会選挙に立候補し会長に当選し
た。九段高校初の女子会長になったわけだ
が、当時女子系以外の高校で、女子の生徒
会長は例がなかったため、全国紙からも取
材された。新聞社名は忘れたが、記事の内
容は今でも覚えている。１つは、なぜ女子
が生徒会長になったかといえば、「男子は受
験勉強に忙しく、生徒会活動などやってい
る暇がない」という説明。２つ目は「女子の
会長らしく、‘和’を重んじ、うまくまとめて
いる」との評価。どちらも私が「女子」である
ことを強調した内容で、憤慨したのでいま
だに覚えているわけだが、確かに当時、生
徒会への関心が低かったことは事実のよう
だ。総会が定足数に達せず、苦労したこと
を思い出す。では女子は受験勉強してなか

ったのか？といえばそんなことはなかった
はずなので、この記事はいかにも男性記者
の目線で書かれたものだと、今ならツッコ
ミを入れたくなるところだ。

菊友会の高橋暁子さんが送って下さった
『九段新聞』第63号の「斎藤会長との一問一
答」によれば、私の公約の具体策として－１
H.R の再検討　２集会の充実　３女子の発
言しやすい環境づくり－を挙げている。３
を入れてあるところが、いかにも私らしい
気がする。

私は1970年代に「日本でも女性学を」と
提唱し、以来女性学の普及・発展に力を注
いできたが、その原点は九段時代に「女子」
であることを意識させられたことにあった
のかもしれないと思う。ほろ苦くも甘酸っ
ぱい、青春の思い出の１コマだ。

初の女子会長になった思い出 井上（斎藤）輝子（高12 回）

沿 革
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創立90周年記念号 2014
『我等の学園』★ 九段の真髄はここから始まった ★☆1924 年 九段の歴史が始まる

第一東京市立中学校は関東大震災の翌年
に創設。当時、東京市の府立中学校は５校、
私立中学校は28校で、毎年増加していく志
願者を収容する中学校数は不足。さらに大
震災により私立中学校の多くが被害を受け
たため、市立中学校の設立は急務でした。
東京市は一中（九段）・二中（上野）・一女（深
川）の３校の設立を計画し大正13（1924）
年４月14日に一中の設立が認可され、初代
校長として東京市視学の職にあった成田千
里先生が就任しました。
☆強烈な個性と抜群の指導力

成田校長は普通の校長とは違い、学校そ
のものの生みの親であり、自ら進んで第一
東京市立中学校を創設。教職員は優秀な人
材を全国から集め、全市内から志願した優
秀な生徒202人を第一期生として、半蔵門
仮校舎（麹町高等小学校）でスタートしまし
た。まず成田校長が掲げた教育理念は「全
人教育・生活教育」で、これは創立当初か
ら現在に至るまで脈々と継承されている九
段の生命線といえるでしょう。「第一流の
人物たれ」と「第一の教育」を目指す意図を
明確にするために、校名を敢えて「第一」
東京市立中学校としました。一中の新教育
の象徴でもあった制服は英国のイートン校
を模して背広とし、一目で一中生と見分け
られるように帽子に白線を入れ、靴は赤皮
靴、ランドセルを背中に、と中学生の服装
としては異彩を放っていました。成田校長
自身も「大理想の教育をする」という気構え
から、毎日モーニングを着て登校。校舎新
築の予算獲得などの施策に当たっては市当
局の反対や周囲の非難を押し切り、昭和２

（1927）年12月に中学校校舎としては全て
において常識・概念を超越し、東洋一と言
われた校舎を完成させました。人知れぬ苦
心と非凡な政治的手腕を発揮された太っ腹
の校長でした。
☆戦後給食の先駆けとなった栄養給食

当時成田校長は栄養協会の理事としても
栄養問題を研究し、都市の青少年に偏食か
らくる栄養不良が多いことに着目。栄養食
の大家、国立栄養試験所長佐伯博士の指導
の下、全職員・生徒に栄養給食を実施し、
戦後給食の先駆けとなりました。後に新校

理事・広報委員→副理事長・広報委員長
→ 副会長→ 会長→ 顧問。私が初めて理事
会に出席したのが平成13（2001）年12月。
３年程度のおつきあいでお役御免の積もり
だったのに、運悪く（？）母校が都立から千
代田区立になるという歴史の節目に巡り合
ってしまった。菊友会とは全く縁がなかっ
た私にとって、13年間はまさに運命のいた
ずらとしか思えない。

平成14（2002）年２月、「千代田区が区
立の中高一貫教育校を計画。都立九段高校
の移譲を要請へ」という記事が各紙の都内
版に一斉に報じられた。菊友会にとって大
事件だった。菊友会の役員や理事たちは再
三対応を話し合ったが、否定的な反応が大
勢だった。５月の評議員会で「不賛成」を決
議、都教委に「都立としての存続を求める要
望書」を提出した。千代田区は都教委に都立
九段の移譲を正式に求め、都教委は菊友会
を含む関係者への意見聴取を経て、10月に
移譲を決定した。

都教委は決定に際して具体的な移譲条件
の検討を求め、12 月に都教委、区教委、
九段高校、および菊友会の４者による委員
会が発足した。菊友会は九段高校のPTAや
生徒会、教職員とも意見交換を重ねた。時
には深夜まで激論を続けた。同窓会からも
様々な意見が寄せられ、この時期に開かれ
た総会や各学年の同期会、クラス会では熱
い議論が戦わされた。卒業生が母校の将来
についてこの時ほど熱くなったのは初めて
ではないか。

委員会は５回の会合を重ね、翌 15 年３
月に報告書をまとめた。骨子は①千代田区
立中等教育学校は都立九段高校を母体とす

る、②至大荘行事など伝統的学校行事や行
事歌は継承する、③校歌は九段高校の校歌
を継承し、校旗・校章は九段高校のものを
ベースとする、④九段高校と中等教育学校
の同窓会はつなげて行く、⑤九段高校の更
なる進学実績の向上を図る、といった内容。

区立化に当たって菊友会がもっとも懸念
したのは、市立一中以来の伝統が新しい学
校に継承されるか、という点だった。この
報告書で伝統継承の条件は整ったと判断
し、菊友会はこれ以降、区立九段開校の準
備に関わることになる。平成18（2006）
年４月５日、新入生160人の入学式と区立
九段中学から編入した２、３年生計305人
の編入式があり、15日には開校式典が開催
された。平成21（2009）年３月都立九段高
校最後となる高61回生の卒業式があり、続
く閉校式典で都立九段の歴史は千代田区立
九段中等教育学校に引き継がれた。

区立九段の校長の学校運営を支援するた
め、区教委は開校と同時に学校経営評議会
を設置した。教育施策、予算などを協議し、
意見を述べる。委員は菊友会、保護者、地
域、企業などから区教委が委嘱し、現在は
８人。菊友会の副会長や会長として移譲問
題をリードされた髙野光正先輩の後を受け
て４年前から私が評議会の会長を務めてい
る。私は学校運営が九段の伝統から外れて
いないかどうかという観点から物事を判断
しているが、「菊友会がこだわる伝統とは何
か」と問われると、簡単に答えが出ない。
伝統に縛られていては新たな発展は望めな
い。伝統を乗り越えて伝統が生まれ、それ
をまた乗り越えて伝統が生まれる。永遠に
続くこの繰り返しをこれからも見続けたい。

39 年（1964）
11月 創立40周年・尽性園、旧哲明寮完成

41 年（1967）
2月 都立高校入試学校群制度実施

44 年（1969）
3月 学園紛争により、卒業式混乱

45 年（1970）
4月 75分授業から50分授業へ・制服廃

止

52 年（1977）
６月 至大荘50周年記念祝賀会

59 年（1984）
3月 尽性園4,000坪を稲城市の要請に

て中学校新設用地として売却

60 年（1985）
１月 尽性園新哲明寮落成

63 年（1988）
4月 （社）東京都立九段高校父母会を社

団法人九段とPTAに分離

1 年（1989）
10月 新校舎落成と創立65周年記念式典

4 年（1992）
4月 コース制、単独選抜294人入学

6 年（1994）
11月 創立70周年記念式典

10 年（1998）
7月 至大荘游泳訓練の飛び込み中止

18 年（2006）
4月15日 千代田区立九段中等教育学校

開校式典

19 年（2007）
６月 至大荘80周年
７月 千代田区立九段中等教育学校至大

荘行事開始

21 年（2009）
４月 東京都立九段高等学校閉校式典

舎の地下に約1200 ～ 1300人を収容する
食堂を造り、昼食時に師弟が食を共にする
伝統は戦中まで続き、また紳士教育の一つ
として、食後一人３分間のテーブルスピー
チや修学旅行に先立つ研究発表会、今でい
うプレゼンテーションも行われ、実際に卒
業後社会に出てから役に立ったそうです。
☆一中の教育は至大荘の生活から

成田校長の非凡さと先見性は至大荘の建
設にも窺うことができます。智・徳・体、
三位一体の「全人教育」の理想を掲げる成田
校長と一中にとり林間・臨海の校外学園の
建設は必須でした。少年時代の夏季訓育は
海を伴う所でなければならないとの考えか
ら、昭和２（1927）年３月に千葉県興津町守
谷に臨海施設建設用地を購入、至大荘建設
を実現させました。夏は１～４年生が20日
間、冬は10日間にわたり水泳・勉強・マラ
ソン・騎馬戦などの至大荘修養団生活が戦争
で一時中断されるまで行われました。身心鍛
練の場として至大荘での共同生活は、強く生
徒達の脳裏に刻まれ「至大荘精神」即ち「第一
スピリット」の形成に影響を与えました。

☆四宮茂第２代校長と父兄の熱意
一層の教育環境

の充実を図ろうと
し て い た 昭 和 ４

（1929）年２月、成
田校長が突然退職。

後を継いだのは
四 宮 茂 教 頭 で し
た。すでに不景気
の時に贅沢すぎる
という批判もあっ

た新校舎に加え、深刻な恐慌の世に体育館・
屋内プールなどを建設しなければならなか
った四宮校長の苦労も大変でした。その
時、金策のために奔走を続けた学校の大き
な蔭の力になったのが父兄会でした。万策
尽きた父兄会の席で持参の預金通帳を取り
出し、資金全額の融資を引き受けた父兄も
現れ、父兄会の目覚ましい活動と寄金によ
り体育館・屋内プールが完成。さらに都心
にあって校庭の狭さを痛感していた四宮校
長は、体育演練の場として至大荘とは別の
校外施設を近郊に開設しようと構想。父兄
からの寄金で稲城村多摩川の畔に２万余坪
の広大な敷地を購入し、昭和12（1937）年
11月尽性園が開園されました。こうして成
田校長の描いていた壮大な夢は一つ一つと
実現されていきました。 （高橋暁子・高17）

－出典：創立50周年・70周年記念誌－

与謝野寛（鉄幹）作詞、山田耕筰作曲に
なる輝かしい校歌ができたのは昭和３

（1928）年１月。♪都の中央九段の上に
堂々高き、東洋一と賞賛された校舎完成
の翌月、一中創立４年目のことです。歌
詞は巻紙に墨跡麗々と記され献納されま
した。「校歌が出来た。みなよろこび勇ん
で歌った」とその日の『学校日誌』は歌声
のように文字も踊っています。

関東大震災後わずか９か月で新設され
た成田千里校長率いる一中には著名人ら
の優秀な子弟が押し寄せました。鉄幹の
名前で知られた作詞者も３回生の父親で
す。校歌２番♪東に青海／西に富士。東
京にはありえない地形ですが、青海はも
ちろん興津。さらに校長の口癖「富士に腰
かけ太平洋を見渡す」と掛けたところが
歌人の巧み。♪静かに想いを深め／自ら
守る心は／洋々底なき海に比べん、時代

や周辺に惑わされず洞察力を磨き、信ず
るところを生きよと、続きます。昭和の
初期にこれほど強くしなやかな歌詞を持
つ校歌は唯一無二ではないでしょうか。

作曲の山田耕筰は、ドイツに国費留学
し近代音楽を学んだ実力者。国も自治体
も競って仕事を発注、名曲赤とんぼをは
じめとする数々の童謡、軍歌、校歌と精
力的に曲を作っています。

しかし一中校歌作曲の頃の日本は震災
恐慌に加え、後に昭和恐慌と言われる不
況下にあえいでいました。２拍子４拍子
が定石の校歌をワルツにしたのは「あえ
て」だったはずです。閉塞感を打ち破り未
来を開く任を担った少年達に、行進曲よ
り舞踏曲を！

校歌は、創立時の理念や理想を大人達
が情熱込めて詠いこんだもの。成田の豪
気、与謝野の繊細、耕筰のワルツ！何と
素敵な校歌でしょうか。

（田ノ倉美保子・高15）

の校歌

昭
和

平
成

九段の歴史と伝統を繋ぐ　～さらなる発展のために～
母校を見守る同窓の輪 菊友会顧問・学校経営評議会会長 岡田 肇（高10回）

沿 革

大正13（1924）年に第一東京市立中学校が創立され、「智育、徳育、体
育」が当初からの教育理念でした。

その三育を教育・訓練するため、13年夏には臨海学校（房州白浜）、林
間学校（御殿場乙女峠麓）、14年夏軽井沢での林間学校、15年夏鵜原での
臨海学校・林間学校をそれぞれ実施しました。

その経験から父兄会の支援により、昭和２（1927）年興津町字畑尻に約
２千坪の土地を購入。同年４月設計着手、地均しを終え、集義寮、天寮、
地寮、正寮、養気閣、大寮、観海亭の順で着工。７月10日すべての工事
を終了。

建設計画は浅井教諭（地理）が中心となり、当時逓信省技師水島氏が設計
者、父兄会会員のひとりである内藤正之助氏の手によって建設されました

（左の俯瞰図は当時のもの）。
東京で全て調達した資材は、鉄道により、当時房総東線の終着駅だった

上総興津まで送られました。当時の守谷は戸数150内外の集落で、漁業及
び沃度会社の従業員のみで、旅館や飲食店はなく、浜での海水浴客は皆無
だったようです。 （横田千明・高19）

―出典：創立70周年記念誌―

至大荘開設前夜

この記念号2014は、広報委員会特別編集班が編集しました。


