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国公立大学 現役
合格

既卒
合格 私立四年制大学 現役

合格
既卒
合格

東京大学 2 早稲田大学 18 1
一橋大学 2 慶應義塾大学 16 2
東京工業大学 3 上智大学 12 1
東北大学 2 東京理科大学 18 5
旭川医科大学(医･医) 1 国際基督教大学 3 1
秋田大学(医･医) 1 自治医科大学(医･医) 1
弘前大学(医･医) 1 北里大学(医･医) 1
千葉大学(医･医) 1 杏林大学(医･医) 1
埼玉大学 1 順天堂大学(医･医) 2
千葉大学 2 1 日本大学(医･医) 1 1
筑波大学 10 東京医科大学(医･医) 1
東京医科歯科大学 1 青山学院大学 15 1
東京海洋大学 1 麻布大学 1
東京外国語大学 2 跡見学園女子大学 1
東京学芸大学 1 1 桜美林大学 3
東京藝術大学 1 大妻女子大学 3
東京農工大学 1 1 神奈川大学 2
横浜国立大学 1 神奈川工科大学 1
横浜国立大学(夜間) 1 神田外国語大学 1
横浜市立大学 1 学習院大学 4 2
首都大学東京 3 1 学習院女子大学 1 1

北里大学 4 1
国公立大学計 33 9 共立女子大学 1
国公立(夜間)計 1 杏林大学 2

國學院大学 5
国士舘大学 2

大学校 現役
合格

既卒
合格

駒澤大学 4 1
芝浦工業大学 2

国立看護大学校 1 昭和大学 3
昭和女子大学 1

大学校計 1 昭和薬科大学 2
順天堂大学 7

私立四年制大学 現役
合格

既卒
合格 私立四年制大学 現役

合格
既卒
合格 私立四年制大学 現役

合格
既卒
合格

城西国際大学 2 東京国際大学 1 法政大学 14 3
成蹊大学 10 2 東京女子大学  3 1 武蔵野美術大学 3
成城大学 8 東京造形大学 1 明治大学 28 3
専修大学 9 東京電機大学 9 明治学院大学 18
拓殖大学 1 東京農業大学  5 1 明治薬科大学 2
多摩大学 1 東京未来大学  2 名城大学 1
玉川大学  1 東京薬科大学 2 明星大学 2 1
多摩美術大学 5 同志社大学 5 1 目白大学 7
大東文化大学  1 東邦大学 2 横浜薬科大学 3
千葉工業大学 1 東洋大学 15 立教大学 26 2
千葉商科大学 1 東洋英和女学院大学 1 立正大学 1
中央大学 15 2 獨協大学 1 立命館大学 1
中央学院大学 1 名古屋商科大学 1
中京大学 1 二松学舎大学 3 私立大学計 406 45
帝京大学   7 1 日本大学 27 4
帝京平成大学 3 日本社会事業大学 2

私立短期大学 現役
合格

既卒
合格デジタルハリウッド大学 1 日本女子大学 7

東海大学 1 日本赤十字看護大学 2 文化学園大学 1
東京家政大学 1 フェリス女学院大学 3
東京経済大学 4 文教大学 2 短期大学計 1
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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。

※維持会費納入票は全員に同封させて頂きます。今年度分
を既に納入済の方はご注意ください。

※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。

引き継がれる九段の教育

お知らせ

都立九段高校は平成18年４月千代田区
立九段中等教育学校へと移行し、今年で８
年目を迎えました。区立中高一貫教育校の
教育は都立高校時代とどう変わったのか？
そして、今年の卒業生の合格実績は？ 5月
15日校長と理事長の懇談が実現し、中等教
育学校の現況について伺いました。
井上：まず始めに九段中等教育学校はどの
ような学校ですか？その特色とは？
校長：東京都には６年制の公立中高一貫教
育校は11校あります。都立が10校で、区
立は本校１校です。九段は千代田区が管轄
する唯一の区立中高一貫教育校です。義務
教育の３年間を前期課程、高校にあたる３
年間を後期課程と呼びます。
井上：６年制一貫教育のメリットとは？
校長：６年間の長いスパンで、一人一人の
生徒と関われ、理解を深めることができま
す。また、中学から高校までの学習内容を
見通した、柔軟かつ計画的・意図的なカリ
キュラムを編成することができます。生徒
たちに充実した教育活動を提供でき、ゆと
りを生むこともメリットだと思います。
井上：カリキュラムの特長としては？
校長：教育活動の３本柱の１つに「キャリア
教育の充実」があります。１年生から企業
と連携した学習に取り組み、３年生での海
外研修を通して、国際感覚を磨きます。進
路選択を単に学力を基準にして考えるので
はなく、自身の適性を見極め、将来を見据
えて選択するように指導しています。現在
は、学習指導要領の改訂に伴い、学習内容
の増加やセンター試験の変更に対応するよ
うカリキュラムの見直しを行っています。
井上：今年は合格実績がかなり向上してい
ますが、何かポイントはありますか？
校長：生徒も先生も一生懸命に取り組んだ
ことと進路指導の積み重ねが成果の向上に
つながったと考えています。学校としては、
進学実績を上げること以上に、社会に出て
活躍できる人材をいかに育成するかを目標
に指導にあたっています。
井上：卒業生としては成果が上がってきた
ことを喜んでいます。ところで今年は医学
部、薬学部への進学者が多いようですが。

菊友会は会員の皆様からの維
持会費で運営されております。
納入していただいた方々に厚く
お礼を申し上げます。

最近３年間の会費納入額は、
平成22年度が666万円、23年
度が673万円、24年度が681万
円と僅かではありますが、徐々
に増えてきております。

平成25年5月18日開催の評
議員会において承認された平
成 25 年度の維持会費の予算は

700万円です。より活動を充実
させるためには、皆様のご協力
が是非とも必要です。

皆様から納入していただいた
会費は、年２回発行の菊友會報
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。今まで納入
されていない方は今年度分から
で結構です。一人でも多くの方
に会費を納めて頂けますようお
願いいたします。

新年度です
より活動を充実させるためにご協力を！

高10回 卒業55周年記念同期会
日時：9 月28 日（土）
 15:00～17:30
 （受付 14:30 ～）
場所：神保町、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 同期会幹事会）
高12回 同期会
日時：10 月12 日（土）
 １次会：12:30 ～15:00
 ２次会：15:30 ～17:30
場所：如水会館

 １次会：２階オリオンルーム
２次会：同室、ただし部屋
の変更もありますので、２
次会から出席の方は当日
受付でご確認ください。

会費：１・２次会とも出席
 10,000 円
 ２次会のみ出席
 2,000 円
出席・欠席の連絡は10 月１日
までに各クラス会幹事に。

 （各クラス会幹事一同）
高15回 卒業50周年記念同期会
日時：９月７日（土）
 11:30 ～14:00
会場：品川プリンスホテル（予定）
会費：8,000 円
恩師全員のご臨席他、企画数々
を準備中です。７月中旬にハガ
キで詳細案内します。記念の同
期会に、皆さんぜひ参加を！
連絡は各クラス幹事まで。
高36回（S56入学、S59卒）
卒業30周年記念同期会
詳細は「高36 の広場」
http://kou36kudan.ldblog.jp/
日時：2014 年3 月21 日（金）

次号 92号の原稿の締め切りは11月15日（金）です。原稿は 250 字
以内でお願いいたします。写真もお送りください。

 14:00（予定）～
招待状の発送に向け、現在名簿
を作成中です。連絡先が変わっ
た方、同期生の消息をご存知の
方など、情報共有を是非お願い
します！
連絡先：菊友会事務局

（幹事長  仙石弘子）
菊友囲碁会紹介
菊友囲碁会は、年に５～６回程
度、碁会を行っています。そのう
ち２回は戸山高校との対抗戦で
す。場所は、東京駅八重洲地下街
にある泉囲碁サロン。参加費は
1,000 円です。参加者は、15 人
程度で、棋力は６段から級位者
まで幅広く、ハンディ戦で対戦
します。日曜日の午前11 時から
開始して午後５時には終了し、
希望者で近くの居酒屋で懇親会
を行っています。懇親会では、囲
碁談義や学校時代の話などで交
流を深めています。参加者は高
齢化が進んでいますが、中学15
回の大塚先輩はじめ、皆元気で、
楽しくやっています。
定年を迎えた方も、若い世代の
方も大歓迎です。興味のある方
は次回の碁会スケジュールを菊
友会事務局に確認するか、菊友
会ホームページでチェックして
ください。
（幹事: 野口・高８、小泉・高18）
都立九段高校柔道部還暦OB会 
日時：11 月16 日（土）17 時～ 
場所：新橋亭新館（新橋駅そば） 
 03-3580-2211 
会費：7,000 円 
新会員の23 回生（S46 年卒）熱
列歓迎！

（世話人 髙井信義・高13）

校長：自身の活躍の場に医療の現場を選び、
そのための一歩として、進路実現を果たし
てくれたと考えます。夢の実現を在校生に
も示してくれたことになります。
井上：以前の九段は文系希望者が多かった
のですが、大分変わってきていますね。
校長：文理コース分けは６年生から。５年
生までは社会に通用する人間を育てるため
に、全教科を共通履修しています。
井上：生徒達はどのような状況ですか？
校長：生徒は九段入学の動機が明確であり、
目的意識が高いです。入学当初は８～９割
の生徒が国公立大学への進学を希望してい
ます。志の高さを大切にさせ、社会で求め
られている人間、社会を生き抜いていける
人間の育成を目指し、指導しています。
井上：高校からも募集があると生徒に刺激
になるのでは？
校長：そうかもしれません。しかし、６年
間を同じメンバーで過ごすことで、相互理
解が深まり、互いに刺激し合える関係が築
かれています。途中からの入学者がいない
分、独自のカリキュラムを組めますし、一
貫した教育が行える面もあります。
井上：我々の時代にはいわゆる外面的にバ
ンカラといった生徒もいました。今の九段
生は良い子すぎるなと感じますが・・・。
校長：均整のとれたスマートな生徒がほと
んどです。素直というか、もっと元気があっ
ても良いと思うこともあります。しかし、
どの生徒も挨拶や返事ができるのは、本校
生徒の良さであると実感しています。
井上：限られた環境の中で外の世界から受
ける刺激は何かありますか？
校長：社会との交流を通して切磋琢磨する

よう、企業や大使館などに前期課程の時か
ら訪問しています。幸い千代田区は教育資
源に恵まれていますので。ほかには都立中
高一貫教育校と部活動の大会を通じて交流
をしています。
井上：今日はお忙しいところ貴重なお話し
をありがとうございました。第一東京市立
中学建学時から引き継がれる「九段精神」は
今も健在であることを嬉しく思います。九
段の文武両道の伝統と校風をこれからも継
承し、進学実績の一層の向上を願っていま
す。 （高橋暁子・高17）

〜 倉田校長と井上理事長の対談行われる 〜

吹奏楽部55周年記念演奏会
九段中等の吹奏楽部は都立九段
高校での創部から今年 55 周年
を迎えます。
これを記念して、本年12月22
日（日）新宿文化センター大ホー
ルにて在校生・卒業生合同の記
念演奏会を開催します。
詳細は次のURLをご覧ください。

http://www.kudansuisougaku.com/
演奏者も当日の手伝いも、まだ
まだ足りません。奮ってご参集
ください。近況を含めて次のア
ドレスにご連絡いただけると幸
いです。
info@kudansuisougaku.com

 （大原寿樹・高34）

◆この号を編集している最中の５
月半ばに世界自然遺産の白神山地
を訪れました。木立は新緑に染まり
始めていましたが、ブナ林散策道は
早春にもかかわらず残雪に覆われ
ていました。日向の斜面には蕗の薹
が元気よく顔をのぞかせ、北国の春

を感じました。
◆会報の大半は、会員からの投稿記
事で制作されており、そのすべてを
掲載すべく、各編集委員は苦心して
います。今号も紙面のレイアウトを
鈴木良子（高31）さんが手際よくま
とめてくれました。（持田悟・高18）

理事会だよりはお休みします。

井上理事長（右）に語る倉田校長（撮影：酒井憲太郎・高17）
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追悼　永見至先生のこと
会報第88号で永見先生の訃

報に接した。今にして思うと、
40数年前の九段高は錚々たる
教諭陣を擁していた。中でもユ
ニークで人気のあったのは化
学の永見先生であった。肺が
半分しかなくて御顔の色も冴
えなかったようだが、学問へ
の情熱は生半可なものではな
かった。とにかく授業が面白
かった。化学反応式を板書し
ながら、38式歩兵銃の話が飛
び出したりした。中でもたまげ
たのは火炎瓶の作り方を伝授

（？）なさった時だ。学生運動
たけなわなりし頃である。クラ
ス全員があれほど真剣に授業
を受けたのは、あれが最初で最
後ではなかったろうか。夏休み
に先生は知ってか知らずか、私
が前から目をつけていた化学
の指導書を惜しげもなく何冊
かくださった。そこには構造図
や化学式の深い意味が解り易
く説かれていた。先生の楽しか
った授業が今でも忘れられな
い。謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。（三根功治・高22）

一走会（陸上競技部OB会）
一中、九段中、九段高、九段

中等の陸上競技部卒業生で組織
する一走会は１月 25 日、神保
町のエスペリアで今年度総会を
開催。元・現顧問の片瓜・森谷
両先生はじめ高４の雨宮先輩か
ら中等３の新卒まで 60 学年差
の 38 人が参集。冒頭、駒形会
長（高20）が挨拶、多数の出席者
により盛大に開催されたことに
謝辞を述べられ、次いで帆刈ヘ
ッドコーチ（中等１）から部員数
は52人、中でも中等６男子がや
り投げで58m06、中等１女子が
100m13秒85、やり
投げに30m32の好記
録を出したことを紹
介すると、会場は大
いに沸いた。さらに、
会計報告と次年度か

ら総会開催を５月に移行するこ
とが発表された後、羽鳥前会長

（高９）の音頭で乾杯、待望の懇
親会が始まる。老若男女が卒年
を超えて飲みつつ食べつつ、部
活時代の話や近況などを語り合
い、インターハイでの活躍から
東京オリンピックの聖火ランナ
ー、大学時代の箱根駅伝、社会
人となった現在も走っている東
京マラソン、あるいは卒後に強
まった同期の絆など話題は尽き
ず、２時間の飲み放題もあっと
いう間に過ぎ、お開きとなりま
した。 （飯塚豊明・高27）

菊球会（卓球部OB会）
〈部支援〉昨年８月９日～ 11

日、尽性園での母校卓球部の夏
期合宿に菊球会からは延べ 11
人がコーチとして参加。現役の
大半が中学生なので、孫の相手
をしている状況。OBは現役の若
さをもらい元気に白球を追って
いた。〈卓球合宿〉昨年11月９
日～ 10 日、尽性園で菊球会合
宿を実施。会員の高齢化が進む
中、17人が参加、約半世紀ほど
タイムスリップしていい汗を流
した。夜の懇親会では岩本会長

部員の某氏の快気を祝うため
に生物部プランクトン班を中心
に還暦を迎えた高校22回と23
回の生物部員が3月3日立川の
ホテルに集合。卒後40年以上経

高15　３年４組クラス会
高15回３年４組の第11回ク

ラス会を４月20日、横浜ロイヤ
ルパークホテルで開催。ランド
マークタワーにある豪華ホテル
に相応しくリッチな気分に浸り
ながらお喋りに興じ、青春時代

に帰った２時間がアッと言う間
に過ぎました。夫々の病院で名
医と謳われた家里、池内両君も
出席し、健康相談など話題が広
がった。今回は欠席の返信が多
かったが、欠席の理由を書いて
下さったので状況が分かり、幹
事は次回も楽しく開催しようと
決意しています。クラス会は毎
年３月第２土曜日午前11時30
分に定期開催して参ります。ど
うぞ宜しくご出席の程お願い申
し上げます。 （山田清三）

４月７日、懐かしい飯田橋で
開催。１年・10 年・36 年ぶり
の仲間 16 人と村木先生を囲み
３時間のおしゃべり、その後学
校まで様変わりした通学路に驚
きつつ「記憶」をたどる散歩を楽
しみました。 （進藤真紀子）

高29　３年８組クラス会
２月9日、神楽坂で4年ぶり

のクラス会。一次会「＋81レス
トラン」には19人、二次会「神
楽坂もりのいえ」には14人の懐
かしい顔ぶれが集合。大病を患
い社会復帰した人、今春から獣
医を目指して大学院にい
く人、音楽療法士の資格
を取り働き始める人、子
供が結婚した人もいて、
夫々の話に「すごいね」

「えらいね」「いいね」と感心しき
り…とても盛り上がった会話に
楽しい時はあっという間に過ぎ
た。次回には孫自慢がたくさん
聞けるかも…どうぞ皆、健康に
過ごしましょう。 （中山佐代子）

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25年度　菊友会評議員会
平成25年度評議員会開催、事業計画・
予算決定

5月18日（土）、菊友会評議員会が九段中
等教育学校富士見校舎 5F に於いて開催さ
れました。

村井会長の挨拶に続き、井上理事長が、
評議員総数127人に対して出席者数17人、
委任状57人を報告し、直ちに議事に入りま
した。

前年度事業報告・監査報告・決算報告が
別表の通りなされ満場一致で承認されまし
た。平成24年度の収支決算は収入10,134
千円、支出8,730千円と1,403千円の黒字
となりました（表参照）。

続いて、25年度事業は全事業を今年も継
承することを計画、また収支は会費収入を
努力目標とした黒字予算を立て、ともに承
認を受けました。
６人の新理事承認

役員人事については、役員リストの通り
６人の新理事が加わり承認を受け、退任に
ついては１人の報告がありました。

最後に、井上理事長
から九段中等教育学
校４回生（H25年３月
卒業）の進学状況と、
エコノミスト（５月21
日号）の九段中等教育
学校関係記事のコピ
ーを資料として付け
た旨の説明があり、な
ごやかな閉会となり
ました。

出席者は以下の通
り（敬称略）。 
●評議員17人
末博光（中13）、髙野
均治（中15）、服部嘉夫（高４）、宮島徹・村
田清子（高７）、百々阿弗利（高８）、羽鳥徹
朗（高９）、坂上宗男（高10）、平松正子（高
12）、馬淵義彦・山田啓子（高13）、篠原信
枝・山田興一（高14）、熱田陽子・玉木茂

（高24）、福田隆（高31）、井上昭博（高32）
●役員・顧問・理事 27人

単位：円 H24年度予算 H24年度実績 H25年度予算

収

入

維持会費 7,000,000 6,813,000 7,000,000 
新会員入会金 550,000 550,000 665,000 
菊友大会会費 1,500,000 1,510,000 1,500,000 
至大荘懇親会会費 800,000 787,645 800,000 
名簿売上高 25,000 5,000 0 
名簿売上高新人用 -75,000 255,000 325,000 
寄付金 100,000 170,000 0 
雑収入 20,000 39,282 0 
受取利息 5,000 4,283 0 

収 入 計 9,925,000 10,134,210 10,290,000 

事

業

費

在校生・卒業生支援費 230,000 272,808 280,000 
菊友会大会経費 1,700,000 1,478,552 1,800,000 
至大荘懇親会経費 800,000 744,275 800,000 
評議員会経費 10,000 12,330 10,000 
名簿作成・送付費 25,000 79,250 50,000 
会報印刷・郵送費 3,600,000 3,310,158 3,500,000 
菊友会紹介紙作成費 32,000 21,350 0 
校歌祭参加費 170,000 171,250 170,000 
法人九段関係費 75,000 63,000 84,000 
事業費小計 6,642,000 6,152,973 6,694,000 

管

理

費

事務局人件費 1,470,000 1,526,880 1,530,000 
光熱費 120,000 82,619 100,000 
通信費 120,000 100,083 120,000 
リース費 9,000 8,442 9,000 
パソコン関係費 160,000 129,476 320,000 
コピー費 80,000 88,290 90,000 
事務消耗品費 70,000 64,019 70,000 
理事会交通費 200,000 214,000 235,000 
旅費交通費 30,000 30,000 30,000 
振込手数料 230,000 217,620 250,000 
慶弔費 20,000 30,000 30,000 
雑費 60,000 86,355 60,000 
予備費 50,000 0 50,000 
管理費小計 2,619,000 2,577,784 2,894,000 

支 出 計 9,261,000 8,730,757 9,588,000 
収 支 差 額 664,000 1,403,453 702,000 

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 田ノ倉美保子 高15

〃 楫取 能彦 高17
〃 酒井憲太郎 高17

●総務企画委員会
委員長 楫取 能彦 高17
委  員 氏家 義之 高15

〃 田ノ倉美保子 高15
〃 庄司 啓子 高17
〃 野本 俊輔 高17
〃 前田 敏行 高18 新
〃 藤代 興里 高18
〃 持田  悟 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
〃 山崎  猛 高20 新
〃 伊藤 洋子 高24 新

●広報委員会
委員長 酒井憲太郎 高17
委  員 高橋 暁子 高17

〃 （兼）持田  悟 高18
〃 （兼）横田 千明 高19
〃 金子 元久 高20 新
〃 （兼）山崎  猛 高20
〃 原田 忠禮 高21 新
〃 長  繁樹 高28

●名簿委員会
委員長 新田  潔 高18
委  員 根本  東 高15

〃 （兼）長  繁樹 高28
●会計委員会

委員長 渡辺 憲雄 高19
委  員 魚住 照代 高28 新

平成24年度決算報告・25年度予算

＜菊友会 役員構成＞

村井会長、髙井・赤司両副会長、岡田・髙
橋両顧問、大西・田島両監事、井上理事長
以下理事20人。評議員の交代があったとき
は、菊友会にお知らせください。

（高5）が持ちこんだパーカッシ
ョンと金沢氏（高15）のウクレ
レで歌い盛り上がった。〈正月
大会／新年会〉１月20日、第58
回菊球会正月大会を開催。ＯＢ
９人、顧問２人、現役22人の参
加で熱戦を繰り広げた。ジェネ
レーションギャップ約 65 年を
ものともせず、互いに白球を追
い、先輩と後輩の絆を益々強く
した。その後の新年会では、正
月大会に不出場の会員も参加し
旧交を温め、楽しい語らいの時
をもった。 （中嶋 覚・高15）

恩師 菊池 文次 中13 柴田 在久 高1 本多 直方 高8 峯田 昻
中2 佐藤 正憲 中13 高島 朗 高2 今井 行輝 高9 草間 幹雄
中4 大橋 和 中13 豊田 博通 高2 藤森 直往 高10 月岡 泰充
中6 小西 直一 中13 二神 重成 高2 横井 洋三 高11 小沢 冏一
中7 金子 新三郎 中13 三木 一男 高3 片岡 吾市 高12 島 義文
中7 佐々木 央典 中14 伊藤 誠治 高3 神田 欣之助 高12 高桑 厚生
中7 高橋 脩二郎 中14 能勢 宏 高3 吉岡 修三 高12 中西 進
中7 吉田 健一 中15 鹿野 光正 高4 江口 明 高14 瀬尾 葉子
中8 佐野 専一 中15 川合 惟一 高4 太田 実 高14 中村 知弘
中8 那須 忠己 中15 河田 晋 高4 釜鳴 貞夫 高15 高木 良昭
中8 村上 省吾 中15 坂本 力 高4 倉田 均 高17 伊藤 桂
中10 亀山 襄二 中15 藤川 清 高4 野村 昌宏 高17 高原 徹
中10 鈴木 常雄 中16 赤堀 雅夫 高5 金子 敏 高17 藤井 豪一
中10 服部 茂 中17 小田 竹寿郎 高5 亀田 孝正 高20 立原 滋樹
中10 安岡 章太郎 中17 澁谷 喜三郎 高5 工藤 洋一 高21 広沢 準一
中11 大倉 滋 中18 三浦 禮 高5 中村 粂雄 高27 川上 聡一郎
中11 西澤 哲 中18 宮岡 敏浩 高5 村澤 洋介 高28 岡部 尋子
中12 大塚 陸郎 中18 山岡 朝海 高6 飯嶋 章碩 高30 清水 康雄
中12 桑村 常彦 中19 加藤 幸雄 高7 上林 誠二 高31 多田 資子
中12 柴田 道雄 中19 渡辺 力太郎 高7 木村 英夫 高32 小林 弓子
中12 藤原 誠 高1 世古 圭助 高7 小和田 勲 高36 平山 文彦
中13 小宮 秀男 高1 藤井 雄三 高8 奥田 正一 高37 服部 秀人

高29　３年５組クラス会

生物部OB会

過したが懐かしい顔が集まると
すぐに高校時代の感覚に戻り、
にぎやかに歓談して時の経つの
を忘れた。この班は千鳥ヶ淵の
プランクトン調査を継続的に続
けて来たので、皇居の環境の推
移を測る物差しとして今後ます

ます貴重なデータになることで
しょう。 （村上新二郎・高22）
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私共、昭和16年４月の一中入
学者約200人のうち、卒業後医
学を志した者18人で、16医会
として集まっています。第1回
は昭和53年11月25日新橋の北
京飯店で７人の出席で行われ、
爾来、年2回情報交換や相互扶
助などに役立つ話、また一中時
代の楽しい思い出話に花を咲か
せています。木村信、林達朗、
高木美典等諸兄の発案で始まっ
た会ですが、現在会員は９人と

半数が鬼籍に入られました。一
中時代の思い出だけでこの会が
毎年続くのが不思議ですが、こ
れも当時の母校の教育が如何に
楽しく有意義であったかを物語
っています。 （中村信治）

高11　同期会
３月19日、高11回の同期会

を浜松町東京會舘で開催。心配
された空模様でしたが、前日と
は打って変わっての好天気。39
階の会場からは澄んだ空気を通
して遠くの街並みを見渡せまし

た。予想以上の100人を越える
方々の出席で、懐かしい思い出
話や近況報告に2時間半の一次
会も瞬く間に過ぎた。記念撮影
では、クラスごとに元気な姿を
写真に収めました。同じ階の別
の間で開かれた二次会にも 80
人近くの方々が参加され、尽き
ぬ話題に時間を忘れました。久
しぶりの同期会でしたが、楽し
い思いを胸に再会を約して、家
路をたどりました。 （粕谷龍雄）

中19　幸福の黄色組同期会
昭和 17 年入学の 200 人の同

期会を八十路を過ぎて一度開い
てみないかというＢ組伊藤晴康
君の提案で、昨年11月30日アル
カディア市ヶ谷で同期会が開か
れた。戦況悪化で２年間の勤労
動員を挟み、登校期間が３年程
の中学生活であったが、楽しい
一時期だった。同期会は数十年
前に数回開かれているが、今回
の復活同期会には 24 人の老第
一健男児が元気な顔を見せた。
開会劈頭B 組降旗健人君が開催
経緯を加えて開会挨拶、続いて

Ｃ組河村洋三君の乾杯音頭なら
ぬ「茶裡飯裡別所に向かわず」の
発声に続き、全員の「いただきま
す」でパーティーが始まった。在
学中の思い出･卒業後の活躍･近
況等が披露され、近藤義郎君の
指揮で校歌・至大荘歌を高唱し
て閉会した。 （中川芳一）

転校先でいじめに
母校同窓生の中で著名人は？

と問われれば昭和生まれなら、
まずこの人の名が挙がる。1951
年デビュー作『ガラスの靴』がい
きなり芥川賞候補作。2年後『悪
い仲間』『陰気な愉しみ』で芥川
賞に。その後も名だたる文学賞
を総なめにし、対談の名手とし
ても名高い。芥川賞選考委員を
長年務めるなど文壇にも貢献
し、2001 年に文化功労章を受
章した。

出身地は高知だが、父親の職
業により千葉、香川、ソウル、青
森と転々、生地の記憶は薄いと
いう。11歳で東京・青山の偕行
社住宅入居。転入学した青南小
学校では陰湿ないじめにあう。
そんな中、第一東京中学校の評
判を聞きつけた女学校出の母親

に猛勉強させられ、「運よく」母
校に入学できたのだそうだ。
長期にわたった一中「入院」

当初は「東京の公立校では二
流校」とタカをくくった安岡氏。
１学期が終わってみれば組で最
下位の成績。3学期からは禅寺
の住職でもある国漢文の英敏道
先生の家に寄宿する破目にな
る。当時の一中では、成績や素
行で問題がある生徒は、「入院」
と称し先生宅お預かりとなっ
た。入院は広い住まいのお宅ば
かりではなく、新婚早々の狭い
先生宅で「困った」とか、エピソ
ードは尽きない。かくして安岡
氏は、平日は寺から通学、日曜
日は境内や墓地の落葉掃除で勝
手ままならず、おまけにほどな
く親は地方転勤。入院生活は3
年間に及ぶ。これでは氏が一中
時代の楽しい思い出を持たずと
も仕方ない。
『自叙伝旅行』によれば、昭和

８（1933）年入学時、すでに創立
時のイギリス人教師による英語
授業はなく、洋式のテーブルマ
ナーを教える授業も廃止、「作法
教室などは校則を犯して煙草を
吸ったりした生徒が柔道の師範
に鉄拳制裁を受けたりする場所
になっていた」。至大荘について
は、「ひ弱そうな者ばかりを狙

うノミとの格闘」の記憶ばかり
が描かれている。しかし別のイ
ンタビューでは冬の至大荘での
禊など先生方が率先して海中に
飛び入る姿に敬意を表してもい
る。劣等生ならではの冷めた目
線で、孤独を秘かに楽しむ一中
時代を送ったのだろう。

一中時代を題材にした代表作
に、中学高校の国語教科書に載
っている「サーカスの馬」（1955
年）と「花祭」（1962年）がある。
慶大在学中に同人誌発行

脊椎カリエスを患いながら、
日米開戦の41年、4浪の末に慶
大予科（仏文）に入学してからの
安岡は、変貌する。クラスメー
トで後に稀代の日本画家となる
小泉淳作が述懐している。「休み
時間には兄貴分格の安岡を囲ん
で談笑が聞こえ、シャンソンの
合唱が流れた。安岡は意外にも
流麗に『巴里祭』などを歌った」
と。文学を目指し始めた安岡氏
は、軍事教練中にも楽しげにそ
っとストーリーを語って聞かせ
た。「無類に面白かった」と小泉
氏。在学中に入営もするが、胸
部疾患で現役免除。学生時代に
創ったクラス同人誌で発表した
冒頭の『ガラスの靴』が世に認め
られた。父の、陸軍獣医官とい
う職業を嫌い、友人の一人もい

ない屈折した青少年時代に味わ
ってきた視座が、作家のエナジ
ーとなって爆発する。
『海辺の光景』　『流離譚』　『僕
の昭和史』

代表作を3つ挙げたい。どれ
も作者の分身、私小説と言って
もいい。60年『海辺…』は認知
症となり、故郷・高知の施設で
最期を迎える母を、父と共に訪
ね看取るまでの9日間の物語。
これで芸術選奨・野間文学賞を
得てロックフェラー財団に招か
れ米国留学、人種差別の実態を
目の当たりにする。戦後屈指の
歴史小説と評される『流離譚』
81年は、安岡一族を遡り、幕末
維新の動乱に天誅組に参加し、
あるいは戊辰戦争の犠牲になっ
た先祖たちの運命を活写した。

『僕の…』全３巻は戦後までの不
穏な社会を生きた氏の観察記。
不明な時代の空気を平易な日常
語で語り尽くす。嘘偽りのない
昭和の庶民感情を知る貴重な資
料だ。生涯に200余りの作品を
書き、文壇に愛された安岡氏。
天国で待ちくたびれた盟友・吉
行淳之介や心友・小泉淳作に呼
ばれたのか、天国で再び愉快な
時を過ごしているに違いない。
2013年1月26日逝去、享年92。

（田ノ倉美保子・高15）

高13　遊九会
「春の高山祭」
昨年４月開催した卒後 50 周

年同期会席上で予告し準備を進
めた「春の高山祭」は2008年「秋
の高山祭」に続いての企画で4
月14～16日に総勢23人が参加
して開催された。数日前まで雪
が降る異常気象の中で心配され
た天候は傘要らずの好天に恵ま
れ初日の夜祭り、その後の二次
会では金子君の差し入れ地酒で
大いに酔い、２日目は「からくり
奉納」や朝市を楽しみ、３日目
は新穂高ロープウエイ頂上から
360度の大パノラマで雪に覆わ
れた北アルプスを眺め満喫して
きた。

「日帰りコンペ」
ここ２回のコンペは参加者

が 10 人以下の大会が続き宿泊

４月６日、飯田橋のホテル メ
トロポリタン エドモントで開
催し、53 人が出席。全員が 70
歳を迎えていますが、集まれば

みんな昔の仲間、２時間半があ
っという間に過ぎてしまいまし
た。来年の同期会の詳細は次回
会報に掲載します。 （山崎武正）

中 20　18Ｃクラス会
昭和 18 年一中生として最後

の入学Ｃ組（中20回高１回卒）
恒例の花見を３月 27 日神田神
保町ランチョンで開催。鬼籍18
人、不明５人、疎開し不戻 12

人、現存21人中14人参加。
現役シャンソン歌手堀内、久

しぶりに来る。皆、平均寿命を
超え白髪禿頭を比べて昔話や病
気話に興じ、秋にまたやろうと
解散。 （野村正憲）

 
フォークやデモ、バリケード

等 70 年代初頭の嵐の中で多感
な九段時代を過ごした 24 回生
も早や還暦を迎えることにな
り、４月20日グランドプリンス
ホテル新高輪で同期会を開催。
130人の同期が集い、当時を懐
かしみつつ 60 歳とは思えな
いやんちゃさで大いに盛り
上がりました。杉山聡、小山
健両君のトランペットとサ
ックスに有澤圭子女史のボ
ーカルを加えたミニジャズ

ライブまで飛び出し、会場は拍
手喝采。ご臨席を賜った近藤義
郎、齋藤光司、片瓜仲夫の３先
生方も楽しまれたご様子。二次
会も120人以上の参加であっと
言う間に時は過ぎ、５年後の再
会を約してそれぞれが三次会、
四次会？へ…。 （熱田陽子）

高17　同期会
４月20日、ホテルグランドパ

レスで83人の出席者と伊部哲、
川田節子、増田三郎の３先生を
お招きして盛大に開催。返信を
いただいた先生方と
同期達（欠席者も含め
て）の近況が会場で読
み上げられ、なつかし
い恩師や友の現況を

確認し合いました。２次会は同
ホテルの 23 階でクラス会を開
催、その後3次会へと久し振り
の逢瀬を夜更けまで楽しみまし
た。 （５組幹事一同）

高39　25周年同期会
２月 16 日、アルカディア市

ヶ谷にて高39回卒業25周年記
念同期会を開催。当日はまず母
校を見学し、卒業後25年振りに
訪れた校舎の屋上から昔と変わ

らぬ武道館の姿を見ると胸が熱
くなった。同期会は総勢130人
を超える参加があり多くの先生
方、菊友会理事の方にも来賓と
してご出席頂いた。在校当時を
思い出すメモリアルムービーの
上映や至大荘歌の斉唱、１期上
の西秋先輩をゲストにカラオケ
水渾ショーもあり、大盛況の会
となりました。時を経ても顔を
会わせるといつまでも盛り上が

れる、そんな仲間に出会えたこ
とに感謝しています。

 （三浦美佳）
第55回菊友ゴルフ大会
４月10 日穏やかな花曇りの

中、高３から高28 までの39 人
が参加して、岡本綾子プロ監修
の若洲ゴルフリンクスで、遠く
にアクアラインの風の塔を間近
にはゲートブリッジを眺めなが
ら楽しく過ごしました。優勝は

写真中央の高12中村宏氏、準優
勝は左の高18 鈴木秀一氏、3 位
は右の高20 張ヶ谷泰二氏、Ｂ．
Ｇは張ヶ谷氏が、シニアＢ．Ｇは
中村氏がそれぞれ素晴らしい腕
前を見せてくれました。

 （原田忠禮・高21）

その１　かぶらぎ丸廃船
至大荘には8隻の監視用小型

船がある。その内、唯一の木造船
「かぶらぎ丸」が昨年12月に廃
船となった。昭和49年に小型船
舶登録をした記録からすると、
39年間、毎夏守谷の浜で九段生
の游泳訓練を支えてきた老朽船

だ。廃棄するには忍びなく、艇
庫に眠らせてある。何かいい保
存方法はないだろうか・・・

その２　浜掃除助手参加
守谷海岸では毎月第4日曜日

に地区の皆さんが総出で浜掃除
をしている。九段の卒業生助手
も春秋４回ほど前日から寮に泊
まりこみで参加するのが伝統と
なっている。この４月も九段中
等卒業生（４回生中心）が20数
人参加し、地元の人たちと芙蓉
が浦をきれいにしていった。

その３　新「正寮」完成
昭和 50 年再建の旧正寮の建

替え工事が７月上旬に完成す
る。三代目「正寮」としてこの夏
皆さんにお披露目する。

 （横田千明・高19）

 
春爛漫の４月14日、高７回生

の喜寿を祝う会が NHK 青山荘
で開催。恩師、加藤三郎（中田）
先生、坂口りつ子（向山）先生の
ご来駕を頂き、遠く北海道、四
国や富山、岡山から駆けつけた
方も加え総勢 90 人もの盛
会となった。古希の会以来
の再会に懐かしい話題に歓
談が進み喜寿（77歳）を祝
いました。お互いの元気な

姿に接し、パワーを貰えて益々
意気盛んにこれからの「傘寿」

「米寿」を超えるまでの自信が養
われたようです。校歌、至大荘
歌を声高らかに歌って永遠の九
段高校の絆に感謝しつつお開き
となりました。 （宮島 徹）

芥川賞受賞作家　安岡章太郎さん（中10） 逝去　1920〜2013

至大荘・新「正寮」完成とかぶらぎ丸廃船
公益社団法人九段 至大荘だより

コンペだと参加し難いのかと思
い、今回は日帰りコンペを企画
したところ３組 12 人の方々が
参加し、西東京ゴルフ倶楽部で
開催された。週間天気予報で心
配された天気はプレー中は傘要
らずだったが帰路は雷・稲妻付
きのワイパー使用でした。戦績
は３度目の優勝で原田（鈴川）さ
んが勝ち取り、９月末の一泊コ
ンペは幹事特権で会場を決定す
ることで解散した。参加を希望
される方は永久幹事馬渕まで連
絡願います。 （幹事:馬渕義彦）

高13　同期会

高7　喜寿の会

中18　16 医会

高24　還暦記念同期会

かぶらぎ丸 2010夏
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伝統のクロカン
２月22日（金）快晴とは言えまだ肌寒く風

の吹く中、１年生から５年生までの男女全生
徒がそれぞれの距離に挑戦し無事に尽性園に
戻ってきました。ゴールでの応援にも熱が入
り、青春時代の思い出が鮮明によみがえり、
清々しい１日でした。各部門10位までの40
人に理事長よりメダルを授与するとともに健
闘を称えましたが全員がとても誇らしげな笑
顔で母校のクロスカントリーの良き伝統を感
じました。 （伊藤洋子・高24）

第５回吹奏楽部定期演奏会
世界的若きチェリストと共演！

今年は「第６回若い音楽家のためのチャイ
コフスキー国際コンクール」で日本人として
初優勝された、中等教育学校出身（５回生）の
上野通明さんをゲストに迎え、熱い演奏会が
開かれました。演奏時間27分の大曲を上野さ
んのチェロと共演、他にワグナーの名曲、レ
ンブラントの有名な絵画「夜警」を音楽で表現
した珍しい組曲など趣向を凝らしたプログラ
ムは聴きがいがありました。今秋の菊友大会
の演奏が楽しみです。 （高橋暁子・高17）

今年の秋も 80 年を超える母校の歴史
の証人が世代を超えて集まります。ク
ラス・クラブの同期・先輩後輩と声を
掛け合って参加しましょう。今回は会
費も少し軽減できました。

守谷の白浜で青春の一コマを思い出し
ましょう。青い海・新築された正寮さら
に懇親会・花火・歌声喫茶・勝浦朝市探
訪・バーベキューなど沢山の企画でご家
族・友人との参加を待っています。

東京旧制中学を中心に約20校が参加して毎年実施。九段チームは母校の吹奏楽部と九
段坂合唱団の応援を受けて校歌と至大荘歌を大合唱します。

年２回の開催 今年の春は若洲GLでした。初秋の澄んだ空気を丘陵コースで満喫しま
しょう。おひとりでも、誘い合ってでもご参加ください。

景品募集
菊友会大会期待のお楽しみ抽選会に景品
のご提供をお願いします。
事務局までご連絡をください。

プレゴルフ大会　勝浦東急GC
８月17日（土）希望者でゴルフコンペ（費用
別）を今年も開催です。希望者は懇親会申
込時に連絡をしてください。

受け継がれる伝統の体育祭
炎天下で熱気こもった応援合戦！

5月18日(土)、九段中等教育学校の第8回
体育祭が校庭で開催され、全学年が赤、青の
二組の団に分かれた対抗戦で熱気ある競技と
応援合戦を繰り広げました。

生徒たちは強い日差しの中、猛練習を重ね
た数々のすばらしい競技・演技に、精一杯頑
張っていました。特にチアリーディングやマ
スコットによる応援演技、棒倒しや騎馬戦、
工夫を凝らした競技など見ごたえある種目の
数々。優勝旗は僅差で昨年同様に青組の豺珴
団にわたりました。 （持田 悟・高18）

菊友会では会員の著書や作品を母校に寄贈する事業を行っております。寄贈いただいた本は九段中等教育学校の図書室『卒業生の
著作コーナー』に収めます。後輩に贈りたい著作品を出版されるときには、菊友会にもぜひ１冊贈ってください。（以下敬称略・税抜き価格）

寄贈図書紹介寄贈図書紹介　　－母校にあなたの著作品を！！－
今年のイベントを紹介します。ぜひ声を掛け合って参加してください。

高35　卒業30周年記念同期会 2013.3.9

―ここまで来ました。あの日から―
「君たち老けたねぇ。」恩師のスピーチに

180人が一斉に笑った。無理もない、当時

の先生の年齢を我々はとうに追い越してい
る。昔の写真付き名札と目の前の風貌が結
びつかない。

それでも、懐かしい映像や九段祭の音源

を編集したスライドショーに見入る瞳は、
タイムマシンに乗って共通の輝きに満ちて
いた。日本全国、諸外国からも駆けつけた
同期生が、蕪木先生・高橋先生・楢本先生・
増田先生・星野先生を囲む。写真撮影や校
歌斉唱のうち、霞山会館での４時間は瞬く
間に過ぎ、想定以上の120人が二次会へ。
更に、歌い踊る三次会は、励まし合いなが
ら（笑）朝まで続いた。

１年間の準備期間で、細い糸を辿り紡い
だ同期生達への連絡、取り戻した「九段の
絆」。同窓会事務局のご協力と、お手伝い頂
いた高36回生の後輩達にも心から感謝した
い。 及川（関川）久美子

各イベントへのお申し込み・お問い合わせ

同封の申込書に必要事項を記入し、菊友会事務局にFAXまたは郵送でお送り願います。
参加申し込みをされた方には、後日詳細なご案内をお送りします。

TEL 0 3 - 3 2 6 3 - 2 4 4 8  （火・金 10:30 ～ 16:00）
FAX 0 3 - 3 2 6 3 - 1 0 3 3
E-mail kikuyukai@kudan-net.com

菊友会大会　10月20日（日）　
ホテルグランドパレス （千代田区飯田橋１-１-１） 
受付開始 ：13時30分    
プレイベント ：14時 ～ 15時 （九段中等教育学校吹奏楽部演奏）
懇親パーティー ：15時 ～ 17時 （お楽しみ抽選会など）
会費 ：8,000円（但し中等１回 ～ 中等４回は2,000円）
申込〆切 ：平成25年10月４日（金）

至大荘懇親会　８月17日（土）～ 18日（日）
８月17日（土）現地至大荘集合 18日（日）13時解散
受付 ：15時 ～ （13時30分から入荘は可能です）
会費 ：10,000円 １泊３食付 （幼児無料・小中学生 5,000円）
申込〆切 ：平成25年７月26日（金）

第21回東京校歌祭　10月５日（土）　日比谷公会堂
集合 ：13時45分 日比谷公会堂（九段の出演は14時20分ごろ）
受付 ：13時 ～ 
申込〆切 ：平成25年９月24日（火） 会費は無料

第56回菊友ゴルフ大会　10月10日（木）
石坂ゴルフ倶楽部  埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24
申込〆切：平成25年９月17日（火）

平成24年度の転出職員（永い間ありがとうございました）
牧野 敦 ：都立日比谷高校 辻勇一郎 ：退職
東 達康 ：都立八丈高校 林 巨樹  ：名古屋市立高針台中学
山内弥生 ：都立竹早高校 中川弘子 ：都立深川高校
嶋根智子 ：都立忍岡高校 小林順子 ：任期満了
徳原ゆみ ：任期満了

竹島茂（中14）著
「速記曼荼羅鉛筆供養」（上・下）
STEP発行 
￥2,500・￥3,200
平成24年に他界された著者
は、速記の世界に一生を捧げ、

そこから見た大河内翠山を中心とした同時
代の速記者についてまとめたもので、日本
の速記界の歴史ともいうべき著です。他多
数寄贈いただきました。

北條賢三（中19）著
「語りかけるガンジスの流れ」
文芸社  ￥1,500
著者が２年半のインド留学で経
験したインドの人々の生き方・
考え方などを紹介。次の瞬間の

生死さえわからない厳しい自然と対峙して生
きるインドの人々のパワーが、今日のインド
発展の鍵とも思える１冊です。この他に「ガン
ジスに生きる」も寄贈いただきました。

一島英治（高４）著
「酵素資源余話－酵素のおもしろ
さを尋ねて」
東北大学出版会刊  ￥1,500
半世紀以上にわたる著者の研
究生活から、酵素が息づく歴

史、産業、生活、おもしろさを語る。我が国は
「酵素資源」大国であり、第１級の研究成果
を世界に発信し、多方面に利用されている
酵素資源のおもしろさを解説。

貝田豊郷（高７）著
「和笑と哀愁（ユーモアと
ペーソス）」
写真集
貝田クリニック発行
￥1,800

感じる写真集シリーズの第３集として平凡
な人物写真の中に秘められた、ユーモアと
ペーソスが伝わってきます。何となく心が
癒されます。

ルイ・カザミヤン著/手塚リリ子、
石川京子（高７）訳
「大英帝国　歴史と風景」
白水社刊 ￥9,800
英国全土を実地踏査し、その土
地と風景の特質を描き出した、

英文学研究泰斗による古典的名著。博大な
学識と鋭い洞察で、風土が育んできた英国
人の気質、歴史、文学や芸術を見事に捉えて
います。

山崎武正（高13）著
「源氏物語に登場する女性達」
非売品
源氏物語の魅力に惹かれ、登場
する76人の女性達一人ひとり
について著者の思い入れも加

えて書き上げた力作。1000年前の女性達が
歩んだ人生は、今もなお生き生きと息づい
ていることが伝わってくる１冊です。

板倉稔（高15）著
「スーパー SE　システム設計と
管理の社会学」
日科技連刊 ￥3,000
本書はSE（システムエンジニ
ア）として必要なソフトウェア

の実践的知識を与え、システム設計とその
管理に対する工学的知恵を培う一助になれ
ばとの意図で書かれた。この他に同分野の
技術書２冊を寄贈いただきました。

渡辺俊之（高15）著
「伸びる会社のズルイお金の使い方」
幻冬舎 経営者新書  ￥740
公認会計士の著者が、会社経営
者と会計を職業とする人を対象
に、内部留保を高め、税金を払っ

て成長へ導く選択肢や会社を強くするお金
の使い方などを伝授する経営者必読の書。
会社の財務体質の健全化の重要性を説く。

後藤修司（高20）監修
「勉強したい人のための東洋医学
のきほん」
日本実業出版社刊  ￥2,000
漢方薬、鍼灸、あんま・指圧、気
功、食事療法について、豊富な

例をあげながら、気と陰陽理論及び五行説
から説明する東洋医学の入門書。この他に

「ストレスに効く東洋医学のレシピ」など２
冊を寄贈いただきました。

齊藤英和（高24）共著
「妊活バイブル」
講談社 ￥838
子供を授かるのを待つ時代は
終わった。晩婚・少子化が進む
今の社会で、いつかはママにな

りたいと願う女性の必読書。未婚、未妊の女
性が将来の妊娠や出産について抱く素朴な
疑問や不安に答えます。

瀬尾佳美（高33）著
「リスク理論入門」
中央経済社   ￥2,200
自然災害、事故、食の安全、環境
問題等、私たちの日常は様々な
リスクに囲まれています。だれ

もが少しでもリスクを避け、安全快適に暮
らしたいと願っています。そのための合理
的なリスクの管理方法があり、その指針を
与えるのがリスク論です。

亀井まさのり（高15）著
「漁業のしくみ」
恒星社厚生閣 ￥2,200円
水産行政に携わった経験から
漁業法令に基づく漁業そのも
ののしくみについてのやさし

い解説書。よくある一般的な疑問、質問に
回答する形式で、一般の人にも分かるよう
に平易に書かかれています。
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伝統のクロカン
２月22日（金）快晴とは言えまだ肌寒く風

の吹く中、１年生から５年生までの男女全生
徒がそれぞれの距離に挑戦し無事に尽性園に
戻ってきました。ゴールでの応援にも熱が入
り、青春時代の思い出が鮮明によみがえり、
清々しい１日でした。各部門10位までの40
人に理事長よりメダルを授与するとともに健
闘を称えましたが全員がとても誇らしげな笑
顔で母校のクロスカントリーの良き伝統を感
じました。 （伊藤洋子・高24）

第５回吹奏楽部定期演奏会
世界的若きチェリストと共演！

今年は「第６回若い音楽家のためのチャイ
コフスキー国際コンクール」で日本人として
初優勝された、中等教育学校出身（５回生）の
上野通明さんをゲストに迎え、熱い演奏会が
開かれました。演奏時間27分の大曲を上野さ
んのチェロと共演、他にワグナーの名曲、レ
ンブラントの有名な絵画「夜警」を音楽で表現
した珍しい組曲など趣向を凝らしたプログラ
ムは聴きがいがありました。今秋の菊友大会
の演奏が楽しみです。 （高橋暁子・高17）

今年の秋も 80 年を超える母校の歴史
の証人が世代を超えて集まります。ク
ラス・クラブの同期・先輩後輩と声を
掛け合って参加しましょう。今回は会
費も少し軽減できました。

守谷の白浜で青春の一コマを思い出し
ましょう。青い海・新築された正寮さら
に懇親会・花火・歌声喫茶・勝浦朝市探
訪・バーベキューなど沢山の企画でご家
族・友人との参加を待っています。

東京旧制中学を中心に約20校が参加して毎年実施。九段チームは母校の吹奏楽部と九
段坂合唱団の応援を受けて校歌と至大荘歌を大合唱します。

年２回の開催 今年の春は若洲GLでした。初秋の澄んだ空気を丘陵コースで満喫しま
しょう。おひとりでも、誘い合ってでもご参加ください。

景品募集
菊友会大会期待のお楽しみ抽選会に景品
のご提供をお願いします。
事務局までご連絡をください。

プレゴルフ大会　勝浦東急GC
８月17日（土）希望者でゴルフコンペ（費用
別）を今年も開催です。希望者は懇親会申
込時に連絡をしてください。

受け継がれる伝統の体育祭
炎天下で熱気こもった応援合戦！

5月18日(土)、九段中等教育学校の第8回
体育祭が校庭で開催され、全学年が赤、青の
二組の団に分かれた対抗戦で熱気ある競技と
応援合戦を繰り広げました。

生徒たちは強い日差しの中、猛練習を重ね
た数々のすばらしい競技・演技に、精一杯頑
張っていました。特にチアリーディングやマ
スコットによる応援演技、棒倒しや騎馬戦、
工夫を凝らした競技など見ごたえある種目の
数々。優勝旗は僅差で昨年同様に青組の豺珴
団にわたりました。 （持田 悟・高18）

菊友会では会員の著書や作品を母校に寄贈する事業を行っております。寄贈いただいた本は九段中等教育学校の図書室『卒業生の
著作コーナー』に収めます。後輩に贈りたい著作品を出版されるときには、菊友会にもぜひ１冊贈ってください。（以下敬称略・税抜き価格）

寄贈図書紹介寄贈図書紹介　　－母校にあなたの著作品を！！－
今年のイベントを紹介します。ぜひ声を掛け合って参加してください。

高35　卒業30周年記念同期会 2013.3.9

―ここまで来ました。あの日から―
「君たち老けたねぇ。」恩師のスピーチに

180人が一斉に笑った。無理もない、当時

の先生の年齢を我々はとうに追い越してい
る。昔の写真付き名札と目の前の風貌が結
びつかない。

それでも、懐かしい映像や九段祭の音源

を編集したスライドショーに見入る瞳は、
タイムマシンに乗って共通の輝きに満ちて
いた。日本全国、諸外国からも駆けつけた
同期生が、蕪木先生・高橋先生・楢本先生・
増田先生・星野先生を囲む。写真撮影や校
歌斉唱のうち、霞山会館での４時間は瞬く
間に過ぎ、想定以上の120人が二次会へ。
更に、歌い踊る三次会は、励まし合いなが
ら（笑）朝まで続いた。

１年間の準備期間で、細い糸を辿り紡い
だ同期生達への連絡、取り戻した「九段の
絆」。同窓会事務局のご協力と、お手伝い頂
いた高36回生の後輩達にも心から感謝した
い。 及川（関川）久美子

各イベントへのお申し込み・お問い合わせ

同封の申込書に必要事項を記入し、菊友会事務局にFAXまたは郵送でお送り願います。
参加申し込みをされた方には、後日詳細なご案内をお送りします。

TEL 0 3 - 3 2 6 3 - 2 4 4 8  （火・金 10:30 ～ 16:00）
FAX 0 3 - 3 2 6 3 - 1 0 3 3
E-mail kikuyukai@kudan-net.com

菊友会大会　10月20日（日）　
ホテルグランドパレス （千代田区飯田橋１-１-１） 
受付開始 ：13時30分    
プレイベント ：14時 ～ 15時 （九段中等教育学校吹奏楽部演奏）
懇親パーティー ：15時 ～ 17時 （お楽しみ抽選会など）
会費 ：8,000円（但し中等１回 ～ 中等４回は2,000円）
申込〆切 ：平成25年10月４日（金）

至大荘懇親会　８月17日（土）～ 18日（日）
８月17日（土）現地至大荘集合 18日（日）13時解散
受付 ：15時 ～ （13時30分から入荘は可能です）
会費 ：10,000円 １泊３食付 （幼児無料・小中学生 5,000円）
申込〆切 ：平成25年７月26日（金）

第21回東京校歌祭　10月５日（土）　日比谷公会堂
集合 ：13時45分 日比谷公会堂（九段の出演は14時20分ごろ）
受付 ：13時 ～ 
申込〆切 ：平成25年９月24日（火） 会費は無料

第56回菊友ゴルフ大会　10月10日（木）
石坂ゴルフ倶楽部  埼玉県比企郡鳩山町石坂241-24
申込〆切：平成25年９月17日（火）

平成24年度の転出職員（永い間ありがとうございました）
牧野 敦 ：都立日比谷高校 辻勇一郎 ：退職
東 達康 ：都立八丈高校 林 巨樹  ：名古屋市立高針台中学
山内弥生 ：都立竹早高校 中川弘子 ：都立深川高校
嶋根智子 ：都立忍岡高校 小林順子 ：任期満了
徳原ゆみ ：任期満了

竹島茂（中14）著
「速記曼荼羅鉛筆供養」（上・下）
STEP発行 
￥2,500・￥3,200
平成24年に他界された著者
は、速記の世界に一生を捧げ、

そこから見た大河内翠山を中心とした同時
代の速記者についてまとめたもので、日本
の速記界の歴史ともいうべき著です。他多
数寄贈いただきました。

北條賢三（中19）著
「語りかけるガンジスの流れ」
文芸社  ￥1,500
著者が２年半のインド留学で経
験したインドの人々の生き方・
考え方などを紹介。次の瞬間の

生死さえわからない厳しい自然と対峙して生
きるインドの人々のパワーが、今日のインド
発展の鍵とも思える１冊です。この他に「ガン
ジスに生きる」も寄贈いただきました。

一島英治（高４）著
「酵素資源余話－酵素のおもしろ
さを尋ねて」
東北大学出版会刊  ￥1,500
半世紀以上にわたる著者の研
究生活から、酵素が息づく歴

史、産業、生活、おもしろさを語る。我が国は
「酵素資源」大国であり、第１級の研究成果
を世界に発信し、多方面に利用されている
酵素資源のおもしろさを解説。

貝田豊郷（高７）著
「和笑と哀愁（ユーモアと
ペーソス）」
写真集
貝田クリニック発行
￥1,800

感じる写真集シリーズの第３集として平凡
な人物写真の中に秘められた、ユーモアと
ペーソスが伝わってきます。何となく心が
癒されます。

ルイ・カザミヤン著/手塚リリ子、
石川京子（高７）訳
「大英帝国　歴史と風景」
白水社刊 ￥9,800
英国全土を実地踏査し、その土
地と風景の特質を描き出した、

英文学研究泰斗による古典的名著。博大な
学識と鋭い洞察で、風土が育んできた英国
人の気質、歴史、文学や芸術を見事に捉えて
います。

山崎武正（高13）著
「源氏物語に登場する女性達」
非売品
源氏物語の魅力に惹かれ、登場
する76人の女性達一人ひとり
について著者の思い入れも加

えて書き上げた力作。1000年前の女性達が
歩んだ人生は、今もなお生き生きと息づい
ていることが伝わってくる１冊です。

板倉稔（高15）著
「スーパー SE　システム設計と
管理の社会学」
日科技連刊 ￥3,000
本書はSE（システムエンジニ
ア）として必要なソフトウェア

の実践的知識を与え、システム設計とその
管理に対する工学的知恵を培う一助になれ
ばとの意図で書かれた。この他に同分野の
技術書２冊を寄贈いただきました。

渡辺俊之（高15）著
「伸びる会社のズルイお金の使い方」
幻冬舎 経営者新書  ￥740
公認会計士の著者が、会社経営
者と会計を職業とする人を対象
に、内部留保を高め、税金を払っ

て成長へ導く選択肢や会社を強くするお金
の使い方などを伝授する経営者必読の書。
会社の財務体質の健全化の重要性を説く。

後藤修司（高20）監修
「勉強したい人のための東洋医学
のきほん」
日本実業出版社刊  ￥2,000
漢方薬、鍼灸、あんま・指圧、気
功、食事療法について、豊富な

例をあげながら、気と陰陽理論及び五行説
から説明する東洋医学の入門書。この他に

「ストレスに効く東洋医学のレシピ」など２
冊を寄贈いただきました。

齊藤英和（高24）共著
「妊活バイブル」
講談社 ￥838
子供を授かるのを待つ時代は
終わった。晩婚・少子化が進む
今の社会で、いつかはママにな

りたいと願う女性の必読書。未婚、未妊の女
性が将来の妊娠や出産について抱く素朴な
疑問や不安に答えます。

瀬尾佳美（高33）著
「リスク理論入門」
中央経済社   ￥2,200
自然災害、事故、食の安全、環境
問題等、私たちの日常は様々な
リスクに囲まれています。だれ

もが少しでもリスクを避け、安全快適に暮
らしたいと願っています。そのための合理
的なリスクの管理方法があり、その指針を
与えるのがリスク論です。

亀井まさのり（高15）著
「漁業のしくみ」
恒星社厚生閣 ￥2,200円
水産行政に携わった経験から
漁業法令に基づく漁業そのも
ののしくみについてのやさし

い解説書。よくある一般的な疑問、質問に
回答する形式で、一般の人にも分かるよう
に平易に書かかれています。
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私共、昭和16年４月の一中入
学者約200人のうち、卒業後医
学を志した者18人で、16医会
として集まっています。第1回
は昭和53年11月25日新橋の北
京飯店で７人の出席で行われ、
爾来、年2回情報交換や相互扶
助などに役立つ話、また一中時
代の楽しい思い出話に花を咲か
せています。木村信、林達朗、
高木美典等諸兄の発案で始まっ
た会ですが、現在会員は９人と

半数が鬼籍に入られました。一
中時代の思い出だけでこの会が
毎年続くのが不思議ですが、こ
れも当時の母校の教育が如何に
楽しく有意義であったかを物語
っています。 （中村信治）

高11　同期会
３月19日、高11回の同期会

を浜松町東京會舘で開催。心配
された空模様でしたが、前日と
は打って変わっての好天気。39
階の会場からは澄んだ空気を通
して遠くの街並みを見渡せまし

た。予想以上の100人を越える
方々の出席で、懐かしい思い出
話や近況報告に2時間半の一次
会も瞬く間に過ぎた。記念撮影
では、クラスごとに元気な姿を
写真に収めました。同じ階の別
の間で開かれた二次会にも 80
人近くの方々が参加され、尽き
ぬ話題に時間を忘れました。久
しぶりの同期会でしたが、楽し
い思いを胸に再会を約して、家
路をたどりました。 （粕谷龍雄）

中19　幸福の黄色組同期会
昭和 17 年入学の 200 人の同

期会を八十路を過ぎて一度開い
てみないかというＢ組伊藤晴康
君の提案で、昨年11月30日アル
カディア市ヶ谷で同期会が開か
れた。戦況悪化で２年間の勤労
動員を挟み、登校期間が３年程
の中学生活であったが、楽しい
一時期だった。同期会は数十年
前に数回開かれているが、今回
の復活同期会には 24 人の老第
一健男児が元気な顔を見せた。
開会劈頭B 組降旗健人君が開催
経緯を加えて開会挨拶、続いて

Ｃ組河村洋三君の乾杯音頭なら
ぬ「茶裡飯裡別所に向かわず」の
発声に続き、全員の「いただきま
す」でパーティーが始まった。在
学中の思い出･卒業後の活躍･近
況等が披露され、近藤義郎君の
指揮で校歌・至大荘歌を高唱し
て閉会した。 （中川芳一）

転校先でいじめに
母校同窓生の中で著名人は？

と問われれば昭和生まれなら、
まずこの人の名が挙がる。1951
年デビュー作『ガラスの靴』がい
きなり芥川賞候補作。2年後『悪
い仲間』『陰気な愉しみ』で芥川
賞に。その後も名だたる文学賞
を総なめにし、対談の名手とし
ても名高い。芥川賞選考委員を
長年務めるなど文壇にも貢献
し、2001 年に文化功労章を受
章した。

出身地は高知だが、父親の職
業により千葉、香川、ソウル、青
森と転々、生地の記憶は薄いと
いう。11歳で東京・青山の偕行
社住宅入居。転入学した青南小
学校では陰湿ないじめにあう。
そんな中、第一東京中学校の評
判を聞きつけた女学校出の母親

に猛勉強させられ、「運よく」母
校に入学できたのだそうだ。
長期にわたった一中「入院」

当初は「東京の公立校では二
流校」とタカをくくった安岡氏。
１学期が終わってみれば組で最
下位の成績。3学期からは禅寺
の住職でもある国漢文の英敏道
先生の家に寄宿する破目にな
る。当時の一中では、成績や素
行で問題がある生徒は、「入院」
と称し先生宅お預かりとなっ
た。入院は広い住まいのお宅ば
かりではなく、新婚早々の狭い
先生宅で「困った」とか、エピソ
ードは尽きない。かくして安岡
氏は、平日は寺から通学、日曜
日は境内や墓地の落葉掃除で勝
手ままならず、おまけにほどな
く親は地方転勤。入院生活は3
年間に及ぶ。これでは氏が一中
時代の楽しい思い出を持たずと
も仕方ない。
『自叙伝旅行』によれば、昭和

８（1933）年入学時、すでに創立
時のイギリス人教師による英語
授業はなく、洋式のテーブルマ
ナーを教える授業も廃止、「作法
教室などは校則を犯して煙草を
吸ったりした生徒が柔道の師範
に鉄拳制裁を受けたりする場所
になっていた」。至大荘について
は、「ひ弱そうな者ばかりを狙

うノミとの格闘」の記憶ばかり
が描かれている。しかし別のイ
ンタビューでは冬の至大荘での
禊など先生方が率先して海中に
飛び入る姿に敬意を表してもい
る。劣等生ならではの冷めた目
線で、孤独を秘かに楽しむ一中
時代を送ったのだろう。

一中時代を題材にした代表作
に、中学高校の国語教科書に載
っている「サーカスの馬」（1955
年）と「花祭」（1962年）がある。
慶大在学中に同人誌発行

脊椎カリエスを患いながら、
日米開戦の41年、4浪の末に慶
大予科（仏文）に入学してからの
安岡は、変貌する。クラスメー
トで後に稀代の日本画家となる
小泉淳作が述懐している。「休み
時間には兄貴分格の安岡を囲ん
で談笑が聞こえ、シャンソンの
合唱が流れた。安岡は意外にも
流麗に『巴里祭』などを歌った」
と。文学を目指し始めた安岡氏
は、軍事教練中にも楽しげにそ
っとストーリーを語って聞かせ
た。「無類に面白かった」と小泉
氏。在学中に入営もするが、胸
部疾患で現役免除。学生時代に
創ったクラス同人誌で発表した
冒頭の『ガラスの靴』が世に認め
られた。父の、陸軍獣医官とい
う職業を嫌い、友人の一人もい

ない屈折した青少年時代に味わ
ってきた視座が、作家のエナジ
ーとなって爆発する。
『海辺の光景』　『流離譚』　『僕
の昭和史』

代表作を3つ挙げたい。どれ
も作者の分身、私小説と言って
もいい。60年『海辺…』は認知
症となり、故郷・高知の施設で
最期を迎える母を、父と共に訪
ね看取るまでの9日間の物語。
これで芸術選奨・野間文学賞を
得てロックフェラー財団に招か
れ米国留学、人種差別の実態を
目の当たりにする。戦後屈指の
歴史小説と評される『流離譚』
81年は、安岡一族を遡り、幕末
維新の動乱に天誅組に参加し、
あるいは戊辰戦争の犠牲になっ
た先祖たちの運命を活写した。

『僕の…』全３巻は戦後までの不
穏な社会を生きた氏の観察記。
不明な時代の空気を平易な日常
語で語り尽くす。嘘偽りのない
昭和の庶民感情を知る貴重な資
料だ。生涯に200余りの作品を
書き、文壇に愛された安岡氏。
天国で待ちくたびれた盟友・吉
行淳之介や心友・小泉淳作に呼
ばれたのか、天国で再び愉快な
時を過ごしているに違いない。
2013年1月26日逝去、享年92。

（田ノ倉美保子・高15）

高13　遊九会
「春の高山祭」
昨年４月開催した卒後 50 周

年同期会席上で予告し準備を進
めた「春の高山祭」は2008年「秋
の高山祭」に続いての企画で4
月14～16日に総勢23人が参加
して開催された。数日前まで雪
が降る異常気象の中で心配され
た天候は傘要らずの好天に恵ま
れ初日の夜祭り、その後の二次
会では金子君の差し入れ地酒で
大いに酔い、２日目は「からくり
奉納」や朝市を楽しみ、３日目
は新穂高ロープウエイ頂上から
360度の大パノラマで雪に覆わ
れた北アルプスを眺め満喫して
きた。

「日帰りコンペ」
ここ２回のコンペは参加者

が 10 人以下の大会が続き宿泊

４月６日、飯田橋のホテル メ
トロポリタン エドモントで開
催し、53 人が出席。全員が 70
歳を迎えていますが、集まれば

みんな昔の仲間、２時間半があ
っという間に過ぎてしまいまし
た。来年の同期会の詳細は次回
会報に掲載します。 （山崎武正）

中 20　18Ｃクラス会
昭和 18 年一中生として最後

の入学Ｃ組（中20回高１回卒）
恒例の花見を３月 27 日神田神
保町ランチョンで開催。鬼籍18
人、不明５人、疎開し不戻 12

人、現存21人中14人参加。
現役シャンソン歌手堀内、久

しぶりに来る。皆、平均寿命を
超え白髪禿頭を比べて昔話や病
気話に興じ、秋にまたやろうと
解散。 （野村正憲）

 
フォークやデモ、バリケード

等 70 年代初頭の嵐の中で多感
な九段時代を過ごした 24 回生
も早や還暦を迎えることにな
り、４月20日グランドプリンス
ホテル新高輪で同期会を開催。
130人の同期が集い、当時を懐
かしみつつ 60 歳とは思えな
いやんちゃさで大いに盛り
上がりました。杉山聡、小山
健両君のトランペットとサ
ックスに有澤圭子女史のボ
ーカルを加えたミニジャズ

ライブまで飛び出し、会場は拍
手喝采。ご臨席を賜った近藤義
郎、齋藤光司、片瓜仲夫の３先
生方も楽しまれたご様子。二次
会も120人以上の参加であっと
言う間に時は過ぎ、５年後の再
会を約してそれぞれが三次会、
四次会？へ…。 （熱田陽子）

高17　同期会
４月20日、ホテルグランドパ

レスで83人の出席者と伊部哲、
川田節子、増田三郎の３先生を
お招きして盛大に開催。返信を
いただいた先生方と
同期達（欠席者も含め
て）の近況が会場で読
み上げられ、なつかし
い恩師や友の現況を

確認し合いました。２次会は同
ホテルの 23 階でクラス会を開
催、その後3次会へと久し振り
の逢瀬を夜更けまで楽しみまし
た。 （５組幹事一同）

高39　25周年同期会
２月 16 日、アルカディア市

ヶ谷にて高39回卒業25周年記
念同期会を開催。当日はまず母
校を見学し、卒業後25年振りに
訪れた校舎の屋上から昔と変わ

らぬ武道館の姿を見ると胸が熱
くなった。同期会は総勢130人
を超える参加があり多くの先生
方、菊友会理事の方にも来賓と
してご出席頂いた。在校当時を
思い出すメモリアルムービーの
上映や至大荘歌の斉唱、１期上
の西秋先輩をゲストにカラオケ
水渾ショーもあり、大盛況の会
となりました。時を経ても顔を
会わせるといつまでも盛り上が

れる、そんな仲間に出会えたこ
とに感謝しています。

 （三浦美佳）
第55回菊友ゴルフ大会
４月10 日穏やかな花曇りの

中、高３から高28 までの39 人
が参加して、岡本綾子プロ監修
の若洲ゴルフリンクスで、遠く
にアクアラインの風の塔を間近
にはゲートブリッジを眺めなが
ら楽しく過ごしました。優勝は

写真中央の高12中村宏氏、準優
勝は左の高18 鈴木秀一氏、3 位
は右の高20 張ヶ谷泰二氏、Ｂ．
Ｇは張ヶ谷氏が、シニアＢ．Ｇは
中村氏がそれぞれ素晴らしい腕
前を見せてくれました。

 （原田忠禮・高21）

その１　かぶらぎ丸廃船
至大荘には8隻の監視用小型

船がある。その内、唯一の木造船
「かぶらぎ丸」が昨年12月に廃
船となった。昭和49年に小型船
舶登録をした記録からすると、
39年間、毎夏守谷の浜で九段生
の游泳訓練を支えてきた老朽船

だ。廃棄するには忍びなく、艇
庫に眠らせてある。何かいい保
存方法はないだろうか・・・

その２　浜掃除助手参加
守谷海岸では毎月第4日曜日

に地区の皆さんが総出で浜掃除
をしている。九段の卒業生助手
も春秋４回ほど前日から寮に泊
まりこみで参加するのが伝統と
なっている。この４月も九段中
等卒業生（４回生中心）が20数
人参加し、地元の人たちと芙蓉
が浦をきれいにしていった。

その３　新「正寮」完成
昭和 50 年再建の旧正寮の建

替え工事が７月上旬に完成す
る。三代目「正寮」としてこの夏
皆さんにお披露目する。

 （横田千明・高19）

 
春爛漫の４月14日、高７回生

の喜寿を祝う会が NHK 青山荘
で開催。恩師、加藤三郎（中田）
先生、坂口りつ子（向山）先生の
ご来駕を頂き、遠く北海道、四
国や富山、岡山から駆けつけた
方も加え総勢 90 人もの盛
会となった。古希の会以来
の再会に懐かしい話題に歓
談が進み喜寿（77歳）を祝
いました。お互いの元気な

姿に接し、パワーを貰えて益々
意気盛んにこれからの「傘寿」

「米寿」を超えるまでの自信が養
われたようです。校歌、至大荘
歌を声高らかに歌って永遠の九
段高校の絆に感謝しつつお開き
となりました。 （宮島 徹）

芥川賞受賞作家　安岡章太郎さん（中10） 逝去　1920〜2013

至大荘・新「正寮」完成とかぶらぎ丸廃船
公益社団法人九段 至大荘だより

コンペだと参加し難いのかと思
い、今回は日帰りコンペを企画
したところ３組 12 人の方々が
参加し、西東京ゴルフ倶楽部で
開催された。週間天気予報で心
配された天気はプレー中は傘要
らずだったが帰路は雷・稲妻付
きのワイパー使用でした。戦績
は３度目の優勝で原田（鈴川）さ
んが勝ち取り、９月末の一泊コ
ンペは幹事特権で会場を決定す
ることで解散した。参加を希望
される方は永久幹事馬渕まで連
絡願います。 （幹事:馬渕義彦）

高13　同期会

高7　喜寿の会

中18　16 医会

高24　還暦記念同期会

かぶらぎ丸 2010夏
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追悼　永見至先生のこと
会報第88号で永見先生の訃

報に接した。今にして思うと、
40数年前の九段高は錚々たる
教諭陣を擁していた。中でもユ
ニークで人気のあったのは化
学の永見先生であった。肺が
半分しかなくて御顔の色も冴
えなかったようだが、学問へ
の情熱は生半可なものではな
かった。とにかく授業が面白
かった。化学反応式を板書し
ながら、38式歩兵銃の話が飛
び出したりした。中でもたまげ
たのは火炎瓶の作り方を伝授

（？）なさった時だ。学生運動
たけなわなりし頃である。クラ
ス全員があれほど真剣に授業
を受けたのは、あれが最初で最
後ではなかったろうか。夏休み
に先生は知ってか知らずか、私
が前から目をつけていた化学
の指導書を惜しげもなく何冊
かくださった。そこには構造図
や化学式の深い意味が解り易
く説かれていた。先生の楽しか
った授業が今でも忘れられな
い。謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。（三根功治・高22）

一走会（陸上競技部OB会）
一中、九段中、九段高、九段

中等の陸上競技部卒業生で組織
する一走会は１月 25 日、神保
町のエスペリアで今年度総会を
開催。元・現顧問の片瓜・森谷
両先生はじめ高４の雨宮先輩か
ら中等３の新卒まで 60 学年差
の 38 人が参集。冒頭、駒形会
長（高20）が挨拶、多数の出席者
により盛大に開催されたことに
謝辞を述べられ、次いで帆刈ヘ
ッドコーチ（中等１）から部員数
は52人、中でも中等６男子がや
り投げで58m06、中等１女子が
100m13秒85、やり
投げに30m32の好記
録を出したことを紹
介すると、会場は大
いに沸いた。さらに、
会計報告と次年度か

ら総会開催を５月に移行するこ
とが発表された後、羽鳥前会長

（高９）の音頭で乾杯、待望の懇
親会が始まる。老若男女が卒年
を超えて飲みつつ食べつつ、部
活時代の話や近況などを語り合
い、インターハイでの活躍から
東京オリンピックの聖火ランナ
ー、大学時代の箱根駅伝、社会
人となった現在も走っている東
京マラソン、あるいは卒後に強
まった同期の絆など話題は尽き
ず、２時間の飲み放題もあっと
いう間に過ぎ、お開きとなりま
した。 （飯塚豊明・高27）

菊球会（卓球部OB会）
〈部支援〉昨年８月９日～ 11

日、尽性園での母校卓球部の夏
期合宿に菊球会からは延べ 11
人がコーチとして参加。現役の
大半が中学生なので、孫の相手
をしている状況。OBは現役の若
さをもらい元気に白球を追って
いた。〈卓球合宿〉昨年11月９
日～ 10 日、尽性園で菊球会合
宿を実施。会員の高齢化が進む
中、17人が参加、約半世紀ほど
タイムスリップしていい汗を流
した。夜の懇親会では岩本会長

部員の某氏の快気を祝うため
に生物部プランクトン班を中心
に還暦を迎えた高校22回と23
回の生物部員が3月3日立川の
ホテルに集合。卒後40年以上経

高15　３年４組クラス会
高15回３年４組の第11回ク

ラス会を４月20日、横浜ロイヤ
ルパークホテルで開催。ランド
マークタワーにある豪華ホテル
に相応しくリッチな気分に浸り
ながらお喋りに興じ、青春時代

に帰った２時間がアッと言う間
に過ぎました。夫々の病院で名
医と謳われた家里、池内両君も
出席し、健康相談など話題が広
がった。今回は欠席の返信が多
かったが、欠席の理由を書いて
下さったので状況が分かり、幹
事は次回も楽しく開催しようと
決意しています。クラス会は毎
年３月第２土曜日午前11時30
分に定期開催して参ります。ど
うぞ宜しくご出席の程お願い申
し上げます。 （山田清三）

４月７日、懐かしい飯田橋で
開催。１年・10 年・36 年ぶり
の仲間 16 人と村木先生を囲み
３時間のおしゃべり、その後学
校まで様変わりした通学路に驚
きつつ「記憶」をたどる散歩を楽
しみました。 （進藤真紀子）

高29　３年８組クラス会
２月9日、神楽坂で4年ぶり

のクラス会。一次会「＋81レス
トラン」には19人、二次会「神
楽坂もりのいえ」には14人の懐
かしい顔ぶれが集合。大病を患
い社会復帰した人、今春から獣
医を目指して大学院にい
く人、音楽療法士の資格
を取り働き始める人、子
供が結婚した人もいて、
夫々の話に「すごいね」

「えらいね」「いいね」と感心しき
り…とても盛り上がった会話に
楽しい時はあっという間に過ぎ
た。次回には孫自慢がたくさん
聞けるかも…どうぞ皆、健康に
過ごしましょう。 （中山佐代子）

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25年度　菊友会評議員会
平成25年度評議員会開催、事業計画・
予算決定

5月18日（土）、菊友会評議員会が九段中
等教育学校富士見校舎 5F に於いて開催さ
れました。

村井会長の挨拶に続き、井上理事長が、
評議員総数127人に対して出席者数17人、
委任状57人を報告し、直ちに議事に入りま
した。

前年度事業報告・監査報告・決算報告が
別表の通りなされ満場一致で承認されまし
た。平成24年度の収支決算は収入10,134
千円、支出8,730千円と1,403千円の黒字
となりました（表参照）。

続いて、25年度事業は全事業を今年も継
承することを計画、また収支は会費収入を
努力目標とした黒字予算を立て、ともに承
認を受けました。
６人の新理事承認

役員人事については、役員リストの通り
６人の新理事が加わり承認を受け、退任に
ついては１人の報告がありました。

最後に、井上理事長
から九段中等教育学
校４回生（H25年３月
卒業）の進学状況と、
エコノミスト（５月21
日号）の九段中等教育
学校関係記事のコピ
ーを資料として付け
た旨の説明があり、な
ごやかな閉会となり
ました。

出席者は以下の通
り（敬称略）。 
●評議員17人
末博光（中13）、髙野
均治（中15）、服部嘉夫（高４）、宮島徹・村
田清子（高７）、百々阿弗利（高８）、羽鳥徹
朗（高９）、坂上宗男（高10）、平松正子（高
12）、馬淵義彦・山田啓子（高13）、篠原信
枝・山田興一（高14）、熱田陽子・玉木茂

（高24）、福田隆（高31）、井上昭博（高32）
●役員・顧問・理事 27人

単位：円 H24年度予算 H24年度実績 H25年度予算

収

入

維持会費 7,000,000 6,813,000 7,000,000 
新会員入会金 550,000 550,000 665,000 
菊友大会会費 1,500,000 1,510,000 1,500,000 
至大荘懇親会会費 800,000 787,645 800,000 
名簿売上高 25,000 5,000 0 
名簿売上高新人用 -75,000 255,000 325,000 
寄付金 100,000 170,000 0 
雑収入 20,000 39,282 0 
受取利息 5,000 4,283 0 

収 入 計 9,925,000 10,134,210 10,290,000 

事

業

費

在校生・卒業生支援費 230,000 272,808 280,000 
菊友会大会経費 1,700,000 1,478,552 1,800,000 
至大荘懇親会経費 800,000 744,275 800,000 
評議員会経費 10,000 12,330 10,000 
名簿作成・送付費 25,000 79,250 50,000 
会報印刷・郵送費 3,600,000 3,310,158 3,500,000 
菊友会紹介紙作成費 32,000 21,350 0 
校歌祭参加費 170,000 171,250 170,000 
法人九段関係費 75,000 63,000 84,000 
事業費小計 6,642,000 6,152,973 6,694,000 

管

理

費

事務局人件費 1,470,000 1,526,880 1,530,000 
光熱費 120,000 82,619 100,000 
通信費 120,000 100,083 120,000 
リース費 9,000 8,442 9,000 
パソコン関係費 160,000 129,476 320,000 
コピー費 80,000 88,290 90,000 
事務消耗品費 70,000 64,019 70,000 
理事会交通費 200,000 214,000 235,000 
旅費交通費 30,000 30,000 30,000 
振込手数料 230,000 217,620 250,000 
慶弔費 20,000 30,000 30,000 
雑費 60,000 86,355 60,000 
予備費 50,000 0 50,000 
管理費小計 2,619,000 2,577,784 2,894,000 

支 出 計 9,261,000 8,730,757 9,588,000 
収 支 差 額 664,000 1,403,453 702,000 

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 田ノ倉美保子 高15

〃 楫取 能彦 高17
〃 酒井憲太郎 高17

●総務企画委員会
委員長 楫取 能彦 高17
委  員 氏家 義之 高15

〃 田ノ倉美保子 高15
〃 庄司 啓子 高17
〃 野本 俊輔 高17
〃 前田 敏行 高18 新
〃 藤代 興里 高18
〃 持田  悟 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
〃 山崎  猛 高20 新
〃 伊藤 洋子 高24 新

●広報委員会
委員長 酒井憲太郎 高17
委  員 高橋 暁子 高17

〃 （兼）持田  悟 高18
〃 （兼）横田 千明 高19
〃 金子 元久 高20 新
〃 （兼）山崎  猛 高20
〃 原田 忠禮 高21 新
〃 長  繁樹 高28

●名簿委員会
委員長 新田  潔 高18
委  員 根本  東 高15

〃 （兼）長  繁樹 高28
●会計委員会

委員長 渡辺 憲雄 高19
委  員 魚住 照代 高28 新

平成24年度決算報告・25年度予算

＜菊友会 役員構成＞

村井会長、髙井・赤司両副会長、岡田・髙
橋両顧問、大西・田島両監事、井上理事長
以下理事20人。評議員の交代があったとき
は、菊友会にお知らせください。

（高5）が持ちこんだパーカッシ
ョンと金沢氏（高15）のウクレ
レで歌い盛り上がった。〈正月
大会／新年会〉１月20日、第58
回菊球会正月大会を開催。ＯＢ
９人、顧問２人、現役22人の参
加で熱戦を繰り広げた。ジェネ
レーションギャップ約 65 年を
ものともせず、互いに白球を追
い、先輩と後輩の絆を益々強く
した。その後の新年会では、正
月大会に不出場の会員も参加し
旧交を温め、楽しい語らいの時
をもった。 （中嶋 覚・高15）

恩師 菊池 文次 中13 柴田 在久 高1 本多 直方 高8 峯田 昻
中2 佐藤 正憲 中13 高島 朗 高2 今井 行輝 高9 草間 幹雄
中4 大橋 和 中13 豊田 博通 高2 藤森 直往 高10 月岡 泰充
中6 小西 直一 中13 二神 重成 高2 横井 洋三 高11 小沢 冏一
中7 金子 新三郎 中13 三木 一男 高3 片岡 吾市 高12 島 義文
中7 佐々木 央典 中14 伊藤 誠治 高3 神田 欣之助 高12 高桑 厚生
中7 高橋 脩二郎 中14 能勢 宏 高3 吉岡 修三 高12 中西 進
中7 吉田 健一 中15 鹿野 光正 高4 江口 明 高14 瀬尾 葉子
中8 佐野 専一 中15 川合 惟一 高4 太田 実 高14 中村 知弘
中8 那須 忠己 中15 河田 晋 高4 釜鳴 貞夫 高15 高木 良昭
中8 村上 省吾 中15 坂本 力 高4 倉田 均 高17 伊藤 桂
中10 亀山 襄二 中15 藤川 清 高4 野村 昌宏 高17 高原 徹
中10 鈴木 常雄 中16 赤堀 雅夫 高5 金子 敏 高17 藤井 豪一
中10 服部 茂 中17 小田 竹寿郎 高5 亀田 孝正 高20 立原 滋樹
中10 安岡 章太郎 中17 澁谷 喜三郎 高5 工藤 洋一 高21 広沢 準一
中11 大倉 滋 中18 三浦 禮 高5 中村 粂雄 高27 川上 聡一郎
中11 西澤 哲 中18 宮岡 敏浩 高5 村澤 洋介 高28 岡部 尋子
中12 大塚 陸郎 中18 山岡 朝海 高6 飯嶋 章碩 高30 清水 康雄
中12 桑村 常彦 中19 加藤 幸雄 高7 上林 誠二 高31 多田 資子
中12 柴田 道雄 中19 渡辺 力太郎 高7 木村 英夫 高32 小林 弓子
中12 藤原 誠 高1 世古 圭助 高7 小和田 勲 高36 平山 文彦
中13 小宮 秀男 高1 藤井 雄三 高8 奥田 正一 高37 服部 秀人

高29　３年５組クラス会

生物部OB会

過したが懐かしい顔が集まると
すぐに高校時代の感覚に戻り、
にぎやかに歓談して時の経つの
を忘れた。この班は千鳥ヶ淵の
プランクトン調査を継続的に続
けて来たので、皇居の環境の推
移を測る物差しとして今後ます

ます貴重なデータになることで
しょう。 （村上新二郎・高22）



Web Site -- http://www.kudan-net.com/     Mail Address -- kikuyukai@kudan-net.com

４回生合格実績 （延べ人数） 卒業生139名
平成25年３月25日現在

（合格実績つづきは８ページに）

４回生合格実績 （延べ人数） 卒業生139名  （1ページからつづく）

国公立大学 現役
合格

既卒
合格 私立四年制大学 現役

合格
既卒
合格

東京大学 2 早稲田大学 18 1
一橋大学 2 慶應義塾大学 16 2
東京工業大学 3 上智大学 12 1
東北大学 2 東京理科大学 18 5
旭川医科大学(医･医) 1 国際基督教大学 3 1
秋田大学(医･医) 1 自治医科大学(医･医) 1
弘前大学(医･医) 1 北里大学(医･医) 1
千葉大学(医･医) 1 杏林大学(医･医) 1
埼玉大学 1 順天堂大学(医･医) 2
千葉大学 2 1 日本大学(医･医) 1 1
筑波大学 10 東京医科大学(医･医) 1
東京医科歯科大学 1 青山学院大学 15 1
東京海洋大学 1 麻布大学 1
東京外国語大学 2 跡見学園女子大学 1
東京学芸大学 1 1 桜美林大学 3
東京藝術大学 1 大妻女子大学 3
東京農工大学 1 1 神奈川大学 2
横浜国立大学 1 神奈川工科大学 1
横浜国立大学(夜間) 1 神田外国語大学 1
横浜市立大学 1 学習院大学 4 2
首都大学東京 3 1 学習院女子大学 1 1

北里大学 4 1
国公立大学計 33 9 共立女子大学 1
国公立(夜間)計 1 杏林大学 2

國學院大学 5
国士舘大学 2

大学校 現役
合格

既卒
合格

駒澤大学 4 1
芝浦工業大学 2

国立看護大学校 1 昭和大学 3
昭和女子大学 1

大学校計 1 昭和薬科大学 2
順天堂大学 7

私立四年制大学 現役
合格

既卒
合格 私立四年制大学 現役

合格
既卒
合格 私立四年制大学 現役

合格
既卒
合格

城西国際大学 2 東京国際大学 1 法政大学 14 3
成蹊大学 10 2 東京女子大学  3 1 武蔵野美術大学 3
成城大学 8 東京造形大学 1 明治大学 28 3
専修大学 9 東京電機大学 9 明治学院大学 18
拓殖大学 1 東京農業大学  5 1 明治薬科大学 2
多摩大学 1 東京未来大学  2 名城大学 1
玉川大学  1 東京薬科大学 2 明星大学 2 1
多摩美術大学 5 同志社大学 5 1 目白大学 7
大東文化大学  1 東邦大学 2 横浜薬科大学 3
千葉工業大学 1 東洋大学 15 立教大学 26 2
千葉商科大学 1 東洋英和女学院大学 1 立正大学 1
中央大学 15 2 獨協大学 1 立命館大学 1
中央学院大学 1 名古屋商科大学 1
中京大学 1 二松学舎大学 3 私立大学計 406 45
帝京大学   7 1 日本大学 27 4
帝京平成大学 3 日本社会事業大学 2

私立短期大学 現役
合格

既卒
合格デジタルハリウッド大学 1 日本女子大学 7

東海大学 1 日本赤十字看護大学 2 文化学園大学 1
東京家政大学 1 フェリス女学院大学 3
東京経済大学 4 文教大学 2 短期大学計 1
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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。

※維持会費納入票は全員に同封させて頂きます。今年度分
を既に納入済の方はご注意ください。

※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。

引き継がれる九段の教育

お知らせ

都立九段高校は平成18年４月千代田区
立九段中等教育学校へと移行し、今年で８
年目を迎えました。区立中高一貫教育校の
教育は都立高校時代とどう変わったのか？
そして、今年の卒業生の合格実績は？ 5月
15日校長と理事長の懇談が実現し、中等教
育学校の現況について伺いました。
井上：まず始めに九段中等教育学校はどの
ような学校ですか？その特色とは？
校長：東京都には６年制の公立中高一貫教
育校は11校あります。都立が10校で、区
立は本校１校です。九段は千代田区が管轄
する唯一の区立中高一貫教育校です。義務
教育の３年間を前期課程、高校にあたる３
年間を後期課程と呼びます。
井上：６年制一貫教育のメリットとは？
校長：６年間の長いスパンで、一人一人の
生徒と関われ、理解を深めることができま
す。また、中学から高校までの学習内容を
見通した、柔軟かつ計画的・意図的なカリ
キュラムを編成することができます。生徒
たちに充実した教育活動を提供でき、ゆと
りを生むこともメリットだと思います。
井上：カリキュラムの特長としては？
校長：教育活動の３本柱の１つに「キャリア
教育の充実」があります。１年生から企業
と連携した学習に取り組み、３年生での海
外研修を通して、国際感覚を磨きます。進
路選択を単に学力を基準にして考えるので
はなく、自身の適性を見極め、将来を見据
えて選択するように指導しています。現在
は、学習指導要領の改訂に伴い、学習内容
の増加やセンター試験の変更に対応するよ
うカリキュラムの見直しを行っています。
井上：今年は合格実績がかなり向上してい
ますが、何かポイントはありますか？
校長：生徒も先生も一生懸命に取り組んだ
ことと進路指導の積み重ねが成果の向上に
つながったと考えています。学校としては、
進学実績を上げること以上に、社会に出て
活躍できる人材をいかに育成するかを目標
に指導にあたっています。
井上：卒業生としては成果が上がってきた
ことを喜んでいます。ところで今年は医学
部、薬学部への進学者が多いようですが。

菊友会は会員の皆様からの維
持会費で運営されております。
納入していただいた方々に厚く
お礼を申し上げます。

最近３年間の会費納入額は、
平成22年度が666万円、23年
度が673万円、24年度が681万
円と僅かではありますが、徐々
に増えてきております。

平成25年5月18日開催の評
議員会において承認された平
成 25 年度の維持会費の予算は

700万円です。より活動を充実
させるためには、皆様のご協力
が是非とも必要です。

皆様から納入していただいた
会費は、年２回発行の菊友會報
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。今まで納入
されていない方は今年度分から
で結構です。一人でも多くの方
に会費を納めて頂けますようお
願いいたします。

新年度です
より活動を充実させるためにご協力を！

高10回 卒業55周年記念同期会
日時：9 月28 日（土）
 15:00～17:30
 （受付 14:30 ～）
場所：神保町、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 同期会幹事会）
高12回 同期会
日時：10 月12 日（土）
 １次会：12:30 ～15:00
 ２次会：15:30 ～17:30
場所：如水会館

 １次会：２階オリオンルーム
２次会：同室、ただし部屋
の変更もありますので、２
次会から出席の方は当日
受付でご確認ください。

会費：１・２次会とも出席
 10,000 円
 ２次会のみ出席
 2,000 円
出席・欠席の連絡は10 月１日
までに各クラス会幹事に。

 （各クラス会幹事一同）
高15回 卒業50周年記念同期会
日時：９月７日（土）
 11:30 ～14:00
会場：品川プリンスホテル（予定）
会費：8,000 円
恩師全員のご臨席他、企画数々
を準備中です。７月中旬にハガ
キで詳細案内します。記念の同
期会に、皆さんぜひ参加を！
連絡は各クラス幹事まで。
高36回（S56入学、S59卒）
卒業30周年記念同期会
詳細は「高36 の広場」
http://kou36kudan.ldblog.jp/
日時：2014 年3 月21 日（金）

次号 92号の原稿の締め切りは11月15日（金）です。原稿は 250 字
以内でお願いいたします。写真もお送りください。

 14:00（予定）～
招待状の発送に向け、現在名簿
を作成中です。連絡先が変わっ
た方、同期生の消息をご存知の
方など、情報共有を是非お願い
します！
連絡先：菊友会事務局

（幹事長  仙石弘子）
菊友囲碁会紹介
菊友囲碁会は、年に５～６回程
度、碁会を行っています。そのう
ち２回は戸山高校との対抗戦で
す。場所は、東京駅八重洲地下街
にある泉囲碁サロン。参加費は
1,000 円です。参加者は、15 人
程度で、棋力は６段から級位者
まで幅広く、ハンディ戦で対戦
します。日曜日の午前11 時から
開始して午後５時には終了し、
希望者で近くの居酒屋で懇親会
を行っています。懇親会では、囲
碁談義や学校時代の話などで交
流を深めています。参加者は高
齢化が進んでいますが、中学15
回の大塚先輩はじめ、皆元気で、
楽しくやっています。
定年を迎えた方も、若い世代の
方も大歓迎です。興味のある方
は次回の碁会スケジュールを菊
友会事務局に確認するか、菊友
会ホームページでチェックして
ください。
（幹事: 野口・高８、小泉・高18）
都立九段高校柔道部還暦OB会 
日時：11 月16 日（土）17 時～ 
場所：新橋亭新館（新橋駅そば） 
 03-3580-2211 
会費：7,000 円 
新会員の23 回生（S46 年卒）熱
列歓迎！

（世話人 髙井信義・高13）

校長：自身の活躍の場に医療の現場を選び、
そのための一歩として、進路実現を果たし
てくれたと考えます。夢の実現を在校生に
も示してくれたことになります。
井上：以前の九段は文系希望者が多かった
のですが、大分変わってきていますね。
校長：文理コース分けは６年生から。５年
生までは社会に通用する人間を育てるため
に、全教科を共通履修しています。
井上：生徒達はどのような状況ですか？
校長：生徒は九段入学の動機が明確であり、
目的意識が高いです。入学当初は８～９割
の生徒が国公立大学への進学を希望してい
ます。志の高さを大切にさせ、社会で求め
られている人間、社会を生き抜いていける
人間の育成を目指し、指導しています。
井上：高校からも募集があると生徒に刺激
になるのでは？
校長：そうかもしれません。しかし、６年
間を同じメンバーで過ごすことで、相互理
解が深まり、互いに刺激し合える関係が築
かれています。途中からの入学者がいない
分、独自のカリキュラムを組めますし、一
貫した教育が行える面もあります。
井上：我々の時代にはいわゆる外面的にバ
ンカラといった生徒もいました。今の九段
生は良い子すぎるなと感じますが・・・。
校長：均整のとれたスマートな生徒がほと
んどです。素直というか、もっと元気があっ
ても良いと思うこともあります。しかし、
どの生徒も挨拶や返事ができるのは、本校
生徒の良さであると実感しています。
井上：限られた環境の中で外の世界から受
ける刺激は何かありますか？
校長：社会との交流を通して切磋琢磨する

よう、企業や大使館などに前期課程の時か
ら訪問しています。幸い千代田区は教育資
源に恵まれていますので。ほかには都立中
高一貫教育校と部活動の大会を通じて交流
をしています。
井上：今日はお忙しいところ貴重なお話し
をありがとうございました。第一東京市立
中学建学時から引き継がれる「九段精神」は
今も健在であることを嬉しく思います。九
段の文武両道の伝統と校風をこれからも継
承し、進学実績の一層の向上を願っていま
す。 （高橋暁子・高17）

〜 倉田校長と井上理事長の対談行われる 〜

吹奏楽部55周年記念演奏会
九段中等の吹奏楽部は都立九段
高校での創部から今年 55 周年
を迎えます。
これを記念して、本年12月22
日（日）新宿文化センター大ホー
ルにて在校生・卒業生合同の記
念演奏会を開催します。
詳細は次のURLをご覧ください。

http://www.kudansuisougaku.com/
演奏者も当日の手伝いも、まだ
まだ足りません。奮ってご参集
ください。近況を含めて次のア
ドレスにご連絡いただけると幸
いです。
info@kudansuisougaku.com

 （大原寿樹・高34）

◆この号を編集している最中の５
月半ばに世界自然遺産の白神山地
を訪れました。木立は新緑に染まり
始めていましたが、ブナ林散策道は
早春にもかかわらず残雪に覆われ
ていました。日向の斜面には蕗の薹
が元気よく顔をのぞかせ、北国の春

を感じました。
◆会報の大半は、会員からの投稿記
事で制作されており、そのすべてを
掲載すべく、各編集委員は苦心して
います。今号も紙面のレイアウトを
鈴木良子（高31）さんが手際よくま
とめてくれました。（持田悟・高18）

理事会だよりはお休みします。

井上理事長（右）に語る倉田校長（撮影：酒井憲太郎・高17）




