
紫友同窓会会報第49号
2021.09.10

●紫友同窓会（府立五中、都立小石川高校および都立小石川中等教育学校）
〒 113-0021 東京都文京区本駒込 2-29-29　東京都立小石川中等教育学校内　TEL FAX：03-3945-1961

▶目　次
CONTENTS

02 紫友みらい基金ご寄付のお願い
03 会長挨拶� 戸叶司武郎（027C）

04 校長挨拶� 鳥屋尾史郎

05 副校長挨拶� 赤嶺 治・藤田 豊

06 前校長挨拶� 梅原章司

07
特集　つなぐ・ささえる
─コロナ下の同窓会活動─
� 交流局・教育支援局・環境企画局

10 同窓生応援
11 2021年度評議委員会報告
15 2020年度決算報告・2021年度予算案
16 役員一覧・組織図

17 同窓生訪問
（1）土と火の対話を重ねて
� 林 香君さん（024A）

22 （2）1冊の新書が導いた生化学の道
� 北 潔さん（021H）

28 吾が校友の精神を
①�ゆかりの色をかざし来し方（抜粋）
� 須賀恒夫さん（01C）
②�ダイヤモンドプリンセス乗船と
コロナ禍� 仲佐博裕さん（07F）
③岡康道（027I）のいた時代�
� 小田嶋 隆さん（027I）
� 森本あんりさん（027A）
④�或る博物館学芸員の仕事　
　�─故酒井一光さん（039H）が残
したもの─� 大塚 融さん（011A）

� 稲垣 陽さん（038G）
⑤あの頃の私、今の私
� 福留真紀さん（044C）

44 今、学校では「行事週間　Re:born」
小原洋平先生

46 今、学校では（2）PTA活動報告
塩川浩司PTA会長

48 先生お元気ですか？� 高田俊治先生

49 旧教職員だより� 緒方 浩先生
教職員転入転出一覧

50 大学合格者一覧
51 同期会・クラス会
53 クラブ（OP会）活動報告

55 小石川つながり
─地域同窓会など・同窓生こんな話─

60 事務局だより
62 逝去者一覧
63 お知らせ・編集後記

つなぐ・ささえる
─コロナ下の同窓会活動─

林 香君（024A）作　　　　　思惟　─ 2020 ─



　紫友同窓会は、五中小石川創立百周年（2018 年）を契機に、同窓生誰でもが自主自発の精神で参加で
きる開かれた組織として、「同窓生人財交流」「現役生教育支援」「小石川の杜プロジェクト」の 3つの活
動を進めています。小石川の歴史と未来をつなぐこれらの活動を支える「紫友みらい基金」は、同窓生の
皆様からお寄せいただいた百周年募金の残余資金等（約 42.3 百万）を原資に 2019 年度に創設されました。
　今後、様々な活動を継続して展開していくためには、2019 年度よりの 10 年間で総額約 1億円の費用が
見込まれます。昨年 2020 年度は、一般と指定を合わせて総額 6.6 百万のご寄付を頂きました。会員・客員
の皆様によるご支援に感謝申し上げますとともに、これからも活動へのご支援と共に「紫友みらい基金」
への継続的なご寄付を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
　なお詳細は、「事務局だより」（61・63 頁）に記載しておりますので、あわせてご一読ください。

　過去の会報でご案内した通り、母校創立百周年記念事業として
五中小石川百年史の編纂は企画され、2018 年 10 月に時代やテー
マに分けて百年を綴る「百年の系譜」が、また、学校の編纂した「学
校正史（略称）」が 2019 年 4月に発刊されました。
　そして 2020 年 12 月、「卒業生一人一人の中に、それぞれの母
校がある」をテーマに1学年見開き2ページで百年の歩みを綴っ
た「みんなの百年（みん百）」を刊行致しました。200 名を超える
多くの同窓生の参画、協力により完成したこの 3部セットは、
1919 年（大正 8年）の開校に始まり、戦前戦後と歩んできた母校
の歴史や興味深いエピソードと、多感な青春時代を過ごしたその
時々の空気感が各ページから溢れ出る貴重な資料でもあります。
ページをめくるごとにあなたの知らない「小石川」が発見できる
でしょう。
　百周年募金及び紫友みらい基金に累計 2万円以上の寄付を下
さった方々への特典として順次お届けしておりますので、よろし
くお願い申し上げます。

「紫友みらい基金」へのご寄付のお願い

ご寄付の累計（参考）
� 2021.5.31現在

一般口（注） 教育支援口 交流活動口 環境企画口 合計 （注）�基金局・長七研究委員会
を含む

216,000 40,000 0 0 256,000 寄付（2021年度実績）

5,948,113 379,000 117,000 156,000 6,600,113 寄付（2020年度実績）

3,933,489 255,000 625,000 233,651 5,047,140 寄付（2019年度実績）

4,245,184 23,250,000 12,650,000 2,110,000 42,255,184 2019年度期初基金

14,126,786 23,884,000 13,392,000 2,499,651 53,902,437 累計

１年：昭和39年度生まれ� 035
２年：昭和38年度生まれ� 034
３年：昭和37年度生まれ� 033
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担当：明智恵子（035C）・河村英敏（035D）・武井弘（035I）・安藤真規子（035G）

035期の青春 五中・小石川創立100周年を記念して、035期では、A〜 I
組全体でアンケートを実施。3年間の高校生活の中で、「一
番の想い出は何か？」をテーマごとに聞いてみました!!

第1位 ハワイ（デートの待ち合わせ場所として定番）
第2位 裏門（買い食いするために、裏口から抜け出していた）
第3位 �クラブハウス（体育館横にあった、スポーツクラブ

のたまり場）

第1位 �体育祭（クラス毎の縦割りなの
で、学年を超えた一体感が！）

第2位 �創作展・芸能祭・後夜祭（後
夜祭は恋の予感!?）

第3位 ��修学旅行（私達は、「萩＆津和
野、広島」でした）

第1位 �生物の八重樫先生�（ノー
トの差し戻し　恐怖の「R」は
懐かしい思い出）

第2位 �英語の三浦先生（出席番
号のカードで当てられるユ
ニークな授業）

第3位 ��数学の橋本先生（常に紺
のスーツとハイソックスで
凛とした）

第1位 �えびす屋のパン（ボリューム
があるコッペパン　誰もが懐か
しい味）

第2位 �伯爵の半額デー（ピザトー
スト＆パフェを食べても500円
也！）

第3位 ��風車の100円ラーメン（貧
乏高校生には嬉しい金額でお腹
いっぱい）

第1位 �団長の女装競争（2年生女子が、3
年団長を女装させる競技が大人気）

第2位 �色別リレー（A〜 I組　俊足たちの
熾烈な戦い！　男子がすごくかっこ
よく見えた）

第3位 ��各クラスのマスコットづくり
（各組、工夫を凝らした巨大なマス
コットたちが勢ぞろい！）

第1位 �聖子ちゃんカット（ほとんどの女子が、
プールの後はドライヤー必須！）

第2位 �ハマトラファッション（女子は、トレー
ナーにハイソックスが定番）

第3位 ��タケノコ族（原宿に設けられた歩行
者天国でラジカセを囲んで踊っていた）

第1位 �オフコース（さよなら、愛を止めないで）
第2位 ��RCサクション（雨あがりの夜空に、トランジスタ・ラジオ）
第3位 ��YMO（イエロー・マジック・オーケストラ）
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⬆盛り上がった体育祭
⬆行事週間は、授業が
なかった！（驚）

⬆懐かしい修学旅行

⬇
➡
巨
大
マ
ス
コ
ッ
ト

⬇
華
麗
な
応
援
団
長

⬆三浦先生＆女子生徒たち
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⬆『伯爵』は現在も健在

⬆卒業から35年　私達は今もつながっています

いかがですか？　重なっている想い出はありましたか？
皆さんの代の想い出は何ですか？

「バブル時代」と言われた私達035期の
大切な高校時代の想い出です。

校舎　想い出の場所

想い出の行事

想い出の名物先生

人気のお店＆食べ物

人気の体育祭種目

流行りの髪型＆ファッション

流行っていたアーティスト＆音楽

1983年卒業有志制作

学校名　東京都立小石川高等学校

校長　塚田義房

教員（1年担任）
　１Ａ：大滝宗一郎（英語）
　１Ｂ：木村博（国語）
　１Ｃ：安藤唯夫（国語）
　１Ｄ：武内昭二（英語）
　１Ｅ：佐々木晴彦（物理）
　１Ｆ：留岡亮二（英語）
　１Ｇ：千葉芳弘（保健体育）
　１Ｈ：田中正彦（倫社）
　１Ｉ：海東達也（地理）

学校行事・出来事
　�芸術鑑賞会／遠足（5月）／C棟1階
と食堂前に冷水器設置（7月）／芸
能祭、体育祭（急患発生対策などから
平日開催に移行）、創作展（9月）／
修学旅行：2年（中国地方）（10月）
／スキー教室（12月）／遠足／夏休
み中に図書館を開館（月曜日）／日
本鋼管紫友会を開催。戦後4回目、約
10年ぶり／紫友会文庫（卒業生の著
書）を、図書館の一画に設置／後期生
徒会が開かれ、規約改正を見送る（2
月）／「開拓」第67号発行／「創作」
第108-111号発行、号外発行（2月）
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生徒在籍数　�計1265名�
（男841 ／女424）

在校生（当時1年）
　�若林俊康（035B、ラグビー日本代表）
／川上泰雄（035F、バイオメカニク
ス）
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1980年の事件・出来事

全国規模のホワイトデー初開催／任天堂が初の携帯型ゲーム機「ゲーム&ウオッチ」を発売／日本の自動車生産台数
が世界第1位／1億円拾得事件／巨人の長嶋監督が辞任、王選手引退／モスクワオリンピック開催、日本はボイコット
／5000万円宝くじ発売／黒澤明監督の「影武者」がカンヌ映画祭グランプリを受賞／山口百恵と三浦友和が結婚／
ジョン・レノン銃殺事件

流行・キーワード  ルービック・キューブ／チョロQ（タカラ）／ポカリスエット／コーラアップ／赤信号、みんなで
渡ればこわくない／カラスの勝手でしょ／竹の子族／とらばーゆ／ぶりっ子／異邦人（久保田早紀）／大都会（クリ
スタルキング）／映画「スター・ウォーズ 帝国の逆襲」「地獄の黙示録」／池中玄太80キロ／笑ってる場合ですよ!／た
のきん全力投球
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『開拓』は学校創立初年度の 1920（大正
9）年 1月 21日に、「紫友会雑誌」として創
刊された。戦時下でも毎年、発行を続け
たが、第 34 号（1943［昭和 18］年 10 月 25
日発行）をもって休刊を余儀なくされる。
復刊は 1947 年 3 月 1 日。以後は、部活

として編集制作が行われた。資料室には
散逸した第36号を除く第97号までの『開
拓』が収蔵されている。第97号が発行さ
れた2011（平成23）年3月は小石川高校最
後の卒業生を送り出した年である。

＊第 22号は表紙が白紙もしくは散逸したため不掲載としている。

「みんなの百年」

「立志・開拓・創作　百年の系譜」

小石川百周年史3部作 刊行!!
─ご寄付累計20,000円以上の皆様への特典─



会長挨拶

紫友同窓会　会長　戸叶司武郎（027C）

多様性のある社会で活躍できる
力を育む小石川の三校是
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大は予断を許さ
ない状況がいまだに続いております。様々な困難に遭
われている方々に謹んでお見舞いを、また医療の最前
線で日々尽力されている医療関係者の皆様に心からの
敬意と感謝を申し上げます。そして今夏の豪雨により
被災された皆さまにお見舞い申し上げるとともに、被
災地の 1日も早い復旧を心からお祈りいたします。

○コロナ禍が及ぼす人の分散と心の集中
　昨年の会報（48 号）と同じご挨拶になってしまいま
した。本誌がお手元に届くころには市販の特効薬や予
防法、そして北潔さん（021H）が開発に取り組まれて
いる治療薬 5-ALAが注目されるといいのですが、まだ
しばらくはwithコロナの社会が続きそうです。今後百
年の歴史の中でコロナはメガショックと記され、日本と
世界はさらに激しく変化していくのでしょうか。個人の
生活環境はいまだに大きな制限の下ですが、分散され
人間関係が「疎」となるほどに「人に会いたい」と思う
気持ちは強くなります。クラスやクラブOB／OG会の
「オンライン飲み会」は楽しいけど直接会って騒いで盛
り上がりたい。告別式は無期延期だけど故人を偲んで
語り合いたい。こんな思いが大きくなっていませんか？

○コロナ禍に対応した同窓会活動
　同窓会の活動も 2年続けて様々な制限を受けていま
す。今年度の評議委員会は前回と同じくメール投票と
しましたが、各議案単位に詳細を説明したビデオを
YouTube でご覧頂きました。紫友スタジオは感染対
策を含めた詳細なマニュアルを用意して利用を受付中
です。昨秋中止となった創作展のかわりに開催された
校内映像祭に、「小石川の杜」と伊藤長七先生に関わ
るビデオを出展しました。同窓会主催セミナーはオン
ライン形式で今年度は 5回の開催を予定しています。
植樹祭は 11 月中旬に再開を計画しています。
　現役生教育支援では、英国ウェールズ・カーディフ
大学への夏期短期研修が 2年続けて中止、各種コンテ
ストの世界大会はほとんどがWEBでの参加となりま
した。クラブ支援では校内での活動制限が継続中です
が、今年も剣道場と柔道場に大型扇風機を現役生諸君
と一緒に組立設置しました。またコロナ感染予防とし

て昨年 12 月から 3月まで全教室に設置した大型加湿
器レンタル費用を、一般財団法人紫友会と同窓会で負
担しました。現役生の指導に尽力されている先生がた、
「小石川愛」を育まれているPTAの皆様との連携をも
とに、必要なモノ・コトを迅速に支援していきます。

○現役生と若い同窓生に応援を
　昨年と今年の春に大学生や新入社員として新しい生
活を始めた同窓生は、入学・入社してからずっと遠隔
授業や在宅勤務が続いています。小石川に入学した中
等 1年生と 2年生も「普通の」学校生活を知らないま
まです。マスメディアや大学の生活課は、人との繋が
りが作りにくいために悩み、孤独や不安を感じる学生
が多いと報じています。
　同窓生の皆様にはいつも「紫友みらい基金」と知見・
経験・人脈の支援をお願いしていますが、さらに「気
持ちの応援」を加えてもらえませんか？　同じ大学や
組織に若い後輩がいるか調べる、オンライン雑談に参
加するなど、ごく普通のことから始めていただければ
幸いです。学校と共同でWEBアンケートを用意しま
したので、所属されている大学や組織等の登録をぜひ
お願いいたします。同窓生は本当に様々な業界で活躍
しています。7 月初旬に開催された SSH サイエンス
カフェをきっかけに医学部学生 30 人が集まり、久し
ぶりに「医療紫友会（仮称）」が発足しました。組織
単位の紫友会がたくさん立ち上がって交流を促進し、
105 周年に向けて盛り上がることを願っています。

○小石川ダイバーシティ（多様性）
　東京オリンピックに関連して多様性という言葉をよ
く聞きます。イノベーションによって世界が大きく変
化するとき、多様な価値観や性質を受け入れつつも、
ぶれない自分でいることが求められます。小石川の学
校経営計画では三校是を「自ら志を立て、自分が進む
道を自ら切り開き、新しい文化を作り出す。」と説明
しています。協調や協和を校是に含める他校が多い中、
我が三校是は「自ら」を強烈に主張しています。「次
の百年も日本や世界で誇れる人材が母校から巣立つこ
と」を願い、皆様のご指導そしてご支援を引き続きよ
ろしくお願い申し上げます。
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校長挨拶
着任のご挨拶

　紫友同窓会ならびに一般財団法人紫友会の皆様に
は、日頃より本校の教育活動に様々なお力添えをいた
だきありがとうございます。私は 4 月より校長として
着任した鳥屋尾（とやお）史郎と申します。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
　本校創立時の様子やその後の本校の歴史について、
初代校長伊藤長七先生に関する書籍や紫友同窓会　五
中・小石川百年史編纂委員会による「立志　開拓　創
作　百年の系譜」を読ませていただきました。大正 8
年の開校以来の校是である「立志・開拓・創作」は、
どんなに時代が変わり、加速度的に世の中の状況が変
化していく中にあっても、教育の根本的な理念として
輝きを放ち続けていることから、伊藤長七校長先生の
時代を超えた教育者としての見識の高さに感嘆いたし
ました。また、戦時下にあって校舎が焼失し、学校の
所在をしばらく他に移し、昭和 31 年になって駕籠町
に帰ってきた経緯なども読み、大勢の卒業生の思いが
本校に込められていること、100 年を超える歴史を有
する小石川に同窓生の皆様が大きな愛着をもってい
らっしゃることが伝わってきました。
　着任してみて「立志　開拓　創作」に基づいた「小
石川教養主義、理数教育、国際理解教育」の 3 本の教
育の柱が具体的な教育活動としてしっかりと根付いて
いることを感じます。実は 4 月半ばに 6 年生を対象と
した面談を実施して、「小石川に入学してよかったこ
と」「小石川の良い点」を教えてもらいました。生徒
たちからはいろいろな小石川の良いところの話を聞く
ことができましたが、例えば「文系理系関係なく勉強
することの重要性を感じることができ、総合的な思考
力を伸ばすことができること」をあげた生徒がいて、
小石川教養主義の成果を感じました。また、「自分が
やりたいことや好きなことを自由にできる機会がたく
さん与えられること」「小石川セミナーやフィロソフィ
の授業で社会人や研究者などと接することができたこ
と」などは理数教育と関わって自由な発想で勉強でき
る良さが伝わってきますし、「中学生段階でオースト
ラリアにホームステイをして、人の手を借りずに自分

の力だけでホストファミリーと生活して大きく成長で
きたこと」などは国際理解教育によって生徒の成長を
感じることができます。生徒間の切磋琢磨や優れたこ
とが次々と生み出される環境について話した生徒も多
く、「学校での会話のレベルが高く知的な話ができる
楽しさがあること」「すごい能力をもっている人がい
るけれども、すごい人がすごいことをやっていること
が当たり前なのがよかったこと」といった言葉もあり
ました。
　小石川は中等教育学校となって 16 年目となってい
ますが、着任したばかりの私が、6 年生からこうした
小石川の良いところを聞くことができるのは、府立五
中、小石川高等学校から受け継がれてきたものが、現
在の生徒集団の中に DNA として継承されているから
に違いないからと考えられます。
　今年度も新型コロナウィルス感染症の拡大状況か
ら、通常の教育活動を進めることが困難なことが予想
されます。小石川の生徒たちの活躍や活動がコロナに
よって遅滞することがないように、教職員一同力を合
わせてまいります。今年度も本校の教育活動に変わら
ぬご理解、ご協力をお願いして挨拶とさせていただき
ます。

校長　鳥屋尾（とやお） 史郎
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生徒たちに受け継がれる基本理念�後期課程副校長　藤田 豊

副校長挨拶

　紫友同窓会の皆様におかれましては、御健勝にてお
過ごしのこととお慶び致します。また、日頃より本校
の教育活動に対し、御支援、御協力を賜り感謝申し上
げます。
　昨年度は、新型コロナ感染症対策を第一に学校運営
を行って参りました。心配された冬季のインフルエン
ザとの同時流行を避け、学校生活を継続できたのは何
よりの喜びです。紫友同窓会の皆様から加湿器を貸与
して頂くことで、生徒の感染症予防の意識が更に高まっ
た結果と思います。本当にありがとうございました。
　今年度も 4 月 6 日に入学式を行い、新たに 160 名の
新入生を迎えて新学期をスタートさせることができま
した。残念ながら入学式に御来賓をお招きすることは
できませんでしたが、今年度は保護者の皆様には御参
列頂くことができました。紫友同窓会の皆様からは祝
電を頂き、新入生を温かく迎え入れることができまし
た。ありがとうございました。入学記念の写真撮影を
無事済ませ、本校の一員としての自覚の高まりを感じ
てくれたことと思います。
　さて、学校の教育環境は、今年度大きく変化します。

学校の各教室には BYOD（Bring Your Own Device）
用 WiFi が整備され、後期生は使い慣れた自分のスマー
トフォンなどの端末を使って授業を受けることができ
るようになりました。また、前期生にはギガスクール
構想に基づくタブレット端末が無償貸与され、授業で
使用できるようになりました。教科書、ノート、筆記
具で授業を受けていた我々の時代との大きな違いに戸
惑いを感じております。
　更に、全館冷暖房設備の老朽化対策として、各教室
へ個別の冷暖房エアコンの設置工事を進めています。
現在、校舎の周りを足場が取り囲んでいますが、本格
的な夏を迎えるころには快適な学習環境を整えること
ができ、生徒の集中力が更に高まるものと期待してお
ります。また、熱中症対策体育館アリーナにも空調が
取りつけられます。
　教職員、保護者、同窓会の豊富な人材と教育力のみ
ならず、環境面でも本校の魅力を高めることで、更な
る生徒の意欲の高まりと活躍を期待しております。紫
友同窓会の皆様には、今後とも御支援・御協力をお願
い申し上げます。

　紫友同窓会の皆様におかれましては、日頃より本校
の教育活動にご支援、ご協力を賜り、感謝申し上げま
す。今年度、小石川中等教育学校に着任いたしました
藤田豊と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　着任した際に、本校の教員から概要について様々な
説明を受けました。その際、先生方は、伊藤長七初代
校長の「立志・開拓・創作」の理念のもと、探究型学
習である「小石川フィロソフィ」「理数教育」「国際理
解教育」について熱く語っておりました。
　それは、生徒にも通じているようでした。先日、6
年（高 3）の生徒から、各自の研究についてのミニプ
レゼンテーションを聞く機会がありました。プレゼン
テーションをしてくれた生徒たちは、自分の研究につ
いて、筋道を立て、「事象に対する気づき」、「課題の
設定」、「仮説の設定」、「検証計画の立案」、「観察・実
験の実施」、「分析・考察」、そして今後の研究への展
望を、説明をしてくれました。生物の記憶を検証する

ための研究や、数学や物理・音楽に関する横断的な内
容でした。話を聞いている私も、吸い込まれる内容で
した。なぜ、そこに着目したのかなどと質問をすると、
生徒はすぐに返答してくれました。発表する生徒たち
の「考え抜く力」に感動すると同時に、なにより、本
当に楽しそうに語る姿勢に胸を打たれました。生徒た
ち自ら「立志・開拓・創作」をしており、基本理念は
脈々と受け継がれているのだなと感じた瞬間でした。
　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、学校の教育
活動も激動の変化が訪れています。対面での授業を中
心としつつも、ICT 機器を活用したリモート授業が
実施されています。これまでの伝統を守りつつ、変化
に柔軟に対応し、よりよい教育活動を模索し実施すべ
く、教職員一同取り組んでまいります。今後とも、紫
友同窓会の皆様からの、教育活動へのご支援及びご協
力について、何卒よろしくお願い申し上げます。

教育環境の整備と同窓会のご支援� 前期課程副校長　赤嶺 治

副校長挨拶
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前校長挨拶
在任 4年間のお礼

　小石川中等教育学校の在任期間中、紫友同窓会の皆
様方には様々な場面において御支援御協力いただき、
大変感謝いたしております。わずか 4 年間の在任でし
たが、SSH 事業第 3 期の推進などの教育活動の他、
創立百周年記念式典を挙行することができ、大変密度
の濃い経験ができました。最後の 1 年間、新型コロナ
ウイルスの感染拡大のため、思ったような学校運営が
できなかったことだけが心残りです。
　さて、小石川に着任した最初の入学式において、私
は新入生に「失敗を恐れず様々なことに挑戦し、もし
失敗した時にはその失敗の中から何かを得る努力をす
ることが大切である」という話をしました。このこと
は小石川在任期間中、折に触れて、小石川生に対し何
度も話してきました。
　学びというものは、形式知と経験知に大きく分けら
れると私は考えます。授業のように他者から教えられ
たり、書籍などを読むことで得られたりする知識（形
式知）を本当に自分のものとして定着させるためには、
様々な活動に挑戦することから得られる学び（経験知）
が重要です。しかし、その挑戦は決して成功すること

が重要なのではありません。
　小石川には、小石川フィロソフィーという探究活動
の時間、ほぼ全生徒が加入している部活動、行事週間
をはじめとする学校行事の他、SSH 事業やグローバ
ル事業といった生徒が望めばチャレンジできる機会が
多数存在します。生徒の皆さんにはこれまで同様、小
石川における 6 年間の学校生活をフルに活用し、多様
化・複雑化する社会を生き抜いていく力を身につけ、
グローバル社会を牽引していくリーダーに成長してほ
しいと思います。
　新型コロナウイルス感染症の研究が進み、ワクチン
開発・接種が進みつつあるとはいっても、治療薬はま
だまだ開発途上であり、感染者も減少しているとは言
い難い状況です。私はもう小石川の職員ではありませ
んが、今年度も感染予防に努め、今できることは何か
を探りながら、小石川生にとって少しでも有意義な教
育活動が進められることを期待し、離れた場所から小
石川生の成長、活躍を見守っていきたいと思います。
4 年間本当にありがとうございました。

前校長　梅原 章司

鳥屋尾校長・赤嶺副校長・藤田副校長と
戸叶同窓会長・各局長との情報共有会
（2021年6月8日　
於：キャピタル（株）本社ビル2階会議室）
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　2021 年度評議委員会は、昨年に引き続いて校内での開催を断念し、5 月 25 日付けで各クラス評議委員の皆さ
んへ郵送・メールによる議案提示、説明を実施し、6 月 6 日にご意見の聴取、投票を締め切りました。詳細は 11
〜 16 ページをご覧ください。

小石川同窓生・関係者をつなぐオンラインセミナーの実施
理事　河井 興正（018I）・河村 英敏（035D）・渡邉 和眞（064B）

2021年度評議委員会の開催

交流局活動報告

　コロナ禍の毎日、活動の先行きが見えなかった昨年
6 月、河井（018I）の発案により同級の医師岩渕省吾
さんを講師に新型コロナに関するオンラインセミナー
を開催しました。（会報 48 号既報）開催に当たっては
HP 及び事務局から情報を発信し、配信の技術部門を
担当した渡邊（064B）の尽力によって 2 回のセミナー
に 100 名近くが視聴されました。
　2021 年度は上記の成果を踏まえ、定期的に実施し
ようと河村（035D）を中心に計画を進めています。
　講演のジャンル・内容は「異業種交流」「リベラルアー
ツ」を主要のテーマとし、開催時期は原則奇数月、2
ケ月おきの週末に実施し、HP と同窓会名簿のメール
登録者に発信、周知することになりました。

第1回紫友オンラインセミナー2021年 5月 8日（土）

講　　師： 野手麻令（019C）（やてまれ／ペンネーム）さん
司会進行：河村英敏さん（035D）
テ ー マ：「世界　195 か国を旅して」
形　　式： 事前登録者へ紫友スタジオから YouTube

配信
参 加 者：120 名

（講演概要）
　1973 年 25 歳の時にインドから世界各地への旅を始
める。海外で仕事を見つけ資金を工面しながら約半世
紀、自らの人生と重ね合わせて世界の旅を続けている
野手麻令さん。それは単なる観光見聞録にとどまらず、
人間の地理と歴史・文化を深く考察する旅でもありま
す。豊富なスライドと独特の語り口による説明は、視
聴された皆さんの旅への思いを搔き立て、また、配信
中に質問にも答えていただきました。

特 集

つなぐ・ささえる
─コロナ下の同窓会活動─

　昨年の年明けから始まる新型コロナウイルスの猛威は、感染の波の強弱を繰り返しながら、今はワク
チン頼みの現状から、未だ終息の道筋を描くまでには至っておりません。政府による緊急事態宣言の発
出による抑え込み効果も徐々に薄れ、医療現場の逼迫や特定業種の方々の苦難が伝えられています。
　私たちの同窓会においても、コロナ下の活動はメールと画面を通してのコミュニケーションに限定
され、顔と顔を直接合わせてアイデアが生まれる機会を失っています。「自分以外の何かの為に力を合
わせる」ときのワクワクする高揚感を感じるには程遠いのが現状です。そうした中で、コロナの先に
ある同窓会の姿を想像し、その思いをつなげて形にしようする各局メンバーの活動を報告します。

コロナ下でつなぐ・ささえる
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特 集 つなぐ・ささえる
─コロナ下の同窓会活動─

第2回紫友オンラインセミナー2021年7月31日（土）

講　　師：建畠　晢（たてはた　あきら）さん（018I）
多摩美術大学学長、美術評論家

テ ー マ：「変貌する美術大学と美術館」
講師紹介；飯塚智江さん（018I）
コメンテーター：�猪野　忍さん（012B）�

紫友美術会代表幹事
（講演概要）
　講演は、美術評論家、美術館学芸員、大学教員とし
て深い学識と経験を有する建畠さんと建築家として各
国で仕事をされた猪野さんの対話形式で進められまし
た。急速に変化する時代の中で、美術系大学と美術館
は自らが試行錯誤を重ねながらその波の中で変貌しつ
つあります。美術大学が社会（企業や行政）とまじわる。
新しい美術館、魅力的な空間とは。捨てるデザイン。
など様々なキーワードが飛び交う対話となりました。

　7 月 10 日（土）、学校の多目的ホールにて SSH サ
イエンスカフェが開催されました（WEB参加含む）。
講師に中等 4期から 9期の同窓生を迎え、小石川での
学びや体験が進学した大学での専攻分野にどのように
繋がっているのかを現役生に話しました。

第3回紫友オンラインセミナー2021年9月25日（土）
14：00 〜 15：30（予定）

講　　師：河村　英敏さん（035D）
（社）パフォーマンス教育協会認定　自己
表現力診断士

テ ー マ：「自分をどう表現するか〜非言語表現の威力」
（予定：詳細はHPで告知します）

◎�交流局では、本企画についてのご意見、ご要望、また、
講師について自薦・他薦を問わず募集しております。
お問い合わせは交流局　河村までご連絡ください。
　k100kouryusitu@gmail.com

● SSHサイエンスカフェとは？
　SSH（Super�Science�High�school）は、先進的な理
数教育を重点的におこなう学校で、小石川は 3期 15
年にわたり文部科学省から指定を受けています。サイ
エンスカフェは放課後に様々な分野の講演、実習等を
おこなう「科学の教養講座」です。昨年度は三好徳和
さん（032F ／徳島大学大学院教授）の講演が残念な
がら緊急事態宣言のために中止となっていました。

●小石川での学びを振り返って
　講師の皆さん
はこの日の為に
作成した資料を
投影し、大学で
の研究内容を順
番に紹介しまし
た。
　SSH 担 当 の
古川先生と加藤
先生からいままでの活動成果と在校生の満足度が高い
ことの報告を受けて、山名さん、小川さんの「小石川
ではやりたいことを好きなだけやらせてもらえた」「学
校の中でも外でも、様々なチャンスを紹介してもらえ
た」との発言に全員が頷きました。
　奥居さん、押見さんと是方さんからは「面白さに触
れるチャンスは逃すな」、「楽しいことを見つけたら全
力で」、さらに在学中に変形菌の本を出版した増井さ
んからはリベラルアーツを学んだ大切さが語られまし
た。最後に同窓会
から講師の皆さん
と先生方に感謝の
言葉を、そして諸
先輩の知見や経
験・人脈を現役生
に伝えていく支援
の継続を約束しま
した。

●医療紫友会（仮称）の立ち上げとメンター募集
　このカフェをきっかけに押見さんと是方さんが発起
人となって医療紫友会を立ち上げ、医学部学生 30 人
が集まりました。同窓生の皆様には SSH メンターに
応募をぜひお願い致します。

〈サイエンスカフェ講師〉
067C奥井晴香さん� （東大大学院・理学研究科博士課程1年）
070B押見祥太さん� （東京医科歯科大学・医学部 4年）
070B是方真悠子さん�（東北大学・医学部 4年 ※WEB参加）
072C小川広水さん� （筑波大学・情報学群 2年）
072C増井真那さん� （慶応義塾大学・環境情報学部 2年）
072C山名琢翔さん� （筑波大学・理工学群 2年）

SSHサイエンスカフェ開催
若い同窓生が「小石川での学び」を語る

講師を紹介する加藤（司会／左）＆古川先生（右）

WEB参加で東北大を紹介する是方さん（070B）
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教育支援局長　富田�晴彦（032I）

「小石川の杜プロジェクト」の推進
環境企画局長　岡村�幸二（021A）

教育支援局の活動

環境企画局の活動

　創立百周年記念事業の目的の一つとして始まった教
育支援活動は、一般財団法人紫友会と連携して、現役
生の海外短期留学の補助、各種大会出場者への交通費
の一部補填、楽器や実験器具、運動用具等クラブ備品
の貸与等、様々な支援として結実しています。2019
年度、2020 年度も引き続き学校関係者、現役生の要
望の中から、理事会で内容を精査協議しながら進める
予定でしたが、学校の計画の中止・延期や部活の制限
などにより、限定的な活動にとどまりました。

◆教育支援
　○�海外研修支援→中止　※ 2019 年度は

英国ウエールズ・カーディフへ短期留学
　○ �SSH サイエンスカフェ→実施せず

※ �2019 年度は、コロナの影響で中止
◆部活動支援
　緊急事態宣言下で通常の部活動が制
限されていたことから、2020 年度は剣
道場（体操部含む）・柔道場（吹奏楽部
含む）への大型扇風機 5 台の貸与のみ

　「小石川の杜プロジェクト」は、今年度から前任の
柴田知彦さんから引き継いで、現在 15 名のメンバー
により緑あふれる「小石川の杜」を目指す活動を進め
ています。2020 年度は、新型コロナウイルスの影響
により、「小石川の杜プロジェクト」として計画した
植樹祭は中止、創作展への参加についても「小石川の
杜」の動画配信のみとなりました。

◆ 2021 年度：環境企画局の課題と計画
1．�「小石川の杜」の将来像を再確認し、広報・普及活
動を進めます。

　「小石川の杜」の基本理念をしっかり踏襲しつつ、
プロジェクトの方向性をより深く理解していただける
ように、学校・現役生や同窓会への広報活動を展開し
ていきます。そのために、「小石川の杜プロジェクト
を知る」をテーマに小冊子・パンフなどを作成し、広
報局とも連携して普及活動に務めます。
※�創作展会場および全校への配布　1000 部印刷　A5サイズ　
表－ 1参照

2．�第 4 回目の植樹祭は公開授業日に実施予定です。
　今秋の公開授業である 2020 年 11 月 20 日に、昨年
中止となった学年（現 3年生）と今年の 2年生を合わ
せて植樹祭を計画しています。樹木本数は例年の 2倍
を想定し、学校側の管理拡大へのリスクや植樹個所の
準備など慎重に検討していきます。また、11 月下旬
の日没時間を考慮し、遅滞なく 16 時スタートできる

とし、それ以外は支援を見送りました。
◆学校生活支援
　2020 年度の冬季、学校側の要望に応じてコロナ下
における生徒の健康管理対策として「大型加湿器」を
30 台レンタルして、各教室や特別教室に配備しまし
た。（2020 年 12 月〜 2021 年 3 月の 4 か月間）「教育
支援」としては本来想定していない案件でしたが、学
校から緊急的な支援の要望があり、理事会にて決定し
て、（一財）紫友会とともに、レンタル物品の手配・
配備を行いました。

よう夕暮れ時の投光器の準備・設置も進めます。

3．�創作展での「小石川の杜」コーナーの展示、同窓
会とのミニ懇談会開催を計画します。

　今年の創作展がどのような形で実施されるか、学校
側の判断を待つ必要がありますが、本活動を生徒の皆
さんにアピールするための大きな機会です。あらゆる
可能性を想定して、いくつかの現実的なアイデアを比
較準備して進めていきます。

表－1　�「小石川の杜」（みどりを育てるプロジェクト）小冊子（案）

コロナ下でつなぐ・ささえる

教室での設置状況大型加湿器

目次構成 主な内容

1．�小石川の杜�
とは

◇「小石川の杜プロジェクト」パンフ　◇生徒
が創作するキャンパスイメージ　◇地域とつな
がる「杜」をつくる　◇次の 100 年に向けて

2．��緑の多い�
周辺地域

◇�六義園〜千石の森〜小石川植物園など緑の
ネットワークを地図上で示す

3．まちの昔と今
小石川中等教育学校周辺地域の昔（50 年前、
100 年前）はどのようになっていたか？（寺社、
道路、緑地、都電、市街地……）

4．�樹木の�
基礎知識

樹木の一般的特性、枝や葉っぱのつき方、常緑
樹と落葉樹、花の咲く時期など

5．�CO2削減と�
みどりの役割

◇�植物の本来機能である光合成による CO2 削
減で地球温暖化への効果など
◇みどり環境が人々の生活を潤す効果など

6．今後に向けて ◇既植樹区域と今後の植樹対象エリア
◇生徒からの意見・感想を入れたい
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特 集 つなぐ・ささえる
─コロナ下の同窓会活動─

コロナとの闘いに直面している
全ての同窓生に感謝と連帯を表します！！

「銀座の隠れ家」として 銀座で22 年
小粋な和服美人のお洒落なお店

銀座 8-6-20　銀座八番館ビル 6 階
TEL: 03-3573-0770   中尾　輪子 （042Ｈ）

「こ 輪」　

三軒茶屋でワインバーを営んでいます。
ワインは人と人を繋ぐ素敵なお酒です。
今は人々が集うこと自体難しい状況ですが、
いつかまたワインと共にたくさんの笑顔の輪
が広がることを願って、このバーの灯りを
守っていきます。

TEL046-244-5578 日祝定休
芝原美どり（031D）

グランドピアノのある
カジュアルなバー

美味しい手料理と楽しいお酒、時々ライブ！
本厚木駅より徒歩3分
是非お寄りください♪
神奈川県厚木市中町4-3-10　　

トミコシビル201

（043E）

（025I）

鹿熊 哲宏
（043H）

大石麗子さん 040A
（膠原病と闘うウクレレ奏者）
「自分が作る歌で、困難に直面し闇で立ちすくんでしまっている人
達に、勇気を希望を差し上げたいと願っています」
https://www.facebook.com/rei.ukulele

雨宮あさひさん 059F
（雨宮萌果さんの妹でワハハ本舗劇団員）
「役者を目指したきっかけは、小石川高校
の文化祭でした」
http://wahahahompo.co.jp/member_
profile/amemiyaasahi.pdf
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2021 年度評議委員会報告

Ⅰ．各局活動報告

《基金会計対象局》
①交流局（戸叶局長・河村理事）
　紫友スタジオ運営・同窓生交流等
　　◆紫友スタジオ運用管理

　紫友スタジオは 2018（平成 30）年 4月に開設し、
一昨年度は計 120 回の申込がありました。しかし
昨年度は緊急事態宣言により上半期は 20 回、下半
期は詳細なスタジオ利用の手引きを公開し感染対
策に留意しつつ、交流室企画会議や「青空ジャンプ」
レコーディング、PTA会議など 56 回の利用とな
りました。
　今年度の活動方針は、感染対策の徹底と万一感
染が起きた際に大家のキャピタル株式会社との連
携などを踏まえた慎重な運営に努めます。スタジ
オには電子ピアノ、ミキサーとスピーカー、50 型
モニター、A3 プリンター、WiFi 環境などが揃っ
ており、Web 会議やバンド練習、舞台稽古などに
最適です。
　経費削減のため常駐スタッフはいません。備品
管理やスタジオ利用の遵守手法など、課題はまだ
ありますが皆様のご利用をお待ちしております。
申込み方法は下記をご参照下さい。
https://www.shiyu-dousoukai.jp/100shuunen/
studio/stdio-manual.pdf

　　◆交流室セミナー開催等
　2020 年 6 月 27 日（土）に 018I　岩渕省吾さんに
よるweb セミナー「新型コロナ対策〜医療現場か

　評議委員会は例年 5月に母校の施設をお借りして開催しておりましたが、コロナ禍の影響によって昨年に引き
続き校内施設が利用できず、またご高齢の評議委員が万一感染した場合のリスクの大きさを鑑み、別会場での開
催も断念し、書面決議方式を採用することとなりました。この間、理事会の動きは随時HPで報告するとともに、
5月 25 日付で各評議委員の皆様宛にメールまたは郵送にて開催通知及び議案を送付し、ご質問、ご意見の聴取と
投票（6 月 6 日締切）を行いました。なお、初めての試みとして、議案の詳細説明は添付の資料とともに、
YouTube でもご覧戴けるようにいたしました。以下、概要を報告します。

らの緊急報告〜」を開催し、同窓生約 70 名のリア
ルタイム参加と、のべ 600 回以上のYouTube 視聴
がありました。会員の関心は極めて高く、また刻々
と変化する感染状況を伝えるべく Part2 を 8 月 1
日（土）にweb で開催しました。
　また、PTA 主催のオンライン講演会として、
2020 年 12 月 12 日には、063C 大関綾さんによる「10
代での起業〜いまの時代の生き方・働き方・学び
方〜」が開催されました。
　今年度の活動方針は、紫友スタジオから発信す
るオンラインセミナーの充実です。詳細は7・8ペー
ジをご覧ください。

②教育支援局（富田局長）
　教育・部活支援、PTA連携
　2020 年度は新型コロナウイルスの影響によって、学
校生活のあり方や指導要領が大きく変わってしまうこ
とになりました。それに伴い、同窓会からの支援につ
いてもほぼ中止をしております。
　下記の 3番目「学校生活支援活動」ですが、2021 年
度は学校側からの要望があった場合には、理事会にお
いてその都度必要性を検討し、支援の可否、方法につ
いて決定していきます。
　　◆教育支援活動
　　　○海外研修支援→中止
　　　　※ �2019 年度は英国ウエールズ・カーディフ大学

へ短期留学
　　　○ SSHサイエンスカフェ→実施せず
　　　　※ �2021 年 2 月に予定した会はコロナの影響で中

止。

戸叶会長の議案説明（YouTube画像）
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史の編纂は企画されました。時代やテーマに分けて百年
を綴る「百年の系譜」は 2018 年 10 月に、小石川中等教
育学校が編纂した「学校正史（略称）」は 2019 年 4 月に
完成しました。
　「みんなの百年（みん百）」は「卒業生一人一人の中に、
それぞれの母校がある」をテーマに 1学年を見開き 2ペー
ジとし、右側は各年次の同窓生が編集して制作に携わる、
参加型百年史形式の為に編集作業が難航しましたが、
2020 年 12 月に完成致しました。刊行が遅れてしまいまし
たことを深くお詫び申し上げるとともに「みん百」制作
にご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。「み
ん百」を含む 3部セットは百周年募金に 2万円以上の寄
付を下さった同窓生に順次お届けしました。「みん百」に
は後書きを設けなかったため、伊藤英人編集長（051F）
からの挨拶は下記をご覧下さい。
https://www.shiyu-dousoukai.jp/100shuunen/min100-
trailer.html

《同窓会会計対象局》

①部活後援局（中代局長）
　クラブOB・OG会活動支援
　学校内で活動する各部活動の支援を通じて、紫友同
窓会会員の交流に繋がる場を作る事ですが、今般の状
況下、昨年度は校内活動が制限されて実質的な局活動
ができない状態でした。今年度は各部活動のOG・OB
会組織とも連携し、各会の幹事リストの作成など局と
して可能な活動支援を行います。

②広報局（並木局長、高橋局員）
　会報発行、HP更新・維持管理

　　◆会報グループ
　会報 48 号の発行（印刷 20,000 部）：2020 年 8 月
に郵送配布しました。
（内容）『特集：コロナに向き合う・コロナを越えて』
　・コロナと同窓会理事会関連活動
　・新型コロナに関するオンラインセミナー開催
　・�母校・同窓生へ支援応援→メッセージ付き名

刺広告
　○先生お元気ですか　仲瀬律久先生（美術）
　○同窓生訪問
　　�①柴田いづみさん（018A）
　　②杉本千尋さん（023B）
　○わが校友の精神を
　　① 010Aクラス文集「蜃気楼」刊行
　　②バルトロ氷河トレッキング顛末
　　③小石川と満州国
　　④一同窓生より小石川の後輩の皆様へ
　　⑤渾名はズバリ「下宿」
　　⑥�そして私は歌っている愛と祈りを込めて、そ

れから
　　⑦追悼　元同窓会長石川忠男さん

　　◆部活動支援活動
　通常の部活動も活動を制限されていたことから、
2020 年度は剣道場（体操部含む）・柔道場への大型
扇風機 5台の貸与のみとし、それ以外は支援を見
送りました。各種大会・コンテスト優秀者の海外
派遣等も実施されておりません。

　　◆学校生活支援活動
　2020 年度は唯一、学校側の要望に応じて新型コ
ロナウイルス対策として「大型加湿器」を 30 台レ
ンタルして各教室や特別教室に配備しました。
（2020 年 12 月〜 2021 年 3 月の 4 か月間）詳細は 9
ページをご覧ください。

③環境企画局（岡村局長）
　　◆小石川の杜プロジェクトについて

　当初小石川の杜プロジェクトとしては、2020 年
5 月に在校生 2年生を中心に植樹祭を予定していま
したが、新型コロナで中止（延期）となりました。
創作展については映像創作展（校内web で現役生
のみ視聴）への出展を企画し、「小石川の杜プロジェ
クト」のプロモーションビデオを作成し、伊藤長
七研究委員会の企画制作ビデオとともに 2編が映
像創作展に参加しました。

　　◆今年度の方針
　「小石川の杜プロジェクト」を今後も継続してい
くことで地球環境の課題を再認識して、CO2 削減
や持続可能な社会への貢献などをイメージした取
り組みを発展させていきます。詳細は 9ページを
ご覧ください。

④基金局（高井局長）
　紫友みらい基金運営
　　◆「紫友みらい基金」の実績と予算

　基金は、10 年間で 1億円を目指しておりますが、
当面 6 百万の予算で運営しております。2020（令
和 2）年度は、638 名の方々に 6600 千円の寄付を
頂きました。前年度もほぼ同様の金額の寄付を頂
いております。これは、年会費実績とほぼ同額と
なり、年会費と並ぶ二本柱として確立してきたと
考えております。令和 3 年度予算も、同じく 6
百万円と致しました。

　　◆今後の募金活動について
　しかし、年度予算を達成していますが、10 年間
目標からは遠い状況にあり、今後の展開策を検討
することが必要な時期に来ています。創立 105 周
年を機に特別キャンペーンの実施や寄付を身近に
感じて頂く特典策などの検討を考えており、成案
を得て、来年度の評議委員会に提案できればと考
えております。

◎百年史制作（みんなの百年刊行報告）

　母校創立百周年を祝う記念事業として五中小石川百年
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　105 周年は 016 から 040 までの幅広い学年から行
事委員をリクルートし、協働プロジェクトチーム
によって企画運営します。036－ 040世代の皆様は、
いままでのルールであれば 105 周年主幹事世代で
すがプロジェクトメンバーとして参画をお願いし、
その次の 110 周年の主役をご担当いただきます。
　理由は日本が 65 歳まで働く長寿社会となり、主
幹事を担当していた 54 － 58 歳は現役として活躍
されている方が多いからです。110 周年からは 59
－ 63 歳が主幹事となり、時間とエネルギーを大い
に投入して楽しい企画を実現していただきます。

行事名 担当世代 行事名 担当世代
変更点

85周年 016－020
（58－54歳）100周年

031－035
（58－54歳）

90周年 021－025
（58－54歳）105周年

016－040
（74－54歳）

特別
プロジェクト

95周年 026－030
（58－54歳）110周年

036－040
（63－59歳）

幹事年代
シフト

　　◆ 105 周年パーティはネットワークを活用します
　2023 年の社会を予測することは難しい状況です
が、ネットワークを介して会議や飲み会やおしゃ
べり会をすることがさらに定着していることは想
像できます。105 周年パーティは大会場に集まるこ
とにこだわりません。学校または中心会場を基点
として、各地の会場をネットワークで繋ぐような
分散型イベントも想定します。東京以外または海
外在住の同窓会員もネットを介して参加できる企
画を検討します。
　036 － 040 世代でイベントの企画運営に興味のあ
る方、016 － 035 世代で 85 〜 100 周年までの間、
多忙で同窓会の周年行事に関われなかった方など、
多くの皆様の積極的な参加をお待ちしております。

105周年事業イメージ

〈105周年総会・パーティ企画方針案（概念図）〉

Ⅲ．1号議案　決算・監査報告

　2021 年 4 月 27 日、鈴木由美子、伊藤みどり、月田陽子
の監事 3名により本会活動及び会計監査を実施しました。

　○�今、学校では（新型コロナウイルス感染拡大
をうけての本校の対応）

　○�旧教職員だより
　○�クラス会・クラブOB会活動報告
　○�小石川つながり─地域同窓会などの動き─

　　◆HPグループ
・�毎月 1 日に公式ホームページを更新、必要に応
じて、追加更新も行いました。
・�コロナ禍の影響で「紫友まち歩き」やクラス会、
学校の行事等が開催されず、掲載の分量も低下
しました。
・�会報部会と連携して、会報バックナンバーやメッ
セージ付き名刺広告をWeb 版として掲載しまし
た。

③資料局（久光局長）
　デジタルアーカイブ作成・維持管理
　五中・小石川デジタルアーカイブの記事を 2、3 本追
加しました。（https://koishikawa.wiki/）
　・�学校要覧を直接入手する機会がなく、年度記事の

本年度分の定型項目は今年度に持ち越しました。
　・�卒業アルバムのデジタルアーカイブ（非公開）と

して、大学生の同窓生に作業を依頼し、同窓会が
複数冊保有する学年のアルバムからスキャンを開
始しました。

④伊藤長七研究委員会（古山委員長）
　伊藤長七の教育思想研究
　初代校長伊藤長七の教育思想を研究・情報発信する
ため、諏訪寒水会とも連携して継続的に活動を行って
います。また、小諸寒水会の立ち上げに向けて、諏訪
市教育長の小島雅則先生にもお力添えをいただき活動
中です。また、毎年実施している「PTA日帰り研修」
はコロナのため中止となりました。故俵会長のご尽力
で 2019 年 9 月から始まった東洋英和女学院大学とは今
後も交流を維持していきます。

⑤事務局（清水局長、小堤紫友会理事長）
　事務・会計全般、一般財団法人紫友会連携業務
　2020 年度年間を通しての主な活動を報告しました。
（紙面の都合により掲載は省略）また、通常の対応業務
については「事務局だより」（60・61 ページ）をご参照
ください。

Ⅱ．105 周年に向けた活動報告と計画

　　◆ 105 周年活動方針について（戸叶会長）
　　　�─紫友105周年パーティ（2023年）の運営について─

　2018 年の盛大な百周年記念パーティから 2年半
が経ちました。今夏より 105 周年行事に向けて活
動を開始します。105 周年パーティなどを企画する
にあたり従前と異なる点を以下ご案内いたします。

　　◆ 105 周年で幹事担当世代を調整します
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りするとともに、今回はYouTube でも補足説明をご覧戴
けるように致しました。6月 6日までにメールや葉書で返
信のありました賛否の投票を集計した結果、4つの議案全
てが反対票ゼロ、補足修正意見なしで原案通り可決・承
認されました。

賛否投票結果

議　案 投票数 賛　成 反　対

1号議案（決算・監査報告） 101 101 0

2 号議案（規約一部改訂の提案） 101 101 0

3 号議案（予算案の提案） 101 101 0

4 号議案（役員選任・退任の提案） 101 101 0

� ※議案送付数：529、投票数：101、投票率：19.1％

◎議決の不備について（お詫びと対応）
　上記の投票集計後に「4号議案　役員選任・退任の提案」
において手続き上の不備が見つかりました。同窓会規約
第 15 条は「会長及び副会長は公選制によって選出される
ものとする」と 2019 年に改定しましたが、今回副会長公
募の告知をせずに信任の審議を提案してしまいました。
大変申し訳ありません。重要な手続きを遂行しなかった
ことを深くお詫び申し上げます。理事会で慎重に検討し、
次のように対応することと致しました。

　・�投票いただいた4号議案の「副会長就任を承認する票」
は、理事会（推薦委員会）が推薦して評議委員がそ
の推薦を承認したことと解釈し、今年度は鈴木由美
子さん（021G）が暫定副会長を務めるという形で活
動していただきます。

　・�2021年秋に副会長を公募します。公募期間、候補資格、
応募受付方法等は同窓会公式ホームページに掲載し
ます。

　・�2022 年に開催する評議委員会であらためて副会長の
承認を評議委員に投票していただきます。公募期間
中に立候補者がいなかった場合には、鈴木由美子暫
定副会長の信任投票となります。

　第 15 条改定の趣旨は、会長と理事会で役員人事を決め
ることへのバランスを配慮し、新しい風を起こしたい同
窓生が立候補できる道を用意する点にありました。コロ
ナ下の混乱状態とはいえ、その趣旨を失念してしまった
ことに弁解の余地はありません。今年度は暫定副会長と
いう形での活動を何卒ご理解賜りますよう、よろしくお
願い申しあげます。

同窓会会計及び基金会計ともに適正に運営されている旨、
報告を受領しました。→本件議案についてメール、郵送
等による質疑はありませんでした。（内容は 15 ページに
記載）

Ⅳ．2号議案　規約一部改訂の提案

　昨年度の評議委員会で規約の一部改定を行いましたが、
その際、評議委員の方から第 35 条「伊藤長七研究委員会」
設置規定の文言中に 2箇所のご指摘を頂戴しました。理
事会ではそのご指摘について検討した結果、速やかな修
正が必要であると判断し、2020 年 10 月 30 日に修正案の
提案を決定しました。
　つきましては、規約を改定することとしたく、本案に
ついて評議委員各位の議決をお願い致します。

（改定案）

（伊藤長七研究委員会）
第三十五条　母校の創立者初代校長であるり、母校の教育
と校風の基礎を作った伊藤長七の生涯その他の母校の伝統
及び教育思想、業績等に関する調査・研究等を行うために、
伊藤長七研究委員会をおく。
2　伊藤長七研究委員会の構成は、理事会が決定する。た
だし、伊藤長七研究委員会の委員長は役員（監事を除く。）
から理事会が選任する。
3　伊藤長七研究委員会は、資料局、広報局その他の執行
機関と協同してその研究成果を保存し、広く発信するもの
とする。
4　会員等は、伊藤長七研究委員会から伊藤長七及びその
他関連する母校の伝統に関する調査・研究等を行うために
資料の提供その他の協力を求められたときは、可能な範囲
で協力するよう努めるものとする。

Ⅴ．3号議案　予算案の提案

　収入については、会費収入等、昨年度並みで計上しま
した。支出については、事務局の IT環境整備（プロバイ
ダー経費等）、郵送料を増額しました。→本件議案につい
てメール、郵送等による質疑はありませんでした。（内容
は 15 ページに記載）

Ⅵ．4号議案　役員選任・退任の提案

　役員の任期満了等に伴い、同窓会運営と活動の充実の
ため新任役員の選出と退任役員について報告、承認をい
ただきました。（16 ページに役員一覧を掲載）

Ⅶ．議決

　評議委員の皆様に、議案の詳細説明文書を事前にお送
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Ⅰ－1．収支総括	 （単位：円）

2019 年度実績 2020 年度予算 2020 年度実績 予算比（実績－予算） 備　考
前期繰越金（A） 25,547,456 25,431,478 25,431,478 0
当年度収入計（B） 6,687,977 7,021,000 7,048,011 27,011
総収入合計（C ＝ A ＋ B） 32,235,433 32,452,478 32,479,489 27,011
年度支出合計（D） 6,803,955 7,185,000 6,284,258 － 900,742
次期繰越金（E ＝ C － D） 25,431,478 25,267,478 26,195,231 927,753
当年度収支（F ＝ B － D） － 115,978 － 164,000 763,753 927,753

Ⅰ．2020年度収支実績	 2021 年 3 月 31 日

	 （単位：円）

科　　目 金　　額 備　考 科　　目 金　　額 備　考
資産の部 負債・正味資産の部
　流動資産 55,072,034 　流動負債 28,876,803
　　現金預金 55,072,034 　　基金寄付預り金 28,876,803 基金寄付未精算額

　正味資産
　　（前期正味資産） （25,431,478）※ 2
 （当期正味資産増減） （763,753）※ 3
　当期正味資産 26,195,231 ※ 4

資産の部計 55,072,034 ※ 1 負債・正味資産の部計 55,072,034

●紫友同窓会2020年度決算報告ならびに監査報告

Ⅱ．2020年度貸借対照表

Ⅰ－2．収入	 （単位：円）

収入内訳 2019 年度実績 2020 年度予算 2020 年度実績 予算比（実績－予算） 備　考
ⅰ）年度会費 5,464,000 6,000,000 6,074,000 74,000 納入者 3,037名（対象者約 19,000名）
ⅱ）入会金 888,000 900,000 888,000 － 12,000 第10回中等教育学校卒業生 148名
ⅲ）利息 977 1,000 1,011 11
ⅳ）寄付 0 0 0 0 基金募金は基金事業特別会計に計上
ⅴ）広告料 335,000 120,000 85,000 － 35,000 会報掲載広告（今年度はコロナ禍のため大幅減額）
当年度収入計（B） 6,687,977 7,021,000 7,048,011 27,011
前期繰越金（A） 25,547,456 25,431,478 25,431,478 0 ※2
総収入合計（C ＝ A ＋ B） 32,235,433 32,452,478 32,479,489 27,011

Ⅰ－3．支出	 （単位：円）

支出内訳 2019 年度実績 2020 年度予算 2020 年度実績 予算比（実績－予算） 備　考

局
運
営
費

部活後援局 0 20,000 0 － 20,000 OB・OG 活動支援

広報局 27,878 31,000 37,767 6,767 会報・ホームページ・メルマガ・
SNS 等

資料局 0 20,000 0 － 20,000 資料室管理、デジタルアーカ
イブ維持管理

事務局 0 20,000 0 － 20,000 名簿情報管理・総務庶務、法
務対応・資料作成

小計（d1） 27,878 91,000 37,767 － 53,233

事
業
費

部活後援局 0 0 0 0 OB・OG 活動支援

広報局
1,782,000 1,855,000 1,760,000 － 95,000 会報・ホームページ・メルマガ・

SNS 等

0 0 0 0 不明者一覧印刷（2020 年度は
なし）

資料局 0 0 0 0 資料室管理、デジタルアーカ
イブ維持管理

事務局

563,323 600,000 593,555 － 6,445 名簿システム使用料
143,450 150,000 147,250 － 2,750 卒業記念品（印鑑）
21,685 25,000 23,914 － 1,086 プロバイダ利用料等

80,000 180,000 0 － 180,000 東洋文庫会費⇒学校分追加（財
団と折半負担）

小計（d2） 2,590,458 2,810,000 2,524,719 － 285,281

事
務
運
営
費

 1．人件費 1,129,826 1,000,000 994,896 － 5,104 事務局員報酬（常勤 2 名）

 2．消耗品備品費 1,042,598 934,000 759,826 － 174,174 会報発送関連、コピー機・プ
リンター関連等

 3．光熱費 27,611 30,000 35,251 5,251 事務局電気料金

 4．郵送料 1,399,681 1,390,000 1,322,078 － 67,922 会報発送、委員会案内状発送、
切手等

 5．電話代 70,838 70,000 69,545 － 455 事務局電話料金

 6．振込手数料 425,262 450,000 486,814 36,814 郵便振替、銀行振込、自動引
落手数料他

 7．会議費 63,249 65,000 7,831 － 57,169 評議委員会懇親会費用補填、
茶菓等

 8．慶弔費 26,554 30,000 2,541 － 27,459 弔電、供花（事務局）
 9．交通費 0 5,000 0 － 5,000 事務局員交通費
10．雑費 0 10,000 0 － 10,000 印紙代、合鍵等

小計（d3） 4,185,619 3,984,000 3,678,782 － 305,218
予備費（d4） 0 300,000 42,990 － 257,010 リモート理事会対応費用

当年度支出合計 
（D ＝ d1 ＋ d2 ＋ d3 ＋ d4） 6,803,955 7,185,000 6,284,258 － 900,742

次期繰越金（E ＝ C － D） 25,431,478 25,267,478 26,195,231 927,753 ※ 4
総収入合計（C ＝ D ＋ E） 32,235,433 32,452,478 32,479,489 27,011
当年度収支（F ＝ E － A） － 115,978 － 164,000 763,753 927,753 ※ 3

当期正味資産（次期繰越金）の内訳　	 （単位：円）

内　訳 金　額
預金　みずほ銀行 　 25,086,743

内訳（定期預金） 11,000,000
（普通預金） 467,162
（普通預金） 12,909,307
（普通預金） 710,274

貯金　郵貯銀行 　 29,985,291
内訳（郵便貯金） 5,388,677

（郵便振替） 24,596,614
預貯金合計 　 55,072,034 ※ 1
基金寄付預り金 　 28,876,803
資産合計（次期繰越金） 26,195,231

（注）この他に、紫友スタジオ分敷金 322,224 円がある。

2020 年度会計の原簿及び諸証拠書類を照合した結果、正確に処理されているこ
とを認めます。

2021 年 4 月 27 日
監　事　　鈴　木　由美子　㊞　　　　監　事　　伊　藤　みどり　㊞
監　事　　月　田　陽　子　㊞

以上の通り報告いたします。

2021 年 4 月 27 日
会　長　　　戸　叶　司武郎

2．収入	 （単位：円）

収入内訳 2020 年度
予算

2020 年度
実績

2021 年度
予算

予算比
（実績－予算） 備考

年度会費 6,000,000 6,074,000 6,150,000 76,000

2020 年度納入会
員 3,037 名（ 対
象 者 約 19,000
名）

入会金
（会費 5 年分込） 900,000 888,000 900,000 12,000

2020 年度卒業生
入会　148 名

（＠ 6 千円）
利息 1,000 1,011 1,000 － 11

寄付 0 0 0 0 寄付は基金会計
に計上

広告料 120,000 85,000 120,000 35,000 会報掲載広告料
当年度収入計

（A） 7,021,000 7,048,011 7,171,000 122,989

前期繰越金（B） 25,431,478 25,431,478 26,195,231 763,753
収入総計

（A ＋ B）＝ C 32,452,478 32,479,489 33,366,231 886,742

1．収入	 （単位：円）

収入内訳 2020 年度
予算

2020 年度
実績

2021 年度
予算

予算比
（実績－予算） 備考

寄付金 6,000,000 6,600,113 6,000,000 － 600,113
利息 1,000 98 1,000 902
当年度収入計 6,001,000 6,600,211 6,001,000 － 599,211
前年度繰越金 0 0 38,292,742

百周年募金残金（同窓会口座）
百周年募金残金（紫友会口座）
特別会計

収入計（A） 6,001,000 6,600,211 6,001,000 － 599,211
前年度繰越金（B） 42,123,844 42,123,844 38,292,742
収入総計

（A ＋ B）＝ C 48,124,844 48,724,055 44,293,742 － 599,211

●2021年度
　基金会計　予算（案）

（単位：円）

当期収入総額
（2021/4/1 〜 2022/3/31）

当期支出総額
（2021/4/1 〜 2022/3/31）

当期収支
（2021/4/1 〜 2022/3/31）

7,171,000 7,358,000 － 187,000

●2021年度
　同窓会会計　予算（案）
1．総括

3．支出	
（単位：円）

支出内訳 2020 年度
予算

2020 年度
実績

2021 年度
予算

予算比
（実績－予算） 備考

局
運
営
費

部活後援局 20,000 0 10,000 10,000 OB・OG 会活動
支援

広報局 31,000 37,767 44,000 6,233
会 報・ ホ ー ム
ページ・メルマ
ガ・SNS 等

資料局 20,000 0 10,000 10,000
資料室管理、デ
ジタルアーカイ
ブ維持管理

事務局

20,000 0 10,000 10,000

事務・会計・名
簿管理・情報管
理・総務庶務・
法務対応・資料
作成

小計 91,000 37,767 74,000 36,233

事
業
費

部活後援局 0 0 0 0 OB・OG 会活動
支援

広報局 1,855,000 1,760,000 1,830,000 70,000
会 報・ ホ ー ム
ページ・メルマ
ガ・SNS 等

0

資料局 0 0 0 0
資料室管理、デ
ジタルアーカイ
ブ維持管理

事務局

600,000 593,555 600,000 6,445 名簿システム使
用料

150,000 147,250 150,000 2,750 卒業記念品（印鑑）

25,000 23,914 165,000 141,086
プロバイダ・サー
バー利用料、IT
環境整備等

180,000 0 180,000 180,000 東洋文庫会費
小計 2,810,000 2,524,719 2,925,000 400,281

事
務
運
営
費

 1．人件費 1,000,000 994,896 1,000,000 5,104 事 務 局 員 報 酬
（常勤 2 名）

 2． 消耗品 
備品費 934,000 759,826 890,000 130,174

会 報 宛 名印 字、
封 入 袋、PC ／
WLAN ／コピー
機関連、プリン
タ関連

 3．光熱費 30,000 35,251 30,000 － 5,251 事務局電気料金

 4．郵送料 1,390,000 1,322,078 1,684,000 361,922

会報発送・封入
セット、委員会
案内状発送、切
手、不明者一覧
他

 5．電話代 70,000 69,545 70,000 455 事務局電話料金

 6． 振込 
手数料 450,000 486,814 450,000 － 36,814

郵便振替、銀行
振込、自動引落
手数料他（事務
局）

 7．会議費 65,000 7,831 5,000 － 2,831
評議委員会懇親
会費用補填、茶
菓等（事務局）

 8．慶弔費 30,000 2,541 20,000 17,459 弔電、供花（事
務局）

 9．交通費 5,000 0 5,000 5,000 事務局員交通費

10．雑費 10,000 0 5,000 5,000
印紙代、卒業ア
ルバム、合鍵等

（事務局）
小計 3,984,000 3,678,782 4,159,000 480,218

予備費
（基金除く） 300,000 42,990 200,000 157,010 PTA 研 修 旅 行

補助等（事務局）
当年度支出合計

（D） 7,185,000 6,284,258 7,358,000 1,073,742

次期繰越金
（C － D）＝ E 25,267,478 26,195,231 26,008,231 － 187,000

再計（D ＋ E） 32,452,478 32,479,489 33,366,231 886,742
当年度収支

（A － D） － 164,000 763,753 － 187,000 － 950,753

2．支出	 （単位：円）

支出内訳 2020年度
予算

2020年度
実績

2021年度
予算

予算比
（実績－予算） 備考

局
運
営
費

①交流局 619,000 29,925 492,000 462,075
旧百周年事業企
画委員会（交流
室事業）

②教育支援局 40,000 2,940 40,000 37,060
旧百周年事業企
画委員会（教育
支援事業）

③環境企画局 0 0 40,000 40,000
旧百周年環境企
画委員会（小石
川の杜 PJ）

④基金局 10,000 0 10,000 10,000 旧百周年募金委
員会

⑤ 伊藤長七
　研究委員会 139,000 139,000

諏訪寒水会、小
諸寒水会出張旅
費（新規）

⑥ 特別委員会
　（みん百残作業） 19,000 49,363 0 － 49,363

旧百周年事業企
画委員会（みん
百部会残作業）

小計 688,000 82,228 721,000 638,772

事
業
費

①交流局 3,478,000 1,605,118 3,818,000 2,212,882
旧百周年事業企
画委員会（交流
室 事 業 ）、IT 環
境整備

②教育支援局 5,220,000 3,155,543 5,220,000 2,064,457
旧百周年事業企
画委員会（教育
支援事業）

③環境企画局 169,000 68,640 1,050,000 981,360
旧百周年環境企
画委員会（小石
川 の 杜 PJ）、 植
樹 2 回

④基金局 80,000 146,300 200,000 53,700 旧百周年募金委
員会、返礼品

⑤伊藤長七
　研究委員会 0 0

⑥特別委員会
　（みん百残作業） 3,927,000 4,435,200 200,000 －4,235,200

旧百周年事業企
画委員会（みん
百部会残作業）

小計 12,874,000 9,410,801 10,488,000 1,077,199

事
務
運
営
費

1．人件費 1,664,000 652,320 1,864,000 1,211,680
事 務 局 3 人（ 常
勤 1、非常勤 2）、
交流室（紫友ス
タジオ管理 1 名）

2．OPP 封筒代 16,000 15,275 0 － 15,275
3． 宛名台紙作成・

印刷費 57,000 57,760 0 － 57,760

4．封入作業費 34,000 39,812 0 － 39,812
5． 局出し費用・

郵送料 150,000 147,121 0 － 147,121

6．その他経費 125,700 25,996 0 － 25,996
小計 2,046,700 938,284 1,864,000 925,716

予備費 300,000 0 300,000 300,000
当年度支出合計（D） 15,908,700 10,431,313 13,373,000 2,941,687

次期繰越金（C － D）
＝ E 32,216,144 38,292,742 30,920,742 －7,372,000

再計（D ＋ E） 48,124,844 48,724,055 44,293,742 －4,430,313

当年度収支（A－D）－9,907,700 －3,831,102 －7,372,000 －3,540,898

営業時間
平日 11：00～22：30
土日 11：00～22：00
〒113-0021  東京都文京区
本駒込6-2-2　大和郷ビル1F
三田線千石駅A4口徒歩2分　
JR巣鴨駅徒歩6分

千石中華
☎03-5976-1220
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役員の20％以上、又は評議委員の10％以上、若しくは正会員の2％以上の要請で開催

特 別 総 会 （最高議決機関）

同窓会活動の方針、決算および予算の議決　役員の選任

評議委員会 （議決機関）

（議決機関）
役員で構成　理事・局長会からの提案を審議　評議委員会の議案作成

理 事 会

局 長 会 〔執行機関〕会長・副会長・局長・副局長で構成　各局の連絡調整、議案作成

紫友交流室、クラス連携、周年行事、地域連携、国際交流
交 流 局 同窓生の人材交流を促進する

留学支援、設備貸与、教育環境改善支援
教育支援局 現役生の教育支援を行う

教職員・生徒やPTAと連携して、「杜プロジェクト」を遂行する
環境企画局 杜プロジェクトの継続推進

同窓会活動を資金面で支える、各種基金の企画・運営・管理
基 金 局

現役生支援窓口、OBOG会活動を横断的に活性化
部活後援局 部活動での交流、支援を行う

会報、HP、メルマガ、FB、twitter
広 報 局 同窓会活動への関心を高める

資料室管理、デジタル年史制作、デジタルアーカイブ維持管理
資 料 局 同窓会活動の歴史を記録する

同窓会会計　対象局基金会計　対象局

伊藤長七研究プロジェクト

同窓会と連携して母校の支援を行う

一般財団法人　紫友会

事務全般、総務庶務、法務対応、議事録・文書作成、一般会計管理、
同窓会名簿管理、情報管理

事 務 局

次の百年を担う人材の育成
●同窓生の人財交流
●現役生の教育支援

組 織 図

紫友同窓会　新組織図

紫友同窓会　役員一覧（敬称略）　　2021/6/7

◯新任役員☆

事務局長　清水 茂 監事　高橋 俊一理事　笠原 盛泰

任期について
　新任者・再任者　⇒新規約第十六条と第十七条の規定に従い、2 年 / 期（通算 3 期まで）とする。

理　事 031D 清水 茂 ○ 再任（3 期 1 年目）

理　事 031G 関口 健勇 ○ 留任（3 期 2 年目）

理　事 032I 富田 晴彦 ○ 再任（2 期 1 年目）

理　事 035C 虫明 智恵子 再任（2 期 1 年目）

理　事 035D 河村 英敏 ○ 再任（2 期 1 年目）

理　事 035G 安藤 眞規子 再任（2 期 1 年目）

理　事 035G 松本 好史 再任（2 期 1 年目）

理　事 039J 久光 一誠 留任（3 期 2 年目）

理　事 056C 梶田 真里 留任（3 期 2 年目）

理　事 064B 渡邉 和眞 再任（2 期 1 年目）

監　事 019E 高橋 俊一☆ 新任

監　事 028E 伊藤 みどり 再任（2 期 1 年目）

監　事 029B 月田 陽子 ○ 再任（2 期 1 年目）

役員 評議委員 新任・留任・再任
会　長 027C 戸叶 司武郎 再任（2 期 1 年目）

副会長 021G 鈴木 由美子☆ 新任（暫定）

副会長 022E 並木 隆 ○ 再任（2 期 1 年目）

副会長 028C 小堤 康史 再任（2 期 1 年目）

副会長 031H 尾名高 勝 ○ 再任（2 期 1 年目）

副会長 040G 中代 次郎 ○ 再任（2 期 1 年目）

理　事 017A 高井 俊成 再任（2 期 1 年目）

理　事 018I 河井 興正 再任（2 期 1 年目）

理　事 019E 伊藤 正俊 ○ 再任（2 期 1 年目）

理　事 021A 岡村 幸二☆ 新任

理　事 022D 杉渕 武 ○ 再任（2 期 1 年目）

理　事 023C 古山 光久 ○ 留任（1 期 2 年目）

理　事 030H 笠原 盛泰☆ ○ 新任

副会長　鈴木由美子 理事　岡村 幸二
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　現代陶芸の世界で独自の道を切り拓き、その創作活
動は、陶芸作家の枠を超えて多方面に広がる林香君（は
やし　かく）さん。その大地と熱とが融合した作品の
数々は、陶芸の枠を超えて観る人それぞれに強烈な印
象を残します。ある春の浅い日に、日頃は芸術と縁遠
い編集 2 名が栃木県芳賀町にあるアトリエを訪ね、同
窓生作家の来歴、創作の原点についてお聞きしました。

◎�お生まれは台湾とお聞きしました。どのようなご一
家でしたか。

─台湾の南部、台南市の生まれです。2 歳下の弟（編
集註：林星舟さん（026C）・医師）と一緒に、父方の祖
父に育てられました。伯母が書いた本によれば、宣教
師の Dr. マックスウェルから西洋医学を学んだ家系で、
祖父はマラリヤ、コレラなど熱帯病の名医でした。12

人きょうだいの伯母 2 人も戦
前の東京女子医専（現在の東
京女子医科大学）に進むなど
一族には医者が多いのです。
父の世代は日本統治下の軍国
教育を受け、父も学徒召集で
特攻隊に配属し、死を覚悟し
ました。終戦後に台湾を離れ、
東京で教育関係の事業を始め
ました。

◎台南市で過ごされた幼児期のご記憶は。
─そうですね。一番、記憶に残っているのは、生い茂っ
た葉の小さな隙間から太陽の光が地表に届くと、地面
に無数の丸い形が現れ、ピンホールカメラのように太
陽の像が現れたことです。強烈な光の点々がとても不
思議でした。台南は北回帰線に近いので、夏至前後の
1 週間、太陽が真上を通過する時は建物の影が消える

のですね。
　台南は自然が豊かで、ゆったりとした時間が流れる
町でした。昔はどこでもそうだったと思うのですが、
職人さんの手仕事が街中に溢れていました。小学校へ
行く道の途中に鄭成功廟があって、樹影が 10m は超え
る大木の盛り上がった根瘤（こぶ）に座り胡弓を弾く
寿老人がいたり、テーブルや椅子の脚を魔法のように
小気味よく削り出すロクロ師、楠（クスノキ）のいい
香りをいっぱい立てている仏師の鑿（のみ）の音、そ
の楠の木くずを集め喜んだり、干し肉を炙る燻煙のな
かの職人の作業を飽きずに眺めていたことをよく覚え
ています。

◎ �10 歳の時にご家族と日本に移住されましたが、小
中学校時代はどんなお子さんでしたか？

─ 1963 年、東京オリンピックの前の年、小学校 4
年 1 学期の 6 月末に来日して、文京区宮下町（現在の
千石 4 丁目）の家から、学区内の林町小学校、文京十
中に通いました。今まで使っていた言葉が全く通じな
い環境になったのです。家での会話は日本語と決めら
れ、50 音表と辞書を持たされ、“あいうえお”から始ま
り、懸命に新しい言語を学びました。
　2 学期が始まって学校に行ったら、友達と普通に話
せるようになっていました。「算数」の文章問題は、質
問の意味が分からなくても漢字と数字から推理して答
えを解くのが得意でした。ただ、意味の理解や暗記が
必要な「社会」は一番大変でした。
　中学でも理数系の勉強の方が好きでしたし、高校受
験は家の事情もあって公立の 41 群（学校群制度）に絞っ
ていたので、運よく小石川は徒歩で通学できる最高の
学校でした。印象的だったのは、ひらがなの「あいう
えお」は「愛」で始まり、高校で習った古文の「いろ
はにほへと」は「色」から始まること。日本語は「愛
と色」の世界なんだと、ほどなく源氏物語に出逢い、
不思議に納得したものでした。

◎�小石川高校へ入学した 1969 年は、高校紛争が始
まった年ですね。先生方やクラスの思い出はいかが
でしょう。

─今思っても人生で一番多感な 3 年間でしたね。バ

同窓生訪問

土と火との対話を重ねて
─私が選んだ創作のみちのり─

2021.3.12� 024A 林 香君
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リケード封鎖や政治的な生徒集会など、今の人たちに
は考えられないでしょう。クラブは体操部に入りました
が、鉄棒をやっても腕の力が弱い私には向いていない
と諦め、もっぱら選択授業の美術（大勝恵一郎先生）
と工芸（前田泰彦先生）に打ち込みました。生物と地
理の先生からも大きく影響を受け、数学は担任の青木
太夫先生と田辺仁士先生でしたが、最も闘いを挑んだ
授業でした。クラス替えが
ない高校生活だったから
か、卒業後もクラスの仲間
はずっと仲が良くて、グ
ループの LINE や FB で常
に繋がり、宇都宮にみんな
が来てクラス会をやったこ
ともあります。

◎�高校卒業後、進学した早稲田大学理工学部を辞めて
東京藝術大学に転学されたのですね。

─今思うと、小石川の自由な学校生活の中で感じ取っ
た「立志・開拓・創作」の校是は、私にとって、至極
合致するものでしたね。父は林家に脈々と流れる医者
の道に進ませたかったようですが、祖父の他界後の高
校 1 年の時には好きな美術で何か表現したい思いを心
に秘めていました。藝大志望を伝えても父には大反対
され、内緒で受験しましたが、1 次試験を突破しても結
果は 2 次試験までだったので、もっと受験専門の勉強
や対策が必要だと知りました。
　早稲田へ入学してからも悩んでいたある日、都電荒
川線の面影橋の電話ボックスで順番待ちしていた女性
と知り合いました。不思議なことにその方は藝大の卒
業生で、自宅で藝大受験の塾を開いている方でした。
また、そのアトリエの場所も偶然、我が家と父の会社
の中間に引越されて、私には運命的なものを感じまし
た。父に相談すると、それなら監視の目が届くと思っ
たのか、1 度限りの藝大受験再チャレンジを認めてくれ
ました。

◎�早稲田に在学しながらの浪人だったのですね。
─はい。1972 年のことですが、私にとっては特別な
年でした。9 月に田中角栄首相が北京に飛んで日中国
交が実現すると、成人に達しない私は、父の考えに従
う形で日本国籍に移行することになりました。その申
請の仕組み上、私は一時、「無国籍」の状態となったわ
けです。こんな若い時の経験から、逆に国境がない芸
術の道へ進もうと強い気持ちを抱いたのです。

◎�藝大では陶芸を専攻されますが、そのきっかけは何
だったのでしょう。陶芸と言えば、各地の窯で何年
も修行を積むようなイメージがありますが…。

─骨董好きだった祖父は、私が 2 歳から 9 歳までの
時期、土曜ごとに骨董屋を回ったり、幼い私を膝の上
に乗せては、収集した宋や明、清の時代の器に触れさ
せたり、スライドを見せながらその来歴を話していた
そうです。そのせいかも知れないけれど、土の持つ感
触や色合いなど日常にある美しさに惹かれました。
　美術学部工芸科は、陶芸科以外に彫金、鍛金などの
金工、漆、染織に分かれていますが、他に迷いはなくて、
後にお 2 人とも人間国宝になられた藤本能道先生・田
村耕一先生の両教授について、粘土作りの一から学び
ました。他に「愚山人」と自称されていた浅野陽教授と、
藝大教授のゴールデン時代に学べたことが自分の制作
の幅を広げました。

◎�卒業後はどのような道を歩まれましたか。この地に
窯を開いた経緯をお聞かせください。

─在学中に（特に工芸の学生に与えられる）安宅賞
をいただき、卒業後は益子にいた先輩から、ある会社
の厚生施設の立て直しに来てくれないかと声がかかり
ました。そのお手伝いを夢中でやって、3 年間で赤字を
ゼロにして辞めたんです。ただ、益子の中にいるとみ
んなが近すぎて、互いに人の動きがすぐに伝わってし
まう息苦しさもありました。その頃、ある益子の方から、

（芳賀町の）この辺りの山一帯をお持ちの地主さんを紹
介され、来てみたら素朴で何もない所がいっぺんで気
に入りました（笑い）。

◎�益子で作陶の経験を積み、ご結婚されてからの仕事
と子育ての両立は大変だったのではないですか。

─子育てをしている時は、空いた時間は土に集中し
ました。でも作陶しながら、型にはまったものに満足
できない気持ちがあって、「方向転換」というか、自立
して行く道を選びました。一口に陶芸と言っても、伝
統工芸と現代工芸などいくつかの流れがあるんです。
私も再スタートした年の春は、事情もわからないまま
色々な公募に作品を出しましたが、自由に表現する土
俵でやっていくことを決めました。学長になられた藤
本能道教授に「自由に作ったらいい！」と背中を押さ
れました。この頃に次々と賞にも恵まれました。

◎そこで伝統的な焼き物と離れたのですね。
─そうですね。これも運命的なことですが、1989 年
のベルリンの壁崩壊の日（10 月 3 日）は、たまたま私

青木 太夫先生
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だったんだっけ、と思い返してみて、結局、報道写真
などに心が動くのも、高校や浪人時代に起きた身の回
りの色々なことがここでリンクしてくる気がするんです
よ。普段、あまりこういう話をすることはなかったので
すが。

◎他にご自身にとって大切な出会いやエピソードは。
─話はさかのぼりますが、91 年くらいに、宇都宮で
書家の中井史朗さんという先生とお逢いしました。そ
の頃、私が 40 歳近く、先生は 80 歳代だったでしょうか。
中井先生のところに通いつめ、一度だけ展覧会をご一
緒しましたが、漢学・古文・文字のいろんな話を学び
ました。その時に先生が、創造の「創」の字は本来、
刀で傷をつける意味だという文字の話をされました。
切れた傷の下から新しい皮膚が上がってくる。物を創
るということはそういうことだとか。
　また、「○」を書くときに筆をどう動かすか。「八面
出鋒」と言ったかな？　要するに筆の全部の面を使う
ことを教えてくださって、文字と書法、いろんな哲学
を先生から学びました。結局、中井先生との数年間の
やり取りは、自分にとって生涯を通して大変重要な期
間だったと思います。
　もうひとつ個人的な出会いで、大切な人がいます。
93 年に朝日陶芸展でグランプリを取った後に、講談社
の編集長が（エッセイストで CM ディレクターの）檀
太郎さんご夫婦を私に引き合わせるために連れて来ら
れました。奥様の晴子さんは藝大の彫刻の先輩でもあ
りました。それから私が大学に勤務するまでの 10 年間
くらい毎週ここに通って来て、朝から暗くなるまで料
理や器、陶芸のイロハを語り合って、得難い生涯の友
になりました。
　当時、私は子育てをしながら作品もなかなか作れな
い頃で、晴子さんがいつもそばにいて本当に助けられ
ました。彼女は私に仕事をさせたかった。彼女自身は
義父檀一雄や家のために彫刻をやめたからこそ、私に
は仕事を続けて欲しいと、わざと私を誘い出したので
す。太郎さんがいるところで、「香さんと一緒に韓国に
行きたい」とか「今度はローマに行きたいんだけれど」
と。そうすると大体は「ああ、いいよ」ということになっ
て、2 人でしめしめと……。晴子さんともう 1 人の作家
の友人と一緒にローマに行ったりしました。私を日常
から引き離して、創作の方に向かえるようにしてくれた
のが晴子さんです。

◎�創作活動は様々な人を巻き込んで広がっていきま
す。そこでは自分の力も大事だけれど、何かの繋が

の誕生日です。そういう時代のうねりの中で生まれた
作品『風の標』が受賞。私は自分自身、藝大を出て以来、
何をやっているのだろう、一体自分は何をしたかった
んだろう、とずっと考えていました。30 代後半に入っ
た頃です。1991 年 6 月には雲仙普賢岳の大火砕流が起
き、作った『City X』が受賞します。雲仙は、T 細胞
白血病で亡くなった藝大の 1 年上の先輩の出身地とい
うこともあって、天変地異のスケール感への感動と地
球上で起きている事の重大さを形に残していく制作を
するようになっていきました。

◎ �1989 年からの数年は、世界的なパラダイムシフト
の転換点と重なります。

─ 89 年から方向転換して、そこから徐々に国際陶
芸展など活動の場が広がって、92 年にドイツでの現代
工芸美術巡回展に選ばれた「ひとすくいの海」という
作品は湾岸戦争と環境破壊をテーマにした作品で、フ
ランクフルトの工芸美術館の円形ホールの真ん中に展
示されていたことに、感動と共に恐縮しておりました。
　93 年の朝日陶芸グランプリを受賞した作品は、1.8m
くらいの大きさの「一」という形を愚直に表現しました。
多分、その時に、自分は一からもう 1 回やり直すとい
うつもりでやってきたから、ただ単純に一文字と、大き
い粘土をグワーッと切って、それを分けて焼いたもの
です。その数年後、97 年に「0 の軌跡」という作品が
生まれ、現代工芸美術展の大賞を取ったのですが、こ
れが自分の生涯のテーマになっていきます。

◎作品は社会的な出来事と重なり合うのですね。
─今 思 うと 私 は、
お茶碗やお皿がどう
こうという世界から、
一気に変わったんで
す。先ほどの「ひと
すくいの海 」から、
自分は一体何だった
んだっけ、何が好き

イギリスでの国際陶芸ワークショップ

焼成窯の温度調節
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りや引き合いがすごく大切ですね。
─ドイツの巡回展から帰国して 1 か月後ぐらいに、
下野新聞に頼まれた講演会で、直木賞作家の生島治郎
先生の前座として、誰かのピンチヒッターだったのか、

「感動を拾う」というタイトルで講演をすることになり、
ここで新たな運命の出会いがありました。その講演会
に宇都宮学園の上野
秀文理事長（宇都宮
文星短期大学学長）
と上野憲示先生が聴
衆の中に居られまし
た。数日後、私のも
とに来年の新入生に
同じ講演を依頼され
たのが、大学との最初のご縁なのです。
　それから数年後に文星芸術大学の設立準備委員を務
めることになりました。

◎�宇都宮市に新設された美術系の単科大学で、教鞭を
取られることになったのですね。

─学生たちへの講演会におられた小林利延先生（西
洋美術史・のち川上澄夫版画美術館館長）から、「今日
はありがとう。ところで工芸と彫刻の違いをどういう風
に説明したらいいのかね？　専門ではないのに工芸論
を教えさせられているんだ」と言われました。
　そこで、ちょうど藝大でのこんなエピソードを話しま
した。ある彫刻の先生が壺型の大きな作品を作ってき
て陶芸の窯で焼いたら、爆発が起きて底が抜けてしまっ
たのです。外側から見るとそんなに変わらないけれど、
先生の大事な作品なのに、爆発を起こしてしまった。
生徒たちはみんな真っ青になって先生を呼びに行った
ら、「ああ、大丈夫、大丈夫。形がそのままだったら彫
刻は底はいらないよ」と。彫刻は底がいらないけれど
工芸には底がいりますと言ったら、次の年にその授業
が私に振られてきました。誰かのピンチヒッターでやっ
たはずの講演会から、まさかその後、この大学で 2017
年まで、25 年以上教えることになるとは……。こうい
う風に運命のようにだんだん繋がっていくことってな
かなか無いかも知れないですね。

◎�作品制作と公共空間での展示、大学での講義など大
変多忙な中で、地域の学校と連携して子供たちとの
ワークショップにも長年取り組まれていますね。

─アートを通しての社会貢献という視点では、昨年、
栃木県庁の 1 階に陶壁「とちぎの宝　華厳の滝」を展
示しました。この作品は、県立美術館の陶芸ワーク

ショップに参加した小中学生と大人たちによる共同制
作で、華厳の滝の四季を表現しています。
　「七色土玉プロジェクト」は、七色の粘土を使って誰
でも自らの感性を形にする創作の面白さに触れようと、
元々は学校の美術図工科のために開発したものです。
それが今は、障害を持っていたり難病と闘っている子
供の施設・病院、過疎地の学校などで取り上げられる
ようになりました。私も、できる限り現地でお話しなが
ら一緒に制作していますが、毎回、こちらの予想を超
えた作品に出合うのが楽しみなんです。

◎�最近の活躍や作品までお話がたどり着きませんが、
昨年の「工藝展」（東京国立博物館）に出展された
作品は、黒と赤茶色の釉薬の重ね合わせが太古から
現代へ続く地層の重なりとも思えるようでした。今
の時代にこれから挑戦したいことは何でしょうか。

─コロナ禍によって、世界中の人々が強制リセット
ボタンを押されたように、人と人との距離が物理的に
切り離されました。あらゆる芸術はずたずたに切り裂
かれたと自問自答を繰り返しました。私の答えは、芸
術が心と心をどのよ
うに繋いでいくかを
追うことにあり、心の
中に残る作品にチャ
レンジしていきます。
　そんな思いから、
最近、地元さくら市
の県指定文化財「瀧
澤家住宅」を会場に、仲間たちとの作品展『祈りの中
から生まれて』をプロデュースしました。
　以前には、東日本
大震災後に 5 年間開
催した『芸術連鎖』
という展覧会で、延
べ200人超のアーティ
ストの作品を紹介し
ました。困難に見舞
われるとすぐ動き始

工房内のエアーフィルター

様々なジャンルの作品を一堂に

七色土玉優秀作品

作品「思惟─2020─」と
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める救命救急隊のようなところは、ある意味、祖父か
ら受け継いだ心の医術の DNA かもしれませんね！　
今秋は NY から個展のオファーがあり、コロナを超え
て新しいチャレンジがまた始まります。

◎�最後に、若い同窓生や現役生の皆さんへ伝えたい言
葉があればお願いします。

─よーく観察し、よーく考え、自分を信じて進んで
いく。私はいつも自信がなくて、これでいいのだろうか
と石橋を叩いて叩いて、叩いても渡らないことが多い。
作品を作るときの多種多様な試験もしつこいし、諦め
が悪い。（陶芸は）焼成化学の世界でありながら、哲学
的な深さが存在します。どこまでもチャレンジが続くし、
やってきたことを悩み、もっとベストがあるのではない
かと考え続けて、結論にたどり着かない日々を過ごす。
何かを形にするには、年月の長さと現実と夢と希望が
複雑に絡むのです。
　それでも、一筋の光は必ず見えると信じて、また進
み始めるかな！　若いみんなと一緒に！

◎�お話を伺って、林さんご自身から湧き出す熱量に圧
倒され続けました。創作の発想や制作のご苦労、さ
らには、海外でのエピソードなど、お聞きそびれた
ことがたくさんありました。これからも更なる挑戦
とご活躍を期待いたします。

　陶芸作品を 3 つの角度から眺めるという貴重な
経験をしました。最初は昨年 11 月上旬の東京・
上野の東京国立博物館。コロナ対策で、チケット
販売も見学時間もネット予約制。厳粛な展覧会場
で、林さんの「ゼロの軌跡」の奇抜な形状と不思
議な色合いに驚き、近付いて細部を覗き込もうと
すると係員から注意され、制約の多い対面に不満
が残りました。
　2 回目はインタビュー当日。木のぬくもりに包
まれた閑静なご自宅で、林さんの幼少期から現在
に至る足跡や考え方の変遷についてじっくり話を
伺ううちに、作品のメッセージ性と魅力が胸にス
トンと落ちる気がします。そして 3 回目は、栃木
県さくら市の「瀧澤家住宅」での企画展。庭の植
栽を望み、心地よい風が渡る和室の畳の上で、同
行した新聞社の後輩と共に林さんの生解説を聞く
という、実に贅沢な鑑賞をさせていただきました。
　歴史的な転換点を魂に刻み、芸術作品に昇華、
具現化するための奥義とは……。まだまだ教わり
たいことが山ほどあります。林さん、「弟子」募
集しませんか？ 嶋沢裕志（026B）

　「芸術」には全く縁遠い小生が林さんのお名前
を知ったのは、さかのぼること十数年前、「90 周
年記念パーティ」の準備会議の席上です。そこに
参集したお一人 024A の秋山弘子さんが、「今、
上野の展覧会に同級生が陶芸作品を出品していま
す」と紹介されたことからでした。常日頃、呑み
助の一人として酒器には多少の関心があり、各地
の「焼き物」の窯や特徴を知っていたつもりでし
たが、そこで出逢った作品は自分が抱いていた

「器」の概念に収まらず、どうにも消化不良なも
のでした。
　以来、時は流れて、今回、性別不明だった作者
のお名前も含めて頭の片隅にあった疑問を解く機
会が実現しました。
　インタビュー後、事務局で保管している 024 期
の卒業アルバムをちらっと拝見しました。A 組
の集合写真右上あたりに、しっかりと前を向いて
自身の遥か未来の姿を凝視する 2 名の少女が並ん
でいました。 並木　隆（022E）

〈インタビューを終えて〉

作品「華厳」
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　昨年（2020 年）、自然保護、種の保全の基礎となる
優れた学術研究に対して授与される「日本学士院エジ
ンバラ公賞」を受賞された北潔さんは、生化学の分野
で細菌や寄生虫、がん細胞などが低酸素環境に適応す
る仕組みを解明し、世界の発展途上国を苦しめるマラ
リアの新薬開発を進めています。
　現在、北さんは長崎大大学院熱帯医学・グローバル
ヘルス研究科長として、新型コロナの予防・治療薬の
創薬研究に、寸暇を惜しむ日々を送っておられます。
多忙なスケジュールの合間を縫ってのインタビューで
語られたとっても旬なお話をお届けします。

（国立国際医療研究センター内長崎大学 NCGM サテラ
イトにて）

◎はじめにご出身からお伺いします。
─生まれてずっと目白です、今も。学校は豊島区立

目白小学校から、今
は千登世橋中学に変
わった高田中学 校。
結構、小石川に大勢
来る中学です。学習
院の一角といったと
ころにあって、有名
人で言うと、阪神タ
イガースの田淵幸一
さんがいました。

◎ご両親とご家族についてお聞きします。
─父の出身は長崎の大村、飛行場があるところです。
戦前は陸軍の連隊があって旧大村藩の殿様が連隊長で、
家来がみんな部下だったそうです。祖父はその連隊の
将校か何かで、父も東大の獣医を出て軍馬の獣医にな
りました。戦後、公職追放が解けてから専門の馬の蹄
鉄を作る装蹄師の学校を手伝ったりして、最後は麻布
獣医大（当時）の外科の先生をやりました。今、僕は
長崎にいるんですが、結局引き寄せられたのかな。
　母の実家は秋田の湯沢です。母は地主の娘で、父が「敗

残兵と没落地主の娘が一緒になった。だからお前らは
ゼロからのスタートだぞ」とよく言っていました（笑）。
子供の頃はずっと、夏の半分くらい母の実家で過ごし
ました。そこで時々ホームシックにかかって、ある時、
父と母が死んでしまう夢を見ました。泣きながら目が
覚めて、その時に不老長寿の薬を作ろうと思ったんで
す。3 歳ぐらいの頃でした。

◎ご兄弟は？
─僕は長男です。2 歳下の弟がいて、僕と違ってす
ごい硬派で剣道をやっていました。父も五中の出身な
ので、本当は小石川に行きたかったけれど、学校群入
試で竹早になったことを悔しがっていました。山下達
郎さんの同級生です。小さい頃から医者になると言っ
て、今は仙台で整形外科医をしています。

◎高田中から小石川に入学され、クラブ活動は何を？
─中学の時は超肥満児で、148 センチで 74 キロあり
ました。野球部に入りましたがあまり活躍もできず、数
カ月で辞めたのですが、ただスポーツは好きでした。
　小石川に入った時、真田幸男校長が「小石川は都立
高校だけれど 4 年制だ」とおっしゃった。要するに大
学と同じだ、と。一浪ぐらいして当然ということです。
文化系でも運動系でもいいから 1 年生の時はとにかく
サークル活動をしなさいと言うので、僕はラグビー部
に入ろうと思いました。そうしたら、その年にある高校
のラグビー部で練習中にタックルが首に入る事故が
あって、それで母親から怪我が怖いからやめてくれと
言われ、全然違う軟庭部に入りました。

◎�実は私（並木）は軟式テニス部の一年下でした。先
輩に対して失礼とは思いますが、いつも優しくて、
同学年の方からはいじられるキャラだったのでは。

─僕は性格的に今でも学生を叱ったりとかは全然で
きません。高校に入った時も148 センチ、75 キロでした。
それが軟式テニス部に入ったら、先輩からとにかく走
れと言われて、見る見るうちに 65 キロから 50 キロ台
になりました。2 年の春くらいまでは前衛でしたが試合
には出られなくて、僕としては珍しく先輩に後衛をやり
たいと言ったんです。そうしたら前衛になった A 組の
南雲幸雄君が上手くて、とても息が合いました。それ
で都大会で 64 本（編集註：ペアによるトーナメント戦
でベスト 64）まで行きました。他のみんなは午前中で
負けちゃって、残っているのは僕等だけって信じられ
ない。当時、巣鴨高校が強くてその巣鴨と 32 本決めで
対戦し、どうせ負けるだろうと思って相手の前衛をア

1冊の新書が導いた
生化学の道
抗マラリア薬、そして新型 
コロナの創薬へ
2021.4.10� 021H 北 潔
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タックしたら、その人の顔にバシッと当たって倒れてし
まった。すると巣鴨高校の全員がコートの周りを囲ん
ですごいプレッシャーをかけてくる（笑）。で、当然負
けたんですけれど……。秋の最後の試合は夕方まで残っ
てやっていたんですよ。
　そんなこともあって、頑張れば中学からやった人と
同じくらいにやれるんだという気持ちを抱きました。そ
の代わりテニスばかりやったので成績はあまり良くなく
て、クラスで 51 人中 49 番という時もありました。下の
2 人は葬式で試験を受けなかったり、特殊な事情があっ
たりで、実質的に……（笑）。あれは確か 1 年生の最後
の時です。

◎�大学受験での進路希望はどんな考えでしたか。卒業
された 1969 年は紛争のあおりで東大入試が中止と
なった年ですね。

─進路はずっと理系のつもりでした。担任は化学の
住谷正夫先生で、僕が薬学に進んだのは、そういうバッ
クグラウンドがあったのかも知れませんが、成績はあ
まり良くなかったですね。いろんな物をドライバーで分
解するのが好きで、漠然と電子工学に行こうと思って
いました。
　ちょうど 3 年の時が東大紛争です。バリケード封鎖
に機動隊が入ったのが 1 月の中旬。昼休みに何人かで
見に行ったら、催涙弾で目がやられちゃって…。東大（の
入試）がないから、成績の良い人は例えば東北大の法
学部だとか、京大医学部だとかを受験しました。それ
で翌年もう 1 回（東大を）受けると言っていましたが、
やっぱり入っちゃうといい大学だからそのままの人が
結構いました。僕は 1 年目には東工大、横浜国大、早
慶と、みんな工学部を受けましたが、すべて桜散るで、
唯一駿台予備校だけ受かりました（笑）。

◎浪人時代に、進む道が決まったとお聞きしました。
─そうですね。僕は真田先生が 4 年制だと言うのを
信じて駿台に通っているうちに、一生のうちその 1 年
だけですが、パチンコをやったんです。僕等のクラス

は悪いやつばかりで、高校のうちからパチンコ屋に行
くというのが大勢いました。僕は浪人になったら法律
的にはできる訳で、集中力を養うためと理屈をつけて
やっていました。玉があと 2、3 個しかないところで一
球入魂で気持ちを込めると、チューリップにポンと入
る。精神一統何事か……です（笑）。月曜から土曜まで
駿台に行って、1 日に 500 円負けたらもうやらないこと
にして、大体勝っていました。
　お茶の水あたりのパチンコ屋には結構、新刊書とか
岩波新書が景品に置いてあるんですよ。あの頃は玉が
1個2円で、景品交換では75個で1冊150円の岩波新書、
特に好きな西洋史の本などに換えていましたが、たま
たま江上不二夫先生（編集註：旧五中第 5 期卒業、生
化学）の『生命を探る』という本を見つけました。高
校の時は生物と英語の成績が悪くて好きではなかった
のですが、それを読んだら生物の機械論的なことが書
いてあって、核酸の構造とかよくわからないけれど、
何か面白そうだなと思いました。
　翌春、東大の入試が再開して、予備校の先生に生化
学が面白そうだと言ったら、それなら理Ⅰよりも生物系
の理Ⅱの方が通りやすいと言われ、理Ⅱを受けること
にしました。本当はあまり授業に出ないでパチンコば
かりやっていたんですが（笑）。

◎�東大に入学し、駒場から本郷では薬学部に進まれま
したが、どんな学生生活でしたか。

─僕は西洋史が好きで、教養から本郷に行く時に、
父に文学部の西洋史学科に行きたいと言ったら、本人
は日本史が好きな父から先ずは役に立つことをやれと
すごく怒られました。そう言えば小さい頃は薬を作ろ
うと思っていたなと思い直して薬学部へ行ったんです。
　実は大学院進学の時も浪人しました。4 年で研究室
に配属になると今度は実験が面白くなっちゃって。薬
学は 9 割くらいが大学院の少なくともマスターまでは
行くので、当然、僕も行くつもりでした。夏休みにそ
の試験がありますが、毎日、昼間はサッカーや野球を
やったりして、夜は先輩とビールを飲んで徹夜で実験
して、朝はほろ酔い機嫌でまた実験を続ける、という
暮らしでした。さすがに試験の前日は、家に帰りまし
たが、すごく世の中を甘く見ていたんですね。

◎眠くなったり、体力的にきつかったのでは。
─僕はナポレオンの伝記を読んでから、1 日 3 時間で
睡眠は十分だと。50 歳くらいまでずっとそれでやって
きました。さすがにこの歳になると、4、5 時間は寝な
いとだめですが、当時は 3 日連続徹夜の実験でも平気

021テニス部（卒業アルバムから）　後列左から5人目、北さん

23



でした。調子に乗って試験勉強もせずに大学院を受け
たら落ちてしまって。教授に呼ばれ、将来どういう生
活をしたいのか、良い生活をしたければ製薬会社に紹
介してやる、研究者になりたければ 1 年研究生で置い
てやる、その代わり研究者は全然職がないがどうする？
と聞かれました。即座に「是非置いてください」と言っ
て、実験をしながら今度はちょっと勉強もして 2 年目
に合格しました。
　人生は何がいいかわからないもので、1 年遅れたお
陰で僕は東大で助手になれたんです。5、6 人いた最初
の仲間は、みんなすごく優秀でしたが（ポストが無くて）
他に移っていきました。僕の時だけちょうど助手の先
輩が留学するのでポストが空いて自然に降ってきた。
今でもそうですが、学位を取ってもすぐに就職するの
は難しいんです。指導を受けていた安楽泰宏先生が理
学部に移ったので、学位を取った後は僕も理学部の植
物の助手を 3 年やりました。
　ただ、代替助手みたいなもので、ある日先生に呼ばれ、

「お前の先輩が帰って来る」と言われました。というこ
とは、出て行かなければいけない。それで名古屋大学
医学部の生化学と、順天堂大学の大家裕教授の寄生虫
学に助手の口があるけれどどうする？と、聞かれまし
た。普通だったら、旧帝大医学部の生化学に行くんで
すが、僕はたまたま家の事情もあり東京にいた方がよ
くて、それより大腸菌の研究で見つけた酸素があるな
しで代謝が変わるという研究を、もっと高等なバクテリ
アではない多細胞生物でやりたいと思って、その場で

「順天堂で……」とお願いしました。安楽先生が就職を
世話してくれたのは、最初で最後じゃないでしょうか。

◎�順天堂大学で寄生虫学の教室をやられて、それから
パラグアイに行かれたのですか？

─はい、1984 年ですね。順天堂大学は臨床検査がす
ごく進んでいて、世界臨床病理学会の会長もされた小
酒井望先生を中心に、パラグアイへの近代的な臨床検
査の技術移転という JICA のプロジェクトが始まって、
建物も機器類も全部日本から贈って、検査技師の人が4、
5 人常駐したんですが、カウンターパートである教える
べき相手が来なくなる事件がありました。プロジェクト
が崩壊しそうになって、先輩の助教授が行ってなんと
か立て直したところへ次の人を派遣することになり、
そこへ行くことになったのが僕です。
　実は、開高健の本が好きでいろいろ読んでいました。
著作の中に『北から』と『南へ』という、北米から南
米まで縦断する話（編集註：南北アメリカ大陸縦断釣
紀行「もっと遠く！」「もっと広く！」の書名で朝日新

聞社から出版）があり、その『南へ』の中で、アルゼ
ンチンで昼間から焼肉料理を食べワインを飲んでいる
場面に惹かれました。そんな下心があっての不純な動
機です（笑）。パラグアイには家族も連れて行って、そ
の後、アメリカにも留学しましたが、妻もパラグアイが
一番良かったと言うんです。
　現地では熱帯感染症の専門家として向こうの人の指
導をしましたが、あまり研究という雰囲気ではなくて、
チームリーダー兼、JICA から来るはずだった調整員の
仕事で帳簿付けもやりました。もう 1 つはドライバー
です。今はもうないと思いますが、昔は国会議員の人
達が自民党から共産党まで呉越同舟で 36 時間かけてみ
んなヘトヘトになって視察に来ました。僕等の建物を
見学している時は、居眠りばっかりしているんですが、
金曜の夜に飲み会があって「明日と明後日は何か予定
がありますか？」と代表者が聞いてきます。「いやフリー
ですよ」と言うとイグアスの滝へ行ってみたいと言わ
れる。それで、ああ来た来たという感じで車に乗せて
行きました。議員の人達に国内だけでなく（国際支援を）
解ってもらうことは重要です。やはり百聞は一見に如
かずですから。パラグアイは 1 年半くらいだったので
すが、すごく勉強になりました。

◎日本に帰国されてから大学を移られます。
─パラグアイでいろんな風土病、特に寄生虫の病気
に薬がない現状を見てきました。日本に帰って基礎研
究と臨床研究を結び付ける必要があるなという思いが
強くなりましたが、まだ創薬には踏み切れませんでし
た。1991 年に順天堂から小島莊明先生のお誘いで東大
医科学研究所に移りました。寄生虫研究部の助教授で
す。自分のグループを持てるようになった時に、北里研
究所の所長で後にノーベル賞を受賞された大村智先生
が、一緒に研究しませんかと言って下さった。北里研究
所と東大医科研は隣同士で、実は歴史的にはお互いに
すごい因縁があります（笑）。エネルギー代謝の研究を
ずっとやっていたのですが、寄生虫のエネルギー代謝は
我々とかなり違うから、そこをターゲットにして薬が作
れるのではと思ったんです。そこからがスタートですね。
　順天堂に 7 年、医科研に 7 年、そうこうするうちに、
本郷の医学部・医学系研究科に来ないかとお話があり、
生物医化学の実験系プラス国際医療協力をやる国際保
健学専攻という教室の教授に就きました。そこで 48 か
ら 65 歳までですから、一番長かったですね。
　医学部では研究活動をやりながら、一方で、学内の
ハラスメント担当でした。4 年間やって無数の事案の内
1 件だけ裁判になって解決しましたが、結構みんなちゃ
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んと収まりました。（ハラスメント事案は）東大の場合、
病院の方にも結構あって、そこで解決しないものもこ
ちらに回ってきました。その 4 年間は論文数が間違い
なく 4 分の 3 くらいに減りました。結局、話を聞いて
あげると大体みんな落ち着いてきますが、何度も聴き
取りをやったりするうちに一体、自分は何をやっている
んだろうと不思議な感じでしたね。

◎�普通なら研究以外の問題はあまり引き受けたくない
のではないですか。

─まあ、困っている人がいたら助けなきゃな、とい
うのは薬を作るのと同じだと思います。努力すれば大
体成果が上がるので、やり甲斐はあるけど。ただ、も
のすごく疲れますね。信じられないようなことが本当
にあって、ノンフィクションを書いたら、すごく売れる
本ができるのではないかと思うけれども、すぐ誰のこ
とかわかっちゃう（笑）。

◎�それだけ人間関係が濃密ということですか？　先生
と弟子というのは。

─そうですね。目的だとか何かを濃く共有している
から、うまく行く時はすごくうまく行くし、だめな時は
2 倍 3 倍にひどいことになるという感じですね。

◎ �2016 年に東大を定年退職され、長崎大学に招聘さ
れます。

─長崎大学に熱帯医学研究所という世界的にも有名
な研究所があって、共同研究をしたりしていましたが、
東大の最後の頃にそこに熱帯医学・グローバルヘルス
研究科ができて、初代の研究科長に呼ばれました。そ
の立ち上げには全く関わっていなかったのですが。

◎そのような研究所がなぜ長崎にあったんですか？
─ 1 つには、長崎は江戸時代に西洋医学を導入した
入り口です。以来、南方との往来も多く、例えば大陸

から船が着いてコレラが流行ったりしたことがありま
す。それで戦前に風土病研究所というのができ、それ
が今の研究所の前身です。
　熱帯医学・グローバルヘルス（略称 TMGH）は大学
院のコースで、グローバルに世界のことをやろうとする
と医療関係者だけでは立ち行かない、もっと文系の人
達、医療経済とか行動学とか、環境とか歴史とか、そ
ういう人達の学際的な研究が必要だと、新しく研究科
が作られました。ちょうど僕が東大最後の 1 年で、東
大が 7 割・長崎大 3 割のクロスアポイントメントで、1
カ月に 1 週間くらいホテル住まいで行っていました。
今は 100％長崎となって 6 年目、生まれて初めて単身赴
任を楽しんでいます（笑）。ほとんど毎日学生やスタッ
フと夜は飲み会をしていたんですけれど、コロナになっ
てからは全然楽しくないですね。

◎東大時代と変わったことは何でしょうか。
─東大にいた時は、講義などで学部の学生に生化学
とか生物学とか栄養学とかを教えて、それプラス大学
院生の研究の指導でした。長崎に行ってからは東大か
ら一緒に来てもらった仲間が准教授になって、研究を
一緒にやっています。ただ彼は准教授ですから自分の
思う通りにやっていますね。
　長崎に行ってからの方が論文は増えています。今、
臨床研究まで来た新型コロナ薬候補の 5-ALA（アミノ
レブリン酸）も、東大にいたらこんなに進まなかったと
思います。基礎のところは僕等でもできてマラリアに効
くことはわかっていました。ウイルスの培養はすごく専
門性があります。でも長崎大には複数のラボが身近に
あって、頼むとその成果がすぐにちゃんと出ます。また、
病院との関係もすごく近くて、泉川公一先生のグループ
が臨床研究をやってくれる。（製薬）会社とのやり取り
は僕がみんなやっていますが。東大だったら多分（組
織が）大き過ぎて動きが悪いのです。そういう点では、
こちらはコンパクトにしかも感染症でガッチリまとまっ
ている点で、本当に長崎に行って良かったなあと思いま
す。今はコロナのお陰で見直されましたが、他の大学
だと今時なんで感染症なんかやるんだという、感染症
の教室の存在意義を認識してもらわないとだめでした。

◎�外国でマラリアに罹ってバタバタ亡くなる人がいる
現状を見られて、生化学から臨床研究に入られたの
ですか？

─もともとは大学院の時に見つけた酸素があるなし
で代謝が変わるメカニズムの研究が出発点です。実は
癌細胞にもそういう面があって、僕等は抗癌剤も作っインタビュー風景
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ているんですけれど、完全にベーシック・サイエンス
です。それがはっきりとしているのが寄生虫、中でも
回虫はお腹の中にいる時は酸素を使いませんが、例え
ば肥やしの中の卵が発生する時には酸素が必須なんで
す。ものすごくドラスティックな変化がライフサイクル
の中であるので、それで回虫を材料にしてみようかと
思いました。

◎�マラリアの研究で見つけた5-ALAという物質が新型
コロナウイルスにも効くと伺いましたが、その仕組
みと研究の進展段階について説明いただけますか。

─今は特定臨床研究と言いまして、普通は薬にする
時には治験をやらないといけませんが、その前段階で
す。5-ALA は、もうサプリメントで売っており、安全
性の意味では非常にハードルが低い食品なんです。た
だ、解決すべきことはまだ一杯あって……。つまり、
サプリメントは食品なので、農水省の管轄です。
　でも 5-ALA は、癌の検出にも使え、ミトコンドリア
病という、子供さんのミトコンドリアの遺伝子に変異が
入り大人になるまでに亡くなってしまう病気を治せる
んです。このサプリメントにはリン酸塩がついていま
すが、薬として使う場合は、塩酸塩、塩酸がついている。
工場で量産できるのはリン酸塩の方で、だから安く対
応できます。一方、塩酸塩の方は、化学的に作るので
時間と金がかかるし量も少ししか取れない。そこの仕
分けが問題で、僕等から言わせるとサプリメントだっ
て効くんだから、非常時だから使っていいじゃないか
と言いたいところですが……。
　マラリアで（治療薬として）その論理でやろうとし
たら、厚労省は、食品は薬ではないからだめだと言う
んです。もちろんこのサプリメント、リン酸塩を薬にす
ることもできますが、また治験をやらないといけないか
ら、（その場合は）10 億〜 20 億円（の費用）で 5、6
年かかるわけですね。マラリアだったら待てるかも知
れないけれど、今の新型コロナだったら、そんな悠長
なことは言っていられない。日本だって、毎日何十人
という単位で亡くなっているのですから。実はこの
5-ALA は、重症患者に効くんです。まだ症例報告しか
なくて、それも僕等とは別のお医者さん達がやって学
術誌に投稿していてまだアクセプト（※）されていない。
アクセプトされれば、正式にこういうデータがあります
と言えるので、それを待っているところです。
※現在はアクセプトされています。

◎�英国のランセットとか、国際的に権威ある医学雑誌
で認められればいいのですか？

─ランセットに投稿してもなかなか……。ああいうと
ころはギルドみたいになっている場合があって、いつ
も投稿しているお得意さんみたいな人はススッと行く
んですけど、特に僕達は生命科学だから。今でも時々、
欧米系の優位性みたいなところがあって、それで一番
被害を受けているのは患者さんなんです。ですから今
僕のエフォートは 80％くらい、もっとかな、5-ALA に。
特に研究面をプロモートするのと同時にいろいろな問
題を交通整理する。それが今一番必要なところですね。

◎�予防の意味と治療の意味と、この薬には 2つの効
果があるんですか？　風邪の予防と治療では薬が違
うと思いますが、そういう薬ってあるのですか。

─要するにこれは薬ではなくて、本当にサプリメン
ト、単なるアミノ酸です。我々の身体の中でも作られ
るタンパク質の構成成分のアミノ酸ではないんですが。
5-ALA が 8 個集まって、プロトポルフィンⅨ（PP Ⅸ）
という手裏剣みたいな形をしたものができる。その中
にマグネシウムが入ると緑色のクロロフィルになり、肥
料としてもともと開発していたものです。その真ん中に
鉄が入ると赤い色のヘムになります。我々の血が赤い
のは、酸素を運ぶヘモグロビンにヘムが結合している
からですが、他にもミトコンドリアの呼吸鎖とかエネル
ギー代謝に関係する。その原材料なので、いろんなと
ころにいろんなメカニズムが作用し得る。コロナの場
合に予防になると言うのは、よく言われているコロナウ
イルスのトゲ、スパイク・タンパクにこのヘム、PP Ⅸ
が結合してウイルスが侵入し難くなるのではないか。
　もう 1 つは、細胞の中にウイルスが入ってしまった
場合には、G4 という我々にもあるような遺伝子の構造
があって、そこに PP Ⅸとかヘムが結合して機能を失わ
せるので、ウイルスが増殖できなくなる。ですから予
防にもなるし治療にも役立つ。そして重症化した患者
さんの治療は、今度はウイルスではなくて我々の身体
に効いている。5-ALA にはもともと抗炎症作用があり
ます。何故かというと、5-ALA を飲むと体内にヘムが
たくさんできます。ある一定以上飲むと、ヘムを分解
しようとするシステムが誘導され、同時に免疫を抑え
るような因子がいくつか出て、それでいわゆる「サイト
カインストーム」の暴走を抑えると考えています。
　今、症例報告として出ているのは、ちょうど去年の
今頃、第 1 波で、救急車に乗って病院を 50 か所以上回っ
て、最後に引き受けてくれた日赤武蔵野病院に到着し
た時には完全に昏睡状態だった患者さんの例です。1
日待ってもどんどん悪くなるし、昏睡状態のままでした。
担当しているお医者さんが、5-ALA はインフルエンザ
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に効くことを知っていて、このままだと明日にも死ぬか
もしれないというので、カプセルに入っている 5-ALA
を出して、1.5 グラムというすごい量ですけれど、水に
溶けにくいので懸濁液のような感じのものを鼻から
チューブを入れて直接胃に入れました。そうしたら次
の日に覚醒し、「背中がかゆい」というのが患者さんの
第一声と聞いています。その後、少しずつ飲み続けて
肺は真っ白だったのがどんどん治って酸素吸入も 2 日
後には取れて、その人は 2 週間だったかな、退院まで
の時間もものすごく短縮できました。だから、効く人に
は絶対効くことは間違いないんです。
　現段階では、その症例をちゃんと検証していないし、
噂が独り歩きしても困ります。それを大量に作れるの
は（今のところ）日本しかないので、次にどうするかと
いうのが重要です。医療従事者と高齢者施設で介護し
ている人達に優先的に供給できるようにしたいと思っ
ているんです。一番重要なのは、それを薬としてやる
のか、サプリメントでやるのか。総理大臣がうんと言
えば大丈夫と、ある省庁の人からも聞いていますが…。
　この症例は既に論文で投稿されています。プレプリ
ントという方式があって、論文がアクセプトされる前に
集めて公開するシステムが最近出てきました。要する
にサイエンスとかネーチャーとかの科学専門誌は、実
際に投稿してから掲載までに 1 年くらいかかったりし
ます。もっと実験を加えろとか、いろいろクレームがつ
いたりする。そうすると、せっかくデータがあるのにもっ
たいない。判定はジャーナルの方でやるとして、先に
オープンにした方が逆にこっそり真似をしてもすぐわ
かってしまいますから。そういう非常に良い方向になっ
ています。

◎�この会報は 8月中に発行の予定です。
─その頃までには、少なくとも日本で、みなさんに
行き渡るところまで行っていないと、僕等もやっている
意味が無いですね。（今、特定臨床研究を進めている）
25 人ずつの結果を 1 日も早く出して、長崎以外にも東
京と関西で協力してくれる大きな病院が 2 つあるので、
そこの手続きさえ済めば、おそらく一気に終わると思
うんです。研究結果を発表する段階（※）になれば、最新
の情報を掲載できるのではないかなと思います。
※ 実際に 50 人のエントリーは終りましたが、最終的に解析結果

が判明するのは、早くて年内になります。

◎ワクチンや薬についてはどうお考えですか。
─ワクチンは確かに効果があります。しかし今のメッ
センジャー RNA のワクチンというのは、将来何が起こ

るか全然わからないし、いろんな意味で長期の安全性
については注意する必要があります。一方、塩野義製
薬が伝統的なやり方で作ったワクチンの治験をスター
トして、それだと副反応とかもだいたい予想されます。
そういう努力をしながら、メッセンジャー RNA ワクチ
ンも含めちゃんとしたものを作らなければいけないと
思います。
　今一番のウィークポイントは治療薬ですが、アビガ
ンとか既存の薬の効果について、結局、去年の 12 月に
厚労省は効果を明言しなかった。どっちかと言ってく
れれば対応のしようがあったんです。僕の知っている
多くのお医者さんは、効く人もいるけれど効かない場
合もあると言っています。効いた人もたまたまその人
の免疫力が強いのかも知れないし、明らかにアビガン
が効いているという証拠はまだありませんね。

◎�学校現場ではこの 1年振り回され、また、マスク
で生徒達の顔が見えない状況でした。

─マスクで表情が見えないのも問題です。保育園の
子供達が、保育士さんの顔が見えないので、メンタル
の発達が遅れ気味という例があるという話を聞きまし
た。早くニューノーマルではなく、もとのノーマルに戻
したい。僕はそういう意味では、安いし安全だし、
5-ALA を使わない手はないなと思っています。

◎アフターコロナの時代は来るのでしょうか
─よくウィズコロナと言いますけど、アフターコロナ
にしなければだめだと思う。ウィズだったら常に自粛と
かが求められます。せめて昔通りに戻して、逆にそれ
をきっかけにもっと良い世の中にする。今は（国際的に）
ワクチン格差とかがあって、そういう大きな問題点を
炙り出したという意味では、これから災いを転じて福
となす試みをすることが大事だなと思います。

◎�本日は長崎から帰京されたばかりのお忙しい合間
に、長時間にわたって
インタビューにお付き
合いいただきありがと
うございました。ご研
究の進展を心より期
待しております。

＊紙面の都合により
〈インタビューを終え
て〉は 60 ページに掲載
しました。
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校友の精神を吾が
　会員より送られてくるお手紙、投稿を中心に、同窓生の文章を掲載いたし
ます。どの文からも五中、小石川の立志・開拓・創作、自由闊達な精神を感
じます。皆様も是非ご投稿ください。表題は校歌の一節から採用しました。

（編集註）
　昨秋、事務局に 01C 須賀恒夫さん（昭和 18 年入学・
23 年卒業）より長文の随筆 2 篇（A篇・B篇）のご
寄稿がありました。A篇「ゆかりの色をかざし来し
方─花の五中と歩む─」は、戦時下を過ごした五中時
代の先生方や学友の思い出を、B篇「わが音楽の青春
彷徨」は、ご自身の西洋音楽との出会い、ドイツ歌曲
と戦前戦後の著名指揮者と管弦楽団の感想、さらには
勤務した小西六写真工業時代に参加された東ドイツド
レースデンでの国際写真学会会議の様子など、過去の
記憶が丹念に記述されています。今号では須賀さんの
ご了解をいただき、その一部を抜粋し、全文はあらた
めて同窓会HPに掲載する予定です。なお、文中、先
生方の（在職年）を付しました。

1　はじめに
　私こと須賀恒夫は昭和 18 年 4 月、東京府立五中に
入学、学業を経て社会に出てから現在に至ります。
　この度同窓生の五中回顧「立志・開拓・創作─五中・
小石川高の七十年─」を再読して、急に過去の記憶が
蘇り、五中の創立、入学のこ
と、戦争、終戦から卒業前夜
までを描いてみたく、古い記
憶を辿りながら拙文を作成し
た次第です。

2　�五中創立のころ　（略）

3　戦時における五中
　吾らが五中に入学した頃は
戦時中でしたので五中生のネ
クタイ姿も過去となり、生徒
の姿は上から下までカーキ単
色でした。昭和 18 年 3 月、
五中の入学試験が行われて小
雪の降る運動場を何周も走ら
されました。体力が重視され
た時代で落伍するようであれば合格の見込みは薄れま
す。受験生はまず運動場を走り、次に学課の試験が行
われ、許された者は晴れて正門をくぐることとなりま
した。
　駕籠町の校舎で授業が始まりました。学課の他に軍
事的行事が多く、以下、授業と先生方の印象を記した
いと思います。
　矢沢克先生（1929 〜 45）は大学で歴史を専攻されて、
明るく朗らかな性格で岳王と呼ばれ、白墨の小箱にも
岳王と書かれておりました。信州のご出身で、冬の寒
い夕方に小学校の帰り道に食べた焼き立てのサツマイ
モの味が忘れられないと申されました。地理の長津一
郎先生（1941 〜 45）は小柄ながら敏捷な先生で、駕
籠町のプールで飛び魚のように水泳の指導もして頂き
ました。当時、プールに使う水は地下水を汲み上げる
方式でしたので、ポンプに使う燃料が不足しがちで苦
労されておられました。しばらくした後に地理を小川
武先生（1944 〜 52）に教わりましたが、物静かな優
しい先生でした。
　赤羽駅から荒川の土手に出て、ここから小一時間ば
かり戸田橋の方向に歩きますと五中の農場があり、園
芸の鈴木昭三先生（1944）から農作業の実習を受けま
した。軍隊式の口調で叱責されることが多く、都会の
少年に土の匂いを覚えさせたかったようでした。
　柔道と剣道が正課になりました。私の本籍の埼玉は
剣道が盛んな地で、上泉の新陰流、秩父の一刀流が知
られ、小さい頃は桑の木を腰に差して遊んでいました。
上泉秀綱は新陰流の流祖として名高く、奈良の剣豪柳
生家を配下に擁しさらに沢庵禅師を加えた剣禅一致の

ゆかりの色を
かざし来し方
─花の五中と歩む─（抜粋）

01C　須賀 恒夫

筆者近影

若き日の筆者
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校友の精神を吾が
柳生新陰流として将軍家
の指南役を務めました。
新陰流の極意は三学円の
太刀の「一刀両段」で、
稽古には竹を赤い牛革で
巻いた袋竹刀を使いま
す。小学校の恩師、吉成
正夫先生を郡山まで訪ね
て「一刀両段」を遣い病
魔を断った思い出があり
ます。
　秀綱の生誕地上泉は赤城の南麓、神流川の北にあり
ます。畑一面は養蚕の桑の木で覆われて、初夏になる
と赤紫色のドドメが実り、酸味と甘みが豊かな美味で
す。ドドメを食べてロマンな気分に浸り、祖父母が裏
の畑で精を込めたトマトの香りが忘れられません。

　桑の實や今日も赤城に甘き夢

　さて、剣道の寒稽古は冷える朝の暗い道場に集まり、
正座をして気持ちを統一してから始まります。鈴木幾
雄先生（1932 〜 48）は従来と同じ竹刀を使用され、
この長い竹刀での稽古はまだ体力が十分でない自分に
はつらいことでした。終わると身を清めてから学課の
授業が始まります。こんな稽古をしても風邪で休む生
徒はいなかったのです。
　当時の中学校は国から本職の将校が派遣されて厳し
い訓練が行われましたが、五中はまだ良い方だったよ
うです。しかし将校の発言力は大きく、場合によって
は校長を凌ぐこともありました。ある時、生徒に夜行
軍の訓練が課せられました。夕刻に新宿に参集して甲
州街道を西へと夜通し行軍して 10 里の道を浅川まで
歩きます。立川を過ぎ八王子に入る前で小休止した時
に夜があけましたが、ここからの路は登坂になり折か
ら睡魔に襲われる辛い行軍でした。生徒同士は互いに
肩を組み励ましあい、半ば眠りながらも歩いたのでし
た。浅川の御陵に 8時半について大正天皇陵を参拝し
て行軍は終了しましたが、落伍する者はおりませんで
した。
　さらに、習志野の兵舎や富士の裾野で質素な宿泊を
しながら野戦そのものの訓練が行われました。訓練中
に生徒の失策があれば全体責任として全員に鉄拳制裁
が科せられます。これらの教育は戦時中の茶飯事で、
現在では想像もつかないでしょう。なお、体育と教練
については C組の中台直也先生（1928 〜 47）は陸軍
士官学校の将校さんの前歴を持たれますが、全くその

気配はない中庸を心得た先生でした。D組の斎藤市四
郎先生（1939 〜 48・工作）は優しく誠に愛情豊かな
先生で、受け持ちの生徒に人気があり、卒業後も毎年
クラス会が持たれていました。
　次は五中における理科です。博物の鈴木豊先生（1924
〜 45）はカエルの解剖など指導されましたが、飛鳥
山の近くを流れる石神井川の側にお住まいで鳥類の観
察に熱心な先生でした。生徒たちに燕を初めて見た期
日と場所を教えて下さいと頼んでおられました。安武
徳次郎先生（1930 〜 44）は物理を担当され、静かで
丁寧に教えられる良い先生でしたが、病を得られて直
ぐに他界されたことは残念なことでした。お別れには
生徒一同でお伺いしました。
　化学の関野幹次郎先生（1923
〜 60）は経歴も長く、多くの五
中生が記憶されておられると思
います。地味な服装で風采も構
わないので、別名ロンドン乞食
とかロンちゃんと呼ばれる教育
熱心な先生でした。授業では毎
回のように化学実験を披露され、
生徒は大いに啓蒙されました。
それに気体の熱力学とか化学方程
式に基づく計算問題を豊富に課せられ、学力向上に大
きく寄与されました。
　駕籠町の校地東隣には理研（理化学研究所）があり
理系の東大教授は主任研究員の兼任ができました。当
時のドイツ科学は世界で最高の水準を誇り、化学の分
野でも IG ファルペンを頂点に世界的に優位にありま
した。化学実験用の薬品もドイツ製が高い純度を誇り
ましたが、理研の研究者はこれらを自由に使えました。
隣からしばしば化学実験の匂いが風に流されて運動場
に入って来ました。まるで五中が科学の学校であるよ
うな印象でした。
　数学では怪談の好きな石川平八郎先生（1937 〜 45）
の授業を受けましたが、代数は数字の入れ替えゲーム
のような印象であまり興味は湧きません。しばらくし
てから三和一雄先生（1929 〜 75）に教わりましたが、
サッカーの指導をされながら数学もよく解りました。
埼玉の本籍に従兄達が使った参考書があり、幾何の本
が面白くて読み通しましたが、これが数学への開眼で
した。大先輩である数学の小平邦彦先生は、理系にお
ける幾何の重要性を説いておられますが流石です。
　国語については眞田幸男先生（1932 〜 52・後に校
長 1964 〜 69）、増渕恒吉先生（1946 〜 49）のベテラ
ン先生にお教え頂きました。国文学を愛され、万葉集、

新陰流　八重垣の構え

関野幹次郎先生
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空襲により焼失した校舎と講堂

平家物語、太平記、芭蕉の古典に親しまれ、時枝文法
を基に徹底した基礎教育を行われた眞田先生、平安朝
文学の専門で国語辞典の編集にも携われた増渕先生の
授業はまことに幸せでした。
　英語について森一郎先生（1924 〜 47）の授業を受
けましたが、初めての外国語のこともあって馴染めま
せんでした。やがて英語は敵性語として国の命令で教
科から外されました。海軍兵学校の校長が戦争に必要
であると主張して譲りませんでしたが、結果としてす
べて廃止され英語を学ぶ者は国賊になり、後に大きな
損失であったことを悟りました。
　時勢は急速に進み、直ぐに学業を放棄して勤労動員
が現実となりました。学年クラスにより動員先は異な
りますが、我々への命令は大蔵省印刷局滝野川工場で
した。ここは厳重な監督下で紙幣や切手を印刷、製造
する職場でした。中村信夫工場長は見識の高い機械工
学者で、生徒の面倒もよく見てくださり、週に一度ほ
ど工場の広間で授業を受けることが許されました。時
節柄こんなことをしてよいのかと、英断に驚いたほど
でした。この頃、軍関係の学校への応募が急速に増え、
合格が難しくなりました。先生の中には「軍籍に入る
だけがお国に尽くす道ではないのだよ」と暗に諭され
る方もおられました。（中略）

　動員先の工場でも空襲が酷くなり、その度に印刷機
の下に潜り、警報が解除されて外に出ると高射砲弾の
破片が地面に刺さっていました。駕籠町校舎が全焼し
たことも報じられ、工場も木造部分は焼け落ちました。
飛鳥山に立ちますと池袋は焼け野原になり、新宿のビ
ル街が見渡せました。
　井上宗助校長（1938 〜 45）
が退任し、新しく澤登哲一校
長（1945 〜 58）が着任されて、
工場正面に整列した生徒の前
で就任の挨拶をされました。
昭和 20 年 6 月のことで、後に
母校の生物教師となった C組
八重樫健弐兄（1978 〜 91）が
その日の事を覚えております。
澤登校長は生徒の行動をよく
見ておられ、「オメーラ、ソンナミットモダラシネウ
コトスンナ」式のべらんめえ調で言われる方でした。
工場では軍事教練が強化され、手榴弾を腰に下げて地
面を這いながら相手の陣営に接近し投げ込む訓練が真
剣に行われました。信管を切る間合いが大切で早過ぎ
ると逆に投げ返され、遅すぎると自滅します。

　私の本籍を流れる神流川の対岸にある大都市前橋
は、ある夜に B29 の大編隊の空爆を受け市街は火の
海に包まれました。防衛する友軍機はなく、低空で我
が物顔に飛来する B29 は照らし出され、弾倉が開か
れて焼夷弾が吐き出される様が肉眼で見えました。一
夜にして前橋は消え去りました。さらに戦況は悪化し
て広島、長崎に原爆が投下されました。国内で徹底抗
戦を叫んでいた軍部も、原爆の恐ろしさを知るとポツ
ダム宣言受諾の方向に替わりました。遂にラジオから
玉音放送が流れて、無条件降伏の終戦が告げられまし
た。
　戦争はあっけなく終わりました。数日すると職場に
占領軍の兵二人が機関銃とピストルを腰の前に掲げな
がら注意深く入ってきました。職場の人々も突然の出
来事に固唾を飲みながら茫然とするばかりでしたが、
戦争に負けたことが実感されました。列車などもすべ
て停止、盛夏さなかの線路にはペンペン草が生えてき
ました。

4　復興、復学から卒業前夜まで
　終戦を告げられた生徒はただ茫然とするばかりでし
た。世の中の先のことは見当もつきません。職場では
赤紙招集により男性作業員が大きく減っており、中学
生の負担も増しました。焼け跡整理の硝煙で帽子のム
ラサキの校章も陰りました。生徒はただ黙して働くの
みでした。戻るべき母校の校舎はすでに失われ、滝野
川の造幣廠跡に移り 11 月から授業が行なわれました
が、荒廃した雰囲気でとても学校のような環境ではあ
りませんでした。滝野川にいる時でしたが教育熱心な
英語の関口孝三先生（1924 〜 49）が米軍の高級将校
を連れてこられて小一時間ほど本場の英語を聞かせて
くださいました。すぐ最近まで敵性語として駆逐され
ていた言葉なので生徒の理解までには至りませんでし
たが、大きな刺激になりました。
　しばらくして同心町の鉄筋校舎に移り、生徒たちは
駕籠町に戻ることもなく卒業まで勉強しました。ここ

澤登哲一校長
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校友の精神を吾が
で英国人のアイバン・ベル先生（1948 〜 71）に本場
の英語を教わりました。大塚駅から徒歩で学校へ通わ
れたお元気な先生で、リトル・ロンドナーを購読され
ました。本場の英語は発音も明瞭で分かりやすい先生
でした。このようにして次第に英語に慣れてきました
が、勤労動員による学力の低下は大きく、簡単に修復
できるものではありませんでした。
　終戦とともに優秀な人材を集めていた軍関係の学校
が全て廃校になり、生徒たちが巷に溢れましたが、動
員組ほど学力の低下はないようでした。さらに疎開な
どで地方に分散していた生徒が復学しました。このよ
うに生徒の出入りが激しくなって組替えもあり、従来
からの組も一定せず、落ち着かないまま年が過ぎまし
た。

　この時救いだったのが放課後に設けられた研究会で
した。私は関野先生が主催される化学研究会に入れて
頂きました。先生のお陰で実験も楽しくかなり自由に
できました。あるとき硫酸銅の濃い溶液を作りました。
溶液の温度によって溶解度が違うことを本で知ってい
ましたので、試しに本の微結晶をビーカーに糸で吊る
して帰宅しました。一日おいた月曜日に来てみると長

さ約 8cmの硫酸銅の単結晶が溶液内に吊り下がって
おりました。斜方晶系の見事な結晶であり、理論的に
は可能ですが大きな単結晶ができるには様々な条件が
一致することが必要です。関野先生はじめ他の先生も
驚かれて色々と検討されましたが、折から開催された
創作展に発表させて頂きとても嬉しい思い出になりま
した。（中略）

　さて同心町での生活もやがて受験地獄の社会に変わ
ります、折から学制改革が施行されて従来の小学 6年、
中学 5年、高校 3年、大学 3年が、全体で 1年短縮さ
れて小学 6年、中学・高校各 3年、大学 4年に変わり
ました。この短縮に対する異論もあったのですが、日
本側の主張は一切通りませんでした。さらに定められ
たコースを踏んだ生徒の他に、軍関係と旧制度の受験
生が溢れた厳しい受験でした。この変更に国会での審
議が追い付かず予算が決定したのは 6月でそれから入
試が行われました。幸運に網にかかっても入学は 7月
になり 1学期の授業はできずで、学生は折からの食糧
不足に耐えて辛い生活を送りました。
　教養課程ではドイツ語の授業が多く行われました
が、ドイツ化学が優位にあった時代です。音楽を通し
てドイツ語に接して、ゲーテ、マン、ヘッセ、シュト
ルムなどの作品を興味深く読みました。やがて専門課
程に進みましたが工学部応用化学科には全国から相応
の士が集まり、ドイツ語で講義をされる教授もおられ
ました。そしてクラスの中に五中で関野先生から化学
を学んだ輩が 5名いたことは大きな驚きであり、ご薫
陶の深さに改めて感謝を捧げました。やはり五中は理
科の学校だったのです。やがて、我らの学校生活も終
わりを告げました。（全文は同窓会公式ホームページ
に後日掲載予定です。）
5　長期間ご指導頂いた先生方　（略）
6　五中教育の概観　（略）

五中化学研究会　後列左3人目 関野幹次郎先生　前列左端 筆者

税金のこと
お気軽に
ご相談
ください。

税理士法人タックスソリューション
税理士　倉林倭男　０１５Ｆ

〒150-0011　渋谷区東3-25-4-703
TEL 03-3444-7391　FAX 03-3444-8361
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　紫友同窓会報の投稿依頼
を受けたのは、奇しくも 1
年前に乗船したダイヤモン
ドプリンセスの横浜帰航予
定日、そしてコロナ禍騒ぎ
の発端となった乗客全員の
上陸禁止と 14 日間の船内
監禁を日本政府が申し渡し
た当日でした。この船は、
三菱重工長崎での製造直後
の 2004 年の処女航海から
何回も乗船してきた馴染みの豪華客船であり、2020 年
1月 20日の大寒の入りから節分までの極寒期の東南ア
ジアクルーズを、避寒を兼ねて家内と二人で楽しもう
と右舷後方の最上階 12 階のバルコニー付き客室に乗
り込みました。

　横浜出航後、鹿児島、香港、ベトナム 2港、基隆、
沖縄の寄港地を巡った後、横浜帰航予定前日の 2月 3
日、当夜中に帰航すべく速度を上げているという異例
の船長放送がありました。実は、最終寄港地沖縄での
日本入国審査に長時間が掛かったため、翌日の次回ク
ルーズ出航に影響しないよう早めの着港を計画したも
のであり、実際に暗くなりかけた頃に東京湾に入り、
20時半過ぎには航行中の船に検疫官が乗り込んできま

した。しかし、船は横
浜港には着岸できず沖
合停泊、その間に深夜
に亘り最上階客室から
再入国検疫を実施する
ので各自客室で待機す
るようにとの厚生労働
省指示が放送されまし
た。このため寝ることもできず、海ホタルを遠景に美
しい日の出を眺めるまで検疫を待っていました。
　2月 4日、朝食時間になってフロントに問い合わせ
ると、すぐ下の階の客
室を臨時の医務室にし
て、そこで検疫するよ
う指示されているとの
ことでした。この船に
は立派な医務室がある
のに、何故狭い客室で
検疫をするのか、少し
不思議に思いながら 9
時前に家内と二人で出向きました。その客室前の狭い
廊下には 10 人ほどの外国人船客が順番待ちをしてい
ましたが、その後に並んで待つことにしました。その
後日本人船客がぞくぞ
くと集まってきて、体
調の悪い人たちも含め
て長い列となりまし
た。
　早めに出てきて列の
前の方に並ぶことがで
き良かったと思ってい
ましたが、とんでもな
い。前列にいる人連が医務室に入ると 1人 10 分位出
てこない。何と1時間半も狭くて長い廊下で3密（密閉・
密集・密接）状態に置かれました。ようやく我が夫妻
の番になって入室すると、遠隔体温測定をして僅か 2
分位で検疫終了。そこでマスク等の防護もしていない
検疫官に、外の狭い廊下で多数の乗客が行列して待っ
ていると話すと、即座にそれは大変と慌てて室外に出
て行き、暫くすると体調異常者以外は自室に戻り待機
するよう船内放送が流れました。真夜中の全客室検診
を後回しにして、現場の状況も知らぬまま大きな顔を
して船に乗り込んできたのか、と厚生労働省のお役人
仕事に腹が立ちましたが、その後は下船禁止のまま通
常通りの船内生活を楽しんで過ごしました。

ダイヤモンド
プリンセス乗船と
コロナ禍

07F　仲佐 博裕

著者近影

鹿児島港のダイヤモンドプリンセス号

船内でのハンガリアン・ラプソディ・ 
トリオの熱演

ベトナムハロン湾の接吻岩 
（紙幣図柄になっている）

A703バルコニー客室内で
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校友の精神を吾が
　2月 5日、朝の船長
放送で、船客全員が 2
週間の下船禁止と客室
待機で室外に出ないよ
うにという日本政府の
指示が報じられまし
た。冗談じゃない！　
長い船旅で疲れている
上に、ようやく横浜まで戻ってきて、早く自宅に戻っ
て通常生活を取り戻そうと下船準備も万端整えたのに、
という思いが湧き出しました。この船は英国ロンドン
船籍、船会社は米国プ
リンセス社、船内はす
べて国王相当の船長の
指揮下にあるのに、後
先も考えずに突っ走る
ご維新好きの長州出の
日本国首相くんだりの
出る幕じゃない、また
上からの命令には弱い
お役人の厚生労働省やおべっか使いの大臣が、客船の
現場や実態も分からぬまま、船内を勝手に支配しよう
としているとは何事、この船は病院船でも軍艦でもな
く、主にお年寄り向けの遊び用の客船であるのだ、と
だんだんと腹が立ってきました。
　世界中を股に掛け運航しているクルーズ客船は、こ
れまで SARSやMERSのようなコロナウィルスや種々
の感染症を経験して十分な対策をしてきているし、こ
の船も乗客に対して煩いほど消毒や手洗いを強制して
おり、また船内環境でも3密状態を経験したのは前日
の客室検疫の廊下待機の時位しか思い当らない程です。
　船は 2月 5日の正午過ぎに横浜港を離れ東京湾ク

ルーズ、そして荒海の銚子沖の外洋まで航行して船内
用水の給排水処理をした後、翌朝ようやく大黒埠頭に
着岸できて食材等の詰込み作業を行うと共に、更に感
染した保菌者を下船、救急車で病院へ搬送させました。
この余録の東京湾と外洋の水処理クルーズは、3回楽
しめましたが、3回目以降は、右舷着岸から左舷着岸
になり、右舷の我が客室のバルコニーからの風景は、
活発な救護活動を直接眺められる大黒埠頭側から、美
しい富士山や落日と大小様々な船舶の往来とが眺めら
れるベイブリッジ側へと転換しました。
　この間、客室内軟禁状態ではあるものの、バルコニー
付き客室内でのんびりした生活が楽しめ、1週間ほど
は優雅な日々を過ごすことができました。なお、この
頃の船客にとっての大問題は、手持ちの常備薬が切れ
てきて、それを申請しても受領できないことでしたが、
これもお役人仕事の為せる業として自分自身は薬切れ
を我慢することにしてストレスフリーの状態を保つこ
とに努めました。
　2月 10 日夕刻、80 歳以上と高熱者の乗客を対象と
したPCR検診があり、その結果は三日後の 13日の夕
刻に電話で知らされ、妻がプラス、夫はマイナスとの
ことでした。
　呆然としている内
に、家内は身の回り品
のみで、迎えに来た防
衛医大のドクターに引
き連れられて下船、救
急車で神奈川県の市立
病院に入院させられま
した。夫の方は濃厚接
触者として独り客室に
取り残され、その後、下船までの 10日間の間、単独で
の船内蟄居をし続けることになりました。
　外国船客は 2月 17日の米人船客の帰国から始まっ
て、だんだんと減ってきて周りが閑散となってきまし
た。日本人船客も、ウィルス感染を免れ濃厚接触者に
もならなかった正常者たち 700 余名が 2月 19・20日に
下船し、21日には残留乗客は約 200 名となりました。
静かな環境下でまだまだ豪華客船生活が楽しめると喜
んでいたところ、そうはさせぬと夕方のブリッジ放送、
「2月 23日正午で全ての船内サービスを停止する」と
の驚きの内容でした。
　この日には別の驚きのニュース、入院中の家内が病
院での 2回のPCR検査ともマイナス判定となって即退
院、その夜の内に帰宅したことが知らされました。何
のことはない、2月 13日の感染検閲もマイナスであっ

バルコニー下の右舷に横付けされた 
水処理用固定艀

横浜・大黒ふ頭でのコロナ患者の移送

ぱしふぃっくびいなす出航時の日没と富士山に 
景色が変わったバルコニーからの眺め

客室内BSテレビで放映される 
感染確認人数
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て全く健康の我が身がただ濃厚接触者として監禁さ
れ、検閲結果がプラスで入院した家内の方が 2回の
PCR検査で陰性であったとして、病院から「コロナウィ
ルス感染症が軽快」という退院証明書を貰って既に帰
宅しているとは何事と、妻の帰宅は喜びながらも、医
者の権威と役人の無能さ、ウィルス検査の頼りなさ、
に腹が立ちました。
　翌 22日朝に下船指示、簡単な下船手続きをした後、
船側に横付けされていた大型バスに直行させられ、名
残惜しい横浜大黒埠頭に別れを告げ、埼玉県の税務大
学校和光庁舎若松寮に到着し、7泊 8日の間、8階の
個室での軟禁生活を強
いられることになりま
した。この軟禁状態か
らは 2 月も末の 29 日
に解放され、1月 20日
からの 41 日目にして
無事に帰宅できました
が、何故かその後も軟
禁制約は終わらず、更
に3月15日まで自宅軟禁と不自由な日々が続きました。
この間、体調は良く体温も常温、健康そのものの毎日
なのに、コロナ感染症で入院した家内が先に帰宅して
以降、自由な生活しているのに反して、最初から健全
であった我が身が何時までも拘束されなければならな
いのか、事のスタートから何か間違っているのではな
いか、との思いが増幅してきました。

　今年 2021 年になった現在も、首都圏では緊急事態
宣言が発令され続き、遊園地や都立公園、博物館・美
術館等の諸施設の閉鎖、旅行や集会の制限など、経済・
社会・文化の崩壊が進むと共に、違反に対する罰則ま
で設けて在宅を強い、仕事上でも生活上でも大きな足

かせとなって国民生活
が痛めつけられていま
す。このところテレビ
を見ても何をしても、
コロナ、コロナで、政
治家も経済人も芸能人
も文化人も一体何で騒
いでいるのか、ダイヤ
モンドプリンセス乗船からずっと健全状態を維持して
きた我が身にはまるで理解し難いことです。このよう
な規制の大本は余り当てにならないPCR検査であり、
コロナ感染の初期症状を苦労して見つけ出して今日は
感染者が何人出たかという、初期感染者数のみの根拠
に乏しい数値が根源となっています。
　新型コロナウィルスの感染力は驚異的であっても、そ
の死亡するリスクも季節性インフルエンザとほぼ変わら
ず、健康で耐菌力を持っていれば、そんなに恐れること
はない筈です。実際に少なくとも日本では、死に至る人
たちが意外なほど数少ないのに、何故、他の死に至る
多くの病気に比較して、死者数が圧倒的に少ないコロナ
感染症だけをこれ程までに特別視するのでしょうか。
　ダイヤモンド・プリンセス横浜帰航の時点で余計な
政治干渉をせずに予定通り乗船客全員を下船させ、そ
の際に体調異常者の適切な処置とコロナ感染症対策を
周知させておけば、その後の展開は全く異なっていた
との思いは今も消えていません。あの時点で時の政府
が乗船客全員を上陸不可とした初期対応の大失策、そ
れを修正・糊塗しようとして悪い方へ悪い方へと引き
ずった悪循環の繰り返しで事態をどんどん悪化させた
結果が、その後のコロナ禍の拡大、そして○○兆円と
いう巨大数字が飛び交う国難に至った今日の事態に追
い込まれてしまったものと確信しています。
� （2021 年 3月 4日記）

日本人乗船客700余名の下船状況

人影が消えたエレベータ・階段ホール

ミセスファッション サン・まつみや
おもてなしの街 巣鴨地蔵通り

巣鴨地蔵通り商店街は今日も元気に営業中
021G 松宮初枝
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校友の精神を吾が

クリエイティブなエネルギーの光芒

　日本を代表するクリエイティブ
ディレクター岡康道さん（027I）
が昨年 7月 31日に 63 歳の若さで
急逝され、1年になります。
　サントリーの「BOSS」「南ア
ルプスの天然水」や JR東日本の
「その先の日本へ」など時代の先
駆けとなるCMを、「ああ、あれ
か」と思い浮かべる人も多いで
しょう。
　佐賀県生まれ。小石川高校から早稲田大学法学部へ
進学。電通入社後はCMプランナーとして前述のキャ
ンペーンで新境地を切り拓き、1999 年に独立して日
本初のクリエイティブエージェンシー「TUGBOAT
（タグボート）」を設立。NTTドコモ、トヨタ、大和
ハウス等の傑作CMを送り出し続けました。
　また、多額の負債を残して失踪した父親に翻弄され
た青少年時代や、バブルで狂乱する広告業界での苦悩・
格闘などを描いた自伝的小説『夏の果て』はテレビド
ラマの原作にもなりました。「退屈」や「常識」を蹴
飛ばしつつ、クリエイティブな人生を駆け抜けた岡さ
んのエネルギーの光芒を、特別な思いで見つめる人た
ちがいます。
　文字通り「盟友」である舌鋒鋭いコラムニストの小
田嶋隆さん（027I）、『反知性主義』『不寛容論』など
の著書で知られる国際基督教大学（ICU）教授の森本
あんりさん（027A）から、追悼文が寄稿されました。

同級生の思い出話からスタートしたヒット企画

　ここで前置きを少々。2007 年から日経ビジネスオ
ンライン（現・日経ビジネス電子版）で配信・書籍化
された岡氏と小田嶋氏の連載対談『人生の諸問題』は、
抱腹絶倒のヒット企画で、岡さんが亡くなる直前まで
続きました。現役最初の受験では、岡さんの提案でマー

ジャンが出来るように 4人の面子をそろえ、8泊 9 日
で北海道大学へ受験に行ったこと。期末試験に現れな
い小田嶋氏のため、漢文の試験では岡氏が左手で小田
嶋氏の答案を代筆し、それがバレて停学になったこと
……。そんな小石川時代の思い出から始まる『人生 2
割がちょうどいい』から、『人生の諸問題　五十路越え』
まで計 4冊が刊行されたものの、「10 冊まで続けたい」
という岡さんの夢は、残念ながらかないませんでした。
　4冊目のあとがきで、岡さんはこう書いています。

岡・小田嶋・森本　三氏の著作の一部

　「当時、小田嶋が書いた文章の見事さは今もはっき
り覚えている。着眼も論の進め方もウイットに富んで
洒落ていた。つまり現在と同じだった。小田嶋は短い
文章を書くことについては、17 歳で完成されていた
のだ。とても悔しいことだが、小田嶋隆の第1号のファ
ンは私であろう」。岡さんが文章で食べていくのを諦
めた理由は、小田嶋さんの文才でした。
　その小田嶋さん。追悼文を書く気迫に溢れていたの
ですが、月と太陽の関係とでも言うべき盟友を失った
悲しさは癒えるものではなく、岡さんの 1周忌直前の
7月27日に脳梗塞で入院されました（8月13日に無事、
退院）。病床から小田嶋さんが日経ビジネス電子版（8
月 6 日号）に投稿した岡さんへの追悼稿（※）は、心震
える鎮魂歌でしたが、このままでは精も魂も尽き果て
てしまう。そこで日経ビジネス編集部の承諾をいただ
き、『人生の諸問題・最終回』として発表された昨年
夏の小田嶋氏の追悼稿と、今回、病床から届いた小田
嶋さんのメモを再編集し、ここに掲載します。

（※）「夏の雲が立ち上がるのを見上げていたぼくは 16 歳
だった」と題した記事で、『夏の果て』を書いた岡さんの
文学的才能への驚嘆に重ね、若き日の「根拠なき自信」
を保証してくれた岡さんへの思いを綴っています。

追悼　岡 康道（027I）
のいた時代

（027 I ）　小田嶋 隆
（027A）　森本あんり

編集・註（026B）　嶋沢 裕志

100周年パーティ後の
027期クラス会にて
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　「なあ、どう思う？」
　岡康道は、いつも意外な質問を投げかけてくる男
だった。
　「満員電車って狂ってないか？」
　と、高校に入学して間もない頃、そんなことを言っ
ていた。
　「狂ってるけど、乗らないと学校に来れないしな」
　「でも、乗ってる全員が我慢してるっておかしくな
いか？」
　たしかにおかしい。そして、その 40 数年前の岡の
問いに、私はいまだに適切な答えを見つけられずにい
る。そういう質問が山ほどある。
　「8月ってこんなに暑い必要あると思うか？」
　「別に必要で暑いわけじゃないしな」
　「そりゃそうだけど、全世界が暑いわけじゃないぞ」
　「どういう意味だ？」
　「だからさ。探せば涼しい場所があるっていうこと
だよ」
　「まあな」
　「だろ？　涼しい場所に行かないのってただの間抜
けだと思わないか？」
　この質問は、実はフェイクで、北海道大学を一緒に
受験するプランに私を誘い込むためのプレゼンの導入
部だった。
　「おまえはこんな暑い土地でキャンパスライフを送
るつもりなのか？」
　と、そんな調子の説得が 2学期の間じゅう続いた。
私はまんまとひっかかって、翌年の 2月には羽田発千
歳空港行きの飛行機に搭乗していた。

（中略）
　もっとも、岡の質問の大半は
　「そんなことも知らないのか？」
　「どうしてこんな当たり前のことにいちいち疑問を
持つんだ？」
　という感じの、常識以前の疑問だった。そういう意
味では、おそろしく無知な部分とみごとにナイーブな
感受性を最後まで失わない男でもあった。

　私は、いつもその質問に答える役割を与えられていた。
　「与えられていた」という書き方をしたのは、私に
とって、岡から発せられる質問が、アイディアの出発

小田嶋 隆

「なあ、どう思う？」
点でもあることにいつしか気付かされたからだ。

（中略）
　いまつくづくと思っているのは、大切なのは、投げ
かけられた質問にうまい答えを返すことではないとい
うことだ。本当に重要なのは、問いを発する仕事なの
だ。新しい問いを立てることのできる人間は限られて
いる。岡は、質問に回答する役割としても優秀なクリ
エーターだったが、それ以上に、問いを立てる人間と
して替えのきかない、ほとんど唯一の存在だった。そ
の意味で、岡康道は卓抜な企画者であり、大胆な改革
者であり、危険きわまりないアジテーターだった。
　若い頃、岡に誘われたり、挑発されたり、そそのか
されたりして始めたことがいくつかある。そのほとん
どすべては、言うまでもないことだが、北大受験をは
じめとして、手ひどい失敗に終わっている。いま 60
歳を過ぎてみて思うのは、それらの、はじめから挑戦
する価値さえなかったように見える失敗から学んだこ
とが、結局のところ、自分の財産になっているという
ことだ。つまり、ひと回りした時点から振り返ってみ
て、彼は、まぎれもない恩人だったわけだ。

（中略）
　岡康道がいなくなった世界で 1年が経過したが、も
ろもろ事態は悪化している。事態が笑いごとじゃなく
なってきた時に、その事態をどう笑い飛ばすのかにつ
いて考えているのだが、たぶん私は笑えないだろう。
泣くことすらできずに無表情でふてくされていると思
う。それを見た岡はきっと、○○○○と言って笑わせ
てくれるに違いない。

（おだじま・たかし）　赤羽出身。早稲田大学教育学部卒業後、
食品メーカー勤務などを経てテクニカルライターとなり、
コラムニストに。著書は『ア・ピース・オブ・警句』『超・
反知性主義入門』（森本あんり氏との対談所収）など多数。

2017年12月　逗子マリーナにて（左）岡さん・（右）小田嶋さん
（柳瀬博一氏提供）
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校友の精神を吾が

　岡康道君とは、同級生でし
たがクラスが違っており、当
時はあくまでも間接的な知り
合いでした。その後小田嶋君
と 30 年ぶりくらいに再会し、
彼を通して岡君の人柄や業績
のことを知るに及んで、こん
なにも飛び抜けて輝いていた
人と一緒の時空間を過ごしたのか、と感慨を深くしま
した。彩度の高い彼の光跡については、わたしよりずっ
とよく知る人がいることでしょう。わたしが今でもよ
く覚えているのは、あの魅力的な風貌と、少し高めの
嗄れた声くらいです。
　でも、彼と一緒に数人の仲間でマルクスの『ヘーゲ
ル法哲学批判』を読んだことは、わたしの人生にとっ
てとても大きな経験でした。どうしてそういう付き合
いになったのかは思い出せないのですが、何でもその
アパートの一室は誰かが自分で借りているということ
でした。高校生にそんなことができるのかどうかもわ
からないし、もしかしたらそれが岡君だったのかもし
れませんが、それだけでも妙に大人びた世界をのぞき
見る思いがしたものです。
　この読書経験のことを後年ある本に「思い出の3冊」
という題で書いたので、ここにそのまま引用しておきます。

　「宗教は民衆のアヘンである」と固く信じていた
わたしは、生意気な高校生仲間と共に煙草くさい
部屋に集まってこの新潮社版マルエン選集第一巻
を読んだ。なぜ今どき宗教を信ずるなどという愚
かな人間がいるのだろう、というのがわたしの疑
問だったが、今その本を取り出して真っ黒に引か
れた線や書き込みを読み返してみると、当時の自
分が何も内容を理解していなかったことがわかる。

森本あんり

「小石川教養主義」

（もりもと・あんり）　神奈川県生まれ。国際基督教大学
（ICU）教授。著書は『反知性主義』『不寛容論』など多数。
小田嶋氏とは小・中・高と同級（同窓）生。

タグボートにて　2020年3月（柳瀬博一氏提供）

　続いて、森本あんりさん。昨年発行した冊子「みん
なの百年」の中では、027 期の項を岡康道さんが執筆
し、「実に勉強しなかった。その焦燥に似た動揺を、
偏差値以外の学問的粉飾で誤魔化すことを覚えた」と
“小石川教養主義”をシニカル、かつ楽しげに描写し
ています。森本さんも小田嶋氏らとともに難解な本に
挑む読書会のコアメンバーでした。

　それでも昔は、背伸びをしながら一生懸命にこう
いう本を読む、というのが正しい青春のあり方だった。
（『人間に固有なものとは何か』2011 年創文社刊）

　その未熟な背伸びのありさまを含めて、まさにこれ
が「小石川教養主義」のプラクシスでした。なお、他
の 2冊は、森有正『ドストエーフスキー覚書』とウェー
バー『古代ユダヤ教』ですが、思い返してみると、3
冊ともそれぞれ当時の友人たちと一緒に読んだもので
す。本の内容が、その読書仲間と一緒に記憶の襞に織
り込まれて、味わいを深くしています。人は本を読む
ことで自分の内面に個的な世界を築いてゆきますが、
その過程は案外に共同作業なのかもしれません。
　わたしは幸いな出会いを与えられました。今の小石
川生たちにも、こういう共同作業としての読書体験を
もってもらいたいと願っています。

　なお、岡康道さんの弟で、イラストレーター・文筆
家の岡敦さん（030I）から、「兄のために追悼ページ
を設けていただき、ありがとうございます」と連絡を
いただきました。敦さんは山本寛斎のパリコレ招待状
のイラストなどを手掛け、著書に、高 3で肉体労働の
現場に飛び込んだ際の実体験を描いた「強く生きるた
めに読む古典」などがあります。また、康道氏が月刊
誌に連載したエッセーのイラストを敦さんが担当しま
したが、時にピンチヒッターも務めたそうです。
　岡康道という「巨星」の周辺に、アンドロメダ星雲
のように輝く人脈が形成されていたことを、皆さんにお
伝えできれば幸いです。改めてご冥福をお祈りします。
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　毎年、同窓会には有志の方より、同窓生や教職員の
著作及び母校の関連本が寄贈されています。そこで事
務局では、寄贈本を管理・公開する「紫友文庫」を紫
友会館会議室に配架し、会員の閲覧に供しています。
また、同窓会 HP でもリストを公開しています。

　昨年の秋、同窓生の稲垣陽さん（038G）より、本文
庫にちょっと異色な 2 冊の本が寄贈されました。2020
年 6 月に京都市の青幻舎により発行、全頁カラー、写
真と文章によるビジュアルな作りで、その 1 冊「発掘　
the OSAKA」は、商都大阪の近代建築、銀行から銭
湯までを訪ねた建築のガイドブック、もう 1 冊の「タ
イル建築探訪」は、建築に使われた様々なタイルの来
歴や面白さを全国各地、ロンドン、バルセロナまで足
を延ばして解説した内容でした。
　驚くべきはあとがきの言葉です。その 2 冊の本は、
大阪歴史博物館の建築担当の学芸員として活躍され、
2018 年に亡くなられた酒井一光さん（039H）の遺稿を
まとめたもので、その功績と人柄を偲ぶ方々によるク
ラウドファンディングにより制作・発行されたと書か
れていました。
　編集子は早速、稲垣さんに連絡を取って寄贈に至る
経緯を伺うとともに、毎号、会報に活動報告を寄稿さ
れている近畿紫友会の本多新さん（019C）を通して、
どなたか酒井さんをご存じの方があれば返報ください
と呼びかけました。すると直ちに大阪在住の大塚融さ
ん（011A）から、以前一緒に仕事をしたことがあると
返信があったのです。酒井さんは博物館学芸員という
お仕事柄、広く世に知られた方ではありませんが、お
二人のご寄稿により、歴史的な建築を愛した学芸員の
仕事ぶりと時空を超えた「同窓生つながり」を紹介し
ます。

　全国的にも珍しい建築史専門
の学芸員として、大阪の近代建
築を中心に、展覧会の企画、講
演、見学会、テレビ出演など多
方面で活躍された、酒井一光さ
ん（039H）は、2018 年に惜し
まれつつ 49 歳で早逝されまし
た。一建築ファンである私に
とって、酒井さんのような方の
知遇を得られたことは、とても
光栄なことでありました。

　事のきっかけというのは、意外と後からでは不思議
と思い出せないものですが、ただ、酒井さんと知り合
いになれたのは、ある種の幸運というか、セレンディピ
ティに恵まれた、としか言いようありません。おそら
くは、在校時に所属していた英語研究会（E.S.S.）の
OB・OG 会に後輩の参加を呼びかけようと、以前配布
された同窓生名簿で連絡先を調べていたときでした。
普段より美術館、博物館めぐりを趣味としていた私は、
1 学年下の後輩のクラスに、博物館の学芸員をされて
いるらしい方の名前があることを、記憶の片隅に留め
たのではないかと思います。
　その後、私はある時、『窓から読み解く近代建築』と
いう一冊の本を読む機会を得ました。酒井さんの生前
唯一の単著となったその本の中に、著名な建築家であ

はじめに
同窓会広報局　並木 隆

或る博物館学芸員
の仕事 ─故酒井一光
さん（039H）が残したもの─

011A　大塚 融・038G　稲垣 陽

酒井一光さんの
思い出

（038G）　稲垣 陽

故酒井一光さん
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校友の精神を吾が
るアントニン・レーモンドの設計ながら、あまり紹介
されることの少ない、地元（豊島区長崎 1 丁目）にあ
る聖パトリック教会（カトリック豊島教会）が取り上
げられていました。もしかしたら著者はこの近くの出
身ではという、勝手な想像を張り巡らせているうちに、
ふと、ひらめいたのです。「もしや」と名簿を改めてめ
くってみれば、まさに気にかけていた同窓の学芸員の
方が、著者その人であると確認できました。
　建築史のジャンルにおいて、母校の卒業生には故鈴
木博之先生（016B・東大名誉教授・1945-2014）と言う
著名な大家がおられました。同世代の同窓生にも新進
気鋭の専門家がいることを知って、私は嬉しさに付き
動かされました。出版社宛に書籍の感想を書き連ねて
送ったところ、ほどなく酒井さんから丁寧な返信の手
紙をいただきました。一建築ファンとしてこの対応だ
けでも感激ものでしたが、その後はご自身の講演会や
セミナーの案内、企画に携わった刊行物や資料、さら
に東京での近代建築の見学会など、次々に旬の情報が
届いたのです。
　こうして始まった交流の一部を紹介します。酒井さ
んは NHK・E テレの『美の壺』にも何回か出演されて
いますが、その裏話で著名な建築史家で建築家の藤森
照信先生の樹上の茶室、「高過庵」に登ったときは、思っ
たより揺れが激しくてとても怖かった、とコメントを
くれたこともありました。また、2011 年の東日本大震
災の後には、石巻市の旧観慶丸商店などの近代建築の
被害状況について、専門家ならではの詳しい話を聞く
ことができました。
　東日本大震災と言えば、東京もかなり強い揺れに見
舞われましたが、その際には真っ先に安否や不足物等
ないかを心遣うメールが届き、その心配りとやさしさ
に心底、感激し、いつか恩返しをしたいと想いが募り
ました。
　2014 年秋、大阪歴史博物館で、酒井さんの業績の
中でも特筆されるであろう特別展『村野藤吾　やわら
かな建築とインテリア』が開催されました。私は記念
に何かできないかと頭を絞り乏しい情報をかき集め
て、当時、村野藤吾設計のビルに本店を構えていた金
沢の和菓子店が、その本店建築のディティールをモ
チーフにした商品を扱っているのを発見しました。さ
さやかながら展覧会の記念にと彼に送りましたら、

「ちょうど、そのお菓子の話題で、先日、ある大学の
先生と話が盛り上がっていたんですよ！」という嬉し
い驚きの返信があったことも良い想い出です。その他
にも、村野藤吾展のイメージ・ビジュアルに梅田の換
気塔を決めた選択、センスを東京大学の木下直之先生

が別の講演会で激賞されたことや、酒井さん監修の
LIXIL ギャラリー『武田五一展』を観た感想など、あ
れこれ伝えなければと思っているうち、しばらく時が
過ぎました。
　そんな時間が過ぎていた 2018 年の 6 月、関西を大
阪北部地震が襲いました。東日本大震災の際に届いた
心遣いのお返しとばかりに、私は早速お見舞いのメー
ルを送りました。ただ、さすがに地震後の混乱の中、
大阪の近代建築の被害状況を気にかけているのだろう
と推測しながら、返信の無い数日が過ぎました。
　そんな中で毎日チェックしていたある建築ファンの
方のツイートの、「大阪歴史博物館の学芸員、酒井一
光さんが逝去」という文字が眼に飛び込んできました。
最初は、PC ウイルスかなにかのイタズラかとしか思え
ず、胸騒ぎと不安な気持ちでいたところ、東北大学の
五十嵐太郎先生も同じ趣旨のツイートをされているの
を拝見し、悲報は疑いのないものとなりました。彼の
生前にわずかの差で私のメールは届けられたものの、
あまりに突然の訃報に茫然自失となって涙を抑えきれ
ませんでした。

　振り返ると私にとっての悠長な時間が、思えば酒井
さんの闘病の期間と重なっていたようです。結果とし
て、お邪魔にならず、これで良かったのだ…と自分を
慰さめる一方、遺された時間が少なかったのなら…、
という想いがずっと残ります。結局、彼とお会いでき
たのは東京での講演会に限られてしまい、関西の見学
会などには参加できませんでした。大学院まで東京で
過ごされた酒井さんの新たなホームクランドとなった
大阪。当地での活動の一端を体験できれば、より一層、
彼の活躍を肌身で感じられたのではないか、と残念
に思います。「酒井さんはこの先も活躍し続けるであ
ろうから、いつか余裕ができたら…」という、私の楽
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観的な未来図は、永遠に叶わぬこととなってしまいま
した。
　心が落ち着いてから、私は何か彼のためにできるこ
とは無いかと、一人悶々とする日々が続きました。一方、
大阪では、大阪歴史博物館の方々によって「偲ぶ会」
が開かれ、生前の功績と人柄を惜しむ多くの関係者が
参会しました。酒井さんには先に紹介した『窓から読
み解く近代建築』の他、複数の共著がありますが、そ
の他にも雑誌の連載記事をはじめ、書籍化されていな
い原稿が多数遺されていました。そこで三回忌を前に
して、親交のあった関西の研究者の方々が中心となっ
て、彼が長期にわたって執筆した雑誌『大阪人』の連
載記事の書籍化をクラウドファンディングで呼びかけ
たのです。これが大きな反響を呼び、早々に目標額を
達成して刊行されたのが、『発掘　the OSAKA』であり、
また同時に、月刊誌『タイルの本』の連載分は『タイ
ル建築探訪』として纏められました。
　私もこれに応募して、書店の店頭で出来上がった書
籍たちが立派に展開されているのを見たときは、我が
事のように誇らしげに思えたものです。そして紫友同
窓の皆さんにもぜひ、酒井さんの功績を知っていただ
きたいと思い、この 2 冊の書籍を紫友文庫に寄贈した
次第です。さらに今回、同窓会報の場をお借りして彼
との不思議なご縁を語ることで、生前の厚意に少しで
も報いることができました。

　人の命には限りがあり、また酒井さんの愛した建築
も再開発や災害で潰えてしまうことも少なくありませ
ん。一方、書籍に残された記憶は、長くしぶとく世に
生き残ることのできるものです。これらの書籍ともに
酒井さんのお名前が後世まで伝えられていくことを心
より祈っております。

　大阪の近代建築の研究になみ
なみならぬ情熱を傾けている酒
井一光さんの多くの著書や講演
会の発言から、大阪の都市計画
づくりに必要な若い人材が誕生
しつつあるなと注目していたが、
その酒井さんが小石川高校の 28
年後輩であることは、紫友同窓
会事務局からの問い合わせメー
ルで今度はじめて知った。

　私は昭和 39 年、NHK 記者に就職、東京オリンピックの
取材の手伝いをした後宮崎に転勤、さらに1970 年東京経
済部で証券金融など担当したあと1974 年大阪に異動した。
　初めて見る船場は、まだ木造のしもた屋や店が明治
大正期のビルの間に配置され、東京にはない美しい街
並みを形作っていた。私はすぐ船場に残る歴史のある
ビル群の魅力をテレビニュースにした。
　酒井さんから私に接触があったのは 2003 年 4 月、
大阪船場の老舗古美術商の主人が「船場の近代経済史
を知りたければ、東京育ちながら船場の老舗を長年取
材している、大塚に聞け」と教えられたからだという。
　しばらくして NHK 大阪局の喫茶室で、はじめてお
目にかかった。その時の私の日記によると、酒井さん
は東京池袋の生まれで、7 年前に大阪市立博物館に建
築史担当の学芸員として就職。これまで神社建築を研
究してきたが、現在雑誌『大阪人』に近代建築をめぐ
る逸話を連載執筆中なので、ビルのオーナーを紹介し
てほしい、とのことだった。
　その後何度か講演会や取材などでお会いする度に、
彼の建築に対する並々ならぬ知識と愛情、そして誠実
なお人柄を感じることとなったが、互いの年齢の差も
あり私的な会話には至らなかった。今回、知り合いの
映像作家で、関西の歴史的建築をドキュメンタリーと
して記録している映像作家・若林あかねさんに尋ねて
みた。彼女は仕事の中で酒井さんにたびたび協力を仰
いでおり、次のような思い出を持っている。

酒井一光さんと
船場

（011A）　大塚 融

大塚 融さん
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校友の精神を吾が
〈若林あかねさんからいただいたメール〉
　2016年、カフェーパウリスタ甲陽園店（西宮市）の
解体のときに、いつものように好奇心いっぱいで駆け
つけてくださいました。私は解体前に「1日だけのカ
フェーパウリスタ」という4時間限定のイベントを開
催したのですが、その日は都合がつかないということ
で事前に休日返上で見学に来られました。イベントは
たった4時間の公開に860名の方が訪れ、大正時代の
モダニズム建築を大勢の方々が体験されたことを後か
ら報告しました。すると、2017年にいただいた年賀状
には、天橋立で撮影された先生のお写真の横に、こう
メッセージが添えられていました。「パウリスタ、大き
な反響があってよかったですね。これからも素晴らし

い活動を続けてください」先生が闘病生活に入られた
のは2016年 12月と後から知りました。心からご冥福
をお折り申し上げます。

　私の初めて見た船場の美しい街並みは、やがてバブ
ル経済の地上げにより崩壊するが、辛うじて残った近
代建築の佇まいと一つ一つの部材に酒井さんは魅力を
感じていくことになったのであろう。大阪育ちではな
く東京育ちの人間が、東京に対置する都市計画を立案
することの大切さをかねて感じていただけに、28 歳後
輩の酒井一光さんの早世は大阪にとってまことに惜し
まれる。 （2021 年 6 月　記）

　コロナ下で近所の散歩に出歩く機会が増え、見慣れ
ている何気ない風景の中に、今まで気付かなかった思
わぬ魅力を再発見した方も多いのではないでしょうか。
この閉塞感が去って、以前のように気ままに各地を歩
き回ることができるようになれば、そして、この本に
紹介された建築の数々を訪ねるときが来れば、もはや
お会いすることのできない一人の同窓生がいたことを
思い浮かべようと思います。
　なお、本文掲載の酒井さんの写真は、ご家族からご
提供されたものです。文末となりますが、あらためま
して感謝申し上げます。また、『大阪歴史博物館研究
紀要』「第 17 号」（2019）には栄原永遠男館長の追悼
の辞と酒井さんの経歴・業績について詳述が掲載され
ています。ネットで検索できますので、ご参照ください。

大阪朝日新聞社ビルを巡るトークショーでの酒井さんと若林さん（2014 大
阪歴史博物館）

おわりに

住職　関口健勇（031G）
【立應寺（りゅうおうじ）住所】 

東京都足立区大谷田2-21-13
（最寄駅はJR亀有）
TEL　03-3605-8250

日蓮宗 立應寺（りゅうおうじ）

仏事全般　所願ご祈祷　本堂葬できます
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あの頃の私、
今の私

044C　福留 真紀

　私たち 044 は、旧校舎で
3 年間をフルに過ごした最
後の学年です。在学時は、
校舎建て替えの真っ最中
で、校庭に新校舎が建設中
だったため、体育祭は 3 年
間とも、近くにある六義公
園運動場でおこなわれまし
た。その時には、夢にも思っ
ていませんでした。
　その後の自分が、六義園の主で 5 代将軍徳川綱吉の
側近「柳沢吉保」を研究対象の 1 つとすることになろ
うとは……。
　私は、日本近世政治史の研究者で、現在は東京工業
大学リベラルアーツ研究教育院で、歴史学を担当して
います。現在このような仕事をしているきっかけの一
つに、小石川高校での日々があるのは、間違いありま
せん。
　小石川には、実に個性的な先生方がいらっしゃいま
した。中でも印象的だったのが、1 年生の時の現代社
会 A の渡辺勉先生でした。渡辺先生は、教科書を一切
使わず、ご自身が作成されたプリントをもとに、マイ
クを片手に 1 時間自由に話をされる方で、萩原朔美や、
ユーミン、桑田佳祐の歌詞なども話題に登場して、最
初はあっけにとられたものです。そして授業の中で、
先生が選んだ 50 のテーマの中から 1 つ選んで、10 枚
のレポートを作成する、という課題が出ました。私は、
迷うことなく「忠臣蔵と日本人」に決めました。
　「忠臣蔵」は、私にとって江戸時代に興味を持つきっ
かけの一つとなった事件です。小学校 5 年生の時、日
本テレビの年末時代劇を見たことが、初めての出会い
でした。見終わった後、「なぜ、家族や恋人を置いてま
で、お殿様のために死んでしまうのだろう」そんな疑
問が頭の中をグルグル回っていたのを覚えています。
翌年、NHK 教育テレビで、歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」
の通し狂言が放送され、それも夢中になって見ました。
　中学 1 年生の時、12 月 14 日が日曜日だったため、

父にせがんで泉岳寺に連れて行ってもらいました。びっ
くりするほどの人、人、人…。線香の煙で墓地は真っ白。
ハンカチで鼻と口をふさいで歩いたことを記憶してい
ます。
　その頃買ってもらっていた、渡辺保『忠臣蔵　─も
う一つの歴史感覚』（中公文庫）を、あらためて、この
レポートの為に読んだのですが、その時の私には、と
ても難しく、歯がゆい思いをしました。
　レポート提出後、渡辺先生のすべてのお題について
の講評が記されたプリントが授業で配布され、説明が
ありましたが、私は優秀論文に選ばれてはいませんで
した。ただ、このお題について、「足を使った人もいた」
の一文があり、中学時代の経験も書いた、私のレポー
トを指しているのだろうと思ったものです。
　大学の教壇に立つようになって、高校 1 年生に対し
て、あのボリュームと内容のレポートを課していたこ
とが、どれほどのことか良くわかるようになり、それ
を実施していた渡辺先生の要求の高さと、出来はとも
かく、それに食らいついた私たちを思い出すにつけ、
小石川の底力のようなものを、ひしひしと感じます。

　私は、大学 4 年生の時、教育実習で、再び小石川で
ご指導を受ける機会に恵まれました。右も左もわから
ない新校舎と、上履きに履き替えなければならなくなっ
ていることに戸惑いました。指導教員の日本史の天野
さゆり先生と、渡邊周一先生、地理の荒井和子先生の
いらっしゃる日本史・地理の合同の教員室に、私たち
4 名の実習生は、お世話になりました。天野先生は、
最初に、後は何とでもするから、自分の思ったように
やるよう、おっしゃり、私の自主性を重んじながら要

社会科の先生方　043期（1991）卒業アルバムから
後列左　渡辺勉先生・前列左二人目　天野さゆり先生

筆者近影
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校友の精神を吾が
所要所で適格な指導をしてくださいました。渡邊周一
先生、荒井先生の所の実習生も同様だったようで、私
たちは伸び伸びと実習生活を送りました。時々教員室
にいらした非常勤の先生が、私たちがあまりにも楽し
そうなので、驚かれたことも覚えています。今の私には、
学生を信じて委ねることの難しさがよくわかります。
そのような指導して下さった先生方に、本当に感謝し
ています。
　この実習中には、うれしい再会や新しい出会いもあ
りました。渡辺勉先生や、数学の松永浩之先生が、声
をかけてくださったり、御退職されていたにもかかわ
らず、担任の石川幸光先生が授業を見に来て、激励し
てくださったことには、感激しました。放課後には、
音楽の関口一夫先生の所に行って、私の在籍していた
ころにはなかった、小石川フィルを見学し、少しだけ
現役生と一緒にバイオリンを弾きました。また、この
時教頭先生だった加藤直道先生には、その後、私が大
学院生になったころ、東京大学史料編纂所の史料学セ
ミナーで、同じ受講生として、再会することになりま
した。
　そんな私は、今、日本近世政治史を研究しています。
　なぜ「柳沢吉保」を研究対象のひとつにしているか
と言いますと、もちろん、小石川のご近所さんだから、
というわけではありません。
　政治史というと、政策や法令を研究しているように
思われがちなのですが、私がこだわるのは「人」です。
当たり前のことですが、歴史を紡ぎ出しているのは

「人」、政治を行う主体・基盤は「人」だからです。そ
の中で特に、江戸時代全体から徳川幕府の政治史を見
通すことができる存在として注目してきたのが、「将軍
側近」です。彼らの権力がどのようなもので、どのよ
うに変遷してきたか見て行くことで、それぞれの将軍
の姿が浮かび上がり、おのずと幕府政治権力の全貌が
見えてきます。現時点では、3 代将軍徳川家光から 11

代将軍家斉のあたりまでを研究対象としています。そ
の「将軍側近」の 1 人が、柳沢吉保なのです。
　現在は、コロナ禍でなかなか思うようになりません
が、これまで研究にあたっては、史料探索の為に、日
本各地を旅してきました。史料との出会いだけでなく、
時には城跡に立ち、城下町を歩き、その土地の空気を
感じるようにしています。見出した史料を読み解き、当
時の人々の息吹に触れることが、何よりも魅力的です。
　そして、この魅力を、多くの方々に知ってもらいた
いと、学術論文や専門書だけでなく、新書などの書籍
の執筆にも取り組んでいます。そのことが、博物館や
自治体での講演や、カルチャーセンターでの公開講座
などに繋がり、色々な方々と、この面白さを共有でき
ることにも喜びを感じています。
　今回、この原稿の依頼を同窓会からいただいたきっ
かけも、紫友文庫に寄贈してきた拙著の何冊かを、先
輩が読んでくださったからでした。
　今の職場の東京工業大学でも、2 人の先輩に出会い
ました。同窓の方とわかると、何か安心感があるとい
うか、とてもうれしく、頼もしい気持ちになります。
学生さんの中にも、何人も居られるのではないかと思
います。
　この小さな原稿がきっかけで、また新たな出会いが
あったらいいな、と思っています。

福留さんの著書

六義園庭園
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今、学校では

　令和 2年 11 月 4 日〜 6 日にかけて行われた「行事
週間Re:born」について報告させていただきます。
　例年 9月の中旬に行われてきた本校の伝統行事であ
る「行事週間」が、コロナウィルス感染症の影響で中
止せざるをえない状況になりました。
　行事運営委員会を中心に、臨時休校中も含めて何度
も会議を重ね、新しい行事週間として「行事週間
Re:born」を実現するに至りました。令和 2年度のテー
マは、「繋がりのひろがり」。人と人の物理的距離が制
限される中、「本当はみんな 1つで繋がっていること
を感じてほしい」という行事運営員会の意志が込めら
れています。このテーマを形にしたものが「行事週間
Re:born」になります。

　「行事週間Re:born」は、これまでの芸能祭、創作展、
芸能祭という行事を、ただオンラインで行うという例
年通りの開催に固執する形ではなく、これまでの枠組
みを超えた新しい行事となりました。
　様々な小石川生のもっている資質や能力を最大限に
駆使して、逆境だからこそできる新しい手法で行事を
企画するという創造性を発揮してくれました。
　「行事週間 Re:born」では、事前に作成された約 27
時間分の映像を、「テレビ番組」という形で放映され
ました（3日間の放課後の 3時間を使い、3チャンネ
ル放送する形になります）。
　生徒は、学校または自宅において、テレビ番組を見
る感覚で、事前に配られた番組表に沿って、自分の見
たい番組を見ることができました。3日間で放映され
た 10 種類の企画を紹介します。

①紅白パフォーマンスバトル。
　→�例年、芸能祭に出場していたような部活やバンド
をはじめとする団体がパフォーマンスを行う番組
です。今回は個人での賞を争うのではなく紅組、
白組に別れ、パフォーマンスを競う番組となりま
した。生徒は、視聴するだけでなく、紅組または
白組に投票する形での参加もできました。

②The�Greatest�Showman
　→�例年、芸能祭の「幕間」に出場していた団体がパ
フォーマンスを行う番組です。歌やバンド、ダン
ス、漫才など、幅広いパフォーマンスを披露して
くれました。

③小石川映像祭
　→�各クラスが作成した映像を集めた番組です。1、2
年生はミュージックビデオを、3〜 6 年生は映画
をはじめとする様々な映像作品を作成しました。
3D技術や特撮、リモートでの撮影など、様々な
工夫が凝らされた多彩な作品が集まりました。

バーチャル背景も自分たちで作成（小石川映像祭）

「行事週間Re:born」

生活指導部主任　小原 洋平

映像ならではのパフォーマンス（紅白パフォーマンスバトル）
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今、学校では

当日の光庭のようす

④部活〜私が選んだ世界〜
　→�各部活動が作成した映像を集めた番組です。それ
ぞれの部活動が、その部活ならではの趣向を凝ら
した映像が投稿されました。

⑤小石川頭脳王
　→�各クラスから選出された精鋭が、知識、雑学、ひ
らめきなどを競い、学年 1位を決めるクラス対抗
のクイズ番組です。出題された問題にも多くの工
夫がされていて、人気のある番組の 1つでした。

⑥小石川 e-sports 大会
　→�小石川で史上初の e-sports の大会です。ゲーム自
慢の生徒たちがお互いの技術や華麗なテクニック
を振るってくれました。ユニークなゲーム実況も
あり、こちらも人気のある番組の 1つでした。

⑦全員一致クイズ
　→�小石川に関する問題の答えをクラス全員で一致さ
せる「団対抗」のクイズ番組です。全員が答えを
一致させるまでにかかった問題数を 6学年で合計
し、団対抗で競いました。普段、通ってはいるも
のの、意外と知らない情報もあり、各クラス盛り
上がりを見せていました。この情勢下で、なかな
か学年を超えた交流ができない中、各クラスでの
進行役を団長が務め、団結を深めてくれました。

⑧チャレンジ企画
　→�様々な小石川生が、自分の特技や挑戦したことを
投稿した動画を集めた番組。様々なつぶやきを集
めたものからこの「行事週間：Re：born」のた
めに作った作品の紹介するものまで、幅広い動画
が集まりました。

⑨セレモニー
　→�例年の行事週間で欠かせないオープニングやク
ロージング。全校生徒が集まれる機会はなくなり
ましたが、「行事週間 Re:born」を盛り上げるた
めに、多くの生徒の力が集結しました。オープン
グでは、団長による団長パフォーマンス映像が生
徒を盛り上げてくれ、人気のある番組となりまし
た。クロージングでは、「ライブ配信」にも挑戦し、
学校で視聴している生徒に行事運営委員会からの
生の声を届けました。

⑩アート展示
　→�個人や団体が制作したバラエティ豊かなアート作
品を、行事週間の間、校内に展示しました。例年、
体育祭で披露される各団の立て看板は、今年度は
アート展示として行事を盛り上げてくれました。

　今年度の行事週間に向けても着々と始動していま
す。今年度のテーマは「Re:start」。前年度で得た様々
な技能を生かしつつ、例年の行事週間を取り戻すこと
をテーマに活動しています。さらに進化した来年度の
行事週間も期待したいと思います。

　小石川中等教育学校では、教育活動の充実のため、次の 2点をお願いしております。
　①�本校卒業後の進学先、職種等についてのアンケート
　②�生徒の課題研究を支援してくださるメンターの登録
詳しくは紫友同窓会のホームページまたは、添付のQRコードからご覧ください。
お忙しいなか恐縮ですが、ご協力いただければ幸いです。

学校からのお願い　卒業して間もない同窓生の皆さんへ
①

②
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今、学校では（2）
楽しくなければ
小石川PTAじゃない！

PTA活動報告

小石川 PTA会長　塩川 浩司

小石川PTA活動の現状
　紫友同窓会の皆様、いつも
小石川生のためにご尽力をい
ただき、本当にお世話になっ
ております。昨年に引き続き、
今年度も小石川 PTA会長を
務めさせていただきます、塩
川浩司と申します。どうぞ宜
しくお願いいたします。
　さて、昨年は、新年度早々からコロナ禍に見舞われ
て学校そのものが休校状態となってしまい、総会開催
もままならず、あらゆる活動が中止となって、やっと
最初の PTA運営委員会が開催できたのは、10 月に
入ってからのことでした。最初は、恐る恐る役員会を
zoomでやってみたことを思い出します。これやっぱ
り使えるねということで、いつのまにか PTAの会合
はオンラインがベースになりました。
　それにしても、学校に行けない期間が長く続くと、
やはり子どもには精神的なダメージが蓄積されていく
なと、親から見ていてそう思います。子どもの学びそ
のものが止まってしまっているかと思うと、親（自分）
の方もおかしくなってしまいます。やっぱり、子ども
達が笑顔で登校している風景こそが、健全な社会の姿
であるなあとみなさんも感じるのではないでしょう
か。いついかなる時でも子どもの学びだけは止めては
いけません。
　さて、今年度の PTAはとはいうと、やはりオンラ
インで PTA役員会、運営委員会、総会と、順調に開
催できています。運営委員会に参加している保護者さ
んからは、「学校に行かなくていいからオンラインだ
と助かる」という声も多いのですが、私は、やっぱり
顔と顔を合わせるのが好きです。もともと、アドリブ

の話しかできない性格なので、リアルに人の反応を見
ながら話さないと不安なのです（笑）。ですから、紫
友スタジオをお借りして、必要最小人数に絞って集ま
ることもあります。現状、都立校のルールでは、学校
のwifi に保護者のパソコンを繋ぐことができないた
め、紫友スタジオでwifi を繋いで、学校や各家庭の保
護者とのオンライン会議を行っています。紫友スタジ
オがあるからこそ、PTA活動が成り立っているとも
いえるので、本当に感謝しています。

親の時を想う
　さて、いまの小石川
PTA（というか私）は、
「楽しくなければ PTA
じゃない」を合い言葉
にして活動を行ってい
るのですが、自主的に
楽しめる保護者間の交
流を目的にして、今年
度から「親時の会」が
発足しています。
　これは、PTA組織とは別の保護者のサークル活動
みたいなもので、なにかやりたいと思ったらその時々
で仲間を募ってやる自主活動です。PTAだとやらさ
れ感が出て、楽しくなくなってしまうからです。「お
やじ」という言葉を入れたのは、お父さんも学校にど
んどん関わって欲しいからです。「親時」としたのは、
男性だけのサークルではないという意味です。考えみ
ると親が親でいられる時って、本当に短いですね。そ
の最後であろう 6年間を親も小石川に関わることで大
切にしたいのです。
　去る 6月 12 日に、第一回の行事として、「小石川く
さかった」を開催しました。これは学校前の歩道を中
心にした除草及び清掃作業です。呼びかけたら 10 人
程の保護者が集まってくれました。学校からも赤嶺副
校長も参加していただけて、女性の参加者も一人いま
した。私は、草取り大好きなのですが、正門横の掲示
板も雑草に覆われていたのが、みるみるきれいになっ
ていって本当にみんなで楽しんだ時間となりました。

「親時の会」シンボルマーク
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今、学校では（2）
参加者のみなさんも学校のお役に立てた充実感があっ
たようです。「小石川（学校）に初めて来ました」と、
2年生のパパが言っていたのですが、入学式に出られ
ず、学校行事は全て中止かリモートとなればそれもそ
のはず。保護者がほとんど学校と関われない現状では、
やはり「親時の会」はいい活動だなぁと思った次第で
す。

中高一貫校と伊藤長七先生
　さて、「いっかんズ」という、都立及び区立の中高
一貫校（全 11 校）の PTA役員の交流会が年 2 回あ
ります。2021 年度上期は、小石川が主幹校となって、
6月 26 日に各校の PTA会長を 10 人本校にお招きし、
それと同時に総勢 60 人を超える参加者でオンライン
会議を行いました。テーマは、やはり「コロナ禍にお
ける PTA」に関してで、実りある意見交換が行われ
ました。
　また、会議の前には、小石川紹介ということで、「伊
藤長七先生の軌跡」と題して、紫友同窓会伊藤長七研
究委員会長古山光久先生にご講話いただき、他の中高
一貫校の保護者の皆様に伊藤長七思想を紹介すること
ができました。考えてみれば、伊藤長七先生が指導し

ていた旧制中学の生徒らは、現代の中 1〜高 2であり、
中高一貫校の子どもとほぼ同じ年代です。伊藤長七先
生がどのようにこの年代の育成を考えていたか、その
まなざしの先を想像することは、中高一貫校で学ぶ子
どもを持つ保護者として、本当に大切で必要なことだ
と、改めて実感しました。その思想を体現している紫
友同窓会の皆様には本当に感謝いたします。今後とも
どうぞご指導宜しくお願いいたします。

親時の会「小石川くさかった」（6月12日）
草引き作業をする「親時の会」メンバー

小石川PTA主催「2021年度上期いっかんズ」会議（6月26日）
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先生お元気ですか？

　私は東京都の教員として定時制で 3 年、新設校で
10 年の経験をし、その後三澤先生の後任として小石
川高校に着任した。昭和 49 年 35 歳の時であった。そ
れから 14 年間、保健体育の授業、3 年間を 2 回と 2
年を 1回のクラス担任、校務分掌として生徒指導、そ
れにサッカー部の顧問を担当した。個性豊かな先生方
と自由な雰囲気の中で伸び伸びと学校生活を送る生徒
達との楽しかった思い出は書き尽くせない。

　中でもサッカー部の思い出が一番強い。大学時代に
日本のサッカーの歴史を変えたクラマー氏の理論を学
び、自分なりのサッカー観を確立していた。コーチと
して都立高校を国体 4位に導いた経験を活かし、小石
川でも東京都代表を目指したが、あと一歩のところで
終わってしまったのは残念であった。ただ部員の頑張
りのお陰もあり第 31 回国体サッカー少年の部東京代
表の監督として 3位になり、次の年の高校サッカー東
京大会決勝のTV解説をすることになった。
　小石川の後は竹台高校の教頭として 7年、足立高校
の校長として 4年を務め、60 歳で定年を迎えたその
後は嘱託として足立新田高校で 5年を過ごし、43 年
間の教員生活を続けたのである。この間、自宅のある
栃木県の小金井から 2時間以上をかけ殆んど休暇も取
らず、土曜日曜もなく遠距離通勤を続けた。自分の健
康と妻の協力の賜と感謝している。

　30 年住みながら地域の事を知らず、地域に殆んど
知られていない存在だった私は、地域の人・自然・文
化に触れ、何か地域に貢献することを心掛けた。
　歴史ある町のボランティアガイドの会に入会し、地
元や県内外からの観光客に前方後円墳や国分寺跡など
の案内・解説をした。また、県のシルバー大学校に入
学し、人の交流を拡げるとともに知的好奇心を満たす
ことにした。クラブ活動として水墨画とトレッキング
を始め、2年間の修了時にはインドヒマラヤ 20 日間
のトレッキングも経験できた。
　管理職時代はできなかったサッカーもプレーヤーと
して県の 60 歳以上のチームに参加し、広く県内外の
チームと交流を深めることができた。県の代表として
全国大会である「ねんりんピック」に広島・熊本・徳
島など 7回出場し、3大会で金メダルを獲得した。
　7年前、元気だった妻に異変が起きた。歩行中に突
然転倒することが多くなり、手足や顔に怪我が絶えな
くなった。医師から「進行性核上麻痺」と告げられた。
難病指定された病である。私はサッカーもトレッキン
グも止めて介護に当たったが、進行は早く令和元年 9
月に永眠した。
　独り身で 81 歳の今、グラウンドゴルフで体を動か
し、「古文書を学ぶ会」で頭脳の衰えを抑えている今
日この頃である。

あれから30年
1975（S50）.4〜 1989（H1）.3在任
保健体育科　高田 俊治

1979年卒業031D組担任の高田先生　卒業アルバムより 031卒業アルバムより
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小石川の皆さんへ
都立小山台高等学校　緒方 浩

　皆さんお元気のことと思
います。昨年同様、今年も
コロナ禍による学校行事の
縮小が求められる中、小石
川の皆さんは知恵を絞って
何とかしてしまうのでしょ
うね。その原動力となるの
は、おそらく「伝統」とい
うものなのだろうなと、在職中から小石川の目に見え
ない《伝統の力》を感じていました。
　伝統というと安易かもしれませんが、実は「小石川」
という名を背負った皆さんは、一生その名を背負って
いかなければなりません。生涯の履歴書に常にその名
が付いてきます。君たちの好むと好まざるとにかかわ
らず。かくいう私も現在の職場では「小石川の緒方さ
ん」と認識され、「小石川はどうだった？」とよく尋
ねられ、比較することを求められます。概して世間で

この名前は好意的に評価されているようです。
　しかし「伝統」というものは世間の評価とはまった
く関わりのないもので、他者の評価ではなく、皆さん
自身の感ずべきものです。皆さんは「小石川」の名を
どのように感じていますか。「小石川」の伝統とはど
のようなものですか。一人ひとりが真剣に考えてほし
いと思います。真剣に自分の環境に向き合い、自分自
身に向き合い、初めて見えてくるものがあると私は
思っています。真摯に毎日に対峙する、実はこれこそ
が小石川を支えるものであると私は思っています。そ
の意味で、友人や先生たちと、活気にあふれた意欲あ
る毎日を真剣に過ごしてほしいと思います。生涯にわ
たる「友」「師」にめぐり逢えることを願ってやみま
せん。
　「伝統」は守るものでもなく、頼るものでもありま
せん。それを土台にして新たに作り上げるものです。
皆さんは伝統を作る者として、小石川に新しい命を与
え続けてください。学生たちのその意欲こそが小石川
に綿々と流れ続ける《伝統の力》だと私は思っていま
す。そうすれば自ずと自主自律を体現することができ
るでしょう。小石川の履歴を背負った者として、これ
はささやかなお願いです。

旧職員だより

〈転出・退職者等〉
職 名 教 科 氏 名 転 出 先
統 括 校 長 梅

ウメ

原
ハラ

　章
ショウ

司
ジ

日比谷高等学校

副 校 長 安
アン

藤
ドウ

　香
カ

織
オリ

人事部試験課

教 諭 国 語 緒
オ

方
ガタ

　　浩
ヒロシ

小山台高校（全）

主 任 教 諭 数 学 小
コ

林
バヤシ

　一
イチ

郎
ロウ

小松川高校（全）

主 任 教 諭 理 科
（ 生 物 ） 若

ワカ

松
マツ

　麻
アサ

美
ミ

北園高校（全）

主 任 教 諭 英 語 中
ナカ

田
タ

　淳
アツ

予
ヨ

竹早高校（全）

主任養護教諭 養 護 中
ナカ

野
ノ

友
ユ

美
ミ

子
コ

第四商業（全）

非常勤教員 体 育 石
イシ

原
ハラ

　範
ノリ

征
ユキ

退職

〈任用期間終了〉

臨時的任用教員 英 語 小
コ

林
バヤシ

　裕
ユウ

子
コ 戸山高等学校
（臨時的任用）

〈転入者〉
職 名 教 科 氏 名 転 入 元
統 括 校 長 鳥

ト

屋
ヤ

尾
オ

史
シ

郎
ロウ

桜修館中等教育学校

副 校 長 藤
フジ

田
タ

　　豊
ユタカ

新宿山吹高校

教 諭 国 語 永
ナガ

田
タ

　晃
コウ

平
ヘイ

雪谷高校（全）

教 諭 数 学 長
ナガ

屋
ヤ

　篤
アツ

実
ミ

浅草高校（定）

主 任 教 諭 理 科
（ 生 物 ） 澁

シブ

谷
ヤ

　祐
ユウ

輝
キ

東久留米総合高校（定）

過員

主任養護教諭 養護教諭 今
コン

野
ノ

　秀
ヒデ

美
ミ

竹早高校（全）

●教職員令和2年度転出・令和3年度転入者等一覧（敬称略）
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●2021年度大学入試合格者数（現浪合計／現役）　� （4月20日段階）

国 公 立 大 学 現 浪 現 役
北 海 道 2 0
秋 田 1 0
東 北 4 3
筑 波 7 7
埼 玉 1 1
千 葉 3 3
お 茶 の 水 女 子 3 3
東 京 18 18
東 京 医 科 歯 科 1 0
東 京 外 国 語 1 1
東 京 海 洋 2 1
東 京 工 業 12 11
一 橋 11 10
横 浜 国 立 8 5
静 岡 1 0
富 山 1 1
金 沢 1 1
京 都 5 5
大 阪 1 1
九 州 1 1
国 際 教 養 1 1
埼 玉 県 立 1 0
東 京 都 立 6 4
国 公 立 大 学 合 計 92 77

上記、国公立大学のうち、

医 学 部 医 学 科 現 浪 現 役
秋 田 1 0
東 京 医 科 歯 科 1 0
富 山 1 1
合 計 3 1

文部科学省所管外の大学校

大 学 校 現　浪 現　役
防 衛 大 学 校 1 1
防衛医科大学校（看） 1 0
合 計 2 1

私 立 大 学 現 浪 現 役
青 山 学 院 17 15
跡 見 学 園 女 子 1 0
大 妻 女 子 1 1
学 習 院 11 10
鎌 倉 女 子 2 0
北 里 2 2
慶 應 義 塾 59 49
恵 泉 女 学 園 3 0
工 学 院 4 3

國 學 院 5 5
国 際 医 療 福 祉 2 1
国 際 基 督 教 2 2
駒 沢 5 3
実 践 女 子 1 1
芝 浦 工 業 10 7
順 天 堂 1 1
上 智 18 14
昭 和 女 子 1 1
女 子 美 術 1 1
専 修 7 5
大 正 2 1
大 東 文 化 2 2
多 摩 美 術 3 1
千 葉 工 業 6 0
中 央 46 28
津 田 塾 3 2
帝 京 1 0
東 海 1 1
東 京 医 科 1 0
東 京 女 子 3 3
東 京 成 徳 1 1
東 京 電 機 2 0
東 京 都 市 2 0
東 京 農 業 14 13
東 京 理 科 52 35
東 邦 1 1
東 洋 23 16
東 洋 英 和 女 学 院 1 0
獨 協 2 0
日 本 15 11
日 本 医 科 2 1
日 本 社 会 事 業 1 1
日 本 女 子 7 5
日 本 薬 科 1 1
文 教 2 2
法 政 17 16
星 薬 科 4 4
武 蔵 4 4
武 蔵 野 美 術 2 2
明 治 78 61
明 治 学 院 7 7
明 治 薬 科 4 4
明 星 1 1
立 教 51 45
立 正 5 1
早 稲 田 96 73
同 志 社 1 1
立 命 館 4 2

関 西 6 4
関 西 学 院 3 2
私 立 大 学 合 計 630 473

上記、私立大学のうち

医 学 部 医 学 科 現 浪 現 役
慶 應 義 塾 1 0
国 際 医 療 福 祉 2 1
東 京 医 科 1 0
日 本 医 科 2 1
合 計 6 2

通 信 制 大 学 現　浪 現　役
サ イ バ ー 1 1
合 計 1 1

海 外 大 学 現 浪 現 役
University of
St Andrews（英） 1 1

Boston 
University（米） 1 1

Northeastern
University（米） 1 1

合 計 3 3
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「015回A組「015Aこんちゃん会」

　世界が新型コロナウィルスのパンデミックに襲われ
る中、初のオンラインミーティングによるクラス会の
開催を決議し実行しました。

日　時：2020 年 10 月 24 日（土）14：00 〜 16：00
参加者：12 名（幹事を含む）
使用ツール：Zoom ミーティング
幹　事：内田、岸、補佐：田辺、太田（記）

　入学から 60 年目となる中で、初のネットワーク上
のクラス会実現に向けて、補佐幹事 2 名を立てて約 2
カ月前から幹事間、参加予定者と個別の事前テストを
実施。1 カ月前の 9 月 26 日には参加者全員の事前ミー
ティングテストを行い、本番の成功を確信しました。
　本番では開会 15 分前にはほぼ全員とネットワーク
がつながり、出席者 12 名の顔と声を全員が確認でき
ました。幹事内田氏が開会を宣言、本年 1 月に他界さ
れた級友石川忠男氏（元紫友同窓会会長）に献杯をす
るとともに長く交流のあった真造氏と、高校時代の水
泳部同胞の桝田氏が、在りし日の想い出を披露し氏を
偲びました。
　続いて太田氏が、ネットワーク事情の懸念や途中退
席者に配慮して、次期クラス会幹事の選出を先行、次
期も再びオンラインとなることを想定しつつ、桝田氏、
正直氏、久保田氏に決まりました。次回は喜寿記念と
なります。また故近藤良夫先生の名前を冠したクラス
会名（表記参照）を満場一致で決定しました。
　そのあと田辺氏により参加者全員の近況報告が進行
し、画面越しの歓談にもかかわらず大変盛り上がりま
した。また残念にも参加できなかったクラスメイトの
近況が伝えられました。続いて岸氏により過去から前
回までのクラス会集合写真が映し出され、若き日、働
き盛りの日、初老、そして後期高齢へと到るこれまで
の日々に、それぞれが思いを馳せました。2 時間のオ
ンライン・クラス会は大きなトラブルもなく、互いの
健勝を祈りながら解散（画面退出）となりました。

同期会・クラス会

左上から、�内田、太田、久保田、真造、正直、岸（旧姓馬島）、田辺（旧姓池田）、�
中川（旧姓山本）、桝田、諏訪、小林、保坂。

　クラス会の模様はデジタル録画され、参加者や、や
むを得ず欠席されたクラスメイトが後日、閲覧できる
ようにしました（You tube 掲載）。コロナ禍による生
活環境のネット化や、新内閣提唱のデジタル化の機運
の中、参加者は IT 化への確かな手応えと自信を感じ
ています。

『時空を超えた絆』（039E組オンラインクラス会）

日　時：2020 年 9 月 26 日（土）17：00 〜 23：00
場　所：Zoom
参加者：20 名
幹　事： 林（井沢）、小川（並木）、臼杵（山崎）、  

西澤（宮下）、佐藤、勝目

　私たちバブル卒業組「039E 組」の絆、そして結束
力は本物でした。2 年前にクラス会を開いて以来、私
たちは定期的に会を重ねてきましたが、今年に入って
思いもよらぬコロナ禍の到来。それでも、私たちは一
切挫けず、E 組の底力を思う存分発揮することが叶い
ました。それが、今回の Zoom によるオンラインクラ
ス会です。
　きっかけは E 組マドンナ陣による声かけでした。
リアルがダメでもデジタルがあるさという、アラフィ
フ世代にとってはまさかの DX（デジタルトランス
フォーメーション）の発想。あれよあれよという間に
賛同者が集まり、僅か 1 か月の準備期間で、盛大なオ
ンラインクラス会の実現に至りました。早速、DX の
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クラス会後記

　Zoom では、ミーティングを設定した人が主催者（ホ
スト）となり、メンバーにアクセス先を通知すること
ができます。無料のプランでは 40 分でミーティング
が終了するため、その都度、違う人が新たにミーティ
ングを設定し、参加者全員にアクセス先を通知しなけ
ればなりません。当日、このミーティングの切り替え
を円滑に進めることができるよう、そして、通知を受
けたメンバーがスムーズにミーティングに参加できる
よう、幹事 6 名は事前に 3 回、プレオンラインクラス
会を開催し、Zoom の使い方をみんなでマスターしま
した。

　その甲斐あって、本番では、Zoom の使用が初めて
の人でも何不自由なくクラス会に参加することがで
き、Zoom の便利さ、楽しさを十分味わえたと思いま
す。時には、自分の映像が映らない、音声が出ないな
どのトラブルもありましたが、その場で誰かがアドバ
イスを送るなど、素晴らしいサポート体制が自然にで
きていましたので、事前にあれこれ心配していたこと
も全て杞憂に終わった感じです。ここでも、私たち E
組の絆が思いっきり発揮できたと感じています。
Zoom を通じて素晴らしい体験ができたからこそ、
DX の醍醐味を享受できたといっても過言ではありま
せん。参加者全員の惜しみない協力に、改めて感謝申
し上げます。

醍醐味を享受できるとは。まさに『時空を超えた』ク
ラス会です。
　参加者はクラス半数近くの総勢 20 名。北は「杜の都」
仙台から南は「くまモン」の熊本まで。更には、海外
からの同窓生にもお会いすることができました。
　Zoom の画面には常に参加者全員が映り、そこはま
るで 35 年前の E 組のクラス風景そのものです。そし
て、当時の写真を画面共有すれば、若かりし頃から走
馬灯のごとく時が流れ、一気に今現在の私たちの映像
に繋がります。リアルな世界では味わえない不思議な
空間で私たちは時を満喫することができました。記憶
が蘇ることで、会話も尽きません。E 組という共通の
鏡を通して、参加者一人一人が自分のアイデンティ
ティを再確認できたのではないでしょうか。
　気付いたら、あっという間に 6 時間が経っていまし
た。ただ、リアルなクラス会と違って、名残惜しいで

終わることはありません。オンラインクラス会はいつ
でも気軽に開催することができます。最後は「また
ね！」という感じで、お開きとなりました。明日学校
に行けば、また会えるねという感覚です。私たちはオ
ンラインクラス会を通じて、あの頃の高校生に戻るこ
とができました。デジタル化の時代に感謝です。

　DX を駆使すれば、当時の 45 人が再び集まること
も夢ではありません。その日が来るまで、オンライン
クラス会を続けていきたいと思います。この記事を目
にした E 組メンバーは、是非私たちの LINE グルー
プに登録を希望願います。連絡方法については、直接、
表記した幹事まで連絡いただくか、または、同窓会事
務局へメール等で問合せしてください。次回のオンラ
インクラス会にご招待します！
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紫友美術会

コロナ後の風景
　昨年来、世界全体は新型コロナウイルスによる感染
症の蔓延に見舞われ、ほぼ世界を停滞させたため、日
本のみならず芸術の分野にも多くのコミュニティー同様
多大な影響を及ぼし大きな打撃を受けました。我々紫友
美術会もご多分にもれず、活動の縮小を迫られ、設立
後 30余年にわたり続けてきたスケッチ会やスケッチ旅
行、展覧会の観賞会などの交流の集いも中止や中断に
追いやられ、会員の中には制作に戸惑いを覚えた仲間も
見られたほどです。昨年秋の定期展開催も延期を余儀
なくされ、漸く今年 3月、実施に漕ぎつけることができ
ました。
　しかし、パンデミックを機に、この国の文化的側面も
これまでにない新たな方向に目を向ける絶好なチャンス
ととらえられないでしょうか。各種報道ではあまり伝え
られることのない芸術家たちの困窮状況や美術館や
ギャラリー、劇場などの冷え切った活動に対して歴史上
のこの事態を自覚し、日頃アートの世界に少しでも目を
向けようと、芸術家たちの創造的な源泉とのつながりを
知り、新しい方法を見出そうとすることも重要です。
　高齢化は世界的課題ですが、日本はその中でも最も
進行した国といわれています。しかし、依然として、横
たわっているのは、高齢化社会はこういうものだとの固
定観念にとらわれた日常なのです。大事なのはこれまで
想い描いていた将来像にとって代わりポジティブで自由

OPつながりクラブ
な考え方を身につけ、健康で活気に溢れた日常を送れ
る存在になることです。人生を通して絶え間なく学び、
夢中になれることを発見できれば、充実した日々となる
に違いありません。仕事がAI技術に取って代わり増大
し「人間にしかできないことは何か」との思いを深め、
テクノロジーが際限なく発達した未来、人びとには「よ
り人間らしい強い力」がこれまで以上に求められるので
はないか。これがコロナ後の欠かすことのできない重要
なテーマだと思います。
　紫友美術会は、これからも「青春邂逅」を合言葉に、
OG、OBの皆様の登場を心待ちにいたしております。
� （紫友美術会代表幹事　012B　猪野　忍）

OPとは"オールド
パーソン"という
意味です

軽音楽研究会

─名トロンボーン奏者、小沢博史さん逝く
　024H の小沢博史さんが昨年 9月 6 日に逝去されま
した。一昨年の 9月 22 日、バンド練習の帰りに秋葉
原駅のホームで転倒して前頭部を強打する事故に遭
い、1年近く入院治療を続けておられたのですが、コ
ロナ禍で 3月以降は面会も叶わず、残念でなりません。
　小沢さんは私（粟津）の 2年先輩で、卒業後、ずっ
と軽音研のOBバンド（LSOP：リトル・ストーンズ・
オールド・パーソン）で一緒にトロンボーンを吹いて
きました。LSOP は 1975 年の夏休み、卒業されたばスケッチ旅行

第31回紫友美術展会場にて（2021.3月　ギャラリーくぼた本館）
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かりの小沢さんたち、軽音研 OB を中心に発足し、今
年で 46 年になります。その間、小沢さんはリーダー
としてバンド全体をまとめてこられました。
　LSOP 発足時は、現役生の夏合宿で同じ民宿に泊ま
り、OB だけでは足りないパートには現役生に入って
もらい、一緒に練習を重ねたことが昨日のことのよう
に思い出されます。その時の現役生も、今では白髭の
重鎮メンバーとなって活躍しています。現在のコロナ
禍の中ではコンサートを開くこと自体が難しい状況で
すが、幸い、昨年 11 月 14 日に友人の社会人バンドと
ジョイントコンサートを赤坂ビーフラットで開催する
ことができ、その際は小沢さんを偲んだ曲（Too 
Little Time）を奥様と御子息に聴いていただきまし
た。
　その際、会場に持参したのが、小沢さんとの最後の
コンサートとなった 2019 年の「新宿サムディ」での
演奏写真です。
　また、軽音楽研究会の紫友同窓会では若手の OB か
ら年配の OB の方まで広く連絡を取り合い、2003 年
の創立 85 周年記念紫友同窓会から、創立 100 周年祝
賀パーティー、春の紫友芸能祭等、小沢さんは OB 活
動に尽力されました。もう 50 年以上続く軽音研なの
で、OB バンドと言ってもとても大きな年齢差のある
集団ですが、小沢さんのおおらかな人柄や笑顔を絶や
さない温厚な話しぶりもあって、すべての行事が素晴
らしい思い出として輝いています。特に、堅苦しい雰
囲気もない春の紫友芸能祭では、いつも高校時代に
戻ったような楽しさがありました。
　改めて小沢さんのご冥福をお祈りします。
　なお、この会報で LSOP の活動をお知りになり、
興味のある OB の方は是非、LSOP のホームページよ
り粟津にご連絡ください。 026B　粟津雅樹 2018年春の紫友芸能祭（北区滝野川会館）での演奏後の楽屋

ありし日の小沢さん（新宿サムディにて）

会報・HPに皆様の投稿と情報をお寄せください！

◎�同窓会HPは、同窓会からのお知らせや母校の情報をいち早くお届けしています。また、同窓生相互の情報交

換の場として、クラス会や講座など催事の告知・報告についても随時更新、掲載しています。各クラス幹事の

皆さんや広く告知をお考えの方は是非ご利用ください。【紫友同窓会で検索！】

◎�会報では、常時、「吾が校友の精神を」のページで自由な投稿を受け付けています。また、「クラブOPつながり」

と「小石川つながり」のコーナーには、クラスや学年を超えた交流が報告されています。

◎�連載「同窓生訪問」では、あなたの学年や身の回りで知っている活躍する（ユニークな小石川生らしい）同窓

生の情報を求めています。インタビューに登場してほしい方を教えてください。

◎�投稿及びお問合せはお気軽に【紫友同窓会事務局へ】
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�紫友まち歩き
〜�「紫友まち歩きウエブサイト」で一人まち歩
きを楽しみましょう〜

●�「紫友まち歩きウエブサイト」の紹介と楽しみ方

　今回の紫友まち歩きの活動報告は、一人でも楽しめ
る紫友まち歩きの報告書〈写真〉を公開しているウエ
ブサイトについて紹介します。

④まち歩きの見学先・会話内容・懇親会などを写真と
一緒に短い説明付きの報告書が有志により作成されま
す。⑤この報告書は紫友まち歩きのメールで送られ、
内容を参加者で楽しみながら、修正・追加をして完成
となります。最後に、⑥紫友同窓会のホームページ担
当の人に編集され公開されます。
　「紫友まち歩きウエブサイト」は、Google などの検
索エンジンで、「紫友まち歩き　紫友同窓会」で検索
するとたどり着けます。直接のURLは以下です。
　https://www.shiyu-dousoukai.jp/archives/a_
dousousei/a_hito_koto/machi/index.html

〈80カ所のまち歩きができる「紫友まち歩きウ
エブサイト」〉

　2005 年 1 月の第 1 回 No.1「向島界隈・ディープな
下町を歩く」で始まり、2021 年 4 月現在までに 95 回
の紫友まち歩きの記録が蓄積されています。残念なが
ら、第 1回と初期の 14 回の報告書は作成されていま
せん。残りの 80 回については、まち歩きの報告書が
公開されています。最近の 20 回のまち歩きのコース
には次のような楽しそうな場所が選ばれています。菜
の花と梅の湘南No.95、北区西ヶ岡No.94、神田川ク
ルーズと暑気払い No.90、柴又帝釈天と水元公園
No.89、荒川岩渕水門 No.88、東海道七福神巡りと海
苔のふるさと大森No.87、神楽坂と印刷博物館No.86、
生田緑地日本民家園と岡本太郎美術館No.85、ビール
工場、競馬場、武蔵国府を歩くNo.84、広尾・恵比寿ガー
デンプレイスNo.80、東上線沿線幻の遊園地「兎月園」
と「花岡学院」跡を訪ねるNo.79、赤坂迎賓館No.78、
等々力渓谷No.77、谷根千 No.75、江戸時代の行楽地
目黒界隈No.74、調布鬼太郎と深大寺No.71、都電荒
川線沿線で桜めぐりNo.69、王子から赤羽崖線の上下
を歩くNo.68、早稲田劇場とその界隈を楽しむNo.66、
川の跡─その 4谷端川　上流部No.65、玉川上水を歩
くNo.62 などなどまだまだ沢山あります。

　なお、95 回の中には、以下のような魅力的な海外 4
回と地方（関東を除く）7回が含まれています。
・�海外 4 回：アモイ・コロンス島まち歩きNo.14、台

小石川つながり  ─地域同窓会などの動き─

〈ウエブサイトができるまで〉

　まち歩きは、①有志による企画に始まり、②下調べ
をまず楽しみ、③本番を皆で楽しんでいます。さらに、
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北のまち歩き〜夢中になって食べるNo.29、瀋陽　
長春　ハルビンNo.37、初夏のシドニーNo.93
・�地方 7 回：別府温泉＆道頓堀であそ歩No.23、古都　
奈良 1・2・3　No.48、No.57、No.64、近江三都物語　
滋賀のサクラを満喫 No.52、鳴門・徳島 No.72、京
都　京都御所・疎水　幽界を訪ねてNo.73

�近畿紫友会
� 近畿紫友会の始まり

　例年会報で近畿紫友会の前年の報告と本年秋の例会
予定を載せていますが、昨年は新型コロナの感染拡大
のため休会となってしまいました。そこで今回は近畿
紫友会の始まりについて、「いつ頃からどんなことを
やっているの？」をお伝えしたいと思います。
　有志の呼びかけによる最初の近畿紫友会は、昭和
30 年（1955）12 月 5 日、川合重太郎先生（地理）を
お迎えし開催されました。結成初期、昭和 35 年の例
会写真を添付します。近畿在住の同窓生が子供も交え
家族で参加しているのが印象的です。当時はまだ新幹
線もなく、東京と関西との行き来も今ほど簡単ではな
かった時代だと思います。
　それ以来、同窓の講師を招き講演の後、懇親会を開
催する形で既に 65 回を数えます。今では参加者の大
半が高齢者となっています、是非若い世代の方々に多
く参加してもらい新しい形の同窓会に発展していけれ
ばと思っています。

幹　事：本多　新（019C）、野上俊彦（027I）
事務局：E-mail；honda_sfxart@tcn.zaq.ne.jp
　　　　〒 569-0823　高槻市芝生町 4-64-2
　　　　TEL＆ FAX　072-678-0454

〈「紫友まち歩きウエブサイト」で一人まち歩き
を楽しみましょう〉
　前述しましたように 80 カ所の魅力的なまち歩きサ
イトがありますので、きっとあなたの希望の場所を選
ぶことができると思います。ウエブサイトの各まち歩
きの報告には、まち歩きの行程が簡潔に記載されてい
ます。この行程にしたがって、以降数ページにわたっ
て写真と簡単な説明や感想が付記されています。ペー
ジを繰っていくことで、実際にまち歩きの体験をする
ことができると思います。それでは、まち歩きをした
い場所を選んで一人でのまち歩きを楽しんでくださ
い。写真を拡大して楽しめば臨場感も高まるでしょう。
　なお、A4 で 5、6 枚の報告書では写真の数が少な
いので、2015 年頃から写真をたっぷりと含むフォト
ブック（144 ページ）〈写真〉も作成し、希望者は楽
しんでいます。

● �100回記念紫友まち歩きの実現に向けて

　2005 年 1 月から始まり、2020 年 2 月のまち歩きで
95 回になりましたが、現在、新型コロナの影響のた
め中断しています。100 回記念紫友まち歩き「（仮）
本校正門から五中小石川の 100 年を巡るまち歩き」の
実現に向け、多くの仲間が待ち遠しく思って、企画を
考えています。

●�あなたも参加しませんか。

　2、3 時間のまち歩きとその後の懇親会です。参加
者卆年は、06 から 036 まで 30 年と幅広い同窓生が参
加しています。紫友まち歩きは、案内人の得意とする
テーマや、東京だけでなく地方や海外での実施も企画
しています。すべて仲間による手作りです。2度 3 度
と楽しめる報告書やウエブサイトもあります。
� 017D　小林偉昭
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あなたの伝えたい思い
一緒に“カタチ”にしませんか？
情報発信をしたいけれど、どんなカタチがうまく伝わるのだろう。
わたしたちはそんな悩みを抱える企業の皆様に寄り添い、
それぞれに合った展開方法をご提案いたします。

←ホームページに「伝える」アイディア掲載中！

株式会社 木元省美堂　http://www.kimoto-sbd.co.jp/　〒335-0034 埼玉県戸田市笹目8-15-27／ TEL048-421-8571
価値をカタチに。価値を届ける。情報設計のパートナーを目指して。

�紫友経済人交流会
� あなたも「紫友経済人交流会」に会員登録を！

� 紫友経済人交流会　幹事長　笠原盛泰（030H）

　小石川高校を卒業して早
43 年。振り返れば、今の自
分の意思決定に、最も大きな
影響を与えたのは高校時代で
した。
　大学卒業後、縁あって地方
に行き中小企業を経営して
30 年以上が経ち、今のコロ
ナ禍もそうですが、これまで
いくつもの山や谷を乗り越えながら、必死にやってき
ました。単なる利益追及を良しとしない、本業での社
会貢献こそ本質など、身の程知らずにも自ら事業の
ハードルを上げてきたのも、「立志、創作、開拓」の
校訓 3ワードが刷り込まれていたからに他なりませ
ん。ハードルとはいえ、そのことが、誇りであり、拠
り所であったのです。
　そして、同じ校訓を受け継ぐ小石川生として
の人と人とのネットワークは、これまでに多く
の出会いをいただき、相当な力となって機能し
てくれました。もっとこのような機会があれば
良いのにと思うこともしばしばだったのです。
気がつけば後輩の方が多くなった世代となり、
今こそ、新たにネットワークの機会を作り出す
ことも、小石川の薫育と恩恵を受けた者として
の役目ではないかと、この会の設立に関わりま
した。

　「紫友経済人交流会」、同じ学び舎で学んだ、

多種多様なそして多世代の経済人が、年に数度集まり、
メンバーからの卓話や講演を聴き、その後の酒宴で話
に花を咲かせる。同級生の枠を超えて、部活の枠を超
えて、新たな縁が生まれることで、経済人としての活
動やプライベートに役立つきっかけとなってくれれ
ば、幹事団は望外の喜びです。
　元フジテレビ社長豊田先輩を会長に、元日本郵政副
社長高井先輩を発起人代表に、第一回の会合を学士会
館で開催したのが去る令和元年 10 月 26 日（土）。そ
の成功を勢いに、翌年令和 2年 4月に第二回を企画し
ましたが、コロナ禍での中止から 1年が経過してしま
いました。今は、粛々と待機していますが、ホームペー
ジもできて会員は現在も募集中。是非、この時期に一
人でも多くの方の会員登録をお願いできればと思いま
す。
　紫友経済人交流会が新たな小石川同窓会の魅力にな
れるよう尽力して参りたいと思います。引き続き、よ
ろしくお願いいたします。

紫友経済人交流会オフィシャルサイト─小石川高校・
中等教育学校（shiyu-keiei.com）

会員集合写真
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　毎年、会報とHPでは皆さんからお寄せいただいた
クラス会やクラブOB会の報告を多数ご紹介していま
す。しかし昨年今年とコロナの影響により会合や活動
が制限されたため、寄せられた報告は大変少ないもの
でした。そこで、広報局自らの足と耳で稼いだ同窓生
の情報をお届けします。

　塚田さんは電気関係のエンジニアとして、かつて大
手鉄鋼会社に勤務されていましたが、60 歳の時に脳
出血で倒れ、右半身に麻痺が残り、右手が使えません。
それでも仕事を通して社会に関わりたいと、64 歳で
退職後は、前歴を生かし様々な分野の技術やベン
チャーの調査あるいは特許出願の支援などの仕事をさ
れています。
　5 月のある日、「紫友まち歩
き」の皆さんとの友人つながり
から、塚田さんのことを紹介さ
れ、ご自身で開発したスマート
フォン用ホルダーの話をお聞
きしました。

　体の不自由な方が仕事や生活において世界とつなが
る手段として、パソコンや携帯電話は欠かせないもの
です。塚田さんは従来、使いやすいガラケーを使って
いましたが、アプリの種類、利便性からスマートフォ
ンに乗り換えざるをえなくなりました。しかし、いざ
使って見ると、片手で操作することが難しくて、入力
操作などそのたびに机などの上に置く必要がありまし
た。また、片手で使うためのホルダーとして既存の製
品が有ったのですが、どれを試しても、満足できる性
能に届かなかったそうです。
　そこで、薄くて使わない時にじゃまにならず、指を
しっかりおさえて片手で使っても落とさないホルダー
の開発に取り組みました。片手しか使えず苦労される
中、使いやすさを求めて試作を繰り返し、満足のでき
るものが出来上がりました。

　完成した製品は elastiX（えらすちっく）と名付けら
れました。構造は縦 95mm、横 54mm、厚さ1.5mmの
薄いシリコンゴムをX字形状にカットしたもので、ス
マホ裏側に貼り付けて使用します。左右どちらの手で
もこのホルダーとスマホの間に指を差し込んで使いま
す。手を返すとディスプレイの位置で親指が自由に動き、
片手での入力ができます。操作に慣れると、機種と手
の大きさにもよりますが、親指だけではなく人差し指も
ディスプレイ側に持ってきてピンチ動作も可能でした。
　塚田さんはこれを製品として皆様にお届けできれ
ば、身体障害者に限らず健常者の皆さんにも便利なも
のとして使ってもらえると考えています。ご自身の考
案した技術を製品化するのは初めてあり、クラウド
ファンディングでの支援をいただく経験もありませ
ん。起業するには遅い歳ですが、開拓・創作の精神で
自分のペースで進めたいと話されました。（注：クラ
ウドファンディングは 5月に終了しています）
　なお、本製品について
YouTube　https://youtu.be/ZERFZb3Nfrg の動画で
紹介していますので、ご覧ください。
　お問い合わせは塚田憲さんの下記アドレスまで。
singlehand@mbr.nifty.com

小石川つながり  ─同窓生こんな話 ─

1．�スマートフォン用ホルダーの開発
とクラウドファンディングを使っ
た展開 塚田 憲さん（017D）
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　北区赤羽の児童書専門書店＆フリースペース「青猫
書房」（岩瀬恵子さん 025I 経営）では、毎年春に東日
本大震災の教訓と被災者への思いを忘れまいと関連イ
ベントを開いています。今年 2021 年は、4月 4日に医
師本田徹さん（018G）のお話を聞く会が開かれました。

　本田さんは 1973 年北海道大学を卒業後、1977 年に
青年海外協力隊の一員としてチュニジアでの医療活動
に派遣され、帰国後は長野県佐久総合病院で若月俊一
院長の地域医療活動を学びました。その後、各地の病
院で勤務医として働きながら東京山谷で無料診療所を
手伝い始めます。また、1983 年に NGO「シェア＝国
際保健協力市民の会」の設立に参加し、今も会の代表
として多くの支援者とボランティアスタッフと共に
「すべての人に健康を」という言葉を胸に、東南アジア、
アフリカ、東チモールなど、世界各地で戦乱や貧困に
より取り残された人々の医療活動を進めています。
（2012 年発行の会報第 40 号に生い立ちと学生時代か
らの詳しいインタビュー記事を記載しています）

　そんな本田さんは、2019 年より東日本大震災の原
発被災地である福島県広野町で、民間の高野病院勤務
医として過疎高齢化が進む地域医療に取り組まれてい
ます。また、現在のコロナ禍によって拡大する世界の
医療とワクチン格差についても発信されています。ご
活躍は既にマスコミ等で何度も取り上げられています
が、お話を聞こうと、小さな会場には小石川同窓生を
始め多くの皆さんが集まりました。
　以下、お話の内容の一部をまとめました。（文責：
広報局並木隆）

●�2019 年冬、アフガニスタンで凶弾に倒れた中村哲
さんのこと
　2007 年に JICA アフガニスタンの医療論理の研修
に招かれて 1か月行って、その途次 1980 年代からハ
ンセン病の医師として仕事をされていた中村哲さんと
お会しています。中村さんは、荒廃した国を救うのは
川から用水路を引き砂漠を緑地に変える灌漑であると
判断し、現地の人々の中に入って水路工事と農地開発
を実践されていました。まさに、「国手」と呼べる仕
事をされた方でした。
　中村さんを偲び、「クナール川の一滴一滴が泪と化
すとき」という一編の詩を作りました。高校時代の恩
師、飯田満寿男先生（国語）の影響で、70 歳近くになっ
てから、詩作と劇作をすこし始めるようになりました。
自分の感情を整理、吐露するのにとても合っています。
「ハキーム中村よ、あなたの魂魄は永遠にアフガンの
地にとどまって、チャンバルハルの花のように咲き続
けるだろう。」

●�福島県広野町の高野病院での勤務（内科）
　現在、平日は福島、週末は自宅のある東京に戻る二
重生活を送っています。高野病院は東電福島第一原発
の南 22 キロにあり、内科の療養病棟と認知症治療病
棟合わせて約 110 床ほどあり、震災で大きな被害を受
けましたが、当時の院長の決断で地域医療を支える拠
点として、一度も閉鎖せず診療活動を継続しました。
　その高野英男院長が 2016 年に事故で亡くなり、病
院は存続の危機に立たされました。しかし、地域医療
の存続を訴え、全国からの広範なボランティア医師・
看護師らの支援などを得ながら、なんとか乗り越え、
現在も運営されています。
　福島の沿岸地域は子や孫の世代が避難先からなかな
か戻れず、どこも高齢化・過疎化が急速に進んでいま
す。日々の診察と共に、通院できない高齢者宅への訪
問巡回診療をしています。また、復興事業と原発の事
故処理に各地から寄せ集まった多くの建設作業員が従
事していますが、その中で、下請けで働く労働者の健
康管理が見
過ごされて
いると実感
し、大変危
惧していま
す。

2．�本田徹さん（018G）のお話を
聞く会
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◦事務局長の交代
　前事務局長 024H 清水透が理事 3期満了で退任
となったため、昨年 2020 年 11 月より新事務局長
に 031D 清水茂が就任しました。今後、事務局は、
031D 清 水 茂、024H 清 水 透、030A 清 水 潤 子、
035G 駒田晴美の 4名で担当していきます。
　原則として火曜日と金曜日が在室日ですが、そ
の他の日は留守電、FAX、メールでご用件を承っ
ておりますので、お気軽にご連絡下さい。

◦ホームカミングデー
　例年、学校の創作展に合わせ、卒業生を対象に
開催してきたホームカミングデーですが、本年度
もコロナ感染対策のため、実施を見送らせていた
だくことになりましたので、ご了承下さい。

◦評議委員について
　会員のみなさんと同窓会をつなぐパイプ役とし
て、各クラスから 1〜 3 名の方を評議委員として
選出していただいています（評議委員の一覧はホー
ムページを参照下さい）。欠員のクラスは、クラス
会幹事など実質的に活動されている方にお引受け
いただき、事務局へご連絡いただけると助かりま
す。また、評議委員会への出席率向上の為にも、
可能であれば各クラス 2名以上の方を選任いただ
きたく、宜しくお願いします。

◦東洋文庫ミュージアムの利用について
　年会費を納入いただいた会員の方は、無償で施
設を利用できます。利用希望者は、事務局にて会
員証を発行しますので、初回利用日の 2週間前ま
でに事務局へご連絡ください。

◦名簿の変更について
　引越しや改姓などによる登録情報の変更がある
場合には、次の方法で変更・届け出をお願いします。
①�「Web 名簿管理システム」にログインして、ご
自身で変更する。（「Web 名簿管理システム」を
利用するには、メールアドレスの登録が必要で
す。未登録の方は、事務局までメールアドレス
をお知らせください。）
　�Web名簿管理システム　https://shiyu.alumnet.jp
②�住所・姓名等の変更内容を、事務局まで電話、

事務局だより
事務局長　清水　茂（031D）　北さんから10数年前にノンフィクションライター

の最相葉月さんの取材を受けたと伺い、「ビヨンド・
エジソン　12人の博士が見つめる未来」（ポプラ社）
を取り寄せました。その第1章に「日本生まれの薬
でアフリカ睡眠病に挑む─寄生虫学者・北潔と
医師シュバイツァー伝」が登場します。
　北さんが最も影響を受けた本に挙げるのが、小
学生時代に読んだシュバイツァーの伝記。印象的
なエピソードの1つは、少年の頃、村の子供たちと
取っ組み合いをし、体格のいい友達に勝った際に
聞いた捨てぜりふ。「君のように1週間に 2回も肉
のスープを食べさせてもらえば負けるもんか」。貧
富の格差、発展途上国への視線に繋がります。売
名行為などと批判もあったシュバイツァーの生涯
を、何度も検証してきたそうです。
　ナポレオン同様、3時間しか寝なかったこと。不
老不死の薬をつくろうと思ったこと。子供の頃の夢
や信念を貫く偉人ぶりですが、「楽しく飲み会が出
来るアフターコロナ」を目指す、気さくで明るい先
輩に力づけられました。� 嶋沢裕志（026B）

　「困った人がいたら助けなきゃな」という心持ち
の北先生は、長崎から週末に帰ったばかりなのに、
終始穏やかに笑顔でこたえてくださいました。人生
いろいろなことがありますが、その岐路には様々な
人との出会い、本との出会いがありました。いろん
な素敵な出会いとつながりがあって今があるという
ことを、お話をお聞きしながら強く感じました。薬
の研究、多くの命を救うこの研究への熱い思い、
その実現にむけてしなやかに前へ進んでいかれる
姿勢に憧れます。
　そんな北先生だからこそ、まわりには多くの人が
集まるのだと思いました。長崎でもまた新たな輪が
広がっています。コロナは人々の心を憂鬱にし、つ
ながりを分断しています。私たちの心身の健康を回
復する新しい薬の研究のお話、わくわくしました。
改めて薬学という学問の重要性と研究されている
方々の日々の努力に感謝いたします。北先生ありが
とうございました。� 中野靖子（038G）

　パチンコ屋で出会った一冊の本、青春の紆余曲
折、研究の悩みと喜び、そして今待望されるコロ
ナ創薬と、一つ一つのお話に深く頷いた 3時間で
した。そして何よりも、当時の軟式庭球部、大所
帯で上下の繋がりは弱かったけれど、なぜか記憶
の中に残る北さんのお茶目キャラが、半世紀の時を
超えて蘇りました。初めてお聞きした対巣鴨高校戦
のエピソード、最高です。� 並木　隆（022E）

〈インタビューを終えて〉
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Fax、メールでお知らせください。

◦会費の納入について
　紫友同窓会の運営は同窓会員の納入会費によっ
て成り立っています。
　財政運営状況を健全に維持するために、2014 年
から、毎年 2,000 円の会費を納めていただくことに
なりました。納入には三種類の方法があります。
①郵便局：�会報の宛名裏面に印刷された「払込取

扱票」をご利用ください（手数料は同
窓会負担）。

②銀行振込：�紫友同窓会口座にお振り込みくださ
い（振込手数料はご負担ください）。

※�振込の際は、必ず「卒年次」「クラス」「お名前」
をご記入ください。（記入例　030Aシユウタロウ）

③�口座自動引落し：毎年振込の煩わしさを解消す
るため、「口座振替サービス」を導入しています。

　�口座振替依頼書はホームページに掲載していま
すが、見られない方は事務局にご連絡いただけ
れば郵送いたします。今年度分からの口座振替
を希望される方は、事務処理の都合上 10 月 15
日迄にお申し込みください。（振替予定日は 11
月 29 日です）
※�既に口座振替をご利用の方につきましても、

今年度の振替予定日は 11 月 29 日となります
のでご了承下さい。

◦「紫友みらい基金」へのご寄付のお願い
　創立百周年を契機に開始した、教育支援活動・
交流促進活動・小石川の杜プロジェクトという 3
つの「新しい同窓会活動」を継続して実施してい
く財務基盤を構築するため、百周年募金の残余資
金（約 42 百万）を原資として「紫友みらい基金」
を創設しました。活動継続には 10 年間で約 1 億円
の費用が見込まれ、ぜひとも会員・客員の皆様の
ご寄付を賜りたく、お願い申し上げます。

【募金要項】
1．基金名称：紫友みらい基金
2．募金の目的
　 ①教育支援活動の継続
　 ②交流促進活動の継続
　 ③小石川の杜プロジェクトの継続
3．募金目標額　1 億円（10 年を想定）
4．募集期間　2019 年 6 月〜 2029 年 5 月
5．募金方法
【金額】原則、一口 10,000 円以上
　※できるだけ一口以上のご寄付をお願いします。

　（一口未満のご寄付もありがたくお受けいたします）
　※何回でもお受けいたします。
【申込み方法】
①郵便局：�会報の宛名裏面に印刷された「払込取

扱票」をご利用ください（手数料は同
窓会負担）。

②銀行振込：�紫友同窓会口座にお振り込みくださ
い（振込手数料はご負担ください）。

　※�年会費口座自動引落しを利用していない方は、
年会費 2,000円と合算した額をお振込みくださ
い。

　振込金額のうち、会費2,000円を超える金額が「紫
友みらい基金」へのご寄付となります（会費が優
先的に納入されます）。
　※�一定口数以上のご寄付者名は、会報等に掲載

予定です。お名前の非公示を希望される場合
は通信欄に記入、または事務局へご連絡くだ
さい。

6．ご寄付の特典・顕彰
　ご寄付をいただきました皆様には、ご芳名を記
録するとともに、感謝の意を込め、以下の特典を
ご用意しております。（百周年基金へのご寄付を合
算した累計金額により贈呈。但し物品が無くなり
次第終了）

　累計 2 万円以上のご寄付：百年史 3 部セット贈呈
　累計 5 万円以上のご寄付：カシミアストール贈呈
　累計 30 万円以上のご寄付：寄付者銘板制作

7．その他
　ご寄付に対しては、税の優遇措置・控除対象に
は該当しませんので、あらかじめご了承ください。

◦紫友スタジオ
　100 周年記念事業の目玉として取組んだ「紫友
交流室」で、リアル交流の活動拠点となる「紫友
スタジオ」が開設されました。場所は、不忍通り
をはさんだ学校の向かい側、1 階にキャピタルコー
ヒーがあるビルの地下です。クラス会、会議・セ
ミナー、楽器練習等に、是非ご活用ください。
　問合せ先：k100kouryusitu@gmail.com

◦紫友文庫
　会員の皆様から寄贈いただいた同窓生・小石川
に関する著書を「紫友文庫」と名付け、配架して
います。一覧はホームページでご覧ください。閲覧・
貸し出しは事務局までご連絡ください。
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○逝去者一覧
　前号の発行以降に事務局にご連絡いただいた方々で
す。心よりご冥福をお祈り申し上げます。� （敬称略）

卒クラス 逝去者氏名 逝去年月日

05F 足羽義郎 2020.4

05H 左奈田雄一 2020.1.15

05H 鈴木六郎 2020.1.4

06A 井上雍朗 2019

06A 大友眞理子 2021.6.10

06A 矢野清之助 2020.4

06B 青田 晋 2021.1.12

06C 玉井 勇 2020.11.12

06C 村上 泰 2020.4.30

06D 山下昭子 2020.8.23

06G 栗原和夫 2020.2.20

07C 山縣浩一 2015.10.1

07D 長谷川敬 2018

08C 倉田俊一 2019.10

08C 横山卓一 2020.7.2

08E 河崎英明 2020.7.8

08E 竹嶋 守 2021.5.22

08E 鶴見俊一郎 2020.10.18

08F 金 慶得

09A 高橋虎秋 2021.5.20

09B 松本 毅 2018.10

09C 戸村利夫 2020.2.24

09D 大橋伸子 2020.12.12

09H 阿久津雅信 2019.8.23

010C 小川浩司 2020.6

010C 松野仁彦 2019.1.12

010D 清水洸一 2020.7.25

010F 小泉義嗣 2020.1

010H 大野斌代 2018

010H 幸村 隆 2019.12.29

011A 松永晴布 2020.4

011B 野中泰延 2020.3

011C 中地 洌 2019

011D 江碕登志雄 2020.6.7

012B 木村国雄 2019.9.19

012C 加藤美貴尾 2013

012H 荒巻武彦 2016

卒クラス 逝去者氏名 逝去年月日

012H 竹本正男 2016.4.13

013B 三宅嘉之 2017.8.18

013H 井上千鶴子 2019

014A 川木隆雄 2020.5.23

014H 木原春夫 2020.7.21

015A 金原京子 2018.5.14

015C 三木聡男

015F 工藤義雄 2013.3

015F 谷口 真 2020.4.10

016B 白水廣一 2019.10.3

016E 山上正明 2019.11

016F 佐藤守人 2020.9.14

016F 米田光広 2020.5.31

017E 柏崎 浩 2020.2

018A 谷古宇高資

018C 鈴木利夫 2020.11.23

018I 松岡淳一郎 2020.12.22

018J 鎌原正昭 2019.12.10

020A 中安廣茂 2020.2

020D 山﨑隆一 2020.7.28

020E 古田光太郎 2020.4.30

020F 本間光世 2021.4.1

021H 船越孝久 2020.1.16

022F 大高 徹 2020.1.28

023G 堤谷正俊 2019.12

024E 斎藤浩司 2019

024H 小沢博史 2020.9.6

025C 尾崎 靖 2020.3.22

025D 後藤和子 2020.4.24

025I 五反田靖 2020.12.22

027I 岡 康道 2020.7.31

028F 猿渡久美子 2020.6

030I 上村 穣

031G 平野滋朋 2019.12.30

032C 須田正敏 2020.6.2

037E 水野秋人 2016

038G 池田陽子 2015.10.24

卒クラス 逝去者氏名 逝去年月日

旧職員（英語） 小島義朗 2019.11.7

旧職員（化学） 住谷正夫 2020.1.15

旧職員（国語） 稲澤好章 2020.5.9

五中11A 秋山憲兄 2010

五中12A 下山佳雄 2006

五中15A 柏原孝夫

五中15D 中田和夫 2018

五中16B 原田弘基 2019.6

五中16C 常盤盛晴 2020.7.24

五中16A 松永 仁

五中16C 谷口壽一 2019.11.22

五中17A 松下太郎 2019

五中18A 平山浦生 2017.4

五中18D 大田芳穂 2016

五中18E 佐伯慎之助 2018.1.29

五中19A 寺井 健 2021.5.8

五中19C 川合義一

五中19E 星 実矩 2016.8

五中19E 山田 寿 2019.10.5

五中20A 馬場淳年 2020.8.1

五中20D 松本重男 2021.3.24

五中21A 白崎昭一郎

五中21C 石原啓男 2020.5.1

五中21D 牛越朝麿 2020.1.29

五中21D 藤井賢三 2018

五中22B 青沼 博 2020.4

五中22D 谷 弘之 2019.11.13

五中22E 高橋 亨 2019.12.14

五中22D 星出壽夫 2019.11

五中23B 高畑恒夫 2020.6.25

五中23C 岩崎博一

五中23D 天野 茂

五中23D 江沢健一郎 2020.8.3

五中23E 江口英一 2018

卒クラス 逝去者氏名 逝去年月日

五中24B 犀川健三 2020.8

五中25A 北原眞澄

五中25B 主原達也 2019.1.18

五中25B 峰岸克行 2018.8.29

五中26B 川勝岳夫 2018.11.10

五中26C 浜中全美 2019.8.16

01D 鶴田宣久 2019.11.10

02A 小寺敏胤 2020.6.28

02A 福田光治

02B 赤間喜久男 2020.1.9

02C 田村 穣 2020.4.19

02D 平嶋秀治

02E 井上裕郎 2020.5

02E 遠山栄一 2019.11.25

02F 黒岩昭夫 2020.4.18

03A 日塔富男 2019

03A 安田和敬 2020.5.20

03C 斎藤 亨

03C 望月輝雄 2019.9.11

03D 北川正博

03D 西原昭雄 2017

03D 三宅 哲 2019.8.29

03E 岡村康彦

03E 中嶋 上

03F 清水洋三 2019.3

04B 浜尾良雄 2020.8

04B 廣田清彌 2020.3.1

04B 吉田恒丸 2019.11

04D 片桐幹雄

04F 石井賢国 2020.2.6

04F 永田 尚 2020.10.2

05A 飯田泰弘 2019.7.3

05A 永山剛己

05C 池田 節 2016.10
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編集後記
　新聞記者だった 5 〜 6 年前、体を張った企画が 2 つ
あります。「還暦からのサーフィン」と「ボルダリング」。
東京五輪の新競技というお墨付きがあればこそ、メタ
ボ腹のオヤジ記者が挑戦する醍醐味と高揚感もあった
のですが、緊急事態宣言下の両競技をテレビ観戦して
いても、感慨が湧きません。何のための「死闘」だっ
たのか。コロナ下の五輪の政治利用や不祥事が、思い
出を寒色に塗り替えてしまいました。
　そんな息苦しい空気の中、生化学者の北潔さん

（021H）、陶芸家の林香君さん（024A）にじっくりお話
を伺えたのは、実にシアワセな経験でした。「みんなで
飲み会がやれるアフターコロナ」を目指す北さんの明
るい目。困難な時代と世界に寄り添いつつ祈る林さん
の温かな眼差し。その人間力に打たれました。
　また、個人的にも大ファンだったクリエイティブディレ
クターの故・岡康道さん（027I）の追悼ページのため、苦
闘いただいた小田嶋隆さん（027I）、森本あんりさん（027A）、
ありがとうございます。そして温かいメッセージを頂戴し
た岡敦さん（030I）には感謝の気持ちでいっぱいです。
� 嶋沢裕志（026B）

　コロナ下を言い訳にして、2 年続きの変則発行となり
ました。「特集　つなぐ・ささえる」の思いは同じでも、
クラスやクラブ OP（オールドパーソン）もその他さま
ざまなつながりの活動は、じっと来るべき秋（とき）
を待っています。来年の会報には、楽しいニュースが
満載できるよう心から願っています。
　今号でも多くの同窓生、学校関係者、PTA にご寄稿
をお願いしました。特に、最後まで固まらなかった応
援企画の「名刺広告」は、人から人へとつながって様々
な業界の同窓生から手が挙がりました。
　担任だった鈴木由次先生（ゴン次さん）なら、今流
行りの過剰敬語「させていただく」の乱用乱発をなん
と皮肉るだろう。その極めつきは政治家諸氏の「真摯
に受けとめさせていただく」だ。ただ単に気持ちを込
めて「受けとめます」だろうに。人から人へ思いや考
えを伝えるための「ことば」が、こうして頭の上を空
疎に通り過ぎる上っ面なものに変わっていく。
　同窓会の活動は、何よりもこの「させていただく」と
対極のところ、母校への少しの思いと余力を集めた「する・
やる」だろう。齢幾つであっても。� 並木 隆（022E）

編集協力：田嶋伸子（022E）・椿 朋美（035C）・虫明智恵子（035C）

会費・寄付の振込先「紫友同窓会口座」
【郵便局】

口座番号　00110-2-11869
加入者名　「紫友同窓会」

【銀行】
みずほ銀行　駒込支店
普 通 口 座　0629241
名 　 　 義　「シユウドウソウカイ」

※�振込の際は、必ず「卒年次」「クラス」「お名前」をご記
入ください。（記入例：030Aシユウタロウ）

※使途指定の寄付も出来ます！
　「お名前」の後ろに下記の数字を付記して下さい。
　　①教育支援活動への寄付（教育支援口⇒ 1）
　　②交流促進活動への寄付（交流活動口⇒ 2）
　　③�小石川の杜プロジェクトへの寄付（環境企画口⇒ 3）

（記入例：030Aシユウタロウ -3）

紫友同窓会　事務局
原則として、火曜と金曜の 10時から 17時まで在室
住所　〒 113-0021

東京都文京区本駒込 2-29-29
都立小石川中等教育学校内

Tel/Fax　　03-3945-1961（留守電あり）
メールアドレス　shiyukai@msj.biglobe.ne.jp
ホームページ

https://www.shiyu-dousoukai.jp
（または “紫友同窓会 ”で検索）

「コーノ・イ・ロス・チコス・デ・クーバ」の音楽配信
　会報 46 号「同窓生訪問」でご紹介したキューバ在住の打
楽器奏者、河野治彦さん（029A）から音の便りが届きました。
かの地に根を張って 30 年、河野さんの目指す音楽は、キュー
バの多様なリズムに日本の民謡旋律、コトバが乗っかって、
カラッと陽気なカリブの空気とはちょっと異なる不思議な響
きです。配信の画像は、こんなコロナ禍の中であっても、どっ
こい、元気でやっていますと語っているようでした。（波）
https://x.facebook.com/cubadebate/videos/concierto-en-
l i n ea - e s t amos - con t i go - c on -kono -y - l o s - ch i c o s - de -
cuba/884107102487143/?depth=2
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