
東京都立武蔵高等学校

同窓会事務局

〒1840022

武蔵野市境 21713
Te&Fax 0422-53-5270 2004.5.10

日口寺 6月 6日

13時受付開始

13時30分開始

武蔵野スイングホール

(武蔵境駅北口 2分 )

「ノーザンシックス

ビッグバン ドJ

レインボーサロン

(同ホール 11階 )

一般会員 2,000円
学生会員 ].000円
新卒会員 無料

出席の方は、同封の返

信用はがきを送つてく

ださい。

｀
F成 15年 度(16イド3月 )卒  |

卒業4i同 窓会幹11氏 名

▲「遊びをセントや生まれけむ」1991年末来劇場第58回公演
作 演出 : 里吉しげみ (5回生D組 )

出  演 : 片岡 鶴太郎 水森 亜土



同窓会会長 土屋 正忠

同窓会の皆様にはお元気でお過こしのこととお慶び申し上げま

す。同窓生が政治、経済、文化、芸術など、さまざまな分野で活躍

されていて、とても頼もしく思つております。

さて、このたび長年にわたり校長を勤められた菊池正仁先生が定

年により勇退されることになりました。今までのこ活躍に心より感

謝もうしあげます。そ して、武蔵高等学校は中高一貫教育校へと大

きく舵を切ることになりました。新校舎も完成し、新しい可能性を

求めて新校長のもと船出します。同窓会としても、全力をあげてバ

ックアップしてゆきたいと存 じます。

最後にお知らTTです。 6月 6日 、武蔵境のスインク
=―

´三二 v

て恒例の武蔵高等学校同窓会総会、懇親会を開催いたします。大勢

の皆様のこ出席をお待ちしております。

在校時はそれぞ

れサ ッカー部の

ビッグバンドでのりまくり !!
武蔵高校の卒業

生が活躍 している

アマチュアバンド

がある。その名は、

「ノーザンシック

ス  ビ ッ グ バ ン

ド」。1999年 、田

無市 (IFl在 の西東

京市)が主催した

バンド養成講座に

より誕生 した。名前の由来は、メンバー

の居住地である六市 (田 無・保谷・小

平 ・ 清 瀬 。東 村 山 東 久留 米市 )の

Northern(1ヒ部)Six(6市 )か ら。

メンバーの年齢は20～ 70代 と幅広 く、

“3世代家族のお茶の間"の ような大変賑

やかな雰囲気に包まれている。 レパー ト

リーもジャズ、ラテンを中心に150曲以上。

メンバー30数名のうち、武蔵高の卒業生

マネジャー、器械体操部、ラグビー部、

吹奏楽部部長として活躍されました。今

年の総会のア トラクションには、中村 さ

ん (テ ナーサ ックス)と 中島さん (ト ロ

ンボーン)の 2名 を含む10名 の皆 さんに

出演 していただ く予定です。演奏曲は、

Summertime/Danny Boy/St Thomasな

どスタンダー ドナンバーを演奏 していた

だきます。乞うご期待 !!



3月 31日 の午後 8

‖キ過ぎに武蔵の校 F月

をでました=桜が日

に入って、 しばらく

はじっと眺めていま

した それまで1亡 し

くて感傷的になるひ

まもなかったのです

が、このときだけは

1旬 力`いっぱいになり

ました=亡 くなった

I君のことも脳裏に

前都立武蔵高等学校長

菊池 正仁

浮かびました。古い校舎も浮かびました。武蔵
、111:´ 二´、  、 |ン ′11が  ■に押 し寄せ

てきました :

それから、もう二週間がlt・ ちますi今は、毎

朝西武新宿線で高田馬場へそして目黒から東急
目黒線で不動前という通勤をしています。まだ、

出無で 瞬降りようとしたりしています。新し
い学校は、中高一貫の男子校です,武蔵と同じ

ように進学校ですが、まだまだ様子は分かりま
せん。 しかし、生徒たちは人懐っこい感じの生

徒が多いようです。相変わらずできるだけ「お

はようJと 言っています。ただ、この学校では、

り1の 打ち合わせがあるので、それが終わってか

らでないと玄関に立つことは出来ません。でも、

出来るだけ立っていこうと思っています。

出会いというのは本当に不思議なものですね。

新しい学校でも以前から知っていた人が 3人 も
いました.実は、武蔵に着任 したときにも、知
て́いるノ、1ま 3人でした

武蔵は、武蔵の生徒たちは本当によく頑張っ
ていると思います=い よいよ中高一貰へ向けて
の検討が始まると思いますが、この検討への道
に大きなnJ能性を与えているのは、なによりも
生徒諸君の頑張 りです。中高一貫まで武蔵の進

学の実績を伸ばしていくことが、中高一貫の成

功を決める大きな要素になるのです。自主的な

活動の中で自分なりに考え、行動できる武蔵の

生徒諸君だからこそ、進学でも頑張れるのだと

思います。教育実習の時などに、多くの大学の

先生から「武蔵の生徒は、入学時の成績はあま
りよくないが大学に入ってからの伸びが著しいJ

とよく言われました。都立高等学校の良いとこ

ろをしっかりと残 した武蔵の生徒諸君の健 F13を

こころから祈っています。

始めまして,菊池

校長先生の後任 とし

て、平成16年 4月 1

日に着任 しました。

よろしくお願い中し

_Lげ ます。

去 る 4月 8日 に、

本校体育館にて新入

生歓迎会が行われま

した:同 窓会の方々

が築か′してこられた

東京都立武蔵高等学校長

井田 良克

武蔵高校の文化の一端を拝見させていただくこ

とができ、t、 が」上方になりました,そ の時の司

会の生徒がすばらしい言葉を述べてくれました.

正確ではないかもしれませんが、武蔵高校を見

事に表現 していると感服致しましたので、紹介

させていただきます。武蔵高校の頭文字むさし
の文字を用いて、「昔ながらの校風で、最新の校

舎が整って、進化を続けるJ武蔵高校。このよ

うな趣旨の話でした。

思わず拍手をしてしまいました。おそらく武

蔵高校の伝統は、基盤となる部分は大切にしつ

つも、常に最新の情報を1,り 入れつつ進化 し続

ける進取の気取 りなのではないかと理解 してお

ります。私も、この武蔵の伝統を大切にしつつ、
nl窓 会の皆様のお力添えの下に武蔵高校の一層
の発展のために、非力ながら全力を尽 くさせて

頂ければと思っております。どうぞよろしくお

願い申し Lげます
=

さて、既にお知らせ致 してお りますように、

平成20年から本校は都立の中高一貫校として本
校の進学実績を含めた伝統を更に発展させるこ

ととなります。 1可 窓会のお力添えも受けながら、

現在の生徒の現役での進路決定率を更に高めて

その実績の 卜に中高 ‐貫校へ移行したいと考え
てお ります。各界の第一線で御活躍されておら

れます同窓71に よる講演会なども含めた御支援
が頂ければ幸いに存じます。

幸いなことに、 4月 7日 の今年の入学式では、

青空に映えた本校正門前の美しい桜の花が新人

生の門出をliか く2nlえ てくれました。これから

は花々、草木の美しい季節です。どうかお気軽
に母校をお訪ねくださり、後輩たちを激励 して
いただければと思っております。今後ともよろ

しくお願い中し上げます。



クラス りよだ一ヽづ
ヽ
‥

‥
Ｊ

´
，
´
ｔ
ｏ

ヽ
〓

¨
′

ヽ
１
‥
Ｊ

暉
‘

◇同期会を終えて◇

平成15年 4月 19日 、“南新宿モノリス29"

で、高女 5回生、高校 2回生の同期会 (む ら

さき会)に、31名 が集いました。占稀を過ぎ

ても若 き日の面影を留める顔、顔、顔 ,「懐

かしい |お久しぶ り !」 と抱 き合って再会を

喜び合いました。

戦中戦後の混 lt

とした時代に、林

と畑の奥の木造校

舎での武蔵時代で

したが、皆清純な |

乙女′しヽを抱いて一

所懸命、また、明 Ⅲ

るく楽 しく勉学に

勤 しみ、友1青 を深め合いました。衣 食 住

と生活環境は厳 しく、めぐまれたものではあ

りませんで したが、精神的には満ち足 りて輝

第 5回生 C組のクラス会は、卒業以来担任

だった高橋安先生、松岡正先生をお迎えし、

名称 も “武蔵どんぐりの会"と して、毎年行

われて参 りました。

今年 (平成15年 )は、武蔵を卒業 して50周

年にあたり、少々気張って帝国

ホテル楓の間で、バイキング形

式のクラス会。

その後、日比谷公国内の松本

楼で2次会を開き、青春の 日々

を思い出し、和気調々過ごしま

した。

一口に50年 と言いましても、

その間に先生方は故人 とな ら

れ、9人の級友を失いました。

いていた武蔵での日々。

その頃の1襲 1日 談に花が咲き、お1裏かしい恩

llのお名前が次々と口をついて出ました。皆

老いたとはいえ、それぞれが、個々の残され

たこれからの人生の目標をしっか りと見据え

て、一本の道を強

くいきいきとつヤ

やかに生きている

姿を目の当 りにし

て、さすが武蔵教

育の賜物と感pllの

念で胸が熱 くなり

ました,

最後に、ソプラ

ノ歌手の柳貞子 さんを中心 に、
‐
ふるさと'

を合唱して、盛会を祝 し、またの再会を約 し

て会を終えたのでした。

◇ ど ん ぐ り の 会

皆様のお話の中にも、それぞれの50年の重

みが感 じられ、感無量でした。

これからも身ll 11 11を つ|+な が 1 年年 ケ

ラス会を開いていきましょうと約束し、校歌

を歌って、再会を楽しみに散会しました。

円



◇「元気な仲間」のつどい◇ 34年卒業同期会事務局

平成15年 9月 28日 、第 3回 同期会を盛大に行
いました。当日はJRの ポイントI事の遅れが
あり、 1時 FHO遅 れで開始 しました:

皆さん元気ですよ―:バ ス、 タクシー、電車
を乗 り継いで、80名 の方が駆けつけてくれまし
た。今回のパーテ ィは司会者がいませんので、
世話役 の発声でスター トしました。
残念です、物故者が何人かいます。全員で黙

梼をl.kけ 静かに開宴 しました.

北海道、仙台と遠方より出席の方々にも、ス

ピーチをいただきました。パーティ時間 3時間、
体みなしのマイクの利用、まだまだ同期生は元
気です。この「元気印Jを同窓会報「武蔵」に
掲載してもらおうと、ヮイヮィと賑やかなこと。

カメラマンが多くて、出来上がった写真もご

覧の様相です
=

予定のフォークダンスも行い、高校時代に流
行った歌を歌い、もちろん校歌も全員で歌いま
した: 元気な仲間Jは、互いに再会を約 し、2

次会に向かいました。

′

◇ 3回生祝いの会 ◇ 昭和26年 3月卒業

F林 を出でて林に入り、

てまた道あり』この詩の風

景はなくなりました

が、武蔵高校卒業

道つ き

またお会いしましょう

つたですが、秋晴れの一日 (平

成 15年 9月 27日 )、 中野

サ ンプ ラザ にお い

て、 ご出席 くだ

さつた先生方

を囲んで36

名が健康 と

長寿を祝い

ました。

●
〓後50年 余、古稀

を迎 え祝いの

会を開きまし

た ,

今年は夏の

暑さが少なか

◇ 17回同期会 ◇

2003年 8月 30日 に、12年ぶ りの17期 同期会

を開きました。

出席は少なかったけれど、楽 しいひととき

をll lご しました。

来年2005年 は、卒後40年 になります。

「同窓会Jに集まりましょう 1!



何 賀 写l〔諾 ξ Ъ i観 ‰

部同窓会で運営 し、維持管理を山岳部同窓会

が中心 となり継続させております。毎年、同

窓生を核に多数の方が利用 してお ります。利

用促進については同窓会報で毎年PRし ており

ますが、PTAで も、総会・会報等でPRを 実

施 し、会員の利用も増えてきました。PRの一

助として、PTA役員がヒュッテを訪問した際

の資料 写真等をまとめ「大苦薩ヒュッテ」

のフアイル冊子を作成されました。総会、会

合等でこの冊子を利用し、ヒュッテヘの理解、

PRに活用しているそうです。ヒュッテに行か

ず とも、内部・外部・利用方・周辺案内等、

大変分か りやすいファイルで、ヒュッテを訪

れたい気持ちにさせてくれます。

昨年、冊子の存在を知った山岳部事務局が

冊子をお借 りし、またまた11回生の同期会に

持参 しました。田}子 を見たあるクラスが、そ

の場で盛 リトが り、11月 にはヒュッテでクラ

ス会が実施されました。

そ :[キ 霞爾 聰 尻 T]「 輩 肇

いするメッセージにいたしたく思ってお りま

す。総会の際には、展示 しておきます。是非

ご覧 下さい。同期会・クラス会・クラブOB
会等の時貸 し出しも致 します。事務局へ連絡

を 1

これからも、多くの公員の皆様に「大普薩

ヒユツテ」へのご理解とご利用を頂きたいと

思 ってお ります。今回の冊 子の複製には、

PTA高橋会長、作成者の多l‖ 様にはお世i活 に

なりました。

山岳部同窓会事務局

◎ PTA役員会作成の「大 |キ薩ヒュッテ」冊子 ◎

口
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Yahoo等の検索で「大書薩ヒュッテ」と入力|し てア
クセスするほうが簡単です。       |
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秋 ヒュッテ秋色

夏 稜線からの展望

冬 霧氷

春 大菩薩の里



山岳部同窓会総会のお知らせ

同窓会総会にあわせて、こちらにも出席 し
て ください。

6月 6日 (日 )

同窓会終了後17時 30分頃より
同窓会会場にて

出席できる方は事務局にご連絡 ください。

第5回生の皆さんへ同期会のお知らせ

9月 29日 (水 )

13時～15時

帝国ホテルに於いて

多数の方々のご参加をお待ちしております。
幹事代表 

小阪槙影 喜寿展

書道家として、現在も活躍されている高女一回
生小坂満恵子 (旧 姓長谷川)さ んが昨4i4月 「喜
寿展Jを ひらき、情感にあふれたつややかな作品
を多数展観しました。「好きで選んだこの道、これ
からも楽しく味わっていきたい」といっています。

「フエイエトン」翻訳出版

11回生の竹田裕 さ んが、19

世紀のチェコを代表する文学者ヤン ネルダ
の短編集「フェイエ トン」の翻訳 を完成。 こ
のほど、未知谷社か ら出版 しました。 フェイ
エ トンは、デュマやハ イネなども手がけた新
聞記事形式の文学で、多彩な話題 を軽妙洒脱
な文体 と作家の個性で読 ませることを特徴 と
しています。

雑

進踏
~覧

表 秤成16年度4月 12日現在)

日本支子大学 . ■■ ==  ■■ステ
=

浪 人 合 .I

2 2

9 5

4年生 大 学合 格 者 の 内訳

合  計

孝ム: ]23 1 137 386
296 444



五十年前のエイリアン
里吉 重実  (劇団未来劇場主宰 5回生D組 )

武蔵を卒業してから、五十年ほどの歳月が経
て)。

劇団を引き受け、戯曲を書き演出もし、なん

て生活をしていると、五十年も昔の細かい事な
んぞはどんどん忘れてしまう。のんびり思い出

したり懐かしんだりする暇はあるのだが、そん

な時は、麻雀か競輪で潰してしまうので、高校

時代のことは夢のようにしか覚えていない、と
いうより、夢のように過ぎ去ってしまった<楽
しい三年間>だったと言う事か。

その夢のような出来事は、入学式早々にスタ
ー トした。

都立武蔵第十三女子高等学校てな名前だった

ように思うが、そこが、男女共学校として第一

歩を踏み出した春に、私は初っぱなの男子生徒
として、新制都立武蔵高校に入学 したのだが、

なんと、少年達の数は六十名内外と言う。四十

七士にオマケがついた程度の人数だった。先輩
の二年生と三年生は約三百人、それに新入生少

女 ?が三百名弱、合わせて九百人近い女学生が、

桜吹雪の校庭に群れざわめくものすごさは、異

様だった。生まれて初めて体験する超現実現象
だった。特筆すべきは、上級生達六百人の、少

年達を見るその目だった。六十人の男の子達を、
まるで異物を眺めるような、エイリアン (そ の

項はまだ居なっかた)を警戒するような、その

くせ妙に好奇心に輝く彼女達の瞳に、私は思春
期と青春時代の軽やかな足音を感じた、ような

気がする。私は、少年時代からモノゴトを良い

方にしかとらえない、脳天気な楽天家だった。

それにしても、前後左右女ばかりなのと、男

子専用の トイレが、先生方のも含めてニツくら
いしか無く、 コレには困った。で、 しばしば少

年達は裏の雑木林に直行し、ホッとし、ついで

にタバコに火をつけたりもした。火をつけない

やつには、無言でニラミを利かせたりもしたが、

そんな必要も無いくらい、少年達は仲が良かっ

た。何んせ、九百人対六十人である、男同志は

お互いの名前もすぐ覚えたし、カンニングも協

力し合った。

以前、私の芝居の全ての音楽をやってくれて
いる小林亜星さんに、この頃の話をしたところ

「ふ―ん、単純計算してもナオン二十五人に

奴郎一人か。つう事はよ、小兎ちゃんの群に狼
の放し飼いだよなア !」 と羨まし気に目をバチ

クリさせた、フフフ。

卒業生 22,150名  物故者 537名 (事務局で把握している分) 住所不明者 5,086名




