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都立武蔵高等学校
同窓会事務所
〒180-0022
武蔵野市境1-3-4
エーブル武蔵境203
Tel & Fax 0422-27-7571

2016. 6. 5

今年の同窓会総会＆懇親会は
6月26日（日）、吉祥寺東急REIホテルで開催します。

詳しくは裏表紙のご案内をご覧ください。

同窓会創立70周年記念号
今年のホームカミングディは、28回生&48回生

2000年　校舎 1955年　校門

1944年　地理の授業 2006年　パソコン授業
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　母校都立武蔵高校は、昭和15年・1940年前身の東京府立第13高等女
学校の開設から、本年創立から76年となりました。そして同窓会も結
成以来、満70年の記念すべき年を迎えています。同窓生にとって、都
立武蔵高校は青春時代を過ごしたゆりかごです。15歳から18歳まで自
我に目覚め人格を形成する大切な時代を、 3年間学友達と切磋琢磨し
て時間を共有した体験は人生の基盤となっています。
　人生には上り坂も下り坂も「まさか」という坂もあります。苦しい時
も悲しい時も、喜びにあふれる時も、青春のゆりかご都立武蔵高校の
思い出の庭に帰ってきませんか。同窓会の役割は同窓生をつなぎ、次
の世代の現役生を励まし支援することです。
　今年は同窓会結成70周年記念として、日時と場所を変えて吉祥寺で

ゆっくり過ごしていただくよう企画いたしました。どうぞ 6月26日(日)の総会にお出かけ下さいま
すようお待ちしています。

東京都立武蔵高等学校同窓会　会長　　土屋　正忠

青春のゆりかご　都立武蔵高校同窓生の
きずなを大切に人生行路を歩もう

　同窓会70周年、おめでとうございます。守屋一幸校長の後を受け、
着任致しました高橋豊です。昨年度は、主任管理主事として教育庁人
事部に勤務しておりました。
　さて、本校は、府立第十三高等女学校として創設以来76年目、併設
型の中高一貫校として 9年目を迎えています。 4月 7日には、同窓会
長土屋正忠様をはじめ、多数のご来賓のご列席をいただき、附属中学
3・高校 5クラスの入学式を挙行致しました。生徒たちは、東京大11

名（うち現役 8）など、国公立大学97名（現役82）や早慶上智現役66名合
格などの高い成果を上げております。また、ほぼ全員が部活動に加入
し、学校行事にも熱心に取り組んでいます。
　これまでの本校の良き伝統を引き継ぎながら、本校の教育活動を一

層充実させ、本校のさらなる発展のために全力を尽くしてまいります。同窓会の皆さまには、本校
の教育活動に対し、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

都立武蔵高等学校・付属中学校　統括校長　　高橋　豊
同窓会の皆さまへ

ジャズに酔いしれた
昨年のアトラクション
　昨年、総会後にギタリスト宮之上
貴昭さんとベーシスト山口雄三さん
のセッションが行われました。
　お二人の息のあった演奏と華麗な
テクニックに、会場を埋め尽くした
同窓生の皆さんも体をスイングさせ
ながら楽しんでおられました。
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2015年度　同窓会総会・懇親会報告

　2015年 6月 7日、武蔵野スイングホールを会場に
2015年度同窓会総会が開催されました。
　総会は総合司会を務める北川洋さん（11回生C組）に
よって始められ、議長に選出された川村元広さん（ 7回
生A組）の進行で、「14年度事業報告・会計報告」「15年
度事業計画・予算案」など、議題はすべて満場一致で承
認・可決されました。
　懇親会は会場を11階レインボーサロンに移して行わ
れました。ホームカミングディとして参加した27回生
（107名）、47回生（44名）をはじめ245名の方が一堂に会
して、木下伸子さん（13回生G組）の軽妙な司会で終始
笑い声の響く楽しいひと時を過ごしました。 ＊総会・懇親会の写真は21ページをご覧ください。

今年のアトラクション
関東ラグビーフットボール協会副会長　浜本　剛志さんの講演

ご挨拶
　このたび武蔵高校同窓会
70周年にあたり講演をさせ
ていただくことになりまし
た。正直、ご依頼をいただ
いた時には私のつたない話
などでは申し訳なく、ご辞
退しようとも考えました
が、たくさんの青春の思い
出がある大好きな武蔵高校

にいたしました。
　私の武蔵高校でのラグビーとの出会いから大学、社
会人での選手生活そしてコーチ・監督時代、ラグビー
協会での活動など経験談を中心に、そして昨年のワー
ルドカップでの日本代表の奮闘によって盛りあがった
ラグビー人気と実力を、2019年に日本で行われる次回
のワールドカップへ向けてさらに向上させてゆくには
…などの私見をお話させていただこうかと考えていま
す。ご興味のある方はお気軽にお聞きいただければ幸
いです。
 27回F組　浜本剛志の少しでもお役に立てばと思い直し、お受けすること

1975年 3月　　東京都立武蔵高校卒業
1975年 4月　　慶応義塾大学法学部政治学科入学
　　　　　　　  同時に慶応義塾大学体育会蹴球部（ラ

グビー部）入部。2年次よりNo. 8ポジ
ションのレギュラーとして関東大学対
抗戦、全国大学選手権に出場、4年次副
将を務める。1977年度全国大学選手権
準優勝、＇76年度、＇78年度ベスト 4

1979年 3月　　慶応義塾大学法学部政治学科卒業
1979年 4月　　サントリー株式会社入社
1980年 4月　　  サントリーラグビー部創設とともに参

加
　　　　　　　＇82年度、＇83年度、＇84年度主将
1980年度　　　  第 7回アジアラグビーフットボール大

会に日本代表として参加
1990年度〜 1991年度　慶応義塾体育会蹴球部監督
1992年 4月　　  田園ラグビースクール創設とともにコ

ーチとして参加
2001年度〜 2013年度　日本ラグビー協会理事
2010年 4月　　  サントリービア＆スピリッツ（株）執行

役員市場開発本部長就任
2011年 9月　　  サントリービア＆スピリッツ（株）執行

役員広域営業本部長就任
2016年 4月　　  関東ラグビーフットボール協会副会長

就任
　　　　　　　  サントリーフーズ（株）常務取締役広域

営業本部長就任
 以上

 浜本さんの経歴 



4

武蔵　青春のアーカイブ

↑武者小路実篤の揮毫 ↑1946年　第一回同窓会総会

↑1946年秋　武蔵境駅の高女3回生 ↑1940年　中野校舎

↑1946年秋　校庭でサツマイモの収穫 ↑1949年　正門から見る初代校舎
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↑1963年　正門

↑1969年　駅前周辺

↑1988年　屋上のプール

↑1988年　新雪の第二代校舎

↑1963年　校庭でフォークダンス

↑1962年　校舎前通路
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←2015年　第三代校舎全景

↑1988年　音楽祭

→2015年　授業風景

↑2000年　体育祭

↑2015年　スプリングセミナー ↑2000年　校舎中庭
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玉堂美術館長
小澤萬里子（川合）

加藤　郁先生
美術クラブ
英語クラブ

　川合玉堂という画家を祖父にもった私は、80才になって玉堂美
術館長という職についた。玉堂が感得した日本の四季を、あらた
めて見直し、そこから人としてのあるべき姿を知ることができる
のは最高の幸せである。日本人に生まれた幸せは汲めどもつきな
い。
　玉堂美術館（青梅線御嶽駅下車）　昭和36年竣工

『古語林』の編纂に携わる
安藤千鶴子（中沢）

小川正治先生

　1944年学徒動員により昭和飛行機工場でダグラス輸送機を作
る。のち会社の寮にほぼ全員入寮、昼も夜も勤務。1945年敗戦。
武蔵境の学校へ。東京女子高等師範学校文科を卒業後、東京大学
国語国文学科に入学。卒業後都立高校の国語科教師となり、国語
教科書、指導書の編集、古語辞典の製作などに携わった。退職後
NＨK学園講師。

空間への挑戦を
　　　　カタチに
華道草月流
大和田元子（仲田）

瀬川・岡崎両先生

　70年に及ぶいけばな人生を通じて思うのは、草月流いけばなに
は空間をとらえる鋭敏な感覚が必要ということだ。現代の都市空
間や生活空間に対して挑戦する意欲をかきたてられながら、私は
植物を使ったオブジェを創作し展示することが多くなった。と同
時に生徒達には「積極的失敗は消極的成功に勝る」と指導してい
る。

声楽家
スペイン歌曲
柳　貞子

松岡　正先生

　東京芸術大学声楽科卒。1961年スペインに渡りスペイン歌曲を
学ぶ。テレビ、ラジオに出演し一躍スターとなり、スペイン・ポ
ルトガル・アメリカで多彩な演奏活動を行った。1974年より日本
で演奏活動を再開、今日まで40年余り、スペイン歌曲の第一人者
として活躍。1997年スペインより“文民功労勲章、エンコミエンダ
章”受賞。

　「都立武蔵高等学校同窓会創立70周年」にちなみ、各界・各分野で活動している&活動してきた同
窓生の皆さん70人をご紹介します。同窓会ホームページなどを通して、自薦・他薦を問わず広く募
集したところ、多くの皆さんから大勢の方々をご紹介いただきました。ご協力いただいた皆さん、
ありがとうございます。
　このようにまとめてみますと、都立武蔵高校の同窓生が、広い分野で活躍されていることがよく
分かりました。紙面の関係で掲載できなかった方々につきましては、後日、機会を見てホームペー
ジ等でご紹介する予定でおります。
（左側プロフィール欄の記載は、所属またはタイトル、氏名、卒業回、担任の先生、在校時所属クラブ等の順です）

同窓会創立70周年特別企画
さまざまな分野で活動!!  同窓生70人
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俗曲　柳家小菊
吉川京子（菅原）

志水富夫先生
落語研究会

　寄席好きだったので迷わず落研に入部。女子は主に公演の裏方
と男子へのダメ出し（あぁ恥かしい！）。打上げコンパが一番の楽
しみで。後にまさか自分が高座に上がる仕事をするなんて思いも
しなかったのに人生って面白いですね。落研OB会の皆も3Bの仲良
しも本当に大切な友達で、私は幸せ者だと武蔵高校に感謝してい
ます。

不思議研究所
森田　健

平原光雄先生
放送部

　生まれ変わりを科学的に調査しています。海外を旅して前世記
憶者百人に会いました。前世記憶をなくしてしまう原因にたどり
着きました。そのデータを30冊の本に書きました。生まれ変わり
の村シリーズは多くの武蔵卒業生にも読まれています。歌にもし
ました。「SOUP」は松本梨香が、「リボン」は岩崎良美が歌っていま
す。

東京都議会議員
前稲城市長
石川良一

小島光子先生
陸上部

　武蔵高校の門を初めてくぐった時起こったことが、ラグビー部
への勧誘でした。迷った末陸上部を選びました。昨年ラグビー・
ワールドカップ視察で、ロンドンのラグビーの聖地に立ちました。
３年後は調布の東京スタジアムが聖地となるでしょう。49年前ラ
グビー部を選択したら別の人生が……と、しみじみ思います。

ケニア特命全権大使
寺田達志

小林和彦先生
生物部

　1976年 環境庁入庁、これまで、環境影響評価、公害による健康
被害の補償救済対策、気候変動対策をはじめ、幅広く環境行政に
携わってまいりました。地球環境局総務課長、大臣官房秘書課長、
環境省地球環境局長、地球環境審議官、環境省参与を経て、2013
年より駐ケニア特命全権大使を務めています。

信州で作物学研究
井上直人

今泉郁夫先生
山岳部

　信州大学農学部卒業、帯広畜産大学院修了。長野県研究員、京
都大学農学部助教授を経て、信州大学・学術研究院農学系・教授。
また、岐阜大、金沢大、九州大の非常勤講師を兼任した。
　農学博士。専門は作物学で、草地学会、作物学会等の評議員。

東京海洋大学教授
賞雅寛而

上島光正先生
ラグビー部
理科部天文班

　卒業して40年あまり、妻（27回）ほか妹（27回）・娘（52回）も本校
にお世話になりました。私は東京海洋大学で海洋環境に関連する
教育・研究をしており、近年は電池推進船などの開発に携わって
います。船舶職員の後、博士を修了し大学に奉職しとそれなりの
紆余曲折を経ましたが、あるべき道を歩いてきたように思います。

さまざまな分野で活動!!  同窓生70人
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内閣府政策統括官（防災
担当）付企画官
児玉克敏

石井　秀先生
山岳部、写真部

　私と娘、親子２代で武蔵と山岳部にお世話になっています。こ
れまでに国土交通省で国土計画や土地利用などに関する政策の企
画・立案や政府全体の取りまとめを行ってきました。今は内閣府
に出向し、防災政策を担当しています。自分の原点は高校３年間
であり、その背景から首都高出向時も社内の武蔵の仲間に助けら
れました。

エボラウイルスの感染
メカニズム研究
高田礼人

松川光一郎先生
剣道部

　北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター教授をしていま
す。専門はインフルエンザやエボラ出血熱等、動物を介して人に
感染するウイルスの研究で、感染経路の解明から治療薬の開発ま
で幅広く手掛けています。特に、1996年から行っているエボラウ
イルスの研究ではウイルスの感染メカニズムや生態の解明に取り
組んでいます。

工業製品販売
上澤　崇

大北朝子先生

　大学卒業時に工業用製品を販売する会社に入社後、人事総務部
門に移動し採用等担当しましたが、昨年16年ぶりに新卒配属と同
じ事業部の、企画部門に戻りました。新たな気持ちで仕事に励ん
でいますが、合唱祭や文化祭に時を忘れて過ごした母校の変化（中
高一貫校化）に寧ろ時の流れを感じる、奥さんと息子を愛する父親
です。

社会福祉学
市東賢二

細谷　斎先生
軽音楽部

　高校時代に心理学に興味を持ち、大学で現象学的心理学を学び
ました。大学院以来専攻は社会福祉学で、主に対人関係論を通じ
て長野県上田市にある上田女子短期大学の幼児教育学科で保育者
養成に携わっています。その他、長野県介護支援専門員研修企画
委員として、研修の企画や講師を務めています。

総合商社で20年
大和信哉

吉政達雄先生
山岳部

　駅や病院の売店に、菓子・雑貨を納品している総合商社に勤め
て、勤続20年になります。振り返ればあっという間のような気が
しますが、取り扱い商品の推移をみれば、時代の流れに合わせて
大きく変化しており、20年の長さを感じられます。人生まだ折り
返し地点。もう半分、自分なりに頑張ってみようと思います。

弁護士
古川健太郎

山内節之先生
バスケットボール部

　平成11年に弁護士登録し、平成25年に八王子ひまわり法律事務
所（弁護士６名）の代表となりました。遺言・相続、高齢者福祉、不
動産取引、自治体法務の分野に関心をもって取り組んでおり、過
去に多摩市総合オンブズマン、現在は町田市監査委員を務めてい
ます。自分の限界に挑戦する姿勢はバスケ部の厳しい練習で培い
ました。

さまざまな分野で活動!!  同窓生70人



19

「甘党男子」主宰
引野　徹

吉政達雄先生
吹奏楽部

　私は世の中の美味しいスイーツをよりたくさんの方に知っても
らえるような企画を常に考え、「甘党男子」や「東京チョコレートシ
ョー」などを生み出してきました。純粋な自分の「スイーツ愛」の熱
さと面白い企画で、これからもスイーツをブームではなく、日本
の文化となるよう、活動し続けたいと思っております。

企業コンサルタント
志村麻美

田原晃夫先生

　人材紹介事業として、インターネット業界を中心とした成長企
業とそこでの活躍を願う個人の支援を行っています。2011年、株
式会社Thinkselectを設立。VCとの連携や独自に開拓をしたさらに
アーリーなステージにあるベンチャー企業をクライアントとし、
企業にも個人にとっても大きな飛躍となるような支援の実現を目
指します。

オペラ演出家
釣　恵都子

森川　雄先生

　2002年より渡独。ドイツ国立音楽大学“ハンス・アイスラー”お
よびウイーン国立音楽大学オペラ演出学科に日本人として初めて
入学する。10年間のヨーロッパでのオペラ修行を経て、現在はニ
ューヨークに在住しオペラ演出家として活動する傍ら、オペラ団
体、オペラ ポム ルージュを設立、若手育成にも力を入れている。

外務省北米局
日米安保条約担当
渋谷尚久

谷本忠志先生
バスケットボール部

　外務省で働いています。国際テロ対策、英ケンブリッジ大学大
学院留学、福島原発事故、国際裁判（捕鯨）、国際法（尖閣諸島・東
シナ海・南シナ海）担当などを経て、現在日米安全保障条約を担
当。せわしない日々が続く中、男バスで培った体力が役に立って
います。チャリ通の日々が懐かしいです。

ピアニスト
福間洸太朗

佐藤雄一先生

　高校卒業後、パリ国立高等音楽院他で学び、2003年クリ―ヴラ
ンド国際ピアノコンクールに優勝、現在はベルリンを拠点に国際
的に活動しています。カーネギーホール、ベルリン・フィルハー
モニー、東京文化会館などでも演奏、昨年は羽生結弦さんなどの
一流フィギュアスケーターとも生演奏でコラボしました。

ソプラノ歌手
小林沙羅

下田光一先生
合唱部

　大学院修了後2010年より５年半ウィーンとローマにて研修を受
け、国内外で多くのオペラやコンサートに出演。2014年にはプロ
野球コナミ日本シリーズで国歌独唱を務めました。昨年は野田秀
樹演出のオペラ「フィガロの結婚」全12公演でスザンナ役を務め、
NHKでも放映されました。今年秋にセカンドアルバムをリリース
予定です。

さまざまな分野で活動!!  同窓生70人

「Nippon Columbia」
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　2015年６月７日（日）、武蔵野スイングホール、レインボーサロンで開催された第69回同窓会総会・懇親会には
245名の皆様が参加してくださり、会場いっぱいに笑顔が広がりました。

2015年度　同窓会総会・懇親会写真集
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平成28年度　武蔵高等学校・附属中学校　異動者名簿

卒業生総数 25,286名　　住所不明者・物故者 8,877名

同窓会総会＆70周年記念祝賀会
6月26日（日）吉祥寺東急REIホテル

お間違えの無いようご参加ください。
日時：６月26日（日）
総　会　受付開始：12時00分
　　　　総　　会：12時30分開始
　　　　場　　所：３階　コニファールーム
アトラクション：関東ラグビーフットボール協会副会長
　　　　　　　　浜本剛志氏講演
祝賀会　開　始：14時00分
　　　　場　所：３階むさしのの間
会　費　一般会員　5,000円
　　　　学生会員　2,000円
　　　　新卒会員　無料

出　欠　  ご出席の方は、同封のハガキでお知らせください。
ホテル　Tel. 0422-47-0109




