
S20・4 足立光章 H24
S25 秋元孝禧 H24・3・17
S26J 竹内孝一 H24・7・3
S28 青柳信夫 H24・11・14
S28 奥井基継 H25・4・7
S29 町田育也 H25・1・22
S31 鈴木清生 H25・1・3
S33 小原通弘 H24・10
S35 大倉治 H23・12・9

T15 池田英雄 H25・3・11
S12 萩原宇宙男 H24・10・8
S14 松江保 H24・9・26
S14 吉田敦 H24・11・29
S18 工藤輝一 H24・6・18
S18 小林尚夫 H25・1・10
S18 津田(高山)知常 H24・7・7
S19 伊藤晋 H24・9・6
S19 鈴木敏男 H24・5・15
S20・5 小森茂 H24・4

Baisou information.

会費大ピンチ！
スグ納入を！

Vol.82

2014 autumn & winter

会費収入は梅窓会運営の基盤です。ご協力よろしくお願いいたします。

年会費   4,000円　毎年1回/同封の郵便振替用紙で納入してください。

終身会費 40,000円　最初の1回のみ同封の郵便振替用紙で納入してください。

会費納入はカンタンです

＊年会費を納めておられる方で、終身会費に変更される方は、新たに4万円の納入をお願いします。
＊郵便局備え付けの振込用紙で振り込まれる方は、下記口座までお願いいたします。

＊終身会費を納入されている方は郵便振替用紙の氏名の後の会員番号の後ろに「♯」を付してあります。

口座番号00110-6-6183　日本学園梅窓会

（但し、振込手数料は振込人払いとなります）

OBへの梅窓会報送付制限について
梅窓会報は①「終身会費を納入いただいている方」②「年会費を直近3年以内に納入いただいている
方」③「卒業後3年以内の方」へ郵送しています。3年以上、年会費未納の場合は、会報の郵送を停止
いたしますので、ご了承ください。その後、年会費を納入いただいた方へは郵送を再開いたします。

2015年春　生徒募集！

 11月 19日（水）★・24日（月）□ 29日（土）△＊

 12月 3日（水）◇・19日（金）◇ 6日（土）△・13日（土）◇＊

 1月 12日（月）※・23日（金）☆ 10日（土）△
※入試体験　小6対象（要予約8:30）
＊特別進学コース説明会を併設いたします。
□入試につながる理科実験・社会時事問題教室
　小６対象（要予約10：00～11：30）

中学校 高等学校

学校案内・募集要項は郵送いたしますので、直接学校へお問合せ下さい。
日本学園中学校・高等学校 TEL03-3322-6331 http://www.nihongakuen.ed.jp

●高校3コース

2015年度　学校説明会　日程 ●中高一貫コース

◆特別進学コース
◆総合進学コース
◆スポーツコース

◆SS特進

◇10：00～11：30
△14：00～15：30

時間
☆18：00～19：00
★19：00～20：00

梅窓会ブログを見よう！
カンタンにご覧になれます！

梅窓会と日本学園の最新情報をお届けしているOBのポータルサイト
「梅窓会ブログ」。まだご覧になっていない、という方は今すぐアクセス！

「梅窓会ブログ」に皆様の近況や同窓会・同期会、同窓生同士の旅行記事等を掲載いたしま
す。ご希望の方は毎月第2土曜日（8月除く）午後2時～4時に梅窓会事務局までお電話をお願
いします。またパソコン＆電子メールを活用されている方は、「梅窓会ブログ」内メールで直接記事
を投稿することも可能です。あなたの情報をお待ちしています。 梅窓会 広報部会

検索画面に「梅窓会ブログ」と打ち込み、
クリックするだけでご覧になれます。

検索梅窓会ブログ

OB情報大募集！

OB 諸兄におかれましては、ますますご壮健にて
ご活躍のことと存じます。日頃より梅窓会（同窓会）
活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。さて、明年７月、母校・日本学園は創立
130周年の佳節を迎えます。1885年（明治18年）

校祖・杉浦重剛先生を中心に、各界を代表する名士の総力を結集
して開校した東京英語学校。それから今日に至るまで、母校は自由
と文武両道の旗の下、次世代を担う前途有為の人材を輩出し続け
ています。その歩みを支えてきたのは、日本学園に学び、各界で活

2015年、母校は創立130周年を迎えます。
躍されているOB 諸兄に他なりません。明年に向けて、母校では著
名 OBによる『記念講演会（仮称）』を始めとする祝賀行事を計画
しています。梅窓会・運営委員会も母校と共に行事の企画・運営
を推進いたします。この祝賀行事を成功させると共に、母校のさら
なる発展につなげるためには、OB 諸兄の多方面にわたるご支援が
欠かせません。卒業生の力を合わせて、愛する母校の創立 130 周
年を盛大に祝おうではありませんか。今後とも何卒、ご理解・ご協
力を賜りたく、お願い申し上げます。

梅窓会  会長 S30 年卒　髙木光

去る10月25日（土）18:30より、明大前駅近くの『わたみん家』において、毎年恒例の『柔道部OB会』が開催されまし
た。当日の出席者は顧問の万田先生、花田コーチを始め26名。開会の辞に続き、柔道部OBでもある梅窓会の髙木
会長による乾杯の音頭で楽しく賑やかな会がスタート。柔道部OBという猛者が集まり、会場狭しと大いに盛り上がりま
した。再会は卒業以来というOB同士もあり、握手を交わす人や稽古の思い出話に花を咲かせるグループも見られまし
た。最後に全員で現役部員とOBの健闘を誓い合い、万歳三唱で閉会しました。

柔道部OB会　開催される！

第一楽章
野田隆造君は本校在学時、吹奏楽部に所属。卒業後、獨協大学に
入学し、大学では獨協大学・管弦楽団の2期生として活躍しました。
去る平成26年10月4日（土）ミューザ川崎シンフォニーホールにて、獨
協大学・管弦楽団・創立50周年記念演奏会にフルート奏者として演
奏。東京交響楽団・東京本部所長兼、同大学の専任コーチである西
脇秀治氏指揮のもと、チャイコフスキー作曲大序曲『1812年』、ベー
トーベン作曲『運命』、レスピーギ作曲交響詩『ローマの松』等、数曲
を演奏し、多数の観客を魅了しました。

第二楽章
笹島真夫君は本校在学時、コーラス部に所属。卒業後、武蔵野音
楽大学声楽科に入学。卒業後、イタリア留学等を経て、奥様と共に
声楽グループ"VOCE ALBA"を設立。現在は多数の生徒たちに声
楽の指導を行っています。去る平成26年10月11日（土）日暮里サ
ニーホールにて"VOCE ALBA"第20回記念コンサートを公演。懐
かしの歌曲、メンデルスゾーン作曲『秋の歌』等から始まり、武蔵野
音楽大学在校生によるオペラの重唱、ヴェルディ作曲『リゴレット』、
モーツァルト作曲『フィガロの結婚』『女はこうしたもの』等、数曲を熱
唱。最後は秋にふさわしい童謡『赤とんぼ』を出演者・観客が一体と
なり合唱し、大変に盛り上がる中、閉幕しました。

芸術の秋！
昭和38年卒業・野田隆造君、笹島真夫君が、
それぞれの音楽分野で大活躍！

哀悼（敬称略　順不同）

岡村邦輔さん（Ｓ16年卒）

卒年／氏名／逝去年月日

Ｓ16年 岡村　邦輔 Ｈ25.9.20
Ｓ16年 神保　次世 Ｈ26.2.20
Ｓ24年 山田　　誠 Ｈ25.5. 1
Ｓ24年 田中　正明 Ｈ25.12.29

平成２５年９月２０日に逝去されました。岡村さんは昭和６０年から

一期理事長を勤められました。ご冥福をお祈り致します。

小林好明先生（教務部長） 平成２６年８月１５日にご自宅で急逝されました。享年５５才。
先生は国語科の教鞭をとられる傍ら、野球の応援で写真を撮られたり、
吹奏楽部の定期演奏会では毎回司会をされました。
ご冥福をお祈り致します。

Ｓ24年 松野　一郎 Ｈ26.2. 7
Ｓ25年 谷　　荘吉 Ｈ26.3.17
Ｓ28年 久保寺尚武 Ｈ26.3. 3
Ｓ31年 網井　博昭 Ｈ25.12

Ｓ34年 長谷川光則 Ｈ26.8.11
Ｓ36年 伊藤　昭久 Ｈ26.7.17
Ｓ60年 石井　正寿 Ｈ26.7.26

毎年恒例の吹奏楽部・定期
演奏会が開催されます。聴衆
を魅了する圧倒的な迫力と繊
細な表現力、心を動かす演技
力。それは吹奏楽の域を超え
たエンターテインメントの世界！
OB諸兄、ご家族お誘い合わせの上、ぜひご来場ください！

吹奏楽部　定期演奏会のご案内 入場無料

【日時】平成27年3月26日（木） 午後6時開演
【会場】エコルマホール（小田急線 狛江駅前 エコルマビル4F）

演奏会終了後、夫妻で記念撮影フルートを演奏する野田君（写真中央付近）

VOCE ALBA代表として舞台あいさつする笹島君熱唱する笹島君

S38年卒　川本雅之



Nikko News & Report. Nikko Sports & Culture.

自転車部、恒例の夏合宿で世界遺産白神山地他、1,081Kmを走破！
文武両道のスピリットで挑戦しつづける、母校の後輩たちを応援しよう！

10年前の発足当時にはス

ポーツコースはなく、現在強化

部となっている部活動からド

ロップアウトした生徒や入りた

くても実力不足を感じている生

徒がいました。そんな生徒たち

でも「何かやりたい」という意欲

に燃えていました。その頃私も偶然にもトライアスロンに挑戦していたところでした。

「何かやりたいなら部活でも作ってみるか」と提案してみたら、「よし！やろう」というこ

とになりました。

トライアスロンはシドニー五輪（2000年）からオリンピック正式種目になっているに

もかかわらず、インターハイがまだ正式にはありません。その代わりになるものが、毎

年8月に行われるジュニアオリンピック（JOC）です。この大会も4年前から出場でき

るようになりました。これらの大会を目指し、月水土の活動を中心に、目黒区・渋谷

区トライアスロン連合の方 と々の合同練習で、世界選手権日本代表経験者の指

導も受けています。他にも各地で強化合宿を組んでいます。このたび、トライアスロ

ン部は『日本トライアスロン連合（JTU）強化クラブ』に指定されました。これには大

きな意義があります。まずは学校内でトライアスロン部として活動しているのが本校

しかないことです。今後は日本学園が全国の中学校・高校の中心（学内部活動の

モデルケース）となっていかなければならないし、JTUからもそれを期待されています。

そのためには強化に特化するだけではなく、普及の役目も担っています。強化と普

及の両立は同一のクラブでは困難が多いと思いますが、その名に恥じぬよう精一

杯やるだけです。

毎年夏休み中に実施している初心者向け

の「にちがくアクアスロン大会」に参加して

下さるOBの方もいらっしゃいます。本当に有

難いことです。トライアスロンは誰にでも挑戦

できるスポーツです。ぜひ皆さんも挑戦してみ

て下さい。そして一緒に練習してみませんか？

クラブ活動報告 ＜対戦成績左が日本学園＞ 敬称略

柔道部
【高等学校】
インターハイ支部予選
　81kg級　　坂東　　３位
インターハイ都予選
　81kg級　　坂東　　３位
渋谷区民大会
　軽量の部　　永川　　優勝
　重量の部　　松村　　優勝
　　　　　　　浦和　　２位
　　　　　　　石山　　３位
インターハイ　都予選　団体
　対世田谷学園　　　 4－0
　対東海大高輪台　　 4－0
　対明大中野　　　　 2－3
国体予選
　81kg級　　坂東　　８位
金鷲旗
　対鵬翔（宮崎）　　二人残し勝ち
　対今治明徳（愛媛）二人残り勝ち
　対東海大翔洋（静岡）二人残し負け

【中学校】
渋谷区民大会
　中二の部 田代　　２位
中学ブロック大会
　60kg級　　田代　　３位
中学全国大会　都予選
　60kg級　　田代　二回戦進出

バスケットボール部
関東大会予選（都ベスト16）
　２回戦　対都墨田工　　　　168 － 42
　３回戦　対都多摩科学技術　154 － 51
　４回戦　対都日比谷 82 － 49
　５回戦　対早稲田学院　　　108 － 70
　６回戦　対八王子 83 －113
インターハイ予選（都６位）
　２回戦　対都保谷 107 － 39
　３回戦　対明法 140 － 45
　４回戦　対日大三 91 － 63
　５回戦　対都日比谷 97 － 55
　６回戦　対佼成学園 103 － 76
　７回戦　対八王子 74 －112
　順位決定予備戦　対東海大菅生  84－74
　５,６位決定戦　対國學院久我山 50－56
私学・八支部大会（優勝）
　２回戦　対日大三 83 － 52
　準決勝　対駒場東邦 122 － 56
　決勝　　対駒大高 82 － 52
世田谷大会（優勝）
　２回戦　対筑波大附属駒場 116 － 38
　３回戦　対日大桜丘 100 － 53

　準決勝　対東農大一 138 － 41
　決勝　　対駒大高 79 － 47

バレーボール部
関東大会東京都予選（ベスト16）
　１回戦　　対都国分寺　　　 2－0
　２回戦　　対都久留米西　　 2－0
　３回戦　　対都九段中等高　 2－0
　４回戦　　対専大附属　　　 2－0
　５回戦　　対高輪　　　　　 2－1
　６回戦　　対関東一　　　　 0－2
関東大会順位決定リーグ戦
　対聖徳学園　　　　　　　　 2－1
　対多摩大目黒　　　　　　　 1－2
　対駒大高　　　　　　　　　 2－1
インターハイ予選（ベスト16）
　対小平南　　　　　　　　　 2－0
　対早稲田実業　　　　　　　 0－2
関東私学大会（グループＢ）（優勝）
　１回戦　　対平塚学園（神奈川）　 2－0
　２回戦　　対市川（千葉）　　　　 2－0
　３回戦　　対常総学院（茨城）　　 2－0
　準々決勝　対浦和学院（埼玉）　 　2－0
　準決勝　　対敬愛八日市場（千葉） 2－0
　決勝　　　対桜美林（東京）　　 　2－1
私学大会（夏期）（ベスト16）
　１回戦　　対穎明館　　　　　　 2－0
　２回戦　　対中大杉並　　　　　 2－0
　３回戦　　対東洋　　　　　　　 1－2
全日本選手権一次予選（ベスト16）
　１回戦　　対岩倉　　　　　　　 2－0
　２回戦　　対日大桜丘　　　　　 2－0
　３回戦　　対錦城　　　　　　　 2－0
　４回戦　　対関東一　　　　　　 0－2
８支部大会（準優勝）
　準々決勝　対成城学園　　　　　 2－0
　準決勝　　対農大一　　　　　　 2－0
　決勝　　　対駒大高　　　　　　 0－2

サッカー部
８支部大会（準優勝）
　準決勝　　対成城学園　　　　　 3－0
　決勝　　　対農大一　　　　　　 1－3
地区１部リーグ
　５節　　　対成城学園　　　　　 5－0
　７節　　　対日大三Ｂ　　　　　 2－1
　８節　　　対駒大Ｄ　　　　　　 4－3
　９節　　　対駒場Ｃ　　　　　　 0－2
フレッシュカップ予選リーグ
　対堀越　　　　　　　 2－1
　対高輪　　　　　　　 4－2
　対明治学院　　　　　 7－2
　対成立学園　　　　　 0－3

　対三鷹　　　　　　　 4－3
Ｔ２リーグ
　 ８節　　　対国士舘　　　　　　 2－2
　 ９節　　　対東海大高輪台　　　 1－2
　10節　　　対修徳　　　　　　　 2－2
　11節　　　対駿台学園　　　　　 2－4
　12節　　　対東久留米総合　　　 3－4
　13節　　　対大成　　　　　　　 1－2
　14節　　　対多摩大目黒　　　　 2－3
　15節　　　対東京実業　　　　　 2－3
　16節　　　対駒場　　　　　　　 2－2
　17節　　　対国士舘　　　　　　 0－1
　18節　　　対東海大高輪台　　　 2－3
選手権予選二次予選
　１回戦　　対帝京　　　　2－2（PK 5－4）
　２回戦　　対駿台学園　　0－1

硬式野球部　○内数字は延長回数
全国高校野球夏季大会西東京大会
　２回戦　　対八王子実践　　　 4－3 ⑩
　３回戦　　対明星　　　　　　 7－6 ⑩
　４回戦　　対八王子　　　　　 4－12
秋季大会予選
　２回戦　　対國學院久我山　　 0－3

軟式野球部
夏季大会
　１回戦　　対駒込　　　　　 3－14
秋季大会
　１回戦　　対小石川中等教育 2－18

陸上競技部
第64回世田谷区民体育祭陸上競技大会
　100m予選
      １組　杉森　　　11:99 　２位
　　２組　綱島　　　11:75 　１位
　100m決勝
　　　　　綱島　　　11:63 　３位
　　　　　杉森　　　11:75 　５位

水泳部
東京都高等学校春季水泳競技大会
　200m背泳ぎ　比留間　2:08:89 　２位
　400mメドレーリレー　4:08:50 　15位
　400mリレー　　　　　3:48:37 　18位
東京都高等学校選手権水泳競大会
　100m背泳ぎ　比留間　　58:88 　５位
　200m背泳ぎ　比留間　2:08:14 　６位
　400mメドレーリレー　4:05:28 　17位
　400mリレー　　　　　3:46:87 　18位
　800mリレー　　　　　8:26:75 　18位
関東高等学校選手権水泳競技大会
　100m背泳ぎ　比留間　　59:34 　17位

　200m背泳ぎ　比留間　2:07:03 　11位
日本高等学校選手権水泳大会
　100m背泳ぎ　比留間　　58:82 　27位
　200m背泳ぎ　比留間　2:07:83 　33位
東京都私立中学高等学校協会８支部水泳大会
　高校男子の部　総合優勝（２年連続４度目）
　最優秀選手権賞　比留間
東京都高等学校新人水泳大会
　100mバタフライ　飯田　1:00:15 ７位
　200mメドレーリレー　　1:56:28 18位
　400mリレー　　　　　　3:49:54 7 位

トライアスロン部
2014年日本ジュニアトライアスロン選手権・
　ＪＯＣジュニアーオリンピックカップ
　総合　swim(750m)　bike(20km)　run(5km)
　新井　24位
　1:02:44 　  11:10 　   32:27 　   19:07
　鈴木　27位
　1:04:33 　  10:45 　   33:13 　   20:35
　山口　34位
　1:16:02 　  12:36 　   38:09 　   28:17
2014年高校生トライアスロン大会
　総合　swim(750m)　bike(20km)　run(5km)
　鈴木　24位
　1:09:24 　    9:57 　  39:00 　  20:27
　浅野　30位
　1:14:57 　  12:27 　  43:52 　  18:38

鉄道研究部
　６月に西武・電車ファンフェスター2014
　　in 武蔵車両研修場
　８月は３泊４日で関西の私鉄＝阪急・京阪・
　　阪神・南海　を見学しました。

山渓部
　６月は大月の滝子山　体力とチームワーク
　　強化と地図読図の練習。
　夏休みは２泊３日　穂高連邦の奥穂高岳・
　　上高地でテント合宿を行いました。

囲碁部
　第48回東京都高等学校囲碁大会　参加
　第38回全国高等学校囲碁選手権大会・
　　都大会参加
　第38回東京都中学校囲碁大会　参加
　大会では毎回、昇級者を出しています。

軽音楽部
　第７回東京都高等学校軽音楽コンテストに参加
　河口湖にて２泊３日の夏合宿

6月22日（日）ホテルフロラシオン青山で平成26年度「梅窓
会・総会/懇親会」が開催されました。テーマは『創立130周
年に向けて、母校発展のために！会員親睦のために！みんなで
盛り上げよう！』。15:00～「総会」では、昨年度の事業・決算
報告と今年度の事業計画・予算案を満場一致で承認。
16:00～「懇親会」では、プレ130周年を、より多くの方と盛り

上げたい、との趣旨でPTAはもちろん、OBの奥様など、ご家族も参加できる新企画を実施。さらに、在校生（準
会員）を応援する恒例の「大激励会」には、結成60周年の佳節を迎えた『生徒会』の諸君と増山先生（情報
科・技術科）が来会。昨年度・今年度の生徒会長、今年度の副会長、日学祭実行委員長の4名が改善改革の
実績と理想のキャンパスライフ創造にかける情熱を熱く語りました。

平成26年度「梅窓会・総会/懇親会」レポート

本年度の『梅窓会賞』の投票が行われ、下記の部・クラスが受賞。
後日の全校朝礼で表彰されました。

10月4日（土）5日（日）に開催された平成26年度『日学祭』。梅窓会は毎年恒例の『昭和レトロ
な遊びにチャレンジ』と『昭和の音楽談話室』で参加しました。『昭和の音楽談話室』は、電気技
術研究部OBでオーディオ機器製作会社の代表である関口直秀氏（S45卒）の協力を得て実
現した新企画。木造棟会議室に60年前に作られたドイツ製『励磁スピーカー』と高性能オー
ディオ機器を約2週間かけて設置・調整し、昭和のジャズや歌謡曲など、懐かしのナンバーを
YouTubeの映像も交えて楽しんでいただきました。

★平成26年度・日学祭・梅窓会賞決定！

会長賞 鉄道研究部 『鉄道関連』

奨励賞 山渓部 『登山関連』

努力賞 中学1年A組 『農業体験　企画展示』

梅窓会賞
2014

知性と創造の祭典！
日学祭開催！

当時の『改正官員録』に東京大学予備門長・杉浦重剛先生のお名前を発見！
新聞紙上、マスコミ等で「昭和天皇実録」が話題になっておりますが、そこには、杉浦重剛先生の「東宮御

学問所御用掛」に関する記載もページを割いて書かれています。さて、この「東宮御学問所御用掛」を大

正3年（1914年）に杉浦重剛先生が拝命される前に、明治18年（1885）東京神田錦町に日本学園の前

身である「東京英語学校」が杉浦重剛先生らによって創立されたことは皆さんよくご存じのことと思います。

そして先生は「東京英語学校」を設立する少し前に「東京大学予備門」の校長をお務めになられました。

私は仕事を通じて、明治15年6月2日（1882年）、今から132年前に出版された『改正官員録』（全国のお

役人の名簿。年俸や月給の金額も掲載。400ページ）を入手しましたので、誌面を借りて紹介いたします。

『改正官員録』は、明治維新の混乱を乗り越え、世の中が落ち着きを取り戻してきた明治政府の人事を知

るうえで貴重な資料であると同時に、「日本学園」の歴史を知るうえでも重要な資料です。

この『改正官員録』の中程にある文部省欄の中の「東京大学予備門」の巻頭に、予備門長として杉浦重

剛先生の名前が出ています。和紙に活版で印刷・和綴じされ130年の風雨にさらされ黄ばんでいますが、

しっかりと杉浦重剛先生のお名前が出ているのが確認できます。まさに母校の歴史を知るうえで貴重な資

料です。

校祖・杉浦重剛先生は安政2年3月3日（1855年4月19日）近江の国、膳所藩の儒者で父杉浦重文（蕉

亭）と母八重の次男として生まれ、15歳の折、藩より貢進生に選ばれ東京に下り、大学南校に学びます。

在学中の猛勉強により、明治6年（1873年）10月、18歳で明治天皇への御前講演に選ばれ、理化学の実験を行いました。明治9年（1876年）、21歳で第2

回文部省派遣留学生に選抜されて渡欧。明治13年（1880年）5月に帰国。文部省と東京大学に勤めます。そして明治15年（1882年）には、若干27歳で

「東京大学予備門」（後の一高）の校長に抜擢されました。

その3年後の明治18年（1885年）、30歳で東京神田錦町に「日本学園」の前身である「東京英語学校」の設立の中心的人物のひとりとなりました。明治25

年（1892年）4月15日、神田大火により校舎は消失。新たに当時の麹町区（現在の千代田区）山元町の一角、半蔵門外に二階建て、建坪311坪の校舎を建

築し、8月1日「東京英語学校」は「日本尋常中学校」と改称され、校長には、校祖・杉浦重剛先生が就任されました。明治32年2月6日、勅令で「中学校令」が

改正され「日本尋常中学校」は「日本中学校」となりました。

広報部会　中村　隆（S44卒）

トライアスロン部10周年を迎えて。
トライアスロン部　顧問 堀越和彦

平成26年度・日学祭・開催レポート

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報
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自転車部、恒例の夏合宿で世界遺産白神山地他、1,081Kmを走破！
文武両道のスピリットで挑戦しつづける、母校の後輩たちを応援しよう！

10年前の発足当時にはス

ポーツコースはなく、現在強化

部となっている部活動からド

ロップアウトした生徒や入りた

くても実力不足を感じている生

徒がいました。そんな生徒たち

でも「何かやりたい」という意欲

に燃えていました。その頃私も偶然にもトライアスロンに挑戦していたところでした。

「何かやりたいなら部活でも作ってみるか」と提案してみたら、「よし！やろう」というこ

とになりました。

トライアスロンはシドニー五輪（2000年）からオリンピック正式種目になっているに

もかかわらず、インターハイがまだ正式にはありません。その代わりになるものが、毎

年8月に行われるジュニアオリンピック（JOC）です。この大会も4年前から出場でき

るようになりました。これらの大会を目指し、月水土の活動を中心に、目黒区・渋谷

区トライアスロン連合の方 と々の合同練習で、世界選手権日本代表経験者の指

導も受けています。他にも各地で強化合宿を組んでいます。このたび、トライアスロ

ン部は『日本トライアスロン連合（JTU）強化クラブ』に指定されました。これには大

きな意義があります。まずは学校内でトライアスロン部として活動しているのが本校

しかないことです。今後は日本学園が全国の中学校・高校の中心（学内部活動の

モデルケース）となっていかなければならないし、JTUからもそれを期待されています。

そのためには強化に特化するだけではなく、普及の役目も担っています。強化と普

及の両立は同一のクラブでは困難が多いと思いますが、その名に恥じぬよう精一

杯やるだけです。

毎年夏休み中に実施している初心者向け

の「にちがくアクアスロン大会」に参加して

下さるOBの方もいらっしゃいます。本当に有

難いことです。トライアスロンは誰にでも挑戦

できるスポーツです。ぜひ皆さんも挑戦してみ

て下さい。そして一緒に練習してみませんか？

クラブ活動報告 ＜対戦成績左が日本学園＞ 敬称略

柔道部
【高等学校】
インターハイ支部予選
　81kg級　　坂東　　３位
インターハイ都予選
　81kg級　　坂東　　３位
渋谷区民大会
　軽量の部　　永川　　優勝
　重量の部　　松村　　優勝
　　　　　　　浦和　　２位
　　　　　　　石山　　３位
インターハイ　都予選　団体
　対世田谷学園　　　 4－0
　対東海大高輪台　　 4－0
　対明大中野　　　　 2－3
国体予選
　81kg級　　坂東　　８位
金鷲旗
　対鵬翔（宮崎）　　二人残し勝ち
　対今治明徳（愛媛）二人残り勝ち
　対東海大翔洋（静岡）二人残し負け

【中学校】
渋谷区民大会
　中二の部 田代　　２位
中学ブロック大会
　60kg級　　田代　　３位
中学全国大会　都予選
　60kg級　　田代　二回戦進出

バスケットボール部
関東大会予選（都ベスト16）
　２回戦　対都墨田工　　　　168 － 42
　３回戦　対都多摩科学技術　154 － 51
　４回戦　対都日比谷 82 － 49
　５回戦　対早稲田学院　　　108 － 70
　６回戦　対八王子 83 －113
インターハイ予選（都６位）
　２回戦　対都保谷 107 － 39
　３回戦　対明法 140 － 45
　４回戦　対日大三 91 － 63
　５回戦　対都日比谷 97 － 55
　６回戦　対佼成学園 103 － 76
　７回戦　対八王子 74 －112
　順位決定予備戦　対東海大菅生  84－74
　５,６位決定戦　対國學院久我山 50－56
私学・八支部大会（優勝）
　２回戦　対日大三 83 － 52
　準決勝　対駒場東邦 122 － 56
　決勝　　対駒大高 82 － 52
世田谷大会（優勝）
　２回戦　対筑波大附属駒場 116 － 38
　３回戦　対日大桜丘 100 － 53

　準決勝　対東農大一 138 － 41
　決勝　　対駒大高 79 － 47

バレーボール部
関東大会東京都予選（ベスト16）
　１回戦　　対都国分寺　　　 2－0
　２回戦　　対都久留米西　　 2－0
　３回戦　　対都九段中等高　 2－0
　４回戦　　対専大附属　　　 2－0
　５回戦　　対高輪　　　　　 2－1
　６回戦　　対関東一　　　　 0－2
関東大会順位決定リーグ戦
　対聖徳学園　　　　　　　　 2－1
　対多摩大目黒　　　　　　　 1－2
　対駒大高　　　　　　　　　 2－1
インターハイ予選（ベスト16）
　対小平南　　　　　　　　　 2－0
　対早稲田実業　　　　　　　 0－2
関東私学大会（グループＢ）（優勝）
　１回戦　　対平塚学園（神奈川）　 2－0
　２回戦　　対市川（千葉）　　　　 2－0
　３回戦　　対常総学院（茨城）　　 2－0
　準々決勝　対浦和学院（埼玉）　 　2－0
　準決勝　　対敬愛八日市場（千葉） 2－0
　決勝　　　対桜美林（東京）　　 　2－1
私学大会（夏期）（ベスト16）
　１回戦　　対穎明館　　　　　　 2－0
　２回戦　　対中大杉並　　　　　 2－0
　３回戦　　対東洋　　　　　　　 1－2
全日本選手権一次予選（ベスト16）
　１回戦　　対岩倉　　　　　　　 2－0
　２回戦　　対日大桜丘　　　　　 2－0
　３回戦　　対錦城　　　　　　　 2－0
　４回戦　　対関東一　　　　　　 0－2
８支部大会（準優勝）
　準々決勝　対成城学園　　　　　 2－0
　準決勝　　対農大一　　　　　　 2－0
　決勝　　　対駒大高　　　　　　 0－2

サッカー部
８支部大会（準優勝）
　準決勝　　対成城学園　　　　　 3－0
　決勝　　　対農大一　　　　　　 1－3
地区１部リーグ
　５節　　　対成城学園　　　　　 5－0
　７節　　　対日大三Ｂ　　　　　 2－1
　８節　　　対駒大Ｄ　　　　　　 4－3
　９節　　　対駒場Ｃ　　　　　　 0－2
フレッシュカップ予選リーグ
　対堀越　　　　　　　 2－1
　対高輪　　　　　　　 4－2
　対明治学院　　　　　 7－2
　対成立学園　　　　　 0－3

　対三鷹　　　　　　　 4－3
Ｔ２リーグ
　 ８節　　　対国士舘　　　　　　 2－2
　 ９節　　　対東海大高輪台　　　 1－2
　10節　　　対修徳　　　　　　　 2－2
　11節　　　対駿台学園　　　　　 2－4
　12節　　　対東久留米総合　　　 3－4
　13節　　　対大成　　　　　　　 1－2
　14節　　　対多摩大目黒　　　　 2－3
　15節　　　対東京実業　　　　　 2－3
　16節　　　対駒場　　　　　　　 2－2
　17節　　　対国士舘　　　　　　 0－1
　18節　　　対東海大高輪台　　　 2－3
選手権予選二次予選
　１回戦　　対帝京　　　　2－2（PK 5－4）
　２回戦　　対駿台学園　　0－1

硬式野球部　○内数字は延長回数
全国高校野球夏季大会西東京大会
　２回戦　　対八王子実践　　　 4－3 ⑩
　３回戦　　対明星　　　　　　 7－6 ⑩
　４回戦　　対八王子　　　　　 4－12
秋季大会予選
　２回戦　　対國學院久我山　　 0－3

軟式野球部
夏季大会
　１回戦　　対駒込　　　　　 3－14
秋季大会
　１回戦　　対小石川中等教育 2－18

陸上競技部
第64回世田谷区民体育祭陸上競技大会
　100m予選
      １組　杉森　　　11:99 　２位
　　２組　綱島　　　11:75 　１位
　100m決勝
　　　　　綱島　　　11:63 　３位
　　　　　杉森　　　11:75 　５位

水泳部
東京都高等学校春季水泳競技大会
　200m背泳ぎ　比留間　2:08:89 　２位
　400mメドレーリレー　4:08:50 　15位
　400mリレー　　　　　3:48:37 　18位
東京都高等学校選手権水泳競大会
　100m背泳ぎ　比留間　　58:88 　５位
　200m背泳ぎ　比留間　2:08:14 　６位
　400mメドレーリレー　4:05:28 　17位
　400mリレー　　　　　3:46:87 　18位
　800mリレー　　　　　8:26:75 　18位
関東高等学校選手権水泳競技大会
　100m背泳ぎ　比留間　　59:34 　17位

　200m背泳ぎ　比留間　2:07:03 　11位
日本高等学校選手権水泳大会
　100m背泳ぎ　比留間　　58:82 　27位
　200m背泳ぎ　比留間　2:07:83 　33位
東京都私立中学高等学校協会８支部水泳大会
　高校男子の部　総合優勝（２年連続４度目）
　最優秀選手権賞　比留間
東京都高等学校新人水泳大会
　100mバタフライ　飯田　1:00:15 ７位
　200mメドレーリレー　　1:56:28 18位
　400mリレー　　　　　　3:49:54 7 位

トライアスロン部
2014年日本ジュニアトライアスロン選手権・
　ＪＯＣジュニアーオリンピックカップ
　総合　swim(750m)　bike(20km)　run(5km)
　新井　24位
　1:02:44 　  11:10 　   32:27 　   19:07
　鈴木　27位
　1:04:33 　  10:45 　   33:13 　   20:35
　山口　34位
　1:16:02 　  12:36 　   38:09 　   28:17
2014年高校生トライアスロン大会
　総合　swim(750m)　bike(20km)　run(5km)
　鈴木　24位
　1:09:24 　    9:57 　  39:00 　  20:27
　浅野　30位
　1:14:57 　  12:27 　  43:52 　  18:38

鉄道研究部
　６月に西武・電車ファンフェスター2014
　　in 武蔵車両研修場
　８月は３泊４日で関西の私鉄＝阪急・京阪・
　　阪神・南海　を見学しました。

山渓部
　６月は大月の滝子山　体力とチームワーク
　　強化と地図読図の練習。
　夏休みは２泊３日　穂高連邦の奥穂高岳・
　　上高地でテント合宿を行いました。

囲碁部
　第48回東京都高等学校囲碁大会　参加
　第38回全国高等学校囲碁選手権大会・
　　都大会参加
　第38回東京都中学校囲碁大会　参加
　大会では毎回、昇級者を出しています。

軽音楽部
　第７回東京都高等学校軽音楽コンテストに参加
　河口湖にて２泊３日の夏合宿

6月22日（日）ホテルフロラシオン青山で平成26年度「梅窓
会・総会/懇親会」が開催されました。テーマは『創立130周
年に向けて、母校発展のために！会員親睦のために！みんなで
盛り上げよう！』。15:00～「総会」では、昨年度の事業・決算
報告と今年度の事業計画・予算案を満場一致で承認。
16:00～「懇親会」では、プレ130周年を、より多くの方と盛り

上げたい、との趣旨でPTAはもちろん、OBの奥様など、ご家族も参加できる新企画を実施。さらに、在校生（準
会員）を応援する恒例の「大激励会」には、結成60周年の佳節を迎えた『生徒会』の諸君と増山先生（情報
科・技術科）が来会。昨年度・今年度の生徒会長、今年度の副会長、日学祭実行委員長の4名が改善改革の
実績と理想のキャンパスライフ創造にかける情熱を熱く語りました。

平成26年度「梅窓会・総会/懇親会」レポート

本年度の『梅窓会賞』の投票が行われ、下記の部・クラスが受賞。
後日の全校朝礼で表彰されました。

10月4日（土）5日（日）に開催された平成26年度『日学祭』。梅窓会は毎年恒例の『昭和レトロ
な遊びにチャレンジ』と『昭和の音楽談話室』で参加しました。『昭和の音楽談話室』は、電気技
術研究部OBでオーディオ機器製作会社の代表である関口直秀氏（S45卒）の協力を得て実
現した新企画。木造棟会議室に60年前に作られたドイツ製『励磁スピーカー』と高性能オー
ディオ機器を約2週間かけて設置・調整し、昭和のジャズや歌謡曲など、懐かしのナンバーを
YouTubeの映像も交えて楽しんでいただきました。

★平成26年度・日学祭・梅窓会賞決定！

会長賞 鉄道研究部 『鉄道関連』

奨励賞 山渓部 『登山関連』

努力賞 中学1年A組 『農業体験　企画展示』

梅窓会賞
2014

知性と創造の祭典！
日学祭開催！

当時の『改正官員録』に東京大学予備門長・杉浦重剛先生のお名前を発見！
新聞紙上、マスコミ等で「昭和天皇実録」が話題になっておりますが、そこには、杉浦重剛先生の「東宮御

学問所御用掛」に関する記載もページを割いて書かれています。さて、この「東宮御学問所御用掛」を大

正3年（1914年）に杉浦重剛先生が拝命される前に、明治18年（1885）東京神田錦町に日本学園の前

身である「東京英語学校」が杉浦重剛先生らによって創立されたことは皆さんよくご存じのことと思います。

そして先生は「東京英語学校」を設立する少し前に「東京大学予備門」の校長をお務めになられました。

私は仕事を通じて、明治15年6月2日（1882年）、今から132年前に出版された『改正官員録』（全国のお

役人の名簿。年俸や月給の金額も掲載。400ページ）を入手しましたので、誌面を借りて紹介いたします。

『改正官員録』は、明治維新の混乱を乗り越え、世の中が落ち着きを取り戻してきた明治政府の人事を知

るうえで貴重な資料であると同時に、「日本学園」の歴史を知るうえでも重要な資料です。

この『改正官員録』の中程にある文部省欄の中の「東京大学予備門」の巻頭に、予備門長として杉浦重

剛先生の名前が出ています。和紙に活版で印刷・和綴じされ130年の風雨にさらされ黄ばんでいますが、

しっかりと杉浦重剛先生のお名前が出ているのが確認できます。まさに母校の歴史を知るうえで貴重な資

料です。

校祖・杉浦重剛先生は安政2年3月3日（1855年4月19日）近江の国、膳所藩の儒者で父杉浦重文（蕉

亭）と母八重の次男として生まれ、15歳の折、藩より貢進生に選ばれ東京に下り、大学南校に学びます。

在学中の猛勉強により、明治6年（1873年）10月、18歳で明治天皇への御前講演に選ばれ、理化学の実験を行いました。明治9年（1876年）、21歳で第2

回文部省派遣留学生に選抜されて渡欧。明治13年（1880年）5月に帰国。文部省と東京大学に勤めます。そして明治15年（1882年）には、若干27歳で

「東京大学予備門」（後の一高）の校長に抜擢されました。

その3年後の明治18年（1885年）、30歳で東京神田錦町に「日本学園」の前身である「東京英語学校」の設立の中心的人物のひとりとなりました。明治25

年（1892年）4月15日、神田大火により校舎は消失。新たに当時の麹町区（現在の千代田区）山元町の一角、半蔵門外に二階建て、建坪311坪の校舎を建

築し、8月1日「東京英語学校」は「日本尋常中学校」と改称され、校長には、校祖・杉浦重剛先生が就任されました。明治32年2月6日、勅令で「中学校令」が

改正され「日本尋常中学校」は「日本中学校」となりました。

広報部会　中村　隆（S44卒）

トライアスロン部10周年を迎えて。
トライアスロン部　顧問 堀越和彦

平成26年度・日学祭・開催レポート

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報



S20・4 足立光章 H24
S25 秋元孝禧 H24・3・17
S26J 竹内孝一 H24・7・3
S28 青柳信夫 H24・11・14
S28 奥井基継 H25・4・7
S29 町田育也 H25・1・22
S31 鈴木清生 H25・1・3
S33 小原通弘 H24・10
S35 大倉治 H23・12・9

T15 池田英雄 H25・3・11
S12 萩原宇宙男 H24・10・8
S14 松江保 H24・9・26
S14 吉田敦 H24・11・29
S18 工藤輝一 H24・6・18
S18 小林尚夫 H25・1・10
S18 津田(高山)知常 H24・7・7
S19 伊藤晋 H24・9・6
S19 鈴木敏男 H24・5・15
S20・5 小森茂 H24・4

Baisou information.

会費大ピンチ！
スグ納入を！

Vol.82

2014 autumn & winter

会費収入は梅窓会運営の基盤です。ご協力よろしくお願いいたします。

年会費   4,000円　毎年1回/同封の郵便振替用紙で納入してください。

終身会費 40,000円　最初の1回のみ同封の郵便振替用紙で納入してください。

会費納入はカンタンです

＊年会費を納めておられる方で、終身会費に変更される方は、新たに4万円の納入をお願いします。
＊郵便局備え付けの振込用紙で振り込まれる方は、下記口座までお願いいたします。

＊終身会費を納入されている方は郵便振替用紙の氏名の後の会員番号の後ろに「♯」を付してあります。

口座番号00110-6-6183　日本学園梅窓会

（但し、振込手数料は振込人払いとなります）

OBへの梅窓会報送付制限について
梅窓会報は①「終身会費を納入いただいている方」②「年会費を直近3年以内に納入いただいている
方」③「卒業後3年以内の方」へ郵送しています。3年以上、年会費未納の場合は、会報の郵送を停止
いたしますので、ご了承ください。その後、年会費を納入いただいた方へは郵送を再開いたします。

2015年春　生徒募集！

 11月 19日（水）★・24日（月）□ 29日（土）△＊

 12月 3日（水）◇・19日（金）◇ 6日（土）△・13日（土）◇＊

 1月 12日（月）※・23日（金）☆ 10日（土）△
※入試体験　小6対象（要予約8:30）
＊特別進学コース説明会を併設いたします。
□入試につながる理科実験・社会時事問題教室
　小６対象（要予約10：00～11：30）

中学校 高等学校

学校案内・募集要項は郵送いたしますので、直接学校へお問合せ下さい。
日本学園中学校・高等学校 TEL03-3322-6331 http://www.nihongakuen.ed.jp

●高校3コース

2015年度　学校説明会　日程 ●中高一貫コース

◆特別進学コース
◆総合進学コース
◆スポーツコース

◆SS特進

◇10：00～11：30
△14：00～15：30

時間
☆18：00～19：00
★19：00～20：00

梅窓会ブログを見よう！
カンタンにご覧になれます！

梅窓会と日本学園の最新情報をお届けしているOBのポータルサイト
「梅窓会ブログ」。まだご覧になっていない、という方は今すぐアクセス！

「梅窓会ブログ」に皆様の近況や同窓会・同期会、同窓生同士の旅行記事等を掲載いたしま
す。ご希望の方は毎月第2土曜日（8月除く）午後2時～4時に梅窓会事務局までお電話をお願
いします。またパソコン＆電子メールを活用されている方は、「梅窓会ブログ」内メールで直接記事
を投稿することも可能です。あなたの情報をお待ちしています。 梅窓会 広報部会

検索画面に「梅窓会ブログ」と打ち込み、
クリックするだけでご覧になれます。

検索梅窓会ブログ

OB情報大募集！

OB 諸兄におかれましては、ますますご壮健にて
ご活躍のことと存じます。日頃より梅窓会（同窓会）
活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げ
ます。さて、明年７月、母校・日本学園は創立
130周年の佳節を迎えます。1885年（明治18年）

校祖・杉浦重剛先生を中心に、各界を代表する名士の総力を結集
して開校した東京英語学校。それから今日に至るまで、母校は自由
と文武両道の旗の下、次世代を担う前途有為の人材を輩出し続け
ています。その歩みを支えてきたのは、日本学園に学び、各界で活

2015年、母校は創立130周年を迎えます。
躍されているOB 諸兄に他なりません。明年に向けて、母校では著
名 OBによる『記念講演会（仮称）』を始めとする祝賀行事を計画
しています。梅窓会・運営委員会も母校と共に行事の企画・運営
を推進いたします。この祝賀行事を成功させると共に、母校のさら
なる発展につなげるためには、OB 諸兄の多方面にわたるご支援が
欠かせません。卒業生の力を合わせて、愛する母校の創立 130 周
年を盛大に祝おうではありませんか。今後とも何卒、ご理解・ご協
力を賜りたく、お願い申し上げます。

梅窓会  会長 S30 年卒　髙木光

去る10月25日（土）18:30より、明大前駅近くの『わたみん家』において、毎年恒例の『柔道部OB会』が開催されまし
た。当日の出席者は顧問の万田先生、花田コーチを始め26名。開会の辞に続き、柔道部OBでもある梅窓会の髙木
会長による乾杯の音頭で楽しく賑やかな会がスタート。柔道部OBという猛者が集まり、会場狭しと大いに盛り上がりま
した。再会は卒業以来というOB同士もあり、握手を交わす人や稽古の思い出話に花を咲かせるグループも見られまし
た。最後に全員で現役部員とOBの健闘を誓い合い、万歳三唱で閉会しました。

柔道部OB会　開催される！

第一楽章
野田隆造君は本校在学時、吹奏楽部に所属。卒業後、獨協大学に
入学し、大学では獨協大学・管弦楽団の2期生として活躍しました。
去る平成26年10月4日（土）ミューザ川崎シンフォニーホールにて、獨
協大学・管弦楽団・創立50周年記念演奏会にフルート奏者として演
奏。東京交響楽団・東京本部所長兼、同大学の専任コーチである西
脇秀治氏指揮のもと、チャイコフスキー作曲大序曲『1812年』、ベー
トーベン作曲『運命』、レスピーギ作曲交響詩『ローマの松』等、数曲
を演奏し、多数の観客を魅了しました。

第二楽章
笹島真夫君は本校在学時、コーラス部に所属。卒業後、武蔵野音
楽大学声楽科に入学。卒業後、イタリア留学等を経て、奥様と共に
声楽グループ"VOCE ALBA"を設立。現在は多数の生徒たちに声
楽の指導を行っています。去る平成26年10月11日（土）日暮里サ
ニーホールにて"VOCE ALBA"第20回記念コンサートを公演。懐
かしの歌曲、メンデルスゾーン作曲『秋の歌』等から始まり、武蔵野
音楽大学在校生によるオペラの重唱、ヴェルディ作曲『リゴレット』、
モーツァルト作曲『フィガロの結婚』『女はこうしたもの』等、数曲を熱
唱。最後は秋にふさわしい童謡『赤とんぼ』を出演者・観客が一体と
なり合唱し、大変に盛り上がる中、閉幕しました。

芸術の秋！
昭和38年卒業・野田隆造君、笹島真夫君が、
それぞれの音楽分野で大活躍！

哀悼（敬称略　順不同）

岡村邦輔さん（Ｓ16年卒）

卒年／氏名／逝去年月日

Ｓ16年 岡村　邦輔 Ｈ25.9.20
Ｓ16年 神保　次世 Ｈ26.2.20
Ｓ24年 山田　　誠 Ｈ25.5. 1
Ｓ24年 田中　正明 Ｈ25.12.29

平成２５年９月２０日に逝去されました。岡村さんは昭和６０年から

一期理事長を勤められました。ご冥福をお祈り致します。

小林好明先生（教務部長） 平成２６年８月１５日にご自宅で急逝されました。享年５５才。
先生は国語科の教鞭をとられる傍ら、野球の応援で写真を撮られたり、
吹奏楽部の定期演奏会では毎回司会をされました。
ご冥福をお祈り致します。

Ｓ24年 松野　一郎 Ｈ26.2. 7
Ｓ25年 谷　　荘吉 Ｈ26.3.17
Ｓ28年 久保寺尚武 Ｈ26.3. 3
Ｓ31年 網井　博昭 Ｈ25.12

Ｓ34年 長谷川光則 Ｈ26.8.11
Ｓ36年 伊藤　昭久 Ｈ26.7.17
Ｓ60年 石井　正寿 Ｈ26.7.26

毎年恒例の吹奏楽部・定期
演奏会が開催されます。聴衆
を魅了する圧倒的な迫力と繊
細な表現力、心を動かす演技
力。それは吹奏楽の域を超え
たエンターテインメントの世界！
OB諸兄、ご家族お誘い合わせの上、ぜひご来場ください！

吹奏楽部　定期演奏会のご案内 入場無料

【日時】平成27年3月26日（木） 午後6時開演
【会場】エコルマホール（小田急線 狛江駅前 エコルマビル4F）

演奏会終了後、夫妻で記念撮影フルートを演奏する野田君（写真中央付近）

VOCE ALBA代表として舞台あいさつする笹島君熱唱する笹島君

S38年卒　川本雅之

発行日  2014 年 11 月15 日

〒 156-0043 東京都世田谷区松原 2-7-34
日本学園 気付 TEL/FAX 03-3322-7878

［発行人］ 会長　髙木 光

日本学園梅窓会
会報 81 号最終面の「哀悼」欄のＳ 17 年卒の横山様のお名前を “ 金代 ” を “ 宗雄 ” に訂正し、
お詫び申し上げます。

訂正・お詫び


