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日学祭

体育祭
開催日決定！

今年から谷川平夫校長に代わって、新しく校長を務めることになりまし
た。前校長がこれまでに培われてこられた教育を受けまして、明治大
学との高大連携をさらに進化発展させながら、頑張っていこうと考えて
おります。長い歴史の中でご尽力頂いた諸先輩を前に、学園の将来を
語ることなど失礼なことと思いますが、今まで明大中野と同八王子中高
や八王子学園中高の経験を活かしながら、生徒一人ひとりが輝きのあ
る学校にしたいと考えています。入学式を終え始業式で全校生徒に、
前向きにスタートを切ろうという話をしました。このことは、自身の気持ち
でもあり大切な一言です。自分の力で、どんなに苦しいときにも諦めるこ
となく、前向きに歩み続けることを話したつもりです。結果を求めて簡単
な方法でそれが得られることを求めるような時代ですが、愚直に一歩
一歩進ませて頂きます。

ごあいさつ
日本学園 中学校・高等学校 校長 小岩利夫7年半務めた母校の校長を退任致しました。在任中に皆様からいただいた温かい

ご支援とご協力に心から御礼を申し上げます。就任時に、ゼロからの出発という意
気込みで学校改革を行おうと「にちがく元年」という標語を掲げました。その際に
私は次のような学校を作ろうと思いました。三か条になります。
①　生徒が誇りを持って学べる学校
②　教職員が誇りを持って働ける学校
③　卒業生が誇りを持って「日本学園出身」と言える学校　－です。
ここ数年の学園生徒の文武両道面における活躍ぶりはご承知のとおりです。明治
大学と高大連携したことは日本学園の社会的評価を大いに高めました。前記三か
条の目標を100%達成できたとは言いませんが、そこに向けての確実な一歩は刻め
たと思います。次の段階として小岩新校長が日本学園を一流校の地位にまで引き
上げてくれることを確信しています。

ご支援に感謝
学校法人 日本学園 特別顧問 谷川平夫（S34年卒）

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

日本学園創立１３０周年記念同窓会パーティー
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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

ＯＢの皆様の近況や同窓会、同期会、同窓生同士の旅行や趣味の会などをインターネットの「梅窓会
ブログ」や梅窓会報に掲載いたします。ご希望の方は毎月第２土曜日（８月は除く）午後に梅窓会事
務所まで連絡をお願いいたします。パソコンなどの電子メールをご利用の方は「梅窓会ブログ」内に
ありますメールで直接原稿を投稿することもできます。皆さまの情報をお待ちしております。

梅窓会　広報部会

10月3日（土曜日）新宿京王プラザホテルにて盛大に開催いたします。

■開 催 趣 旨 ： OB間の連帯と更なる親睦を
  深めていただき、この力を結
  集して学園を強力に支援して
  いく
■開催日／時間 ： 2015 年 10月3日（土）
  午後 3時～午後 6時
■会　　　　場 ： 新宿京王プラザホテル
■会　　　　費 ： 10,000 円
  学生は 5,000 円
  （立食パーティー形式）
■主なプログラム ： 若手OBによるジャズピアノ演奏や記念スピーチ、
  素敵な景品の当たる抽選会も予定しております。
■募　　　　金 ： 一口 5,000 円（口数の制限なし）
■募 金 の目的 ： 学園施設の整備および在校生の部活動の支援

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

ＯＢ情報大募集中！

＊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）

哀悼（敬称略　順不同） 卒年／氏名／逝去年月日

S2 服部　親愛 H27.11.13
S15 橋本　邦治 H22.  8.19
S15 武藤　俊雄 H26.  4.30
S15 吉野　正則 H16. 3.13
S17 南波　　勲 H24.  1.  1
S19 太田　安雄 H28.  2.  6
S19 八谷　　悍 H27.  2.  8
S20・5 日比　重昭 H27.  1.  1
S20・4 大屋　襄二 H28.  1.  9
S20・4 鈴木　富雄 H27.  6.  7
S20・4 中根　晃彦 H27.  9

S22 月村　　敬 H27.12.16
S23 近藤　芳男 H27.12.13
S25J 宮木　　完 H25.11.22
S26 梅田　健一 H27.  6.26
S26 根岸　　茂 H27.  6.13
S26 松室　徳治 H25.  6.30
S27 常盤　晃夫 H28.  2.  2
S28 川上　　進 H27.  7.18
S30 鵜飼　　敬
S30 江口　秀夫 H28.  2.  1
S30 木内昭一郎 H27.  2.10

S30 柴田　康行 H25.  8.  9
S31 赤坂　政男 H27.  7.31
S31 市川公一郎 H18.
S31 古我　直行 H26
S31 玉置　　健 H24.
S31 松倉　俊彦 H25.  2
S33 関野　　晃 H24.  8.  7
S38 和田　紘一 H26.11.29
S42 小杉　博保 H27.  8.12
S44 有野　　裕 H19.10.26
S45 松本　昌三
H26 大野　　睦 H28.  4.17

検索梅窓会ブログ 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。

平成28年度日本学園中学校、高等学校入学式が小雨の降るなか4月

7日（木）本校体育館にて総勢二百数十名の新入生を迎え、来賓、

多数の保護者参加のもと行われました。式典では小岩利夫校長の挨

拶、堀内優憲理事長（Ｓ29年卒）の祝辞があり、続いて新入生の

各クラス担任教員の紹介がありました。昨日の暖かかな春の陽気と

は裏腹に朝から生憎の雨でしたが、どの生徒の顔も実に晴れ晴れし

く爽やかで希望に満ち満ちており、創立131年の伝統ある名門日本

学園にふさわしい入学式でありました。新入生は式典終了後、体育館にて各クラス毎に保護者との記念写真撮影を行な

い、その後各クラスに集まり、担任より諸連絡を受け無事終了しました。（晴天であれば下の校庭で校舎をバックに記

念撮影でした）

二百数十名の新入生を迎え、平成28年度入学式行われる。

３月24日（木）に小田急線狛江駅前のエコルマホールで恒例と
なりました吹奏楽部の第22回定期演奏会が午後６時より開催さ
れました。三部体制で昨年に続き英語科の志鎌清（さやか）先生の
司会で始まりました。一部は白のブレザー姿での土居正也先生
の指揮でアメリカのジェン・スゥエイゼンの曲の演奏でまと
め、二部は各パートに分かれてのアンサンブル、第三部は寸劇
を交えた楽しい演奏と最後に例年どおり野球部より夏の大会な
どで演奏して頂くお礼を含め、今年は父母会よりの花束贈呈に
続き、今年卒業した６人部員の卒業式が行われ、楽しい演奏会
は終了しました。地元の一般の方楽しみにされ、梅窓会諸氏も
来年は多くの来場をお待ちしています。来年は３月29日（水）
午後６時より今年と同じ、エコルマホールで開催されます。

吹奏楽部定期演奏会開催される。

卒業を目前に控えた３月２日、第124回卒業生クラス幹事を招待し新入会員歓迎会が
開催されました。11時過ぎから新入会員のＡ組からF組までクラス幹事12名が次々と
来室。歓迎会は会長挨拶から始まり、副会長から梅窓会概要の説明、新入会員自己紹
介、運営委員自己紹介、学年代表となる常任幹事３名の選出。笑いが絶えない和やか
な雰囲気の中、閉会となりました。学園を巣立ち、梅窓会正会員として仲間入りする
彼らへ、心よりエールを送ります。
尚、常任幹事にはＤ組溝尻（代表），Ｅ組増井，Ｆ組岩﨑諸君が選ばれました。クラス幹
事はＡ組土方，山口／Ｂ組阿部，太田／Ｃ組江渡，西山／Ｄ組大野（貴）／Ｅ組遠藤
／Ｆ組佐藤の諸君が常任幹事の補佐として各クラスの連絡を行います。

平成27年度卒（第124回卒業）の新クラス幹事　歓迎会が開催されました。

昨年10月３日に梅窓会主催の新宿京王プラザホテルで開催いたし
ました「日本学園創立130周年記念同窓会パーティー」と並行し
て、「日本学園創立130周年記念募金」の活動が今年の３月末日で
終了いたしました。皆さまのご協力とご支援のお蔭で3月31日現在
で500万円もの沢山の募金をいただき厚く御礼申し上げます。お寄
せいただいた募金は全て学園の教育環境の整備向上および在校生の
更なる支援のためにお渡しいたします。

日本学園の資料室では保管用として皆様が日本学園で在校
時代に学園より配付されました生徒手帳を探しています。
特に校歌・学生歌などのコピー致したいと思っておりま
す。皆様のご協力をお願い申し上げます。
御連絡は下記へお願いします。

日本学園創立130周年記念募金の
ご協力ありがとうございました。

議案の審議

「平成28年度梅窓会総会・懇親会」が６月19日（日）13時より日本学園内特７教室において開
催する運びとなりました。議案は●平成27年度事業報告●同決算報告。続いて●平成28年度事業
計画●同予算案の審議を予定しております。総会終了後は引き続き同じ会場で懇親会に入り、年
代を超えた０Ｂ達の懇親の場を設ける予定です。なお総会では、来賓として、堀内理事長にもご
出席いただく予定で学園の近況報告等のお話をしていただく予定です。皆様のご出席を心からお
待ちしております。 梅窓会　会長　髙木　光

６月19日（日）学園にて開催いたします。

前梅窓会会長の太田安雄名誉会
長が病気加療中の２月６日に逝
去されました。享年88歳。太田
名誉会長は昭和２年２月22日東
京渋谷でお生まれになり、昭和
19年に日本中学を卒業、昭和

25年に東京医科大学を卒業され、昭和27年より同校で
教鞭をとられまれました。昭和53年に教授になられ、併
せて同校の付属霞ヶ浦病院長を平成４年までされ、退職
とともに名誉教授になられました。その後は、日本コン
タクトレンズ学会理事や日本色彩異常学会の理事や会
長、日本眼光学学会の理事、監事を、昭和47年から60

年までは厚生省（現厚労省）の中央薬事審議会委員など
要職を務められました。
本校の梅窓会では平成18年６月の総会で三好会長の推薦
で会長代行に就任され、翌年の総会で会長に推挙され、
平成24年まで二期務められました。
平成20年には瑞宝小授章を授けられました。最近は週の
半々をご自宅と朝霞の施設で生活をされていました。私
が昨年10月に施設にお伺いした際はお元気でしたが、今
年の初めに体調が急変されました。ご冥福をお祈り致し
ます。
合掌！！

（Ｓ34年卒　宮原洋一）

平成28年度　梅窓会総会　開催日決定！

太田安雄名誉会長　逝去

●平成２８年３月末現在繰越金残高内訳

現金残高  188,181

預金残高

　三菱東京UFJ銀行　永福町支店 普通 0151581 1,410,559

　三菱東京UFJ銀行　永福町支店 普通 0162414 7,755,737

　みずほ銀行　北沢支店 普通 0220559 716,091

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10090-31282681 217,183

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10040-52625751 201,290

　ゆうちょ銀行　振替貯金 0010-6-6183 3,911,713

合計  14,400,754

●寄付者ご芳名 終身会費が払い込みにも関わらず、余計にお支払いいただいた額を

寄付として入金させて頂きました。深く感謝申し上げます。

（敬称略　括弧内数字は卒業年　H：平成　その他は昭和）

（2015/4/1ー2016/3/31　単位：円）●梅窓会　平成27年度決算書

収入

　　正会員（終身）収入 800,000 600,000 720,000

　　正会員（年）収入 600,000 540,000 556,000

　　賛助会費（余剰会費分） 1,000,000 689,000 1,423,000

　正会員収入計 2,400,000 1,829,000 2,699,000

　準会員収入 1,980,000 1,832,400 1,995,900

　雑収入 1,500 2,668 25,632

収入計 4,381,500 3,664,068 4,720,532

支出

　　　委員会運営費 380,000 485,330 372,680

　　　通信費 220,000 257,291 162,938

　　　旅費交通費 30,000 11,168 3,584

　　　事務費・消耗品費 220,000 252,066 369,024

　　　会議費 69,000 20,000 17,000

　　　雑費 200,000 164,900 103,846

　　　口座徴収料金 36,000 61,590 35,300

　　　慶弔費 30,000 36,200 26,200

　　　人件費 300,000 319,900 291,200

　　　水道光熱費 100,000 100,000 100,000

　一般管理費　　計 1,585,000 1,708,445 1,481,772

　　　備品費 50,000 47,773 52,544

　　　卒業記念品 400,000 530,100 491,847

　　　会報費 1,070,000 1,184,280 913,534

　　　学園行事協力費 65,000 15,000 161,697

　　　学園行事支援費 190,000 190,000 30,000

　　　補助寄付金（奨学金） 1,000,000 1,000,000 1,000,000

　　　予備費 400,000 118,318 202,232

　業務運営費　　計 3,175,000 3,085,471 2,851,854

支出合計 4,760,000 4,793,916 4,333,626

収支差額 - 378,500 - 1,129,848 386,906

次期繰越金 10,152,102 9,400,754 10,530,602

実　　績予　　算 前年度実績

寄付額合計　689,000 円

■４万円　池田好孝（35）／広谷正暁（H10)／広辻泰人（H18)　■３万円　小川和夫（34）／田村秀夫

（51）　■２万６千円　三浦輝雄（36）　■２万５千円　野田幸男（41）■１万２千円　丹羽義就（25）

■２万円　鈴木八郎（50）　■１万円　新倉重行（20･5）／髙木光（30）／土井智生（30）／樋下田雄三

（34）／河野文彦（36）／石原康雄（37）／高橋政一（40）／清水正敏（41）／山本征正（41）／松井啓真

（42）／松崎秀樹（43）／木村健治（44）／斉藤尚義（50）　■８千円　遠藤豊（22）／月村敬（22）／原喜

平（25）／植松喜代光（36）／斉藤祐治（36）／風間克美（37）／鈴木秀明（38）／良野茂和（40）／菊池

秀明（62） ■５千円　林正武（19）加崎義蔵（28）／長尾忠一（29）／平松敬司（31）／野島巧（35）／東

島二郎（36）／野田隆造（38）／佐藤昌幸（40）／京正等（43）／白川勝人（59）／井口博（H5）

■４千円　笹本繁宏（14）／田村寿雄（20･5）／山田元鏡（22）／後藤仁（23）／三浦治（24）／佐藤庄

三（25）／加藤昇（27）／猪狩達夫（29）／杉本敏雄（29）／佐奈田恒夫（29）／原正（29）／長田藤治

（30）／大高好久（31）／増村昭策（31）／村尾懿（31）／三宅孝（32）／野村直人（33）／大崎嘉彦（34）

／澁谷章（34）／島本宏志（34）／矢島良治朗（35）／星野勝司（36）／松浦靖（38）／大森健次（40）／

河野雅昭（40）／日下部篤（41）／綱頭倭夫（41）／佐久間慶一（44）／柴田悟（44）／竹下典夫（45）／

藤田利光（48）／金子隆一（52）／廣江律夫（H14)／飯塚大介（H18)／泉竜太（H23)／若山大晃（H25)

／深作悠平（H26)／木村真（H27)／元山宗文（H27)／森田裕一（H27)　■３千円　河井春生（31）

■１千円　内野忠彦（18）／松苗喜一郎（25）／石綿孝充（36）／梅本富士雄（37）／森本雅暁（37）／

篠田泰人（H27)

日本学園梅窓会

　会長　髙　木　　光　殿
監　査　報　告　書

　日本学園梅窓会の平成２７年度決算については提示された帳簿および証拠書類と対比監査の

結果その処理は適正であることを認めます

　平成２８年４月２２日

 日本学園梅窓会

監事　　河　井　春　生　

監事　　熊　倉　英　人　

訂正とお詫び
会報 84 号２頁の「学校法人日本学園　役員・評議員決まる」の中

お名前を　「矢嶋良二朗」を「矢島良治朗」に

会報 84 号　哀悼欄の多田辰一様の卒年を「S20.5」を「S20.4」に

それぞれ訂正しお詫び致します。

梅窓会概要を説明後、昼食をとりながらの歓談会

学生手帳を探しています

連絡先「日本学園事務室」
　TEL. O3-3322-6331

議案審議の模様（昨年度） 懇親会の模様（昨年度）

（合計には「日本学園創立130周年記念募金」5,000,000円を含みます）
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Nikko News & Report. Nikko Sports & Culture.

大学入学おめでとう。今年も難関大学に続々と合格 !!

大学名 合格者数 学部
青山学院 ２ 経営１　教育人間科１
青森大学 １ 薬１
亜細亜大学 ７ 経済１　経営２　法２　国際関係２
江戸川大学 １ 社会１
桜美林大学 ２ リベラルアーツ学群２
学習院大学 １ 文１
神奈川大学 １０ 経済２　経営３　法２　工２　人間科１
北里大学 １ 海洋生命１
杏林大学 １ 総合政策１
国立音楽大学 １ 音楽１
工学院大学 ４ 工１　建築１　情報２
國學院大学 ３ 経済３
国際武道大学 １ 体育１
国士舘大学 １７ 政経４　経営３　法２　文３　２１世紀アジア２　体育３
駒澤大学 ４ 経済２　経営１　法１
産業能率大学 １ 情報マネジメント１
静岡県立大学 １ 経営情報１
静岡産業大学 １ 情報１
芝浦工業大学 ２ 工１　システム理工１
淑徳大学 １ 経営１
首都大学東京 １ 都市教養１
順天堂大学 １ 国際教養１
城西大学 １ 理１　
城西国際大学 １ 環境社会１
昭和音楽大学 １ 音楽１
聖学院大学 １ 人文１
成蹊大学 １ 理工１
成城大学 ７ 経済４　法１　理工１　社会イノベーション１
専修大学 １５ 経済４　経営３　商３　文４　商二部１
洗足学園大学 １ 音楽１
大正大学 ５ 文３　人間２
大東文化大学 ２ 文２
高千穂大学 ４ 経営２　人間科２
拓殖大学 １２ 政経５　商２　工１　国際２　外国語２
多摩大学 ２ 経営情報２
玉川大学 １ 経営１
千葉商科大学 １ 商経１
中央大学 ３ 経済１　商１　文１
中央学院大学 １ 商１

大学名 合格者数 学部
帝京大学 ２８ 経済９　法８　文４　外国語２　教育２　医療技術３
帝京平成大学 １３ 経営１　現代ライフ８　ヒューマンケア３　健康メディカル１
桐蔭横浜大学 １ スポーツ健康政策１
東海大学 １０ 政経１　工２　基礎工１　文２　情報通信２　情報理工１　教養１
東京経済大学 ２ 経済１　コミニュケーション１
東京工科大学 ３ コンピューターサイエンス１　応用生物１　メディア１
東京工芸大学 １ 芸術１
東京国際大学 ３ 国際関係２　言語コミュニケーション１
東京聖栄大学 １ 健康栄養１
東京成徳大学 １ 経営１
東京造形大学 ３ 造形３
東京農業大学 ５ 国際食料情報４　生物産業１
東京福祉大学 １ 社会福祉１
東洋大学 ９ 経済３　経営１　法１　文１　理工２　文二部１
東洋学園大学 １ 現代経営１
獨協大学 １ 経済１
日本大学 １９ 経済３　法１　商７　文理２　国際関係２　危機管理２　生産工１　芸術１
日本歯科大学 １ 生命歯１　
日本社会事業大学 １ 社会福祉１
白鴎大学 １ 教育１
文教大学 ２ 国際１　健康栄養１
法政大学 ３ 経済２　法１
北陸大学 １ 薬１
明海大学 １ 不動産１
明治大学 ４ 政治経済２　商１　情報コミュニケーション１
明治学院大学 ２ 経済１　心理１
目白大学 １ 商１
明星大学 ５ 経済２　人文１　教育２
横浜美術大学 １ 美術１
立正大学 ２ 仏教１　地球環境１
和光大学 ２ 経済経営１　心理１
早稲田大学 １ 人間科１
合計 252

2011 ～ 2016 年間の浪人生の大学合格数（学園に連絡頂いた方のみ）
神奈川大２／工学院大１／國學院大４／国際武道大１／国士舘大２／駒沢大５／順天堂大１／
成蹊大３／成城大２／専修大８／大東文化大８／拓殖大３／玉川大１／中央大５／帝京大５／
帝京平成大１／東海大１／東京工科大１／東京工芸１／東京電機大１／東京都市大１／東京農工１／
東京福祉大１／東洋大８／獨協大１／日本大１３／日本体育大１／法政大４／明治学院大１／
立教大１／大月短期大１

　2016年の大学入試結果は一昨年から新しく進学体制が本格的にスタート、ストレートにその効果が数字に表れてきました。難関私立大学に
は多くの合格者を輩出しています。さらに中堅私大にも安定した合格者を出しております。また芸術、体育系にも続々と合格。今後の大学生活
での活躍が大いに期待されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　※卒業158人　合格数258　その他　専門学校16　就職3

議案審議の模様（昨年度）

130年に及ぶ歴史と伝統を誇る日本学園には多彩な人材を輩出。
同期会や同窓会も盛んでいろいろなや分野の集まりが多々あります。

 平成27年12月15日新日鉄代々木倶楽部（小田急線参宮橋駅近く）にて日本学
園高校新聞部OB昭和31年卒　田代嘉男（日本学園高校第２代目生徒会長）、
同じく昭和31年卒 河井春生、昭和37年卒　和田英昭、 昭和38年卒 川本雅之
の各氏4名が集まりました。
　日本学園高校新聞「倶進」は昭和24年4月1日に第１号が発行され、それ以
降いつ頃まで発行されていたかは不明ですが永年にわたり発行されていたもの
と思われます。当時、新聞部部員は多方面にわたり取材に奔走したこと、新聞
発行のための資金集めの広告取り、記事、ゲラ刷りを飯田橋駅近くの印刷所へ
の持ち込み等、苦労話を語り合いました。そして今後、多数の新聞部OBを結集
し正式に新聞部OB会を発足することが決まり懇親会を終了しました。

レポートS38年卒　川本雅之

　平成28年3月4日（金）、明大前学園通り踏切横の洋食レストラン「ハミン
グバード」において、日本学園中学校からのメンバーで同期会を開催いたし
ました。この会はもう15年以上も続いており、毎年20名以上が参加しており
ます。今回は21名が参加し、旨い料理を食べ、そして旨い酒を呑みながら日
本学園時代の思い出、そして皆の近況報告と時の経つのも忘れ終始和やかな
同期会が行われました。 レポートS35年卒　矢島良治郎

斎藤工、太川陽介、乱一世，高田文夫、荒井注、大塚周
夫（声優の第一人者）など日本学園のＯＢがＴＶ、ラジ
オに出ない日はないほど日本学園は芸能文化分野でも活
躍している方が大勢いますが、今回はＴＶドラマで欠か
せないシナリオライター（脚本家）の紹介です。その人
は私のクラスメイトの大野武雄氏。日本学園在学中はバ
スケットボール部に所属。昭和36年生徒会が伝統ある
名門校日本学園の学生歌、応援歌を作ろうとの企画があ
り全校生徒に募集を呼びかけ、その中で大野氏の作詞が
応援歌に選ばれました。彼は日本学園在学時から文章を
書くことが好きで将来はシナリオライターを目指してい
ました。日本学園卒業後は、明治大学に進学し昼間は大
学で学び、夜間はシナリオ学校で学んだという努力家。
当時のシナリオ学校の講師、白坂依志夫先生の研究所に
入り師事し本格的にシナリオを学び始めました。そして
なんと大学在学中、九重佑三子主演「コメットさん」で
脚本家としてデビューし、一躍業界で脚光を浴びます。
大学卒業後、一時脚本家を中断しましたが再度、脚本を

手掛け、1970年～2000年代に刑事ドラマ、サスペンス
を主として、渡 哲也主演「西部警察」、「大都会」、
萩原　健一主演「傷だらけの天使」、「特捜最前線」ま
た藤岡　弘主演「仮面ライダー」、橋爪　功主演「新、
赤かぶ検事奮戦記」等の脚本を数多く手掛け近年では
「暴れん坊将軍」、アニメで「キャツアイ」、「名探偵
コナン」をなど多くのテレビドラマの脚本を執筆してい
ます。日本学園在学中から才能を発揮し始め脚本家の道
を目指し、大学とシナリオ学校の二足の草鞋（わらじ）
を履きながら人並み以上の努力を重ねた結果、業界で欠
くことのできない名脚本家としての地位を築き上げた日
本学園卒業の誇るべきＯＢであります。最後に大野氏よ
り後輩諸君へ「シナリオライターは年令制限のない仕事
なので、日本学園からぜひ後から続く人が出て来て欲し
い」との熱いメッセージをいただきました。
　S38年卒　川本雅之

ＯＢ情報
短信

平成28年３月５日（土）来賓、保護者列席のもと
第124回卒業証書授与式が本校体育館にて行われ
ました。式典には卒業後50年のOB（昭和41年卒
業）有志40名が参列し卒業生の前途を祝福しまし
た。式では各クラスの代表者へ卒業証書の授与、
東京都知事賞ほか各団体からの表彰状の授与後、
小岩校長より陽明学から考えることを常に持ち、

行動、対応して欲しいと熱いメッセージが卒業生に贈られました。髙木 光 
梅窓会会長（S30年卒）から熱いメッセージが贈られました。                   

梅窓会運営委員会では『常任幹事会』の開催に当たり、約180名の常任幹事
に往復ハガキで出席をお願いしていますが、毎回出席者数は30名前後と極め
て少ない状況が続いています。梅窓会は“OBの総意に基づいて運営される組
織”であり、『常任幹事』は同窓生の代表者として、組織の運営に積極的に参
加する役目を担っています。現在、母校は飛躍の時期を迎えています。この
勢いを後押しし、名門回帰への道筋と社会的評価を盤石なものにするために
は、OBの結束と応援が不可欠です。また、若い世代のOB諸君にとって、梅
窓会は将来の役に立つ人脈づくりの格好の場でもあります。ぜひ『常任幹事
会』にご出席くださいますよう、お願い申し上げます。

学園の資料室の整理中にＳＰレコード（78回転）が詩吟

を中心に２０枚ほど見つかりました。その中に杉浦重剛

先生が詩吟「雲井龍雄ノ差詩」（送鐸俊師）（３分

30秒）を吟じられたレコードもあります。

この詩吟は明治９年頃一般に出版された

もので杉浦先生も度々好んで吟じら

れ、生徒にも勧められました。レ

コードは日本中学時代に詩吟倶楽部

で収集されたもので、先生のレコー

ドは松竹レコード４枚とコロムビア１

枚あります。音源はすべて同じものが使

用され、昭和初期に発売されたものと思わ

れます。しかし、現在は78回転のレコードが使用

できるレコードプレーヤーがなく、これを期に学園で購入

しました。何分にも古いレコードのため音質が不明瞭でし

たが、取りあえずＣＤにダビングしてみました。そこで日

本コロムビアに伺い相談しましたところ現在は音源の保管

もないとのことで、学園の保管レコードで若干改善できる

かもしれませんとのことで検討をお願いしています。

又、保管レコードの中には明治20年代に東京英語学校で

学ばれた荒木貞夫陸軍大臣が戦時中に録音された演説

「非常時は続く」のレコードも含まれています。

　日本コロムビアの担当者によりますとＳ

Ｐレコードは現在のプレーヤーより

は、蓄音機で聞くのがベターとのこ

とです。（Ｓ34年卒　宮原洋一）

第124回卒業式に卒業50年のOB40名が参列。卒業生の前途を祝しました。

記念撮影．卒後50年（昭和41年卒）のＯＢ

卒業50年（昭和41年卒）
代表者からの祝辞

卒業式当日、梅窓会より卒業記念にオルゴールが奏でる日本学園校歌が158名の卒業生全員に贈られました。日本学園校
歌はメロディーラインがとても親しみ易く、入学式で一度聞いただけでメロディーを覚えてしまったというＯＢの方々も
沢山いるのではないでしょうか。そして2番の歌詞では転調するという実に凝った見事なメロディーラインであります。
オルゴールのメーカーは日本電産サンキョー（旧三協精機）でオルゴールの製造では世界ナンバーワンのシェアを有する
老舗です。制作はほぼ1点づつ手作りで、学園一号館のカラー写真が入っており、仕上げも実に丁寧、卒業後も母校を思
い出していただければと思います。

梅窓会より校歌入りのオルゴールが１５８名の卒業生全員に贈られました。

杉浦重剛先生の
レコードを発見

春の「常任幹事会」が開催されます。常任幹事の方々の参加をお願いいたします。

梅窓会 会長 S30年卒　髙木　光

●開催日：６月11日（土）　15：00～16：30

●会場：学園特７教室（木造校舎の２階）（開催場所は当日変更する場合もあります）

●議題：平成27年度事業報告、決算報告ならびに平成28年度事業計画・予算（案） 他

日本学園高校新聞部OB懇親会を開催。

昭和35年卒、同期会を開催しました。

テレビドラマなど執筆し活躍する脚本家 。

「人物往来」

大野氏（写真左）と日本学園当時のことを談笑。

OB大野武雄氏（Ｓ38年卒）

 大野氏が執筆した脚本の一部

「ハミングバード」に集まった日本学園中学校からのメンバーのＯＢ

日本学園高校新聞部OB懇親会（新日鉄代々木倶楽部にて）

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報
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青山学院 ２ 経営１　教育人間科１
青森大学 １ 薬１
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静岡産業大学 １ 情報１
芝浦工業大学 ２ 工１　システム理工１
淑徳大学 １ 経営１
首都大学東京 １ 都市教養１
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城西国際大学 １ 環境社会１
昭和音楽大学 １ 音楽１
聖学院大学 １ 人文１
成蹊大学 １ 理工１
成城大学 ７ 経済４　法１　理工１　社会イノベーション１
専修大学 １５ 経済４　経営３　商３　文４　商二部１
洗足学園大学 １ 音楽１
大正大学 ５ 文３　人間２
大東文化大学 ２ 文２
高千穂大学 ４ 経営２　人間科２
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帝京大学 ２８ 経済９　法８　文４　外国語２　教育２　医療技術３
帝京平成大学 １３ 経営１　現代ライフ８　ヒューマンケア３　健康メディカル１
桐蔭横浜大学 １ スポーツ健康政策１
東海大学 １０ 政経１　工２　基礎工１　文２　情報通信２　情報理工１　教養１
東京経済大学 ２ 経済１　コミニュケーション１
東京工科大学 ３ コンピューターサイエンス１　応用生物１　メディア１
東京工芸大学 １ 芸術１
東京国際大学 ３ 国際関係２　言語コミュニケーション１
東京聖栄大学 １ 健康栄養１
東京成徳大学 １ 経営１
東京造形大学 ３ 造形３
東京農業大学 ５ 国際食料情報４　生物産業１
東京福祉大学 １ 社会福祉１
東洋大学 ９ 経済３　経営１　法１　文１　理工２　文二部１
東洋学園大学 １ 現代経営１
獨協大学 １ 経済１
日本大学 １９ 経済３　法１　商７　文理２　国際関係２　危機管理２　生産工１　芸術１
日本歯科大学 １ 生命歯１　
日本社会事業大学 １ 社会福祉１
白鴎大学 １ 教育１
文教大学 ２ 国際１　健康栄養１
法政大学 ３ 経済２　法１
北陸大学 １ 薬１
明海大学 １ 不動産１
明治大学 ４ 政治経済２　商１　情報コミュニケーション１
明治学院大学 ２ 経済１　心理１
目白大学 １ 商１
明星大学 ５ 経済２　人文１　教育２
横浜美術大学 １ 美術１
立正大学 ２ 仏教１　地球環境１
和光大学 ２ 経済経営１　心理１
早稲田大学 １ 人間科１
合計 252

2011 ～ 2016 年間の浪人生の大学合格数（学園に連絡頂いた方のみ）
神奈川大２／工学院大１／國學院大４／国際武道大１／国士舘大２／駒沢大５／順天堂大１／
成蹊大３／成城大２／専修大８／大東文化大８／拓殖大３／玉川大１／中央大５／帝京大５／
帝京平成大１／東海大１／東京工科大１／東京工芸１／東京電機大１／東京都市大１／東京農工１／
東京福祉大１／東洋大８／獨協大１／日本大１３／日本体育大１／法政大４／明治学院大１／
立教大１／大月短期大１

　2016年の大学入試結果は一昨年から新しく進学体制が本格的にスタート、ストレートにその効果が数字に表れてきました。難関私立大学に
は多くの合格者を輩出しています。さらに中堅私大にも安定した合格者を出しております。また芸術、体育系にも続々と合格。今後の大学生活
での活躍が大いに期待されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　※卒業158人　合格数258　その他　専門学校16　就職3

議案審議の模様（昨年度）

130年に及ぶ歴史と伝統を誇る日本学園には多彩な人材を輩出。
同期会や同窓会も盛んでいろいろなや分野の集まりが多々あります。

 平成27年12月15日新日鉄代々木倶楽部（小田急線参宮橋駅近く）にて日本学
園高校新聞部OB昭和31年卒　田代嘉男（日本学園高校第２代目生徒会長）、
同じく昭和31年卒 河井春生、昭和37年卒　和田英昭、 昭和38年卒 川本雅之
の各氏4名が集まりました。
　日本学園高校新聞「倶進」は昭和24年4月1日に第１号が発行され、それ以
降いつ頃まで発行されていたかは不明ですが永年にわたり発行されていたもの
と思われます。当時、新聞部部員は多方面にわたり取材に奔走したこと、新聞
発行のための資金集めの広告取り、記事、ゲラ刷りを飯田橋駅近くの印刷所へ
の持ち込み等、苦労話を語り合いました。そして今後、多数の新聞部OBを結集
し正式に新聞部OB会を発足することが決まり懇親会を終了しました。

レポートS38年卒　川本雅之

　平成28年3月4日（金）、明大前学園通り踏切横の洋食レストラン「ハミン
グバード」において、日本学園中学校からのメンバーで同期会を開催いたし
ました。この会はもう15年以上も続いており、毎年20名以上が参加しており
ます。今回は21名が参加し、旨い料理を食べ、そして旨い酒を呑みながら日
本学園時代の思い出、そして皆の近況報告と時の経つのも忘れ終始和やかな
同期会が行われました。 レポートS35年卒　矢島良治郎

斎藤工、太川陽介、乱一世，高田文夫、荒井注、大塚周
夫（声優の第一人者）など日本学園のＯＢがＴＶ、ラジ
オに出ない日はないほど日本学園は芸能文化分野でも活
躍している方が大勢いますが、今回はＴＶドラマで欠か
せないシナリオライター（脚本家）の紹介です。その人
は私のクラスメイトの大野武雄氏。日本学園在学中はバ
スケットボール部に所属。昭和36年生徒会が伝統ある
名門校日本学園の学生歌、応援歌を作ろうとの企画があ
り全校生徒に募集を呼びかけ、その中で大野氏の作詞が
応援歌に選ばれました。彼は日本学園在学時から文章を
書くことが好きで将来はシナリオライターを目指してい
ました。日本学園卒業後は、明治大学に進学し昼間は大
学で学び、夜間はシナリオ学校で学んだという努力家。
当時のシナリオ学校の講師、白坂依志夫先生の研究所に
入り師事し本格的にシナリオを学び始めました。そして
なんと大学在学中、九重佑三子主演「コメットさん」で
脚本家としてデビューし、一躍業界で脚光を浴びます。
大学卒業後、一時脚本家を中断しましたが再度、脚本を

手掛け、1970年～2000年代に刑事ドラマ、サスペンス
を主として、渡 哲也主演「西部警察」、「大都会」、
萩原　健一主演「傷だらけの天使」、「特捜最前線」ま
た藤岡　弘主演「仮面ライダー」、橋爪　功主演「新、
赤かぶ検事奮戦記」等の脚本を数多く手掛け近年では
「暴れん坊将軍」、アニメで「キャツアイ」、「名探偵
コナン」をなど多くのテレビドラマの脚本を執筆してい
ます。日本学園在学中から才能を発揮し始め脚本家の道
を目指し、大学とシナリオ学校の二足の草鞋（わらじ）
を履きながら人並み以上の努力を重ねた結果、業界で欠
くことのできない名脚本家としての地位を築き上げた日
本学園卒業の誇るべきＯＢであります。最後に大野氏よ
り後輩諸君へ「シナリオライターは年令制限のない仕事
なので、日本学園からぜひ後から続く人が出て来て欲し
い」との熱いメッセージをいただきました。
　S38年卒　川本雅之

ＯＢ情報
短信

平成28年３月５日（土）来賓、保護者列席のもと
第124回卒業証書授与式が本校体育館にて行われ
ました。式典には卒業後50年のOB（昭和41年卒
業）有志40名が参列し卒業生の前途を祝福しまし
た。式では各クラスの代表者へ卒業証書の授与、
東京都知事賞ほか各団体からの表彰状の授与後、
小岩校長より陽明学から考えることを常に持ち、

行動、対応して欲しいと熱いメッセージが卒業生に贈られました。髙木 光 
梅窓会会長（S30年卒）から熱いメッセージが贈られました。                   

梅窓会運営委員会では『常任幹事会』の開催に当たり、約180名の常任幹事
に往復ハガキで出席をお願いしていますが、毎回出席者数は30名前後と極め
て少ない状況が続いています。梅窓会は“OBの総意に基づいて運営される組
織”であり、『常任幹事』は同窓生の代表者として、組織の運営に積極的に参
加する役目を担っています。現在、母校は飛躍の時期を迎えています。この
勢いを後押しし、名門回帰への道筋と社会的評価を盤石なものにするために
は、OBの結束と応援が不可欠です。また、若い世代のOB諸君にとって、梅
窓会は将来の役に立つ人脈づくりの格好の場でもあります。ぜひ『常任幹事
会』にご出席くださいますよう、お願い申し上げます。

学園の資料室の整理中にＳＰレコード（78回転）が詩吟

を中心に２０枚ほど見つかりました。その中に杉浦重剛

先生が詩吟「雲井龍雄ノ差詩」（送鐸俊師）（３分

30秒）を吟じられたレコードもあります。

この詩吟は明治９年頃一般に出版された

もので杉浦先生も度々好んで吟じら

れ、生徒にも勧められました。レ

コードは日本中学時代に詩吟倶楽部

で収集されたもので、先生のレコー

ドは松竹レコード４枚とコロムビア１

枚あります。音源はすべて同じものが使

用され、昭和初期に発売されたものと思わ

れます。しかし、現在は78回転のレコードが使用

できるレコードプレーヤーがなく、これを期に学園で購入

しました。何分にも古いレコードのため音質が不明瞭でし

たが、取りあえずＣＤにダビングしてみました。そこで日

本コロムビアに伺い相談しましたところ現在は音源の保管

もないとのことで、学園の保管レコードで若干改善できる

かもしれませんとのことで検討をお願いしています。

又、保管レコードの中には明治20年代に東京英語学校で

学ばれた荒木貞夫陸軍大臣が戦時中に録音された演説

「非常時は続く」のレコードも含まれています。

　日本コロムビアの担当者によりますとＳ

Ｐレコードは現在のプレーヤーより

は、蓄音機で聞くのがベターとのこ

とです。（Ｓ34年卒　宮原洋一）

第124回卒業式に卒業50年のOB40名が参列。卒業生の前途を祝しました。

記念撮影．卒後50年（昭和41年卒）のＯＢ

卒業50年（昭和41年卒）
代表者からの祝辞

卒業式当日、梅窓会より卒業記念にオルゴールが奏でる日本学園校歌が158名の卒業生全員に贈られました。日本学園校
歌はメロディーラインがとても親しみ易く、入学式で一度聞いただけでメロディーを覚えてしまったというＯＢの方々も
沢山いるのではないでしょうか。そして2番の歌詞では転調するという実に凝った見事なメロディーラインであります。
オルゴールのメーカーは日本電産サンキョー（旧三協精機）でオルゴールの製造では世界ナンバーワンのシェアを有する
老舗です。制作はほぼ1点づつ手作りで、学園一号館のカラー写真が入っており、仕上げも実に丁寧、卒業後も母校を思
い出していただければと思います。

梅窓会より校歌入りのオルゴールが１５８名の卒業生全員に贈られました。

杉浦重剛先生の
レコードを発見

春の「常任幹事会」が開催されます。常任幹事の方々の参加をお願いいたします。

梅窓会 会長 S30年卒　髙木　光

●開催日：６月11日（土）　15：00～16：30

●会場：学園特７教室（木造校舎の２階）（開催場所は当日変更する場合もあります）

●議題：平成27年度事業報告、決算報告ならびに平成28年度事業計画・予算（案） 他

日本学園高校新聞部OB懇親会を開催。

昭和35年卒、同期会を開催しました。

テレビドラマなど執筆し活躍する脚本家 。

「人物往来」

大野氏（写真左）と日本学園当時のことを談笑。

OB大野武雄氏（Ｓ38年卒）

 大野氏が執筆した脚本の一部

「ハミングバード」に集まった日本学園中学校からのメンバーのＯＢ

日本学園高校新聞部OB懇親会（新日鉄代々木倶楽部にて）

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報
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大学入学おめでとう。今年も難関大学に続々と合格 !!

大学名 合格者数 学部
青山学院 ２ 経営１　教育人間科１
青森大学 １ 薬１
亜細亜大学 ７ 経済１　経営２　法２　国際関係２
江戸川大学 １ 社会１
桜美林大学 ２ リベラルアーツ学群２
学習院大学 １ 文１
神奈川大学 １０ 経済２　経営３　法２　工２　人間科１
北里大学 １ 海洋生命１
杏林大学 １ 総合政策１
国立音楽大学 １ 音楽１
工学院大学 ４ 工１　建築１　情報２
國學院大学 ３ 経済３
国際武道大学 １ 体育１
国士舘大学 １７ 政経４　経営３　法２　文３　２１世紀アジア２　体育３
駒澤大学 ４ 経済２　経営１　法１
産業能率大学 １ 情報マネジメント１
静岡県立大学 １ 経営情報１
静岡産業大学 １ 情報１
芝浦工業大学 ２ 工１　システム理工１
淑徳大学 １ 経営１
首都大学東京 １ 都市教養１
順天堂大学 １ 国際教養１
城西大学 １ 理１　
城西国際大学 １ 環境社会１
昭和音楽大学 １ 音楽１
聖学院大学 １ 人文１
成蹊大学 １ 理工１
成城大学 ７ 経済４　法１　理工１　社会イノベーション１
専修大学 １５ 経済４　経営３　商３　文４　商二部１
洗足学園大学 １ 音楽１
大正大学 ５ 文３　人間２
大東文化大学 ２ 文２
高千穂大学 ４ 経営２　人間科２
拓殖大学 １２ 政経５　商２　工１　国際２　外国語２
多摩大学 ２ 経営情報２
玉川大学 １ 経営１
千葉商科大学 １ 商経１
中央大学 ３ 経済１　商１　文１
中央学院大学 １ 商１

大学名 合格者数 学部
帝京大学 ２８ 経済９　法８　文４　外国語２　教育２　医療技術３
帝京平成大学 １３ 経営１　現代ライフ８　ヒューマンケア３　健康メディカル１
桐蔭横浜大学 １ スポーツ健康政策１
東海大学 １０ 政経１　工２　基礎工１　文２　情報通信２　情報理工１　教養１
東京経済大学 ２ 経済１　コミニュケーション１
東京工科大学 ３ コンピューターサイエンス１　応用生物１　メディア１
東京工芸大学 １ 芸術１
東京国際大学 ３ 国際関係２　言語コミュニケーション１
東京聖栄大学 １ 健康栄養１
東京成徳大学 １ 経営１
東京造形大学 ３ 造形３
東京農業大学 ５ 国際食料情報４　生物産業１
東京福祉大学 １ 社会福祉１
東洋大学 ９ 経済３　経営１　法１　文１　理工２　文二部１
東洋学園大学 １ 現代経営１
獨協大学 １ 経済１
日本大学 １９ 経済３　法１　商７　文理２　国際関係２　危機管理２　生産工１　芸術１
日本歯科大学 １ 生命歯１　
日本社会事業大学 １ 社会福祉１
白鴎大学 １ 教育１
文教大学 ２ 国際１　健康栄養１
法政大学 ３ 経済２　法１
北陸大学 １ 薬１
明海大学 １ 不動産１
明治大学 ４ 政治経済２　商１　情報コミュニケーション１
明治学院大学 ２ 経済１　心理１
目白大学 １ 商１
明星大学 ５ 経済２　人文１　教育２
横浜美術大学 １ 美術１
立正大学 ２ 仏教１　地球環境１
和光大学 ２ 経済経営１　心理１
早稲田大学 １ 人間科１
合計 252

2011 ～ 2016 年間の浪人生の大学合格数（学園に連絡頂いた方のみ）
神奈川大２／工学院大１／國學院大４／国際武道大１／国士舘大２／駒沢大５／順天堂大１／
成蹊大３／成城大２／専修大８／大東文化大８／拓殖大３／玉川大１／中央大５／帝京大５／
帝京平成大１／東海大１／東京工科大１／東京工芸１／東京電機大１／東京都市大１／東京農工１／
東京福祉大１／東洋大８／獨協大１／日本大１３／日本体育大１／法政大４／明治学院大１／
立教大１／大月短期大１

　2016年の大学入試結果は一昨年から新しく進学体制が本格的にスタート、ストレートにその効果が数字に表れてきました。難関私立大学に
は多くの合格者を輩出しています。さらに中堅私大にも安定した合格者を出しております。また芸術、体育系にも続々と合格。今後の大学生活
での活躍が大いに期待されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　※卒業158人　合格数258　その他　専門学校16　就職3

議案審議の模様（昨年度）

130年に及ぶ歴史と伝統を誇る日本学園には多彩な人材を輩出。
同期会や同窓会も盛んでいろいろなや分野の集まりが多々あります。

 平成27年12月15日新日鉄代々木倶楽部（小田急線参宮橋駅近く）にて日本学
園高校新聞部OB昭和31年卒　田代嘉男（日本学園高校第２代目生徒会長）、
同じく昭和31年卒 河井春生、昭和37年卒　和田英昭、 昭和38年卒 川本雅之
の各氏4名が集まりました。
　日本学園高校新聞「倶進」は昭和24年4月1日に第１号が発行され、それ以
降いつ頃まで発行されていたかは不明ですが永年にわたり発行されていたもの
と思われます。当時、新聞部部員は多方面にわたり取材に奔走したこと、新聞
発行のための資金集めの広告取り、記事、ゲラ刷りを飯田橋駅近くの印刷所へ
の持ち込み等、苦労話を語り合いました。そして今後、多数の新聞部OBを結集
し正式に新聞部OB会を発足することが決まり懇親会を終了しました。

レポートS38年卒　川本雅之

　平成28年3月4日（金）、明大前学園通り踏切横の洋食レストラン「ハミン
グバード」において、日本学園中学校からのメンバーで同期会を開催いたし
ました。この会はもう15年以上も続いており、毎年20名以上が参加しており
ます。今回は21名が参加し、旨い料理を食べ、そして旨い酒を呑みながら日
本学園時代の思い出、そして皆の近況報告と時の経つのも忘れ終始和やかな
同期会が行われました。 レポートS35年卒　矢島良治郎

斎藤工、太川陽介、乱一世，高田文夫、荒井注、大塚周
夫（声優の第一人者）など日本学園のＯＢがＴＶ、ラジ
オに出ない日はないほど日本学園は芸能文化分野でも活
躍している方が大勢いますが、今回はＴＶドラマで欠か
せないシナリオライター（脚本家）の紹介です。その人
は私のクラスメイトの大野武雄氏。日本学園在学中はバ
スケットボール部に所属。昭和36年生徒会が伝統ある
名門校日本学園の学生歌、応援歌を作ろうとの企画があ
り全校生徒に募集を呼びかけ、その中で大野氏の作詞が
応援歌に選ばれました。彼は日本学園在学時から文章を
書くことが好きで将来はシナリオライターを目指してい
ました。日本学園卒業後は、明治大学に進学し昼間は大
学で学び、夜間はシナリオ学校で学んだという努力家。
当時のシナリオ学校の講師、白坂依志夫先生の研究所に
入り師事し本格的にシナリオを学び始めました。そして
なんと大学在学中、九重佑三子主演「コメットさん」で
脚本家としてデビューし、一躍業界で脚光を浴びます。
大学卒業後、一時脚本家を中断しましたが再度、脚本を

手掛け、1970年～2000年代に刑事ドラマ、サスペンス
を主として、渡 哲也主演「西部警察」、「大都会」、
萩原　健一主演「傷だらけの天使」、「特捜最前線」ま
た藤岡　弘主演「仮面ライダー」、橋爪　功主演「新、
赤かぶ検事奮戦記」等の脚本を数多く手掛け近年では
「暴れん坊将軍」、アニメで「キャツアイ」、「名探偵
コナン」をなど多くのテレビドラマの脚本を執筆してい
ます。日本学園在学中から才能を発揮し始め脚本家の道
を目指し、大学とシナリオ学校の二足の草鞋（わらじ）
を履きながら人並み以上の努力を重ねた結果、業界で欠
くことのできない名脚本家としての地位を築き上げた日
本学園卒業の誇るべきＯＢであります。最後に大野氏よ
り後輩諸君へ「シナリオライターは年令制限のない仕事
なので、日本学園からぜひ後から続く人が出て来て欲し
い」との熱いメッセージをいただきました。
　S38年卒　川本雅之

ＯＢ情報
短信

平成28年３月５日（土）来賓、保護者列席のもと
第124回卒業証書授与式が本校体育館にて行われ
ました。式典には卒業後50年のOB（昭和41年卒
業）有志40名が参列し卒業生の前途を祝福しまし
た。式では各クラスの代表者へ卒業証書の授与、
東京都知事賞ほか各団体からの表彰状の授与後、
小岩校長より陽明学から考えることを常に持ち、

行動、対応して欲しいと熱いメッセージが卒業生に贈られました。髙木 光 
梅窓会会長（S30年卒）から熱いメッセージが贈られました。                   

梅窓会運営委員会では『常任幹事会』の開催に当たり、約180名の常任幹事
に往復ハガキで出席をお願いしていますが、毎回出席者数は30名前後と極め
て少ない状況が続いています。梅窓会は“OBの総意に基づいて運営される組
織”であり、『常任幹事』は同窓生の代表者として、組織の運営に積極的に参
加する役目を担っています。現在、母校は飛躍の時期を迎えています。この
勢いを後押しし、名門回帰への道筋と社会的評価を盤石なものにするために
は、OBの結束と応援が不可欠です。また、若い世代のOB諸君にとって、梅
窓会は将来の役に立つ人脈づくりの格好の場でもあります。ぜひ『常任幹事
会』にご出席くださいますよう、お願い申し上げます。

学園の資料室の整理中にＳＰレコード（78回転）が詩吟

を中心に２０枚ほど見つかりました。その中に杉浦重剛

先生が詩吟「雲井龍雄ノ差詩」（送鐸俊師）（３分

30秒）を吟じられたレコードもあります。

この詩吟は明治９年頃一般に出版された

もので杉浦先生も度々好んで吟じら

れ、生徒にも勧められました。レ

コードは日本中学時代に詩吟倶楽部

で収集されたもので、先生のレコー

ドは松竹レコード４枚とコロムビア１

枚あります。音源はすべて同じものが使

用され、昭和初期に発売されたものと思わ

れます。しかし、現在は78回転のレコードが使用

できるレコードプレーヤーがなく、これを期に学園で購入

しました。何分にも古いレコードのため音質が不明瞭でし

たが、取りあえずＣＤにダビングしてみました。そこで日

本コロムビアに伺い相談しましたところ現在は音源の保管

もないとのことで、学園の保管レコードで若干改善できる

かもしれませんとのことで検討をお願いしています。

又、保管レコードの中には明治20年代に東京英語学校で

学ばれた荒木貞夫陸軍大臣が戦時中に録音された演説

「非常時は続く」のレコードも含まれています。

　日本コロムビアの担当者によりますとＳ

Ｐレコードは現在のプレーヤーより

は、蓄音機で聞くのがベターとのこ

とです。（Ｓ34年卒　宮原洋一）

第124回卒業式に卒業50年のOB40名が参列。卒業生の前途を祝しました。

記念撮影．卒後50年（昭和41年卒）のＯＢ

卒業50年（昭和41年卒）
代表者からの祝辞

卒業式当日、梅窓会より卒業記念にオルゴールが奏でる日本学園校歌が158名の卒業生全員に贈られました。日本学園校
歌はメロディーラインがとても親しみ易く、入学式で一度聞いただけでメロディーを覚えてしまったというＯＢの方々も
沢山いるのではないでしょうか。そして2番の歌詞では転調するという実に凝った見事なメロディーラインであります。
オルゴールのメーカーは日本電産サンキョー（旧三協精機）でオルゴールの製造では世界ナンバーワンのシェアを有する
老舗です。制作はほぼ1点づつ手作りで、学園一号館のカラー写真が入っており、仕上げも実に丁寧、卒業後も母校を思
い出していただければと思います。

梅窓会より校歌入りのオルゴールが１５８名の卒業生全員に贈られました。

杉浦重剛先生の
レコードを発見

春の「常任幹事会」が開催されます。常任幹事の方々の参加をお願いいたします。

梅窓会 会長 S30年卒　髙木　光

●開催日：６月11日（土）　15：00～16：30

●会場：学園特７教室（木造校舎の２階）（開催場所は当日変更する場合もあります）

●議題：平成27年度事業報告、決算報告ならびに平成28年度事業計画・予算（案） 他

日本学園高校新聞部OB懇親会を開催。

昭和35年卒、同期会を開催しました。

テレビドラマなど執筆し活躍する脚本家 。

「人物往来」

大野氏（写真左）と日本学園当時のことを談笑。

OB大野武雄氏（Ｓ38年卒）

 大野氏が執筆した脚本の一部

「ハミングバード」に集まった日本学園中学校からのメンバーのＯＢ

日本学園高校新聞部OB懇親会（新日鉄代々木倶楽部にて）

日本学園梅窓会報 日本学園梅窓会報
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日学祭

体育祭
開催日決定！

今年から谷川平夫校長に代わって、新しく校長を務めることになりまし
た。前校長がこれまでに培われてこられた教育を受けまして、明治大
学との高大連携をさらに進化発展させながら、頑張っていこうと考えて
おります。長い歴史の中でご尽力頂いた諸先輩を前に、学園の将来を
語ることなど失礼なことと思いますが、今まで明大中野と同八王子中高
や八王子学園中高の経験を活かしながら、生徒一人ひとりが輝きのあ
る学校にしたいと考えています。入学式を終え始業式で全校生徒に、
前向きにスタートを切ろうという話をしました。このことは、自身の気持ち
でもあり大切な一言です。自分の力で、どんなに苦しいときにも諦めるこ
となく、前向きに歩み続けることを話したつもりです。結果を求めて簡単
な方法でそれが得られることを求めるような時代ですが、愚直に一歩
一歩進ませて頂きます。

ごあいさつ
日本学園 中学校・高等学校 校長 小岩利夫7年半務めた母校の校長を退任致しました。在任中に皆様からいただいた温かい

ご支援とご協力に心から御礼を申し上げます。就任時に、ゼロからの出発という意
気込みで学校改革を行おうと「にちがく元年」という標語を掲げました。その際に
私は次のような学校を作ろうと思いました。三か条になります。
①　生徒が誇りを持って学べる学校
②　教職員が誇りを持って働ける学校
③　卒業生が誇りを持って「日本学園出身」と言える学校　－です。
ここ数年の学園生徒の文武両道面における活躍ぶりはご承知のとおりです。明治
大学と高大連携したことは日本学園の社会的評価を大いに高めました。前記三か
条の目標を100%達成できたとは言いませんが、そこに向けての確実な一歩は刻め
たと思います。次の段階として小岩新校長が日本学園を一流校の地位にまで引き
上げてくれることを確信しています。

ご支援に感謝
学校法人 日本学園 特別顧問 谷川平夫（S34年卒）

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

日本学園創立１３０周年記念同窓会パーティー
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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

ＯＢの皆様の近況や同窓会、同期会、同窓生同士の旅行や趣味の会などをインターネットの「梅窓会
ブログ」や梅窓会報に掲載いたします。ご希望の方は毎月第２土曜日（８月は除く）午後に梅窓会事
務所まで連絡をお願いいたします。パソコンなどの電子メールをご利用の方は「梅窓会ブログ」内に
ありますメールで直接原稿を投稿することもできます。皆さまの情報をお待ちしております。

梅窓会　広報部会

10月3日（土曜日）新宿京王プラザホテルにて盛大に開催いたします。

■開 催 趣 旨 ： OB間の連帯と更なる親睦を
  深めていただき、この力を結
  集して学園を強力に支援して
  いく
■開催日／時間 ： 2015 年 10月3日（土）
  午後 3時～午後 6時
■会　　　　場 ： 新宿京王プラザホテル
■会　　　　費 ： 10,000 円
  学生は 5,000 円
  （立食パーティー形式）
■主なプログラム ： 若手OBによるジャズピアノ演奏や記念スピーチ、
  素敵な景品の当たる抽選会も予定しております。
■募　　　　金 ： 一口 5,000 円（口数の制限なし）
■募 金 の目的 ： 学園施設の整備および在校生の部活動の支援

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

ＯＢ情報大募集中！

＊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）

哀悼（敬称略　順不同） 卒年／氏名／逝去年月日

S2 服部　親愛 H27.11.13
S15 橋本　邦治 H22.  8.19
S15 武藤　俊雄 H26.  4.30
S15 吉野　正則 H16. 3.13
S17 南波　　勲 H24.  1.  1
S19 太田　安雄 H28.  2.  6
S19 八谷　　悍 H27.  2.  8
S20・5 日比　重昭 H27.  1.  1
S20・4 大屋　襄二 H28.  1.  9
S20・4 鈴木　富雄 H27.  6.  7
S20・4 中根　晃彦 H27.  9

S22 月村　　敬 H27.12.16
S23 近藤　芳男 H27.12.13
S25J 宮木　　完 H25.11.22
S26 梅田　健一 H27.  6.26
S26 根岸　　茂 H27.  6.13
S26 松室　徳治 H25.  6.30
S27 常盤　晃夫 H28.  2.  2
S28 川上　　進 H27.  7.18
S30 鵜飼　　敬
S30 江口　秀夫 H28.  2.  1
S30 木内昭一郎 H27.  2.10

S30 柴田　康行 H25.  8.  9
S31 赤坂　政男 H27.  7.31
S31 市川公一郎 H18.
S31 古我　直行 H26
S31 玉置　　健 H24.
S31 松倉　俊彦 H25.  2
S33 関野　　晃 H24.  8.  7
S38 和田　紘一 H26.11.29
S42 小杉　博保 H27.  8.12
S44 有野　　裕 H19.10.26
S45 松本　昌三
H26 大野　　睦 H28.  4.17

検索梅窓会ブログ 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。

平成28年度日本学園中学校、高等学校入学式が小雨の降るなか4月

7日（木）本校体育館にて総勢二百数十名の新入生を迎え、来賓、

多数の保護者参加のもと行われました。式典では小岩利夫校長の挨

拶、堀内優憲理事長（Ｓ29年卒）の祝辞があり、続いて新入生の

各クラス担任教員の紹介がありました。昨日の暖かかな春の陽気と

は裏腹に朝から生憎の雨でしたが、どの生徒の顔も実に晴れ晴れし

く爽やかで希望に満ち満ちており、創立131年の伝統ある名門日本

学園にふさわしい入学式でありました。新入生は式典終了後、体育館にて各クラス毎に保護者との記念写真撮影を行な

い、その後各クラスに集まり、担任より諸連絡を受け無事終了しました。（晴天であれば下の校庭で校舎をバックに記

念撮影でした）

二百数十名の新入生を迎え、平成28年度入学式行われる。

３月24日（木）に小田急線狛江駅前のエコルマホールで恒例と
なりました吹奏楽部の第22回定期演奏会が午後６時より開催さ
れました。三部体制で昨年に続き英語科の志鎌清（さやか）先生の
司会で始まりました。一部は白のブレザー姿での土居正也先生
の指揮でアメリカのジェン・スゥエイゼンの曲の演奏でまと
め、二部は各パートに分かれてのアンサンブル、第三部は寸劇
を交えた楽しい演奏と最後に例年どおり野球部より夏の大会な
どで演奏して頂くお礼を含め、今年は父母会よりの花束贈呈に
続き、今年卒業した６人部員の卒業式が行われ、楽しい演奏会
は終了しました。地元の一般の方楽しみにされ、梅窓会諸氏も
来年は多くの来場をお待ちしています。来年は３月29日（水）
午後６時より今年と同じ、エコルマホールで開催されます。

吹奏楽部定期演奏会開催される。

卒業を目前に控えた３月２日、第124回卒業生クラス幹事を招待し新入会員歓迎会が
開催されました。11時過ぎから新入会員のＡ組からF組までクラス幹事12名が次々と
来室。歓迎会は会長挨拶から始まり、副会長から梅窓会概要の説明、新入会員自己紹
介、運営委員自己紹介、学年代表となる常任幹事３名の選出。笑いが絶えない和やか
な雰囲気の中、閉会となりました。学園を巣立ち、梅窓会正会員として仲間入りする
彼らへ、心よりエールを送ります。
尚、常任幹事にはＤ組溝尻（代表），Ｅ組増井，Ｆ組岩﨑諸君が選ばれました。クラス幹
事はＡ組土方，山口／Ｂ組阿部，太田／Ｃ組江渡，西山／Ｄ組大野（貴）／Ｅ組遠藤
／Ｆ組佐藤の諸君が常任幹事の補佐として各クラスの連絡を行います。

平成27年度卒（第124回卒業）の新クラス幹事　歓迎会が開催されました。

昨年10月３日に梅窓会主催の新宿京王プラザホテルで開催いたし
ました「日本学園創立130周年記念同窓会パーティー」と並行し
て、「日本学園創立130周年記念募金」の活動が今年の３月末日で
終了いたしました。皆さまのご協力とご支援のお蔭で3月31日現在
で500万円もの沢山の募金をいただき厚く御礼申し上げます。お寄
せいただいた募金は全て学園の教育環境の整備向上および在校生の
更なる支援のためにお渡しいたします。

日本学園の資料室では保管用として皆様が日本学園で在校
時代に学園より配付されました生徒手帳を探しています。
特に校歌・学生歌などのコピー致したいと思っておりま
す。皆様のご協力をお願い申し上げます。
御連絡は下記へお願いします。

日本学園創立130周年記念募金の
ご協力ありがとうございました。

議案の審議

「平成28年度梅窓会総会・懇親会」が６月19日（日）13時より日本学園内特７教室において開
催する運びとなりました。議案は●平成27年度事業報告●同決算報告。続いて●平成28年度事業
計画●同予算案の審議を予定しております。総会終了後は引き続き同じ会場で懇親会に入り、年
代を超えた０Ｂ達の懇親の場を設ける予定です。なお総会では、来賓として、堀内理事長にもご
出席いただく予定で学園の近況報告等のお話をしていただく予定です。皆様のご出席を心からお
待ちしております。 梅窓会　会長　髙木　光

６月19日（日）学園にて開催いたします。

前梅窓会会長の太田安雄名誉会
長が病気加療中の２月６日に逝
去されました。享年88歳。太田
名誉会長は昭和２年２月22日東
京渋谷でお生まれになり、昭和
19年に日本中学を卒業、昭和

25年に東京医科大学を卒業され、昭和27年より同校で
教鞭をとられまれました。昭和53年に教授になられ、併
せて同校の付属霞ヶ浦病院長を平成４年までされ、退職
とともに名誉教授になられました。その後は、日本コン
タクトレンズ学会理事や日本色彩異常学会の理事や会
長、日本眼光学学会の理事、監事を、昭和47年から60

年までは厚生省（現厚労省）の中央薬事審議会委員など
要職を務められました。
本校の梅窓会では平成18年６月の総会で三好会長の推薦
で会長代行に就任され、翌年の総会で会長に推挙され、
平成24年まで二期務められました。
平成20年には瑞宝小授章を授けられました。最近は週の
半々をご自宅と朝霞の施設で生活をされていました。私
が昨年10月に施設にお伺いした際はお元気でしたが、今
年の初めに体調が急変されました。ご冥福をお祈り致し
ます。
合掌！！

（Ｓ34年卒　宮原洋一）

平成28年度　梅窓会総会　開催日決定！

太田安雄名誉会長　逝去

●平成２８年３月末現在繰越金残高内訳

現金残高  188,181

預金残高

　三菱東京UFJ銀行　永福町支店 普通 0151581 1,410,559

　三菱東京UFJ銀行　永福町支店 普通 0162414 7,755,737

　みずほ銀行　北沢支店 普通 0220559 716,091

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10090-31282681 217,183

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10040-52625751 201,290

　ゆうちょ銀行　振替貯金 0010-6-6183 3,911,713

合計  14,400,754

●寄付者ご芳名 終身会費が払い込みにも関わらず、余計にお支払いいただいた額を

寄付として入金させて頂きました。深く感謝申し上げます。

（敬称略　括弧内数字は卒業年　H：平成　その他は昭和）

（2015/4/1ー2016/3/31　単位：円）●梅窓会　平成27年度決算書

収入

　　正会員（終身）収入 800,000 600,000 720,000

　　正会員（年）収入 600,000 540,000 556,000

　　賛助会費（余剰会費分） 1,000,000 689,000 1,423,000

　正会員収入計 2,400,000 1,829,000 2,699,000

　準会員収入 1,980,000 1,832,400 1,995,900

　雑収入 1,500 2,668 25,632

収入計 4,381,500 3,664,068 4,720,532

支出

　　　委員会運営費 380,000 485,330 372,680

　　　通信費 220,000 257,291 162,938

　　　旅費交通費 30,000 11,168 3,584

　　　事務費・消耗品費 220,000 252,066 369,024

　　　会議費 69,000 20,000 17,000

　　　雑費 200,000 164,900 103,846

　　　口座徴収料金 36,000 61,590 35,300

　　　慶弔費 30,000 36,200 26,200

　　　人件費 300,000 319,900 291,200

　　　水道光熱費 100,000 100,000 100,000

　一般管理費　　計 1,585,000 1,708,445 1,481,772

　　　備品費 50,000 47,773 52,544

　　　卒業記念品 400,000 530,100 491,847

　　　会報費 1,070,000 1,184,280 913,534

　　　学園行事協力費 65,000 15,000 161,697

　　　学園行事支援費 190,000 190,000 30,000

　　　補助寄付金（奨学金） 1,000,000 1,000,000 1,000,000

　　　予備費 400,000 118,318 202,232

　業務運営費　　計 3,175,000 3,085,471 2,851,854

支出合計 4,760,000 4,793,916 4,333,626

収支差額 - 378,500 - 1,129,848 386,906

次期繰越金 10,152,102 9,400,754 10,530,602

実　　績予　　算 前年度実績

寄付額合計　689,000 円

■４万円　池田好孝（35）／広谷正暁（H10)／広辻泰人（H18)　■３万円　小川和夫（34）／田村秀夫

（51）　■２万６千円　三浦輝雄（36）　■２万５千円　野田幸男（41）■１万２千円　丹羽義就（25）

■２万円　鈴木八郎（50）　■１万円　新倉重行（20･5）／髙木光（30）／土井智生（30）／樋下田雄三

（34）／河野文彦（36）／石原康雄（37）／高橋政一（40）／清水正敏（41）／山本征正（41）／松井啓真

（42）／松崎秀樹（43）／木村健治（44）／斉藤尚義（50）　■８千円　遠藤豊（22）／月村敬（22）／原喜

平（25）／植松喜代光（36）／斉藤祐治（36）／風間克美（37）／鈴木秀明（38）／良野茂和（40）／菊池

秀明（62） ■５千円　林正武（19）加崎義蔵（28）／長尾忠一（29）／平松敬司（31）／野島巧（35）／東

島二郎（36）／野田隆造（38）／佐藤昌幸（40）／京正等（43）／白川勝人（59）／井口博（H5）

■４千円　笹本繁宏（14）／田村寿雄（20･5）／山田元鏡（22）／後藤仁（23）／三浦治（24）／佐藤庄

三（25）／加藤昇（27）／猪狩達夫（29）／杉本敏雄（29）／佐奈田恒夫（29）／原正（29）／長田藤治

（30）／大高好久（31）／増村昭策（31）／村尾懿（31）／三宅孝（32）／野村直人（33）／大崎嘉彦（34）

／澁谷章（34）／島本宏志（34）／矢島良治朗（35）／星野勝司（36）／松浦靖（38）／大森健次（40）／

河野雅昭（40）／日下部篤（41）／綱頭倭夫（41）／佐久間慶一（44）／柴田悟（44）／竹下典夫（45）／

藤田利光（48）／金子隆一（52）／廣江律夫（H14)／飯塚大介（H18)／泉竜太（H23)／若山大晃（H25)

／深作悠平（H26)／木村真（H27)／元山宗文（H27)／森田裕一（H27)　■３千円　河井春生（31）

■１千円　内野忠彦（18）／松苗喜一郎（25）／石綿孝充（36）／梅本富士雄（37）／森本雅暁（37）／

篠田泰人（H27)

日本学園梅窓会

　会長　髙　木　　光　殿
監　査　報　告　書

　日本学園梅窓会の平成２７年度決算については提示された帳簿および証拠書類と対比監査の

結果その処理は適正であることを認めます

　平成２８年４月２２日

 日本学園梅窓会

監事　　河　井　春　生　

監事　　熊　倉　英　人　

訂正とお詫び
会報 84 号２頁の「学校法人日本学園　役員・評議員決まる」の中

お名前を　「矢嶋良二朗」を「矢島良治朗」に

会報 84 号　哀悼欄の多田辰一様の卒年を「S20.5」を「S20.4」に

それぞれ訂正しお詫び致します。

梅窓会概要を説明後、昼食をとりながらの歓談会

学生手帳を探しています

連絡先「日本学園事務室」
　TEL. O3-3322-6331

議案審議の模様（昨年度） 懇親会の模様（昨年度）

（合計には「日本学園創立130周年記念募金」5,000,000円を含みます）
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（単位：円）

6/7土

日学祭

体育祭
開催日決定！

今年から谷川平夫校長に代わって、新しく校長を務めることになりまし
た。前校長がこれまでに培われてこられた教育を受けまして、明治大
学との高大連携をさらに進化発展させながら、頑張っていこうと考えて
おります。長い歴史の中でご尽力頂いた諸先輩を前に、学園の将来を
語ることなど失礼なことと思いますが、今まで明大中野と同八王子中高
や八王子学園中高の経験を活かしながら、生徒一人ひとりが輝きのあ
る学校にしたいと考えています。入学式を終え始業式で全校生徒に、
前向きにスタートを切ろうという話をしました。このことは、自身の気持ち
でもあり大切な一言です。自分の力で、どんなに苦しいときにも諦めるこ
となく、前向きに歩み続けることを話したつもりです。結果を求めて簡単
な方法でそれが得られることを求めるような時代ですが、愚直に一歩
一歩進ませて頂きます。

ごあいさつ
日本学園 中学校・高等学校 校長 小岩利夫7年半務めた母校の校長を退任致しました。在任中に皆様からいただいた温かい

ご支援とご協力に心から御礼を申し上げます。就任時に、ゼロからの出発という意
気込みで学校改革を行おうと「にちがく元年」という標語を掲げました。その際に
私は次のような学校を作ろうと思いました。三か条になります。
①　生徒が誇りを持って学べる学校
②　教職員が誇りを持って働ける学校
③　卒業生が誇りを持って「日本学園出身」と言える学校　－です。
ここ数年の学園生徒の文武両道面における活躍ぶりはご承知のとおりです。明治
大学と高大連携したことは日本学園の社会的評価を大いに高めました。前記三か
条の目標を100%達成できたとは言いませんが、そこに向けての確実な一歩は刻め
たと思います。次の段階として小岩新校長が日本学園を一流校の地位にまで引き
上げてくれることを確信しています。

ご支援に感謝
学校法人 日本学園 特別顧問 谷川平夫（S34年卒）

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

日本学園創立１３０周年記念同窓会パーティー

10/4 土 5日

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

ＯＢの皆様の近況や同窓会、同期会、同窓生同士の旅行や趣味の会などをインターネットの「梅窓会
ブログ」や梅窓会報に掲載いたします。ご希望の方は毎月第２土曜日（８月は除く）午後に梅窓会事
務所まで連絡をお願いいたします。パソコンなどの電子メールをご利用の方は「梅窓会ブログ」内に
ありますメールで直接原稿を投稿することもできます。皆さまの情報をお待ちしております。

梅窓会　広報部会

10月3日（土曜日）新宿京王プラザホテルにて盛大に開催いたします。

■開 催 趣 旨 ： OB間の連帯と更なる親睦を
  深めていただき、この力を結
  集して学園を強力に支援して
  いく
■開催日／時間 ： 2015 年 10月3日（土）
  午後 3時～午後 6時
■会　　　　場 ： 新宿京王プラザホテル
■会　　　　費 ： 10,000 円
  学生は 5,000 円
  （立食パーティー形式）
■主なプログラム ： 若手OBによるジャズピアノ演奏や記念スピーチ、
  素敵な景品の当たる抽選会も予定しております。
■募　　　　金 ： 一口 5,000 円（口数の制限なし）
■募 金 の目的 ： 学園施設の整備および在校生の部活動の支援

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

ＯＢ情報大募集中！

＊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）

哀悼（敬称略　順不同） 卒年／氏名／逝去年月日

S2 服部　親愛 H27.11.13
S15 橋本　邦治 H22.  8.19
S15 武藤　俊雄 H26.  4.30
S15 吉野　正則 H16. 3.13
S17 南波　　勲 H24.  1.  1
S19 太田　安雄 H28.  2.  6
S19 八谷　　悍 H27.  2.  8
S20・5 日比　重昭 H27.  1.  1
S20・4 大屋　襄二 H28.  1.  9
S20・4 鈴木　富雄 H27.  6.  7
S20・4 中根　晃彦 H27.  9

S22 月村　　敬 H27.12.16
S23 近藤　芳男 H27.12.13
S25J 宮木　　完 H25.11.22
S26 梅田　健一 H27.  6.26
S26 根岸　　茂 H27.  6.13
S26 松室　徳治 H25.  6.30
S27 常盤　晃夫 H28.  2.  2
S28 川上　　進 H27.  7.18
S30 鵜飼　　敬
S30 江口　秀夫 H28.  2.  1
S30 木内昭一郎 H27.  2.10

S30 柴田　康行 H25.  8.  9
S31 赤坂　政男 H27.  7.31
S31 市川公一郎 H18.
S31 古我　直行 H26
S31 玉置　　健 H24.
S31 松倉　俊彦 H25.  2
S33 関野　　晃 H24.  8.  7
S38 和田　紘一 H26.11.29
S42 小杉　博保 H27.  8.12
S44 有野　　裕 H19.10.26
S45 松本　昌三
H26 大野　　睦 H28.  4.17

検索梅窓会ブログ 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。

平成28年度日本学園中学校、高等学校入学式が小雨の降るなか4月

7日（木）本校体育館にて総勢二百数十名の新入生を迎え、来賓、

多数の保護者参加のもと行われました。式典では小岩利夫校長の挨

拶、堀内優憲理事長（Ｓ29年卒）の祝辞があり、続いて新入生の

各クラス担任教員の紹介がありました。昨日の暖かかな春の陽気と

は裏腹に朝から生憎の雨でしたが、どの生徒の顔も実に晴れ晴れし

く爽やかで希望に満ち満ちており、創立131年の伝統ある名門日本

学園にふさわしい入学式でありました。新入生は式典終了後、体育館にて各クラス毎に保護者との記念写真撮影を行な

い、その後各クラスに集まり、担任より諸連絡を受け無事終了しました。（晴天であれば下の校庭で校舎をバックに記

念撮影でした）

二百数十名の新入生を迎え、平成28年度入学式行われる。

３月24日（木）に小田急線狛江駅前のエコルマホールで恒例と
なりました吹奏楽部の第22回定期演奏会が午後６時より開催さ
れました。三部体制で昨年に続き英語科の志鎌清（さやか）先生の
司会で始まりました。一部は白のブレザー姿での土居正也先生
の指揮でアメリカのジェン・スゥエイゼンの曲の演奏でまと
め、二部は各パートに分かれてのアンサンブル、第三部は寸劇
を交えた楽しい演奏と最後に例年どおり野球部より夏の大会な
どで演奏して頂くお礼を含め、今年は父母会よりの花束贈呈に
続き、今年卒業した６人部員の卒業式が行われ、楽しい演奏会
は終了しました。地元の一般の方楽しみにされ、梅窓会諸氏も
来年は多くの来場をお待ちしています。来年は３月29日（水）
午後６時より今年と同じ、エコルマホールで開催されます。

吹奏楽部定期演奏会開催される。

卒業を目前に控えた３月２日、第124回卒業生クラス幹事を招待し新入会員歓迎会が
開催されました。11時過ぎから新入会員のＡ組からF組までクラス幹事12名が次々と
来室。歓迎会は会長挨拶から始まり、副会長から梅窓会概要の説明、新入会員自己紹
介、運営委員自己紹介、学年代表となる常任幹事３名の選出。笑いが絶えない和やか
な雰囲気の中、閉会となりました。学園を巣立ち、梅窓会正会員として仲間入りする
彼らへ、心よりエールを送ります。
尚、常任幹事にはＤ組溝尻（代表），Ｅ組増井，Ｆ組岩﨑諸君が選ばれました。クラス幹
事はＡ組土方，山口／Ｂ組阿部，太田／Ｃ組江渡，西山／Ｄ組大野（貴）／Ｅ組遠藤
／Ｆ組佐藤の諸君が常任幹事の補佐として各クラスの連絡を行います。

平成27年度卒（第124回卒業）の新クラス幹事　歓迎会が開催されました。

昨年10月３日に梅窓会主催の新宿京王プラザホテルで開催いたし
ました「日本学園創立130周年記念同窓会パーティー」と並行し
て、「日本学園創立130周年記念募金」の活動が今年の３月末日で
終了いたしました。皆さまのご協力とご支援のお蔭で3月31日現在
で500万円もの沢山の募金をいただき厚く御礼申し上げます。お寄
せいただいた募金は全て学園の教育環境の整備向上および在校生の
更なる支援のためにお渡しいたします。

日本学園の資料室では保管用として皆様が日本学園で在校
時代に学園より配付されました生徒手帳を探しています。
特に校歌・学生歌などのコピー致したいと思っておりま
す。皆様のご協力をお願い申し上げます。
御連絡は下記へお願いします。

日本学園創立130周年記念募金の
ご協力ありがとうございました。

議案の審議

「平成28年度梅窓会総会・懇親会」が６月19日（日）13時より日本学園内特７教室において開
催する運びとなりました。議案は●平成27年度事業報告●同決算報告。続いて●平成28年度事業
計画●同予算案の審議を予定しております。総会終了後は引き続き同じ会場で懇親会に入り、年
代を超えた０Ｂ達の懇親の場を設ける予定です。なお総会では、来賓として、堀内理事長にもご
出席いただく予定で学園の近況報告等のお話をしていただく予定です。皆様のご出席を心からお
待ちしております。 梅窓会　会長　髙木　光

６月19日（日）学園にて開催いたします。

前梅窓会会長の太田安雄名誉会
長が病気加療中の２月６日に逝
去されました。享年88歳。太田
名誉会長は昭和２年２月22日東
京渋谷でお生まれになり、昭和
19年に日本中学を卒業、昭和

25年に東京医科大学を卒業され、昭和27年より同校で
教鞭をとられまれました。昭和53年に教授になられ、併
せて同校の付属霞ヶ浦病院長を平成４年までされ、退職
とともに名誉教授になられました。その後は、日本コン
タクトレンズ学会理事や日本色彩異常学会の理事や会
長、日本眼光学学会の理事、監事を、昭和47年から60

年までは厚生省（現厚労省）の中央薬事審議会委員など
要職を務められました。
本校の梅窓会では平成18年６月の総会で三好会長の推薦
で会長代行に就任され、翌年の総会で会長に推挙され、
平成24年まで二期務められました。
平成20年には瑞宝小授章を授けられました。最近は週の
半々をご自宅と朝霞の施設で生活をされていました。私
が昨年10月に施設にお伺いした際はお元気でしたが、今
年の初めに体調が急変されました。ご冥福をお祈り致し
ます。
合掌！！

（Ｓ34年卒　宮原洋一）

平成28年度　梅窓会総会　開催日決定！

太田安雄名誉会長　逝去

●平成２８年３月末現在繰越金残高内訳

現金残高  188,181

預金残高

　三菱東京UFJ銀行　永福町支店 普通 0151581 1,410,559

　三菱東京UFJ銀行　永福町支店 普通 0162414 7,755,737

　みずほ銀行　北沢支店 普通 0220559 716,091

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10090-31282681 217,183

　ゆうちょ銀行　通常貯金 10040-52625751 201,290

　ゆうちょ銀行　振替貯金 0010-6-6183 3,911,713

合計  14,400,754

●寄付者ご芳名 終身会費が払い込みにも関わらず、余計にお支払いいただいた額を

寄付として入金させて頂きました。深く感謝申し上げます。

（敬称略　括弧内数字は卒業年　H：平成　その他は昭和）

（2015/4/1ー2016/3/31　単位：円）●梅窓会　平成27年度決算書

収入

　　正会員（終身）収入 800,000 600,000 720,000

　　正会員（年）収入 600,000 540,000 556,000

　　賛助会費（余剰会費分） 1,000,000 689,000 1,423,000

　正会員収入計 2,400,000 1,829,000 2,699,000

　準会員収入 1,980,000 1,832,400 1,995,900

　雑収入 1,500 2,668 25,632

収入計 4,381,500 3,664,068 4,720,532

支出

　　　委員会運営費 380,000 485,330 372,680

　　　通信費 220,000 257,291 162,938

　　　旅費交通費 30,000 11,168 3,584

　　　事務費・消耗品費 220,000 252,066 369,024

　　　会議費 69,000 20,000 17,000

　　　雑費 200,000 164,900 103,846

　　　口座徴収料金 36,000 61,590 35,300

　　　慶弔費 30,000 36,200 26,200

　　　人件費 300,000 319,900 291,200

　　　水道光熱費 100,000 100,000 100,000

　一般管理費　　計 1,585,000 1,708,445 1,481,772

　　　備品費 50,000 47,773 52,544

　　　卒業記念品 400,000 530,100 491,847

　　　会報費 1,070,000 1,184,280 913,534

　　　学園行事協力費 65,000 15,000 161,697

　　　学園行事支援費 190,000 190,000 30,000

　　　補助寄付金（奨学金） 1,000,000 1,000,000 1,000,000

　　　予備費 400,000 118,318 202,232

　業務運営費　　計 3,175,000 3,085,471 2,851,854

支出合計 4,760,000 4,793,916 4,333,626

収支差額 - 378,500 - 1,129,848 386,906

次期繰越金 10,152,102 9,400,754 10,530,602

実　　績予　　算 前年度実績

寄付額合計　689,000 円

■４万円　池田好孝（35）／広谷正暁（H10)／広辻泰人（H18)　■３万円　小川和夫（34）／田村秀夫

（51）　■２万６千円　三浦輝雄（36）　■２万５千円　野田幸男（41）■１万２千円　丹羽義就（25）

■２万円　鈴木八郎（50）　■１万円　新倉重行（20･5）／髙木光（30）／土井智生（30）／樋下田雄三

（34）／河野文彦（36）／石原康雄（37）／高橋政一（40）／清水正敏（41）／山本征正（41）／松井啓真

（42）／松崎秀樹（43）／木村健治（44）／斉藤尚義（50）　■８千円　遠藤豊（22）／月村敬（22）／原喜

平（25）／植松喜代光（36）／斉藤祐治（36）／風間克美（37）／鈴木秀明（38）／良野茂和（40）／菊池

秀明（62） ■５千円　林正武（19）加崎義蔵（28）／長尾忠一（29）／平松敬司（31）／野島巧（35）／東

島二郎（36）／野田隆造（38）／佐藤昌幸（40）／京正等（43）／白川勝人（59）／井口博（H5）

■４千円　笹本繁宏（14）／田村寿雄（20･5）／山田元鏡（22）／後藤仁（23）／三浦治（24）／佐藤庄

三（25）／加藤昇（27）／猪狩達夫（29）／杉本敏雄（29）／佐奈田恒夫（29）／原正（29）／長田藤治

（30）／大高好久（31）／増村昭策（31）／村尾懿（31）／三宅孝（32）／野村直人（33）／大崎嘉彦（34）

／澁谷章（34）／島本宏志（34）／矢島良治朗（35）／星野勝司（36）／松浦靖（38）／大森健次（40）／

河野雅昭（40）／日下部篤（41）／綱頭倭夫（41）／佐久間慶一（44）／柴田悟（44）／竹下典夫（45）／

藤田利光（48）／金子隆一（52）／廣江律夫（H14)／飯塚大介（H18)／泉竜太（H23)／若山大晃（H25)

／深作悠平（H26)／木村真（H27)／元山宗文（H27)／森田裕一（H27)　■３千円　河井春生（31）

■１千円　内野忠彦（18）／松苗喜一郎（25）／石綿孝充（36）／梅本富士雄（37）／森本雅暁（37）／

篠田泰人（H27)

日本学園梅窓会

　会長　髙　木　　光　殿
監　査　報　告　書

　日本学園梅窓会の平成２７年度決算については提示された帳簿および証拠書類と対比監査の

結果その処理は適正であることを認めます

　平成２８年４月２２日

 日本学園梅窓会

監事　　河　井　春　生　

監事　　熊　倉　英　人　

訂正とお詫び
会報 84 号２頁の「学校法人日本学園　役員・評議員決まる」の中

お名前を　「矢嶋良二朗」を「矢島良治朗」に

会報 84 号　哀悼欄の多田辰一様の卒年を「S20.5」を「S20.4」に

それぞれ訂正しお詫び致します。

梅窓会概要を説明後、昼食をとりながらの歓談会

学生手帳を探しています

連絡先「日本学園事務室」
　TEL. O3-3322-6331

議案審議の模様（昨年度） 懇親会の模様（昨年度）

（合計には「日本学園創立130周年記念募金」5,000,000円を含みます）
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