
北園 6 期の柏健（かしわ・たけし）さんの
油彩画です。柏さんは北園高校卒業後、
東京藝術大学絵画科油画（伊藤廉教室）
を卒業、1962年専攻科修了、同大学技
法科学保存技術研究室副手を務められ
ました。1963年にフランス政府給費留
学生として渡仏、パリ国立美術学校に在
籍されて、1965 年帰国、1972 年に国
画会会員となり現在に至ってます。
また、美術教育にも力を注がれ、すいどー

ばた美術学院副学院長、創形美術学校
校長、福井大学教授、金沢美術工芸大
学博士課程専任教授を歴任されました。

◉
この『零地点からの再生のための出発』
は2006 年の制作。ムービーのカットを
重ね合わせたような走る人物達の上に、
跳躍する男達、そして人物の輪郭線と拮
抗するグラフィックな線の群れが巧みな
構成力で配置され、緊迫感に満ちた画

面を創り出しています。小さく自画像が
描かれている理由をお尋ねすると、

「どれくらい年をとったか分かるから便利
でしょう」と笑っていらっしゃいました。
題名にある零地点とは、

「……現実の世界の状況はますます混
迷の度を増し、悪化しているとの意識
により、この十年間余り “ ラビラント

（Labyrinthe)”迷宮とか迷路の意味の題
名で制作してきたが、次第に、実は六十

年以上以前に悪化ではなく最悪の状況
である零地点に既に到達してしまったと
いう考えに賛同するようになってきた。
……」（石川県立美術館・北陸国画グループ
展のカタログより抜粋）。

◉
本会報5 ページ「いま、この人」で、ご
本人に北園時代の思い出、絵画に対す
る考えなどを直接語っていただきました。
ご一読ください。     （北園22期・岡田武彦）

柏 健 氏 画『零地点からの再生のための出発』
2006年 キャンバスに油彩（259×194cm）

2014年●　号

府立九中・都立北園高校同窓会

九曜会
会報
春・秋  年2回発行◉通巻46号

◉

◉◉

◉

今年の九曜の集い2014は

10月11日
10月第2土曜日です。

会場は「板橋区立ハイライフプラザいたばし」。
北園36期（1984年卒業）の方 が々

趣向を凝らし準備を進めています。
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北園高校は新制高校として発足以来、男女共学制でした。昨年
の会報44号（秋号）で特集した北園4期だけ女子26名でしたが、
翌年の1950年から、男子300名、女子100名という入学者数と
なり、指導教官制が終わり、固定クラスとなった1960年（北園
12期）からは男子だけの男子クラスができました。男子クラスは
1979年（北園34期）まで続きました。

男子クラスができた詳しい経緯は不明ですが、少ない女子を8ク
ラスに分散すると1クラスが12〜3名となり、体育や家庭科等の
授業で効率が悪くなるためだろうと推察されます。
そんな男子クラスの実態を探るため、元・男子クラス在籍者にアンケー
トを送り、いただいた回答から、当時の高校生活の一端を探って
みました。ご協力いただいた皆様に感謝いたします。

3年間男子クラスに在籍していたのは何人？ 
人数を調べる方法が無く困っていたら、20期・
藤田さんから下の表をいただきました。
タテ軸の1・2年の各クラスの人達が、3年時

（ヨコ軸）にどのクラスに移ったかを示して
います。
グレーの部分が男子クラス（1・2年→5・6組、
3年→6・7・8組）です。交差する箇所の35名
と23名、計58名が、3年間男子クラスに在籍
していたことが分かります。
この人数は3年次の理系志望者の数により、
多少の増減はあったでしょうが、全体ではそれ
ほど変わらないと思われます。
それでは男子生徒の2割近くを占める男子ク
ラスの声を聞いてみましょう。

◉特集◉…………………嗚呼！　男子クラス…………………◉

本年４月、都立北園高等学校第２１代校長を拝命いた
しました牧野敦と申します。府立九中から数えてまも
なく創立９０周年を迎えようという、伝統ある北園高
校の校長職は大変な重責ではございますが、毎日溌
剌と登校してくれる生徒諸君をはじめ、保護者の皆様、
そして卒業生の皆様のご期待に少しでもお応えできる
よう、精一杯励む所存でございます。
近年の北園高校は、多くの生徒が第二外国語を履
修するという、長年の国際理解教育を更に推進する

「PASCH」のパートナー校への登録や、北園高校にとっ
て縁の深い長野において教育活動を展開する「信州
北園プロジェクト」などが、すっかり本校の特色とし
て定着してきました。その努力の甲斐もあり、本校の
入試においては高倍率となってきており、大学進学実
績も右肩上がりが続いています。しかし、校長として
一番喜びを実感できることは、生徒が毎日高い集中
力と充実感をもって学校生活を送っていることと、そ
れをしっかり支えようとする多くの教員がいるという
ことです。
来し方を思い出づるにしても、高校時代に仲間と過ご
した経験は、その後の人生を方向付ける大事な意味
をもっています。部活動などで同じ目標をもった仲間
と切磋琢磨した日々。学校行事などで時には励まし
合い、時には異なる考え方の相手とぶつかりながら一
つのことを成し遂げたこと。受験勉強などで負けそう
になるたびに、頑張っている仲間の姿をみて自分を鼓
舞したこと。九曜会の皆様は、北園高校でのこのよ
うな経験が、現在あるご自分の大きな糧となっている
ことを実感なさっていることでしょう。私だけでなく、
本校の教職員は、そのような北園高校の歴史の中を、
今いる生徒諸君と共に確実に歩んでいるということを
実感し、大きな喜びとやりがいを感じています。
　　九曜の星は高くして　深き歩みをしるべせむ
生徒や教職員の一人一人が、北園高校という場所で輝
きを増し、互いに理想の実現を目指して高め合う。北
園高校での生活が、未来に向かっての大きな礎となる
よう、教職員と共に一層充実した学校づくりに邁進し
たいと思いますので、九曜会会員の皆様におかれまし
ては、これまでと変わらぬご支援とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

森林保全奉仕合宿は、北園高校、九曜会、三五会、 
PTAとの協同プロジェクトである「信州北園プロ
ジェクト」の一環です。１学年を対象とした新入
生セミナー、２学年を対象とした、森林保全奉仕
合宿があります。
森林保全奉仕合宿は、「三五会」と伊那市西春近自
治協議会が締結した「森林の里親協定」に基づい
て行われています。三五会が５年間にわたり整備
費用などを提供し、自治協と協働で森林保全活動
や環境学習を行っていくというものです。

信濃毎日2014年5月8日号

長野日報2014年5月8日号

……男子クラスの第一印象は？
◉クラス分け表に従い、教室に入った時の印象
は今でも忘れません。ほとんど学ランの黒一色
に染められていた教室内。みんなうつむいて、
黙って一点を見つめ着席していたのを想い出し
ます。これが噂に聞いていた男クラかと。
◉男女共学を信じて、都立を選択したためショッ
ク!　最初は、心も教室も暗い感じがした。
◉高校生活は、これで終わったと思った。
◉なんで男子クラスなの……と浮かばれない
複雑な気持ちだった。
◉最初は、教室に入っても女子がいないことに
気づかず、あとから北園独自の男クラというシ
ステムを聞いて、びっくりでした。
◉教室に入って気が付いたらすべての机に男
が座っている？　担任の杉浦先生がこられて、
開口一番 「このクラスは男子クラスです」！
……ほとんどの方がショックを受けたようですが、

淡々と受け入れた方もいらっしゃいました。
◉中学の時に既に１期上の先輩が男子クラス
にいることを聞いていたので、男子だけという
ことでの印象は特段にはなかった。
◉殺風景ですが気楽な雰囲気でした。
……男子クラスだけの特徴は？　長所は？
◉短所は女子と仲良くなれないこと。でも数日
後には、女子に気を遣わなくていいという長所
に早変わりしていました。
◉変に飾ることなく、ありのままの自分を出せ
るということ。
◉長所は？飾り気がなく、いつも本音。良い意
味で異性の目を気にしていないので心が純真
だった気がする。

◉まとまり易かった（団結しやすかった）と思う。
何かにつけ、まわりに気を使わなくていいので、
結構居心地は良かった。
◉周りに気を使う必要が無かったので、気楽だっ
たし、行動・言動が自由でした。
……ほぼ全員が「自由で気楽！」を挙げてますが、「汚

い、臭い！」も同時に挙げています。。
◉何日も同じ服を着ようが、少々ボサボサの髪
であろうが気にならなかった。でも、教室内は
汚れ放題、荒れ放題。ゴミ箱にはごみがあふれ
出ていました。夏場の体育あとの着替えを終え
た教室には正直居たくなかったです。あの臭い
には堪えられません。
◉女子校の文化祭で会場に入ったらシャンプー
の匂いを感じました。男クラは男の汗の臭い！ 
2つある「におい」と言う字の使い分けを理解
しました。
◉共学クラスの教室に入った時、あまりにも綺
麗なのに驚きました。男クラの特徴は「汚い」。
長所は掃除をしなくても、誰も文句を言わない。
女子に気を遣わなくて自然体でいられた。ただ、
毎朝、混クラの男子が女子と笑顔で「おはよう」
とあいさつしているのを見てうらやましかった。
◉一年間男クラに慣れた２年生になったある
日の現国の授業、その年から赴任してきたＨ
先生が「今日の授業は勉強しなくて良い！　
教室を掃除しろ！」とカミナリ。この教室は前
１か所しか出入り口がない部屋で、後ろの角
にゴミ箱があったはずが（男クラは誰も掃除を
しないので）空き缶や紙ごみなどでゴミ箱が
全く見えないほど“ゴミの山” さすがに怒られ
るよね〜。

北園 20 期同期会　資料（20 期・藤田修一さん作成）

表・北園20期、3年間の所属クラスの変遷

北園高校の森林保全奉仕合宿が
長野県の新聞で紹介されました

ごあいさつ
◉
北園高校・校長　

牧野　敦

北園34期　5組 入学時

  　　　　　　　　３年クラス

  1 2 3 4 5 6 7 8 ? 計

 1 6 25 - - 8 13 - - 1 53

 2 8 - - 25 17 - - - 3 53

 3 10 - 4 11 5 11 2 7 2 52

 4 - 19 14 2 2 7 - 9 - 53

 5 - - 15 1 - - 35 - 1 52

 6 9 - 6 - 13 - - 23 - 51

 7 7 9 14 - 2 13 7 - - 52

 8 14 - - 16 2 5 - 11 4 52

 ? - - - - - - - - 7 7

 計 54 53 53 55 49 49 44 50 18 425

1
・
2
年
ク
ラ
ス



……北園入学時から画家を志望されたのですか？
絵を描くことは子供の頃から好きだったんで
すが、高校入学時は画家志望だったわけでは
ありません。高校2年の終わりに進路を考え
る時になって、絵がやりたいと林（邦男）先
生にお願いして芸大を受験することにしました。
3年になると学科の勉強は適当にして、美術
室でデッサンに集中しました。現役の時は1
次のデッサンは受かったんですが2次で落ちて、
浪人することになりました。

卒業してからも毎日、北園の美術室に、昼と
夜用に弁当を二つ持ってデッサンに通いました。
その頃の北園は定時制もあったので、夜九時
ぐらいまでは美術室も使えたんです。何とか
三回目の受験で芸大に入学できました。
……当時の北園の芸大進学状況は？
僕の2級上の小田洋晴さん、1級上の坂本一
道さん、小池俊夫さんの三人が芸大油絵科、

1級下の大平隆洋さん、2級下の村井和夫さ
んが芸大彫刻科に進みました。小田さんが冬
の寒い日にあかぎれに包帯をした手でデッサ
ンをしていた姿をよく憶えてます。
……フランス語は早くから勉強されていたという 

ことですが？
とにかくフランスに行きたかったんです。浪人
中から「いつかフランスに行くんだ！」と飯田
橋の日仏学院に通ってました。聞いていれば
耳が慣れるだろうと高をくくっていたのであま
りモノにはならなかったですね。
……パリでの生活はいかがでしたか？
パリの美術学校に入った時、僕は27歳、他
の生徒は20歳ぐらいと年齢も違ったんですが、
レベルが低いことに驚きました。でもそれは
僕の勘違いでした。当時のパリの美術学校の
システムが日本と違うんです。入学試験を受
けなくても直接教授に絵を見せて、認められ
れば入学できるんです。教授の力が強く、教

◉…………いま、この人…………◉

北園6期柏 健さん

透過する風景……1984年

現出へ向かって……2014年
柏さんの最新作、今春の「国展」出品作です。
左下に描かれた女性は亡くなられた奥様の肖像。

2010年に亡くなられた柏さんの奥様も
画家であり独立美術協会の会員でした。
上の写真は2011年に奥様の画業をまと
めて自費出版された『柏敬子作品集』

罠「暖房プール」……1986年 都会／La grande ville……1990年
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……女子生徒との接点を持つためにあなたが
採った方法は？

◉女子に近づくのを避けていたというか、びびっ
ていたというか。
◉接点を持とうと思ったことはない。
◉採る術なし。
……という回答もありましたが、いろいろと工夫さ

れた方もいらっしゃいました。
◉球技大会ではとにかく目立とうと考えて、工
事作業用の赤いツナギを着て参加したり、映
画研究部だったのでバレンタインデーに視聴
覚室で「チョコちょうだい映画上映会」と題し
たイベントを行ったりしていました。
◉男子クラスの中でも、女子生徒と付き合いの
上手い奴がいて、そいつが主催するイベントに
潜り込むという方法を採りました。
◉混クラの友達の所に遊びに行って、それを口
実に女子とコンタクトを取ろうとしてたけど、
ほぼ収穫なし。
◉文化祭の時はひたすらフォークダンスの相
手をお願いした。部活（某運動部）のマネージャー
をせっせと探した。
◉女子高の文化祭で、浴衣姿の女子のいる茶
道部でお茶会に参加し、女の子との接点を持
とうとしたが、ダメだった。うちの息子は高2で、
中高一貫の男子校にいっています。なんと奴は
中三の時から女子高の文化祭に行きまくって、
なんと去年女子高の文化祭で彼女をみつけた！
すでに親を越えている。
◉クラブ活動で一緒だった女性以外との接点
は全くなかった。
……クラブ活動と文化祭が接点ですね。

……その他、記憶に残っているエピソードをお
願いします。

◉高校１〜２年生の時は、電子工作遊びに、の
めり込んでいました。今から振り返ると、その
時が私の人生の中で最もエキサイティングで
かつ充実していた期間であったと感じています。
……自分の世界が確立されていた方は、クラスに

関わりなく充実していたようです。
◉休憩時間は毎日のようにトランプやカード
麻雀で盛り上がっていた記憶があります。
◉後日、一部女子から聞いたところによると、
４組の前の廊下を歩くのは嫌だったとのこと
です。理由は、人気の女子が通ると室内から冷
やかしの声が掛かったからとのことです。わざ
わざ、一度１階まで下りて、また２階に上がるこ
とをした女子もいるそうです。
◉３年生になる前の春休みに、クラスの半分
以上の参加で『男クラ解散記念旅行』として
伊豆大島へ。ただそこが入学から運のない男
クラ、爆弾低気圧の影響で大島港の灯台の光
を眺めながらも、結局上陸できずに引き返し
ました。（船内でのんだ酒酔いなのか大荒れ
の船酔いなのか…今となっては時効ですね）
その後、３年生になった５月、元担任のO先
生が「春休みが残念だった代わりにみんなで
先生の自宅に遊びに来なさい」と誘っていた
だき、またまた男クラの団結力で、30人ぐら
いでおじゃまし、その後20年間ぐらい、毎年
５月に「太郎会」と言う名称で（何で太郎会だっ
たのか？）Ｏ先生のご自宅におじゃましては、
当時の男クラ談義。男クラの思い出は良かっ
たのかな？

◉果実のように、自転車が木になっていたこ
とがあります。ぼくは後ろが二輪になってい
る三輪オバチャリで通学していたんですが、
それが大きな木の枝につり下げられていた
んです。男クラ仲間のイタズラです。あとで
イタズラした本人に聞いたところ「あれ大変
だったんだぞ！あんなの俺にしかできない
だろ」とドヤ顔されました。そんな、たわいも
ないイタズラを仕掛けられたり仕掛けたり
の男クラ生活でした。
◉夏の暑い日に、上半身裸で授業を受けた記
憶があります。英語の松本先生（女性）やもう
一人・二人の先生の時にしたような記憶が？
多分文句を言いそうもない先生を選んでやっ
ていたんだろうと思います。
◉彼女ができたやつはいたのだが、女子と自
然体で話ができなくて「デートしても会話が続
かなくて沈黙してしまう」と悩んでいた。
◉修学旅行の時、他のクラスは男女仲良く楽し
げに見えました。さすがにその時は男女一緒の
クラスがうらやましかったです。
……「男子クラス＝女子生徒に縁がない」と思い

込んでいたのですが、下記のような回答もあ
りました。日常的に女子生徒と接していない
からこそ、限られたチャンスは逃さないという
ことでしょうか？

◉僕の期だけかもしれませんが、男子クラス在
籍で同窓生と結婚した男は4人います。同期の
共学クラスで同窓生と結婚した男は、僕の知
る限り2人しかいません。 ちなみに僕の妻はク
ラブで一緒だった1級下の同窓生です。

（編集・構成╱北園22期・岡田武彦）

イラスト╱回答者

北園20期 3年8組

北園25期 5組



北園13期同期会
開催報告
北園13期　福田 進

2014 年 4 月17 日（木）14：00 から、重要
文化財自由学園明日館で「北園36会」を開
催しました。春の陽気に誘われて、連絡が取
れる300名の約20%、64名の参加でした。
建築の巨匠フランク・ロイド・ライトとその弟子・
遠藤新の設計による建物でもあるため、アル
コール抜きの茶話会形式で軽食、ケーキ、そ
してコーヒーや紅茶と、バンカラ北園生らし
からぬ会でした。談論大いに盛り上がりまし
たが、でもそれではもの足らず、アルコール
を求めて半分以上の仲間は夜の街に消えて行
きました。

「北園15期古希を祝う会」
開催のお知らせ
北園15期・同期会幹事一同

旧交を温める最後の同期会と思い、幹事一同、
心を込めて企画しました。皆さまと、楽しく
語らう一時を過ごせるものと、お待ち申し上
げます。
8月初旬に案内狀（参加者の集計は各クラス

幹事が担当）を発送致しましたが、案内状が
届いていない場合は、御一報下さい。
連絡先　北園15期・川田博史
　　　　（自宅）044-955-8068

北園16期宮島クラス会
開催報告
北園16期　梅垣和彦

北園16期1・2年時宮島堯先生担任クラスの
会合は、5月25日（日）に、文京区小石川
後楽園の後楽園涵徳亭で開催されました。
　当日は、薄曇りで薫風の吹く、気持ちの良
い天候。早めに来て、水戸光圀公ゆかりの園
内を散策し、午後1時からのクラス会に臨ん
だ参加者を、何人も見かけました。
参加者は、25名（男17名・女8名）で、北
海道や福島等の遠方から参加した人を含めて、
近況や健康等の話が尽きませんでした。
その後、JR 飯田橋駅周辺のカラオケ店で二
次会（21名参加）、居酒屋で三次会(11名参加)
と、盛り上がりました。「痛飲し、終点まで乗
り過ごした」との報告も、後日ありました。
次回は、約1年後に、池袋周辺の会場で、古
稀クラス会の開催を、予定しています。

北園高校バレーボール部
OB/OG会開催報告
北園19期　鈴木元晴

バレーボール部OB/OG会が7月13日開催さ
れました。写真は懇親会の様子です。

約60人近くの方々が集まり記念部誌「我等か
く戦えり」を回し読みしながら、楽しい時間
を過ごしました。
今年から現会長が退き、若手に繋がりました。
ご苦労様でした。

九曜会混声合唱団からの
お誘い
北園14期　植村義満

今年の練習が始まります。練習日は9月2日、
18日、21日、10月2日、7日の5回の練習
で10月11日の「九曜の集い」に出演します。
火曜日、木曜日は午後 6 時半から9 時まで、
日曜日は12時半から4時半までの練習です。
会場は東上線大山駅から3分の板橋区立文化
会館の音楽練習室です。

曲目は「乾杯の歌」「メモリー」「ハイ・ホー」
「昴」「夏の思い出」「赤とんぼ」「大地讃頌」
の7曲です。馴染みのある楽しい曲を選びまし
たのでどなたも振るってご参加ください。
ご希望の方は九曜会事務所までお問い合わせ
ください。すぐに楽譜をお送りします

囲碁将棋同好会（棋友会）の
ご案内
北園20期　大久保 登

囲碁将棋同好の士が集まって対局しています。
月1度の例会と年1回9月に将棋大会を行って
います。優勝者は九曜の集いで表彰されます。
今年は9月の例会と将棋大会を残すのみとな
りましたが、来年からはぜひ参加をして楽しみ
ましょう。

7

北園１６期
宮島クラスの会

北園13期同期会

6

授の数だけ美術学校があるといってもいいぐ
らいでした。また美術学校なんか最初から馬
鹿にして、直接、画廊に絵を売り込んだりす
る画家達もたくさんいて、とてもエネルギッシュ
でした。
……1980年前後には『透過する風景』という 

題名で描かれることが多かったですね。
少年時代に終戦という大きな価値の転換を経
験したせいか、表に見える世界の裏にまだ何
かあるのではと考えてしまいます。私の見る
現代の状況、そこに透けて見える、隠されて
いるものを、見たい知りたいという欲求から『透
過する風景』や『罠』などのシリーズを描い
てきました。
……2000年前後から作品に疾走する人が

出てきますが……。
『透過する風景』シリーズは、ずっと凝視して
いる、静止した世界だったんですが、ある時
期から、そのように世界を見つめている自分
自身の存在というものを考えるようになった
んです。ハイデッガーの『存在と時間』など
を読んで、生きて存在するとはどういうこと
か、自分なりに考えました。そこからイメージ
したのは「動き」ということです。生きている
ことは動くこと、死んだら止まるわけですか
ら……。そこから絵の中を走り出したんです。
最初は動いているのは無人称の人間として、
私は描いていたのですが、ある人から「みん
な同じ顔をしてますね。」と言われて、自分は
無人称の人間のつもりで描いても、見る人は
同じ顔をした人間として見るんだと思い、以
後は写実的な方向に変えたりしました。
……今後の目標をお聞かせください。
たとえば、何かを見て「ああ、いいなぁ！」と
思う、理屈では分からなくとも、体全体が感
じている、それが直観です。精神が対象を直
接把握することです。
今日、お話ししたように、色々な影響を受け、
あちこちフラフラし、寄り道したりしながら絵
を描いてきましたが、直観したある1点を目
指してやってきたように思います。あとどれだ
け生きられるかわかりませんが、直観を信じ
て描き続けていこうと思っています。

 （聞き手╱北園22期・岡田武彦）

「九曜の集い2014」開催のお知らせ
◎日　時◎ 2014年10月11日（土）12時～16時（受付開始11時30分）
◎会　場◎ 板橋区立ハイライフプラザいたばし
◎参加費◎ 1000円（62期以降無料）

メ イ ン テ ー マ …… そ れ ぞ れ の 時 計 台！
今年の「九曜の集い2014」は36期（1984年卒業）が担当させていただきます。
36期は、最後の学校群制度の入試で入学した期になります。そして、旧校舎で
3年間過ごした最後の世代でもあります。今年傘寿を迎えられる方々をはじめ、
諸先輩方と同じ校舎ですごした期として、テーマを懐かしい、あの“時計台”とす
ることにしました。あの校舎で過ごした日々を、世代を越えてわかちあえるよう

な１日にしたいと、
実行委員一同準
備をしています！  
ぜひともたくさん
の皆様にお集ま
りいただければ
幸いです。

実行委員長
広木　良治

JR埼京線板橋駅より
徒歩1分

都営地下鉄三田線新板橋駅より
徒歩2分

東武東上線下板橋駅より
徒歩7分

32年ほど昔、ケータイもCDもない時代。
共学校なのに「男子クラス」に入ってしまっ
た不遇な男子高校生の修学旅行には、未成
年だからこそ喫煙や飲酒をたしなむのだと
鼻息を荒くする者も、異性交遊のチャンス
だと息を弾ませる者もおりました。しかし、
なぜか我々のクラスは、オナラの炎に、青
春の炎を重ね合わせていたのです。ガスは
燃える。科学です。炎は美しい。芸術です。
ごめんなさい。屁理屈です。

◉
ぼくたちを虜にしたのは、圧倒的な馬鹿馬
鹿しさに違いありませんでした。修学旅行
の夜は、2 晩とも「オナラに火をつける」

という行為に熱心に取り組みました。大部屋
に車座で座りながら、よもやま話を語り合い、
オナラが出そうになった人は自己申告をして
中央に歩み出て、火をつけるというものです。
オナラを燃やして、それを皆で鑑賞するとい
うのは、実際にやってみるとなかなか難しい
もので、電気を消す係、着火する係、写真に
おさめる係（ぼく）という具合に、自然に役
割分担ができたり、二日目の朝食では芋類な
どの食材をオナラの出やすいY君やK君に積
極的に分け与えたり、と、絶妙なチームワー
クが育まれました。
そして2泊目の夜、「出そうだ」と中央に歩
み出たY君。アッという間に電気係が消灯し、

着火係がマッチを擦りましたが、Y君、な
かなかオナラが出ません。車座になった全
員が固唾を呑んで、着火係のマッチに照ら
し出されたY君の尻を凝視していたところ、
カメラをかまえているぼくがプゥ〜と。緊
張感ゼロの音とともに出してしまいました。
そして爆笑の後、全員から「もったいない」
と責められました。

◉
こうしてぼくは「馬鹿馬鹿しいことほど真
剣に取り組むと面白くなる」という人生観
を身につけることができました。そして、
臭いほどチームワークの大切さや美しさを
学び、さらに、この世界には「もったいな
い屁」というものも存在することを知りま
した。
男子クラスで本当に良かった！

嗚呼！ 男子クラス◉番外編　      オナラ に 火!？      北園34期　猪瀬祐一



 九曜 会 ・ 会 報 編 集 長を募 集します！

本誌は、2008年に傘寿を迎えた母校、「九中・北園高校」創立から今日にいたるまでの歴史をたどり、
その意義を再検証し、今日の日本教育界に一石を投じる意気込みで編纂しました。

卒業生はもとより、多く一般の方々にも広く読んでいただける充実した内容の記念誌です。
●50周年記念ビデオ
　（九中時代の16ミリフィルムも収録）
●ひいらぎ会
●北園の歩み—旧校舎から新校舎へ
●校歌（第一・第二・第三）新録音
●80周年記念誌を
　そのまま収録したPDFファイル

制作／DVDプロジェクトチーム
頒布価格／1500円（送料込み）

［第一部］80年の概観
写真を含む80年の編年史

［第二部］北園を掘り下げる
Ⅰ	 創立から終戦まで
1	 九中誕生序説・府立九中と板橋
2	 明治以降の中等教育と府立九中
3	 初代常田宗七校長と二代校長山本勘助
4	 興国	に見る北園の源流・創立5年間の学園生活
Ⅱ	 新制北園高校のスタート		昭和21年〜39年
1	 指導教官制の時代
2	 北園と第二外国語
Ⅲ	学校群制度、紛争そして21世紀へ		昭和40年〜
1	 学校群制度と北園
2	 北園の学校紛争
Ⅳ	生き生きとした学園生活を求めて
1	 文化祭・体育祭
2	 クラブ活動の歴史をたどる
Ⅴ	北園を支えるPTA、三五会、九曜会
Ⅵ	同窓生が綴る80年
九中・北園・先生と私／「先生と私」を読んで
Ⅶ	教職員在勤表・索引

好評発売中！
B５判４００ページ
編集／記念誌編集委員会
頒布価格／2800円（送料込み）

九曜会・会報は長らく22期・岡田が
編集からデザインまで一人で作って
きました。来年から増ページして年2
回の発行を1回にする計画案も出て
きて、岡田一人の力では制作続行は
困難な状況になりました。そこで編
集全般をまかせられる人材を募集し
ます。編集作業の実務経験がある方
で、お心当たりの方がいらっしゃい
ましたら、九曜会事務局までご連絡
下さい。自薦、他薦は問いません。

ウェブサイト運営者も募集!
ウェブサイトとFacebookペー
ジの制作・運営は22期・大塚が
担っています。ウェブサイトはす
でに10年にわたっており、一人で
2つの媒体を通年で関わること
は無理が生じているため、ウェブ
サイトの制作・運営者も募集しま
す。デザイン、レイアウト、コーディ
ングができる方は九曜会事務局
までご連絡ください。

好評発売中！

会費納入先　郵便振替　00140—7—39488　九曜会 編集:九曜会広報委員会　  デザイン:オカダデザインオフィス　  印刷:図書印刷株式会社

ご連絡は、お気軽にメールをご利用ください。E-メール  jimukyoku@kuyo.jp
事務局は週3日体制です。毎週 月・水・金曜日 午前11時〜午後5時
TEL／FAX 03-3964-8227　※電話でのご連絡などは上記時間内にお願いします。
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北園80年のあゆみ 北園の歩み

◉同期、同級会、クラブＯＢ会の活動が
盛んになってきている感じがします。先
日お邪魔した昨年が傘寿の同期会（K4）
も、「心身ともに健やか」のお手本その
もので、しかも、そのベースは北園時代に
あったのだと強い印象を受けました。男
80 歳、女 86歳と世界第一の長寿時代
になってきましたが、それにつけても肝
心なのは「健康長寿」、お元気な先輩方
のパワーを頂だいしながら、九曜会の活
動に当たりたいと思っています。……kou

◉作品掲載のお願いに、来年傘寿を迎
えられる、6期の柏健さんをお訪ねしま
した。2時間近くお話しを伺いましたが、
会報には一部分しか掲載できなかった
のが残念。『嗚呼！男子クラス』はメール
でアンケートを送りました。どれだけ回
答が集まるか不安でしたが、多くの方々
からご回答いただき感謝いたします。番
外編コラムとしたオナラの話は、文中に
あるように写真もあるらしいのですが、
さすがに掲載は断念しました。……take

◉九曜会Facebookページに、アルバム
「旧校舎フォトギャラリー」をアップした
ところ、多くの「いいね！」やコメントを
いただき、またリーチ数が500件以上に
達し、あらためて素晴らしく大多数の同
窓生を魅了するテーマであることがよく
わかります。今年の九曜の集い担当の北
園36 期もFacebookページを開設して
おり、相互に情報の共有も図っています。
まさに、同窓会に相応しいネットワーク
であることを実感しています。……toshi

◉事務局に小さなテレビがある。20年前
にはすでにあった。自然についたり消えた
りする時期を経て、今は数分ごとに音声
が消える。昼食時間にニュースでも見よ
うと思えば、たびたび箸を置いて机の反
対側へ回りスイッチをOFF＆0N。席へ戻
る前にまた音が消えＵターンということ
もある。ネットオークションで1円のテレビ
より古いが、実に良い運動になるので健
康にも役立つ。お名残り惜しいがアナロ
グ終映が迫っている。………………hisa


