
北園21期の古見準士さんの鍛
金作品です。古見さんは1950年
生まれ、北園高校卒業後、東京学
芸大学に進み、大学院修了後、同
大学に8年間勤務。その後1983
年より学習院女子中・高等科に美
術教員として勤務し、2016年同
校退職後、工芸教室・古見準士工
芸研究所を立ち上げました。
1976年に日本現代工芸美術展
で現代工芸賞を受賞して以来、
彫刻の森美術館賞、日本新工芸
展大賞、日展特選など数々の受
賞歴があります。

◉
写真の『迥(はるか)』 と『風器』
は、｢絞り技法｣という、鍛金技法
で作られています。当て金と呼ば
れる様々な曲面を持つ鉄の塊の
上に金属の板材を置き、気の遠く
なるほど金槌でたたき込むこと

で、立体を成形する技法です。図
面などは引かずに、素材と語り合
いながら制作されるそうです。
外側の大気を内に巻き込み、外
に吹き戻る風を感じさせる造形
は、現代に生きる人間の心象風
景でしょうか。
撮影のために持ってみると、意外
と軽いのに驚きました。まさに風
の器でした。  （北園22期・岡田武彦）

古見準士氏の鍛金作品
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九曜会facebookページもあります。
九曜会ウェブサイトのリンクからお入り下さい。

九曜会の最新情報はウェブで！
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『迥
はるか

』 
2013年 第35回 日本新工芸展

内閣総理大臣賞受賞
素材は鉄板1.6mm厚╱h50×w45×d45cm

『風器』
2009年 第31回 日本新工芸展

文部科学大臣賞受賞
素材は鉄板1.6mm厚╱h42×w50×d55cm

題名の『 』は廻とは異なり、

廻りかえってくることの

ないことを意味する文字である。

行く先に自分では意識できないうちに

巻き込まれてしまう、不安や

孤独といったものを感じつつ

進まねばならないはるかな思いを、

不安定な逆円錐に込めてみた。
古見準士『学習院女子部論叢』より抜粋

大小様々な金槌が並ぶ道具置き場
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時世の色はうつろへど　こゝ北園の学び舎に　ひゝらぎの葉はみどりなり

昭 和 〜 平 成

｢時は移り、時代は変わる｣ といいますが、変わることのすべてが是とされるのでは
ありません。先人が育て、守り続けてきた大切なものを、後の世代へ最もよい状態
でバトンタッチしていく、つまり、｢変えるべきはなにか｣、｢変えてはいけないもの
はなにか｣ をしっかり見極めてかかることが大事です。民俗学者の柳田國男も「過
去の捨つべきものを愛惜し、確乎守るべきものを捨て去ることがあってはならない」
と言いました。とりわけ、「昔は、昔は」とか「最近の若い者は」というセリフには
気をつけなければなりません。

◉
本号をもって3年連載の九中・北園の正史90年が完結しました。これまでの歴史
を共有することを通じて、将来の改革・発展に役立つならばと思います。そして、
九曜会がその名の星のように、これからの北園の行く道を明るく照らせることがで
きれば幸いです。

さあ新校舎へ
惜しまれつつも解体された旧校
舎は姿を消し、1989年に新校
舎が完成。落成式典と祝賀会
が開催されます。新校舎への
引っ越しは段階的に行われまし
たが、いくつか不満も出ていた
ようです。主なものでは「トイ
レにドアがないので鏡に映る内
側が丸見え」「柔道場の畳が堅
い」「ロッカーが下駄箱と共用
で狭い、通路が狭すぎる」など。
教室と職員室のつなぎ目近くの
コンクリートのひび割れから水
漏れが起き、大雨の日は「滝の
名所」と呼ばれたこともあるよ
うで、こうしたハプニングも楽
しんでしまった北園らしい空気
も感じられます。

男女比率が逆転!
1997年から1998年にかけて、
女子学生の数が男子学生の数
を上回ることがありました。も
ともと男子校として開校し、長
い間男子学生の数が多かった
北園。この時期も数年間は、男
子6割、女子4割の比率が続い
ていましたが、ついにそのバラ
ンスが崩れました。これは、入
学選抜の合格者のなかから多
くの辞退者があり、やむを得ず
若干の2次募集を行ったとこ
ろ、女子の応募が非常に多かっ
たためだそうです。男子クラス
出身の編集担当者（34期）に
とっては信じがたいことです。

西暦 和暦 校長  北園の主な出来事（左の「月」はこの項目だけに対応） 社会の動き、流行（映画、音楽、流行語など）

1988 S.63  4 教員の大幅な人事異動 リクルート事件 
     瀬戸大橋開通 
     東京ドーム完成 
     青函トンネル開通

     ペレストロイカ

1989 S.64  1 校舎全面改築竣工 3%の消費税実施 
 H.元  5 創立60周年・新校舎落成記念式典・祝賀会 中国・天安門事件   
     美空ひばりさん死去 
     手塚治虫さん死去 
     自粛  

1990 H.02  2 LL教室（書道教室兼用）完成 東西ドイツ統一 
   4 月1回の大掃除がスタート 第1回大学入試センター試験 
     秋山豊寛さん日本人初の宇宙飛行 
     成田離婚 
     人面魚 

1991 H.03  9 第1回体育祭開催 新東京都庁舎落成 
     若貴人気、相撲ブーム 
     東京23区の電話番号10桁に 
     雲仙普賢岳噴火 
     ジュリアナ東京オープン 

1992 H.04  4 コンピュータ教室完成 PKO協力法成立、自衛隊カンボジア派遣 
   6 公開講座開講 新幹線のぞみ登場 
    「文化祭」のネーミングが「柊祭」に 東京佐川急便事件 
     きんさん、ぎんさん満100歳に 
     ほめ殺し / 茶髪

1993 H.05  4 第2週の土曜日が休日に 細川内閣発足、55年体制崩壊  
   5 校庭開放開始 レインボーブリッジ開通 
    中学校への入学説明活動開始 サッカー・Jリーグ開幕 
   11 演劇部が東京都高等学校演劇研究会会長賞を受賞  
    
     聞いてないよぉ / リストラ 

1994 H.06  4 入試制度改正　単独選抜制度実施 関西国際空港開港 
     松本サリン事件 
     イチロー200本安打達成 
     大江健三郎さんノーベル文学賞
     同情するなら金をくれ / ヤンママ 

1995 H.07  4 単独選抜制度で推薦入学制度導入 青島幸男さん東京都知事に  
     横山ノックさん大阪府知事に  
     ウィンドウズ95発売 
     野茂英雄、大リーグで活躍 
     ゆりかもめ開業
 
     コギャル

1996 H.08  4 第2・第4土曜日が週休日に ペルー日本大使公邸占拠事件 
   12 沖縄へ修学旅行 病原性大腸菌O157食中毒、各地で発生 
     薬害エイズ訴訟、和解成立  
  

     ルーズソックス / メークドラマ 

1997 H.09   発足間もない女子ソフトボール部が都大会出場 山一證券・北海道拓殖銀行破綻 
     地球温暖化防止京都会議開催 
     ダイアナ元皇太子妃、事故死 
     神戸連続児童殺傷事件   

     たまごっち / もののけ姫 / 失楽園　
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❶新校舎全景　❷創立60周年記念式典　❸コンピュータ教室　❹体育祭　❺文化祭　❻沖縄修学旅行

3号連続特別企画
昭和―平成

世相と連動して読む

編集・構成……九曜会広報委員会
北園22期・大塚登志夫╱岡田武彦
北園34期・菊池規悦╱猪瀬祐一

❸
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時世の色は……
◉
代表理事・会長

渡辺好明 北園16期

百万人
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母校創立90周年を迎える、来年2018年
は平成最後の年になりそうです。昭和―
平成と続いた、90年を見直してみました。
日本はこの90年で大きく変わりました。
府立九中が開校した1928年の日本の人
口はおよそ 6200 万人でしたが、2017
年には1億2676万人と倍増しています。
昭和の始めは一人の女性が生む子供の数
は平均5人でしたが、昭和の終わりには
1.7人を切り、2015年には1.45人とな
りました。100歳以上の高齢者は全国で
６万7824人（2017年）となり、世界の
どの国も経験したことのない速度で人口
の少子化・超高齢化が進行しています。

◉
人口の少子化は受験制度にも大きく影響
してきました。府立九中開校当時は単独
入試で東京都内だけでなく、浦和などか
ら入学する生徒もいました。1948年に
新制高校となり、1952 年、学区合同選
抜制度が導入されました。

1965年頃から第一次ベビーブーム世代
が高校入試を迎えて受験戦争が過熱し
たため、1967年から学校群制度に移行
しましたが、都立高校の学力低下を招
き、復権を目指して1982年からグルー
プ合同選抜制度となりました。しかし、
1980年代にはすでに受験人口は減りつ
つあり、あまり成果は上がらず、1994年、
各校ごとの単独選抜制度に移行しました。
2001年（平成13年）以降、石原慎太郎
東京都知事によって、「都立復権」をスロー
ガンに、学区の撤廃、入試制度改革、進
学指導に重点を置く高校の指定等の都立
高等学校改革が実施されました。これら
の改革が功を奏し、都立高等学校の進学
実績は上昇傾向にあります。現在の北園
高校は都内在住なら誰でも受験できます。

◉
石原都知事の教育改革は都立高校の統廃
合をもたらしました。芥川・直木賞作家
を5人も出している都立の名門だった九

段高校でさえ、千代田区に移管され千代
田区立九段中等教育学校となっています。
旧第4学区では北高と城北高校、赤城台
高校が無くなり、志村高校は北野高校と
統合し板橋有徳高校となりました。

◉
教育政策の変化は教師の在任期間の短さ
にもあらわれています。1970年ぐらい
までは 20 年以上在任の先生が何人もい
らっしゃいましたが、現在は校長先生で
も4年在職したら翌年は転勤を覚悟する
そうです。九中・初代の常田校長が 15
年在籍した時代とは隔世の感があります。

◉
過日、所用で北園高校に行きました。現
在の北園の1年生は21世紀生まれ。世代
の違いは山ほどありますが、人生で一番
感受性の強い時期を北園という場で過ご
した朋輩と見れば、それほど変わってい
ないように私には感じられました。

（北園22期・岡田武彦）



❺

❶北園70周年記念誌　❷体育祭　❸文化祭　❹PTA食堂 ｢ぞのや｣　❺2007年度入学式　❻英会話授業

新校舎はゴミだらけ？
「北園新聞178号」に「200,830
円、これは、10、11、12月の3ヶ
月分の北園のゴミを処理するた
めにかかった金額である」と書
かれるほど、新校舎はゴミが多
かったようです。また、新校舎
は白を基調としているため、ゴ
ミが目立ったようです。そこで、
新しい校舎を新しいまま維持し
ようという趣旨のもと、1990
年からは、月1回のペースで体
育関連施設を除いた全域をカ
バーする大掃除が行われること
になります。

広がる国際交流
2002年から、オーストラリア、
スミスズ・ヒル・ハイスクール
への海外研修がスタート。翌年
には同校から北園への来校も
行われるようになります。当初
は、一度きりの特別な行事とい
う位置づけで、応募者が10名
以下の場合は中止の予定だっ
たそうですが、28名の応募者
があり、15年を経た現在でも
毎年8月に行われています。そ
の後、2010年には、ドイツの
フライホーフ・ギムナジウム、
2013年には、ドイツのテレッ
タ・グロース・ギムナジウムとの
交流もスタートし、北園の国際
交流はますます幅広くなってい
ます。

定時制の閉校
2003年、開校以来続いてきた
定時制が閉校となります。これ
によって、施設や設備の面でも
変更が行われました。いま現
在、北園生に親しまれている
PTA食堂「ぞのや」は、それまで
定時制が使用していた食堂の
スペースを活用して、定時制閉
校の翌年、2004年にオープン
しました。

西暦 和暦 校長  北園の主な出来事（左の「月」はこの項目だけに対応） 社会の動き、流行（映画、音楽、流行語など）

1998 H.10  11 創立70周年記念式典 長野冬季五輪開催 
    記念誌『28,319人が、ここで学んだ』発行 和歌山毒物カレー事件 
     郵便番号７桁に 
     黒澤明さん死去 
     サッカーW杯 日本初出場 

     映画『タイタニック』

1999 H.11  3 北園視聴覚ライブラリー、 都知事に石原慎太郎さん初当選 
    東京都総合技術教育センターへ移管 東海村JCO臨界事故 
      
      
     だんご３兄弟
     小説『ハリー・ポッターと賢者の石』

2000 H.12    介護保険制度スタート 
     雪印集団食中毒事件 
     2000円札発行 
     都営地下鉄大江戸線全線開通 
     
     最高でも金、最低でも金

2001 H.13  4 学校施設の機械警備スタート 小泉内閣発足 
     東京ディズニーシー開園 
     ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園 
     雅子さまご出産、愛子内親王誕生 
     
     ヤだねったら、ヤだね

2002 H.14  4 完全週5日制開始 日韓ワールドカップ開催 
   4 新教科「情報」設置 北朝鮮拉致被害者が帰国 
   8 オーストラリア スミスズ・ヒル・ハイスクールへの ユーロ通貨を統合 
    海外研修スタート  
     
     ヌーブラ

2003 H.15  3 定時制課程廃止・閉課程式典挙行 地上波デジタル放送開始 
   4 「ＩＴを活用した教育推進校」に指定 六本木ヒルズ、オープン 
    オーストラリア スミスズ・ヒル・ハイスクール SARS（サーズ）世界的に大流行 
    から生徒来校スタート  
     
     へぇ〜 / バカの壁

2004 H.16  10 都立北園高校ＰＴＡ食堂「ぞのや」オープン 営団地下鉄民営化、東京メトロに 
     イチロー大リーグの最多安打記録更新
     １万、５千、千円の新紙幣発行 
      
     
     マツケンサンバ

2005 H.17    愛知県で「愛・地球博」開幕 
     プロ野球セ・パ交流戦スタート 
     JR福知山線脱線事故 
     
     
     小泉劇場 / クールビズ

2006 H.18  4 「ＩＴ普及支援校」に指定 ライブドア事件 
   4 土曜授業スタート 村上ファンド事件 
   4 「事務室」から「経営企画室」に組織改正 ワールド・ベースボール・クラシック開幕
    女子バレーボール部　春季リーグ戦第2位  
    男子バレーボール部　ウィンターカップ優勝   
     イナバウワー / 品格 / メタボ

2007 H.19   女子バレーボール部　春季リーグ戦第3位 日本郵政株式会社スタート 
     社会保険庁の年金記録問題 
     新潟県中越沖地震

     どげんかせんといかん
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新潟県
中越地震

IT環境の整備
2003年、学校やPTA側の反対
が押し切られるかたちで、東京
都教育委員会から「IT教育推進
校」の指定を受けます。そのた
め、この年の夏休み期間のうち
に学校中でパソコンが使える
環境を整備する必要があり、急
ピッチで工事が行われました。
9月には、生徒用160台、教員
用70台のパソコンを導入。さら
に翌年、生徒用160台を追加。
全校規模の無線LANやテレビ
会議システムなども整備され
ます。ネットワークを扱った経
験のある教員が一人もいないな
か、苦労の末に整備されたデジ
タル環境は、現在の校内情報イ
ンフラの礎となりました。

自然豊かな信州へ
2010年から、三五会の資金援
助のもと、九曜会も協力し「信
州北園プロジェクト」がスター
ト。長野県や信州大学と提携
し、長野県内での勉強合宿や、
大学のキャンパス訪問、信州の
森体験、森林保全奉仕合宿な
どを実施しています。

震災と生徒たち
現在、各都立高校には防災倉庫
が設置され、災害救助の拠点に
なっています。北園の防災倉庫
は、校門を入って左側に2棟あり
ます。2011年の東日本大震災
では、この防災倉庫の扉が、初
めて実際の災害救助のために
開けられ、帰宅困難者へ乾パ
ンや水、毛布などが生徒によっ
て配布されました。また生徒会
では「学生にもできることをし
たい」という思いから校内で募
金活動を実施。生徒だけでなく
教員からも募金が集まり、合計
110,726円を日本赤十字社へ
義援金として送りました。

西暦 和暦 校長  北園の主な出来事（左の「月」はこの項目だけに対応） 社会の動き、流行（映画、音楽、流行語など）

2008 H.20  11 創立80周年記念式典挙行 秋葉原通り魔事件 
     東京メトロ副都心線開業 
     中国製ぎょうざ中毒事件 
     
     アラフォー / ゲリラ豪雨

2009 H.21  3 霧ヶ峰北園寮の利用が終了 民主党が衆院選で圧勝、政権交代 
   4 80周年記念誌『北園80年のあゆみ』発行 森田健作さん、千葉県知事に 
   4 80周年記念DVD『北園の歩み』発行 裁判員制度スタート 
     アメリカ、オバマ大統領就任 
     マイケル・ジャクソンさん死去 

     草食男子 / ファストファッション

2010 H.22  1 ドイツ外務省プロジェクト「学校：未来を拓くパートナー」に決定 中国GDP、日本を抜き世界第２位に 
   2 九曜会、一般社団法人に 小惑星探査機はやぶさ帰還 
   4 信州北園プロジェクト開始 日本航空経営破綻 
    ドイツ　フライホーフ・ギムナジウムとの交流スタート  
     AKB48 / イクメン

2011 H.23  3 災害救助拠点として防災倉庫から 大相撲八百長問題
    帰宅困難者に備蓄品を配布 地上アナログ放送終了 
   4 「進学指導推進校」に指定 なでしこジャパン 
     ワールドカップ優勝

     タイガーマスク運動

2012 H.24   東京都高校新人大会女子三段跳び1位 衆院選で自民圧勝、政権復帰 
    吹奏楽部　東京都高等学校アンサンブルコンテスト　 山中伸弥ノーベル生理学・医学賞受賞
    フルート四重奏 銀賞、打楽器三重奏　銀賞 東京スカイツリー開業 
     吉田沙保里さんに国民栄誉賞
 
     LINE / LCC

2013 H.25   ドイツ　テレッタ・グロース・ギムナジウムとの交流スタート 富士山、世界遺産登録 
     猪瀬直樹都知事、
     5000万円受領問題で辞任 
     学校内体罰、問題に 
     長嶋茂雄・松井秀喜さん、国民栄誉賞 
     じぇじぇじぇ / 倍返し

2014 H.26    消費税８％スタート 
     御嶽山噴火 
     STAP細胞捏造問題発覚 
     危険ドラッグによる事故多発 
     「笑っていいとも」放送終了 
     カープ女子 / 壁ドン

2015 H.27  1 九曜会事務所を マイナンバー制度施行 
    北園高校正門前に移転 安全保障関連法案可決 
     北陸新幹線開業 
     イスラム国、日本人２人を拘束、殺害
     安心してください、穿いてますよ

2016 H.28  4 「理数研究校」に指定 18歳選挙権施行
   5 「姉妹校交流指定校」に指定 舛添要一東京都知事が辞職 
   5 ラグビー部　東京都春季大会ベスト8 小池百合子さん東京都知事に就任 
   11 ラグビー部　第96回全国高校ラグビーフットボ－ル大会　
    東京都予選第1地区　ベスト4（都立高校では7年ぶり）

     ポケモンGO / マイナス金利 

2017 H.29  7 全国高校生ドイツ語 アメリカ、トランプ大統領誕生 
    スピーチコンテスト マレーシアで金正男氏暗殺 
    対話部門で第１位（最優秀賞）     
   8 男子バレーボール部が東京都立高校大会で優勝

     藤井四段フィーバー / インスタ映え
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◉九曜の集い2017は平成29年10月21日
（土）正午からハイライフプラザいたばしに
て開催しました。当日は台風が接近する悪
天候にも関わらず、来場者316 名（内訳は
恩師 11、来賓 7、傘寿 41、39 期 96、そ
の他161）と大勢のご参加をいただき、あ
りがとうございました。
◉今年のテーマは『Thank You！（39）KITA
ZONO』です。そもそもは、昨年の集い
の引継ぎ式で私が言い出した語呂合わせに
過ぎませんでした。私たちが 39 期なので
単純なテーマと思っていましたが、よくよく
考えますと案外すごいテーマでした。何し
ろ100 年に1度しか使えないのですから、
○○周年に匹敵するものだと思いました。
しかし、感謝の気持ちを表す言葉を、どの
ように表現できるのか、どのように伝える
のか、誰が誰に対する感謝なのか、不明確
で判然としませんでした。毎月の実行委員
会が始まってから、4ヶ月が経過した春頃に、
テーマの意味するところが徐々に見え始め
てきました。
◉12月から名簿を整理しなおして2年次の
クラスごとに勧誘を担当し、連絡をするロー
ラー作戦を中心に勧誘活動をしていました。
毎月開催の実行委員会後のミニ同期会だけ
では、なかなか参加者も増えませんでした。
ちょうど春になる頃に、ミニ同期会を「花
見会にしてみないか?」という声が挙がり、
みんな花見は大好きなので、3月のミニ同
期会を花見会に切り換えて4月初めに実施
することになりました。これがメンバー集め
の最大の起爆剤になり、そこで連絡先を交
換できたメンバーが一気に増えました。そ
れに味をしめ、5月のゴールデンウィークに
はバーベキュー大会まで開催。ここでも初
参加者が増え、ようやく係の担当リーダー
が決められるほどの規模になってきました。
◉その後も、どんどんメンバーが増え、つ
いには定例実行委員会も九曜会事務所では

机も置くことがで
きない程になりま
した。開催 2週間
前の最終リハーサ
ルに至っては、つ
いに事務所での開
催は無理と判断し
たため、北園高校
にお願いし、視聴

覚室をお借りすることができました。同期
の中には、初めて新校舎に足を踏み入れた
仲間もいたので、北園新校舎でのリハーサ
ルは意義があったものと思います。
◉さて、のらりくらりとやっていた実行委員
長ですが、各係のリーダーが決まると、総
指揮の丸山教次君に頼り、またみんながしっ
かりしていてくれるので手出しを出来ること
はなくなっていきました。そこへ、私が横や
りをさすような発言ばかりをしてしまい、み
んなの邪魔をする事となってしまいました。
しかし勢いに乗ったみんなの力は、無能な
実行委員長の横やりを吹き飛ばすほどの力
が十分にありました。各グループがそれぞ
れにしっかりとテーマを踏まえて考えるアイ
デアは、やっぱり凄いです。みるみるうち
に集いの形が出来上がっていきます。
◉今年は39期のオリジナル企画で感謝を
表す具体的な行動として、全員乾杯という
新たな企画に挑戦しました。これは同期生
に山形の造り酒屋「杉勇」の孫がいて、来
場者全員が乾杯するという費用の掛かる内
容を蔵元から格安でお酒を提供してくださ
ることにより、実現が可能となりました。また、
初めての企画であるため、九曜会理事会の
承認も得ました。
◉当日は、どう上手く準備できるか、心臓
はドキドキでした。傘寿席のセッティング中
に一般席の方から配膳を開始し、無事にで
きました。九曜会渡辺会長の乾杯の音頭が
発せられたときにほっとできました。
◉現役時代はノリが軽くて有名で、人の頭
上1メートル付近を浮遊していると言われ
た人物が実行委員長になり、みんなと再会
し当時のようにふわふわになったついでに、
会社を退社し、「集いが終わるまでは就職し
ない!｣ と宣言。そうこう考えると、九曜の
集い実行委員長を受けた48歳という年齢
は、私の人生の大きな転機が一遍に詰まっ
た年となりました。社会人になってからこ
んなに大変で、楽しい時間を過ごしたこと
もそうそうなかったと思います。
◉Thank-you時計台、Thank-you学び舎、
Thank-you先生方、Thank-you先輩方々、
Thank-you後輩たち、Thank-you同期生、
そして青春時代そのものであった事を思い
Thank-you 北園。最後に今回集いの実現
に費やす時間を許し、協力してくれたそれ
ぞれの家族にThank-you!

九曜の集い2017
開催報告
◉
九曜の集い2017実行委員長
丹治里樹（北園39期）

❻

キッズカップに出よう！ ディズニ―へ行こう！
渡辺和代キッズカップ　囲碁大会

第7回大会は2018年3月24日（土）に開催されます
これから練習を始めても大丈夫、参加できます

◉
◎3〜6歳児の囲碁公式戦、参加費は無料、全員に賞品があります

◎詳しくは、日本棋院普及部まで　Tel.03-3288-8729
渡辺好明（北園16期）



❽ ❾

最近は、Facebook などで同窓生の近
況に触れる機会が増えました。ぼくの
幼なじみのひとりが、北園の近くにあ
る中宿のLIVEカフェでギターの弾き語
りをしていると知ったのも、SNSがきっ
かけでした。
小学校が同じで、よく一緒に帰り、偶然
にも北園高校で再会したN君が、弾き語
りをしているなんて。ぼくもギターが
好きで、バンド活動を続けている音楽
オヤジですから、N君を驚かしてやろう！ 
と思い立ちました。N君が来そうな夜に、
密かにそのLIVEカフェを訪れてみたの
です。

◉
お店は、誰もがステージに上がれるオー
プンマイクの日。お酒と音楽でご機嫌
な10人ほどの常連さんたちが、入れ替
わり立ち替わり弾き語りを披露してい
ました。N君はまだ来ていませんでした
が、N君の幼なじみであることを告げる
と、皆がフレンドリーに接してくれま
した。初対面でも音楽好きの集まりで
すから話も弾みます。

「さっきの曲、ぼくも大好きなんですよ！
しかも○○○○バージョンじゃないで
すか！」

「わかりました？　いや～うれしいなぁ」
マニアックに盛り上がる酒席。N君抜き
でも楽しく、和気あいあいです。

◉

やがて話題は、N 君もぼくも北園高校
出身という話に。すると、お客さんの
ひとりが、いま現在、北園で教員をさ
れているというではありませんか。せ、
先生っ！ぼくはすっかり縮こまりました。
そして、ぼくの子どもも北園出身でご
ざいます、大変お世話になっております、
と、さらに恐縮してご挨拶をしました。
すると不思議なことに、こんどは先生
のほうも急に腰が低くなり、口調がて
いねいになったのです。
あれれ？
ぼくも先生も急に小さくなっちゃって、
さっきまでのフレンドリーな盛り上が
りはどこへ？
後から気がついたのですが、今の時代、
教員にとって生徒の親は「保護者さま」
なんだそうですね。ぼくにとっては「先
生さま」なんですけれど。

◉
懺悔します。それは北園在学中の秋。
バンド演奏を披露する予定だった、文
化祭当日のことです。ぼくは、どうし
ても出番の直前までギターの練習がし
たくて、ギターアンプをプールサイド
に運び出し、水泳部の友人に頼み込ん
で電源コンセントを使わせてもらい、プー
ルサイドでエレキギターを弾き始めた
のです。
見上げれば雲ひとつない晴天。陽射し
をうけて輝く水面。屋外でエレキギター

を弾くのは初めてでした。下手なギター
の音が、天高く飛んでいき、夢のよう
な心地よさに襲われます。気持ちいい！
完全に思考停止したぼくは、その快感
をもっと得ようと、いつの間にかボリュー
ムを上げていました。

◉
人里離れた名湯の温泉宿で露天風呂を
堪能し、浴衣一枚で部屋へもどるとき
のような心持ちで、ぼくは、プールか
ら校舎に帰りました。すると声が聞こ
えてきます。

「プールでギター弾いてたやつは誰だ？」
「はい！ ぼくです！」
放心状態のぼくは堂々と手を挙げまし
た。そうなんです。ギターの音がうる
さいと近隣から学校へ苦情が入ってい
たのです。凍りつきました。お叱りを
うけ、文化祭での演奏は辞退。当たり
前です。ほんとうにごめんなさい。ぼ
くはバンドメンバーに平謝りして文化
祭を終えました。自由と責任。北園高
校の生徒にとって大切なものを台無し
にするような愚行です。申し訳ござい
ません。

◉
40数年後。ギターを弾く北園の先生に
出会ったぼくは、プールサイドの件を
思い出すばかりで「保護者さま」とい
う時代の変化に気づくはずもありません。
そして、N君は来ませんでした。

エレキギターと北園の先生……………北園34期  猪瀬祐一●エッセイ……❸

下北沢のライブハウス「MUSIC 
ISLAND O」で熱唱する猪瀬さ
ん。2017/6/25。Facebookの自
己紹介欄では｢池袋生まれのコピー
ライター兼バンドマンです。ふだん
はフツーのオッサンですが、ときど
き地獄のオッサンに変身します。｣
とあります。

お客様第一主義を考え仕事をさせていただきます。
詳しくはウェブで  http://www.cs-one.jp/

〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-5
浦和大栄ビル2階

Tel.048-815-5550（代表）  Fax.048-815-5551

税理士法人CS-One
代表社員 栗原 靖治 北園29期

法 人名の CS-One は Customer 
Satisfaction Oneから名付けまし
た。お客様に満足していただけること
を第一に考え、税務に関するあらゆる
相談に、親切・丁寧にお応えします。
◎業務内容◎
税務・会計業務╱相続、贈与、譲渡等
医療税務関係╱給与関係、年次業務
融資相談╱電子申告

税理士法人タカノ・高野伊久男公認会計士事務所
代表 高野 伊久男 北園24期

資料をあたっても断片的で判断に困ることが
多々ありました。たとえば『○○部が都大会Ｂリー

グで3位入賞』という記録があっても、それだけ
では90年史に載せるに値するかの判断ができません。

年月日がはっきり書かれてなかったりもします。掲載し
た項目で不要なもの、あるいは抜けている点など、気が

ついたことがあれば会報編集部までお知らせ下さい。より
正確な年表にして次代に残したいと思います。………take
◉北園90年史Part3は現在までの30年間。インターネッ
トが一般に普及した時代です。九曜会のウェブサイトもこの
期間に本格的にスタートしました。5年前からはFacebook
ページも開設し、当時年2回発行の九曜会会報とともに情
報の発信を担ってきました。インターネットの普及とともに
紙媒体の在り方が問われることもありますが、電子書籍が
現れたものの依然として健在であることが、この30年間の
制作でよくわかります。いままでの30年とこれからの30
年は想像もつかないほど異なるものとなるでしょうが、九曜
会会報が30年後にも健在であり記録媒体として役立つこと
を願っています。………………………………………toshi
◉表紙で紹介した21期・古見準士さんの工房を訪問しました。
ガス溶接の機材や、鉄板を加熱する大きなガスコンロ、コ
ンプレッサー、各種の工具類などが置かれた、町工場を思
わせる工房内は雑然としながらも、
ものを創り出す現場の空気に
あふれていました。「年の
せいか最近は1.6ミリ厚の
鉄板から1.2ミリ厚に替え
たんです。」とおっしゃる
古見さんですが、重量は
軽くなっても、作品の持つ
重厚な存在感は増しているよ
うです。………………take

◉今までこの会報は、広告といっても会員による協賛広告
だけでしたが、九曜会や北園高校を応援してくださる多く
の方々にも掲載をとお願いしたところ、第一陣として、｢晴
れ着の丸昌 池袋店｣ 様から協賛をいただき、裏表紙に広
告を出稿していただきました。この広告が掲載された会報
を提示すれば、どなたでもすべての晴れ着レンタルが1割
引という特典まで付けていただきました。ご利用の際は忘
れずに、この会報をお持ちください。…………………hisa
◉今号の「北園９０年史パート３」は、いちばん最近の３０年間。
頑張りましたが、想像していた以上に、学校で起こった出来
事の情報が集められませんでした。文献や資料が少ない時期
でもあり、また、戦争や学生運動など、大きなトピックが少なかっ
たからかも知れません。争いや戦いは、高校生活にも大きな
影響を与えるものなのだと、あらためて感じました。これか
らの３０年間がステキな時代になりますように。…………ino
◉制作メンバーの末席を汚している者が言うのも何ですが、
今回も素晴らしく完成度の高い会報に仕上がりました。そして、
それだからこそ、自分のふがいなさをしきりに反省していま
す。今号の企画を練るための最初の広報委員会が開かれた
のは、ゴールデンウィーク前の４月末。続く休日を使って、
まずは年表部分の粗原稿をつくりました。そこまではよかった。
でもその後、自分の会社の仕事が立て込んでしまい、結局
お手伝いできたのはそのスカスカの粗原稿くらい。あとは、
古くから携わっている先輩方や同期の猪瀬さんにおんぶに抱っ
こでお任せするばかり。もしかしたらぼくが余計な手を出さ
なかったから、こんなにいいものができたのかな、なんて思っ
たり……。いやいや、とにかくすみませんでした。次からはもっ
とシャキッとやります。見捨てずに、どうぞよろしくお願い
します。……………………………………………………kiku
◉９０年史の編集で痛感したのは ｢記録されたことが歴史に
なる｣ ということです。逆に言えば ｢記録されないと歴史
にならない｣ とも言えます。記載項目を探すために過去の 工房内の21期・古見準士さん

「税務・会計」を中心とした様々なサービスを、お客様のニーズに合わせて提供いたします。

相続税のことなら、
なんでもご相談下さい



『九曜の集い』で一緒に歌おう!
九曜会混声合唱団　団員募集
北園44期　長坂宏子

九曜会混声合唱団は、第1回『九曜の集い』
に合わせて結成されました。以来、年一回
の『集い』で毎年楽しく歌っています。現
在の団員は北園5 期から44 期迄の卒業生
と、北園高校で教鞭をとっておられた先生方、
PTA役員をされていたお母さん方も参加し
ています。指導、指揮は、太田充先生（音楽）
です。
以前に合唱経験のある方も、「合唱は学校
の授業で歌っただけ…」という方も、大歓
迎です。来年の秋はぜひご参加下さい。
◎活動期間:『九曜の集い』の約一カ月半前

から『集い』までの期間です。他、納会
あり。

◎練習 : 毎年 9 月〜10 月に5〜6 回（主に
板橋文化会館第二練習場にて）

◎費用:1,500円前後（「集い」の参加費は別）

◎連絡先:九曜会混声合唱団事務局
　<kuyo-chorus.jim@outlook.jp>
　または九曜会事務所まで御連絡下さい。

九曜会ゴルフコンペ
開催報告
北園27期　大塚和司

2017年10月10日(火)、恒例の九曜会ゴ
ルフコンペをノーザン C.C 錦ヶ原ゴルフ場
で開催しました。
当日は秋晴と云うよりは真夏のような青空
のもと、北園 6 期から 39 期の 24 名が参
加され、楽しい一日を過ごしました。
九曜会コンペは毎年原則、旧体育の日の10
月10日に開催をしており、来年2018年も
10月10日(水)に開催する予定です。
このコンペは世代を超えた交流の場を目指
しており、今後更に参加人数を増やして行
きたいと思っています。初参加の皆さんの
参加をお待ちしています。

清水要さんの個展会場に
美術部の大先輩が勢揃い
北園22期　岡田武彦

本年10月7日（土）、前回の会報の表紙を
お願いした4 期・清水要さんの個展『茫洋
の世界展』に2期・山田八郎さん、5期・坂
本一道さん、6 期・柏健さん……と今まで
会報の表紙に登場された北園美術部の大先
輩が勢揃い。みなさん傘寿を過ぎていると
は思えないほど颯爽とされていました。お
元気な先輩たちから、集まった後輩たちは
元気を分けていただきました。

北園4期 第28回同期会
開催報告
北園4期　瀬川誠

2017年6月9日、サンシャイン・
クルーズクルーズにて来賓1名、
同期生31名の出席を得て開催。
先ず最近の逝去者 9 名に対し黙
祷を捧げ、幹事会経過報告、会
計報告に続き、お招きした鈴木
壽子・九曜会事務局長に九曜会
の現況についてご報告願ったのち、2時間
余に亘り歓談、盛会裡に終始しました。第
29回同期会も来年6月8日同所を予定。

第11回　北園14期同期会
「いっちょん会」開催報告
北園14期　1・2年5組　加藤晃司

北園14 期の同期会「いっちょん会」が本年
6月24日（土）、学習院大学構内のラウン
ジ目白倶楽部「日比谷松本楼」にて開催さ
れました。当日は恩師の立花先生のご臨席
を賜り、同期生は総勢74 名と多数の出席、
9 年前の第 7回以降からの漸減傾向に歯止
めを打つ大盛況となりました。

当番幹事による開会の挨拶、乾杯の後、1・2
年時クラス毎のテーブルに分かれ、旧交を温
め合いました。
宴が進む中、今回のプログラムの目玉として
用意した「青春歌唱大会」に移り、会場にあ
る皇室所縁のピアノをプロ奏者に伴奏をし
て頂き、「青い山脈」「高校3年生」など私達の
青春時代に口ずさんだ懐かしい歌を、数曲各
クラス毎のグループで合唱し、往時に思いを
馳せました。
また今回初めての試みとして、3 年時のク
ラス毎に再集合し、卒業前1年間のクラスメー
トとの新たな再会を果たし、更なる旧交を
確かめ合いました。

そして終宴には校歌の大合唱を立花先生を
中心に肩を組み声高らかに歌い上げました。
最後に次回の当番幹事に当たる6組の代表
の方に力強い決意表明の挨拶をして頂き、
次回の再会を約し、お土産に用意した10円
カレーで有名な松本楼のカレーを手にして
散会しました。

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 期宮島クラス会は、7月8日（土）
13 時から、小石川後楽園内の涵徳亭で開
催されました。暑い夏真っ盛りの天気のも
とに、23 名の懐かしい顔が集い、福島か
ら参加してくれた友の乾杯の挨拶で始まり
ました。あちこちに話の輪ができて、3 時
間はあっという間に過ぎました。
その後の、JR 飯田橋駅近くのレストラン
TORINOでの二次会には、16 名が集いま
した。用意していたカラオケは全く使われず、
話に花が咲き、2 時間のお喋りで終了しま
した。来年もみな元気で再会できることを
期待しています。

❿ ⓫

不動建設株式会社
代表取締役 山本 仁二 北園25期

建築・改修工事から不動産管理・不動産売買・仲介まで

豊かで住みやすい地域づくりに貢献する
建築と不動産管理をめざして

弊社が企画設計・管理する賃貸マンシヨン
夢のガレージライフを実現するクレエ浮間舟渡

不動産宅建免許東京都都知事（6）第59860号
建設業東京都知事許可（般-23）第104879号

〒174-0041　東京都板橋区舟渡1—14—23—1F
TEL 03-3960-1811　FAX 03-3960-3811
ウェブ ： www.fudo.com　 Email ： info@fudo.com

｢食｣｢農｣｢ビジネス｣を一体的に学び
食料産業界をリードする人材を育成する！

学長　渡辺好明（北園16期）
◉

〒950-0932　新潟市中央区長潟1－17－8　大学設置準備室
Tel.  025-257-1855   Fax.  025-257-1856

HP   http://www.nafu.niigata.jp/

平成30年4月開学

新潟食料農業大学
N i i g a t a  A g r o - F o o d  U n i v e r s i t y

食料産業学部　食料産業学科 / 定員180名
（アグリコース・ビジネスコース・フードコース）

【建学の精神】
自由・多様・創造
【教育の方針】

実学重視・マ－ケット重視・フードチェーン重視　
【学びの特長】

・15名単位の基礎ゼミで少人数教育
・4年連続した英語教育と海外研修
・1年次、3年次と2回のインターンシップ
・早期からの丁寧なキャリア支援

「北園ワイン倶楽部」でオシャレに開催します。
◎日時:2000年0月00日（土）15:00〜17:30
◎会場:北園ワイン倶楽部╱JR板橋駅下車1分
　　　　TEL 00-0000-0000
◎会費:1人5,000円
連絡先:北園太郎 00-0000-0000

北園00期 同期会
北園高校00期同期会開催のお知らせ

九曜だより協賛広告募集中！ 名刺広告タイプ
個人名を大きく表記
したタイプです。同
窓生へのお仕事の
紹介などにお使いく
ださい。

団体広告タイプ
団体名を大きく表記
したタイプです。情
報欄が多いので、イ
ベント告知、同窓生
へのメッセージなど
にお使いください。

1〜2行のキャッチコピー

キャッチコピー

連絡先、ウェブアドレス
等の情報を入れてくだ
さい。キャッチコピーを
含めて23字×5行以内

連絡先、ウェブアドレス
等の情報を入れてくだ
さい。キャッチコピーを
含めて23字×6行以内

来年4月発行の九曜だよりに掲載する広告
を募集いたします。同窓生へのメッセージや、
お仕事の紹介等にご利用ください。
募集対象は、同窓生個人、同期会、クラ
ブOB・OG会、九曜会会員の関係する企
業、団体、お店等の皆様とします。
広告掲載料は1 点 5000 円です。九曜会
の活動を充実させていくために活用させて
いただきますので、ぜひとも皆様の広告
掲載によりご協力をお願いいたします。
掲載を希望する方は、右の見本を参照の上、
来年2月から九曜会ウェブサイトに広告出
稿フォームがアップされますのでそちらか
らお申し込みください。インターネット環
境のない方は、事務局にご連絡の上お申
し込みください。締め切りは3月末日です。

店名、会社名等の名称…………………

………………

…………

……………
………………

…………………

……………………

団体の名称

肩書き・お名前・役職名

「高度先進医療」と「思いやりの精神」がモットーです。
診療科目╱外科

東京都板橋区北園0-0-0
TEL 000-000-0000

http://www.kitazono-hp.com

医療法人北園病院
理事長　北園 太郎　北園0期

九曜会会報への広告も広く募集しています！
北園高校と九曜会を応援してくださる方の協賛広告、公序良俗に反しない限り歓迎です。

基本料金は、1ユニット（横93ミリ×縦42ミリ）あたり5000円〜10000円です。カラー広告も可能です。詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。

▲北園 4 期 ▼北園14 期 いっちょん会 ▲北園16 期 宮島クラス会 ▲九曜会混声合唱団 ▲九曜会ゴルフコンペ
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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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サイト内のパスワードを必要とするページでは
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最新情報はウェブで！
www.kuyo.jp/
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丸昌
池袋本店

●この九曜会会報持参でご来店され、丸昌池袋店内でレンタルをご成約された方のみ
の特別サービスです。ご成約後の後出しによる割引はできません。●その他の割引・
優待サービスや、特約店が発行する丸昌紹介カードのご利用はできません。●東京都
人材支援事業団、特別区職員互助組合、東京消防協会などの会員カードのご利用はでき
ません。●草履やブーツ、その他の単品レンタル、特価品や販売品、着付け・美容・撮影
料は割引対象外になります。●日時により予約が集中した場合は、ご希望に沿えないこ
とがあります。●合計10,000円未満（税別）は、別途送料1,000円（税別）が必要で
す。●有効期限2018年11月30日まで（期間中、何度でもご利用いただけます）。

晴れの日の装いは丸昌におまかせ下さい。

七五三

お宮参り

卒業式

成人式
入学式

結婚式

　お電話でのお問い合せはこちらまで
　『九曜会会報を見た！』とお伝え下さい

0120-870-511
   受付時間  午前10:00〜午後 6:00

ウェブページも
ご覧下さい→

  「晴れ着の丸昌 池袋店」は、着物、振袖、袴、男子紋服、留袖、訪問着などの晴れ着レンタル専門店です。

多彩なオリジナル柄の衣裳を豊富にご用意しております。お気軽にご来店ください。

Marusho Image Character

Hazuki Tsuchiya

清楚に、可憐に、颯爽と……卒業時装 優雅に……色留袖

池袋駅西口より徒歩5分。お車の方は近隣の駐車場をご案内いたします。

華麗に、鮮烈に、潑剌と……振袖

晴れ着の丸昌
池袋店

東京都豊島区池袋2-39-2 
TEL.03-3986-5531

火曜定休

この九曜会会報をご来店時に
ご提示くださればどなたでも
すべての晴れ着レンタルを 

九曜会会員 北園高校在校生・教職員 ご家族・ご友人など

10％割引いたします


