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今年度より、前任の片岡哲郎先
生の後を受け、桐朋中学校・桐朋高
等学校、桐朋学園小学校の学校長を
務めております原口大助と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
私は桐朋中高の出身で、39期にな
ります。京都大学文学部国語国文学
科を卒業後、1989年に母校に拾って
いただき、教員として30数年にわた
り、楽しい時間を過ごすことができ
ました。担任として、52期・63期・
71期の3つの学年と関わりました。
私の印象ですが、20代で担任と
なった52期生には「先輩」のように、
30代後半からの63期には「先生」と
して、40代後半からの71期には「父
親」の気分で、生徒諸君と関わりま
した。幸い、どの学年も心優しく私
の指導を受け入れ、卒業後もさまざ
まな機会に顔を出してくれています。
また、着任直後から関わった野球
部の諸君には、感謝の言葉しかあり
ません。私自身、プレイヤーとして
の実績もなく、手探り状態の指導し
か行えませんでしたが、そんな私を、
彼らは選手として、卒業後は、コー
チとしても支えてくれました。春季
東京都大会での64期中学野球部の優
勝をはじめ、多くの大会で見事な活
躍があり、今でも誇らしく感じます。
教師として、私は果報者だと感じて
おります。
この任に就いて、数ヶ月経ちまし
たが、浅学非才ゆえ、担うべき役割、
果たすべき責任について、情けなく
も、未だに掴みかねております。そ
のうえ、上記の日々への未練を拭い
去れず、生徒と一緒に過ごす教員の
姿を目にしますと、羨ましさが募り、

「あわよくば現場に」という思いに
駆られます。しかしながら、私だけ
でなく、父も弟も桐朋の卒業生であ
り、大変お世話になった母校のため、
そして何より、在学する生徒諸君の
ために、微力ながら、真摯に取り組
んでまいります。
さて、昨今の桐朋についてですが、
2016年末に現在の校舎が完成して、
5年が経ちました。在学中の生徒に
は、旧校舎の記憶もありません。ま
た、中高現職の最長老教員が、国語
科の香川智之先生、英語科の杉山伸
一先生でして、39期として在学中に
お世話になった先生方はほぼいらっ
しゃる状況です。
卒業生の一人として、時の流れを
感じますが、私が思いますに、桐朋
生の気風、桐朋の校風は変わってい
ません。2年連続で生徒会大賞を受
賞した、現高3生76期の章	子昱君。
彼が、生徒会活動を振り返って述べ
た言葉が本校ホームページで紹介
されています（https://www.toho.
ed.jp/schoollife/student.html）。そ
の中で、在校生とOBの交流を通して、
桐朋をよりよくするための化学反応
を起こすことを目的としたオンラ
インコミュニティ「Tat（Toho	All	
Team）」について話題にし、卒業生
がTwitter上に発した「しばしば思
ってはいたけど、桐朋生、逆境の方
が調子よさげですね」という言葉を
紹介しています。
章君はもちろん、2020年度桐朋祭
委員の奮闘ぶりを目の当たりにした
私にとって、なるほどと頷ける言葉
ですし、昨今の桐朋生のたくましさ
を改めて実感することができました。

卒業生の皆様がお感じの桐朋生の印
象とも重なるのではないでしょうか。
本校は、今年創立80周年を迎えま
す。桐朋生の気風、校風を守り育て
るとともに、本校の持つ教育の力を
さらに高めていきたいと考えており
ます。2021年度からの新教育課程に
おいて、「自律的な学習者の育成」
にいっそう力を注ぐことといたし
ました。本校の考える「自律的な学
習者の育成」について、本校ホーム
ページで次のように説明しています。
「これまで以上に自主・自立を重視
し、生徒たちが自身をコントロール
する『自律的な学習者』へと成長す
ることです。生徒一人ひとりが、試
行錯誤しながら学習の方法や方略を
見つけ、自ら学んでいく人へと成長
して欲しいと考えています。そのた
めに私たち教員は一丸となって、授
業に工夫を凝らし、生徒たちの学習
意欲に刺激を与えながら成長を支え
ていきます」
先の見通せない時代において、「自
律的な学習」への手応えを感じつつ、
自らの可能性を信じ、主体的に取り
組む姿勢を持つことは、生徒諸君の
未来を支える大きな力となります。
生徒諸君とともに、桐朋らしい「自
律的な学習」を実践してまいります。
卒業生の皆様には、「ゆめチャレ
ンジプロジェクト」をはじめ、さま
ざまな機会に在校生へのご支援を頂
戴しており、大変有り難く、嬉しく
感じております。私も、勤めて間も
ない頃から、同窓会の理事に加えて
いただき、皆様の母校愛の強さを肌
で感じてまいりました。
同窓生の皆様に、今後も、在校生
が創り上げていく「桐朋」を見守っ
ていただければ幸いに存じます。何
卒よろしくお願いいたします。

校長に就任するにあたり

創立80周年を機に、
思いを新たに
「自律的な学習者」を育む
原口大助
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ヒューマニズムの継承と
“思索する力”
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この3月、37年間お世話になっ
た桐朋を定年退職致しました。極め
て凡庸な教員である私でございま
すが、数多の方々のご支援のもと
で、12年間にわたる校長職を全うで
きましたことに、安堵しております。
二万三千を数える卒業生の皆様のご
理解とご助力に対しましても、本来
ならばそのおひとりおひとりに、お
礼を申し上げたいところですが、紙
面の限りもございますので、ここで
は二つの点について、申し述べたく
存じます。
桐朋高等学校の草創期から今日
まで続いている高一・高二在卒懇
は、生徒自身が志す学問領域を見出
し、将来どのような形で社会に関わ
っていくのかを考える重要な契機と
して、多くの卒業生の方々のご協力
を頂いてまいりました。近年ではそ
れに加えて、卒業生の方々に、特別
講義として桐朋生を直接指導して頂
くとか、各学年の学年企画に講演者
としてご参加頂くような機会が随分
と増えました。また、進路企画「大
学で研究してみませんか」でも、大
勢のOBの方々がご自身の研究室に
桐朋生を招いて下さっています。こ
うした交流は、自由闊達で何事にも
積極的な桐朋の校風が引き継がれる、
言わばバトンゾーンの機能を果たし
ています。
2012年5月から2016年12月にか
けて続いた空前の校舎建て替え事業
も、忘れることはできません。計画

のスタートは2005年度に遡ります
が、計画段階から多くの卒業生の皆
様に有形・無形のご支援を賜りまし
た。とりわけ、桐朋生の学問探究の
拠点となる新・図書館設置のための
募金事業には、実に多くの卒業生の
皆様からの思いが学校に寄せられま
した。改めて感謝申し上げます。
今年、桐朋学園は創立80周年を迎
えます。改めてその歩みを振り返り、
その年月を貫いてきたものは何だろ
うかと問われる時、私は「ヒューマ
ニズム」という言葉をもってその問
いに答えたいと思います。
桐朋教育の礎を定めた哲学者・務
台理作は、イタリアルネッサンスを
原型とする教養的ヒューマニズム、
近代市民社会を創り上げてきた市民
的ヒューマニズムに対して、戦争や
貧困、災害、疾病、人間疎外を克服
する「第三ヒューマニズム」を提唱し、
昭和49年に亡くなるまで戦後日本の
思想的リーダーとなりました。それ
から半世紀経った今、私たちは新型
コロナウィルス感染症のもたらした
深い混迷と不安の中に佇んでいます。
コロナは人と人との距離を広げ、社
会生活のあり方を変化させ、教育の
方法を変えていきます。そのような
中にあって、務台理作が提唱したヒ
ューマニズムを源流とする桐朋の人
間教育は、いかなる輝きを放つでし
ょうか。
ALL桐朋同窓会の開催を間近に控
えた2016年10月12日の毎日新聞に、

桐朋学園大学前学長でサントリーホ
ール館長を務める堤剛先生と、桐朋
学園大学現学長の梅津時比古先生の
対談記事がありました。堤先生はそ
のなかで、「若い頃、『練習に長時間
を費やすことに意味はない』と、ヤ
ーノシュ・シュタルケル先生に教え
られました。それよりも興味の対象
を広げ、生の体験をして、感じ、考
えなさい、と。思索のないところに
上達はありません。」と話されました。
梅津先生はこれを、「『休符』こそが、
豊かさを生むのです。音にも生活に
も心にも、余地を残さなければ。」と、
簡潔でありながら非常に深い言葉で
受けておられました。
私は、このやり取りの中に、桐朋
学園三部門の全てに通ずる教育の神
髄を見る思いが致しました。教育の
理想は、自分の足で立ち、自分の頭
で思索し、判断し、その判断の上に
立って新しい何かを生みだす力を持
った若者を育てることです。一つの
結果に向かって最短距離を選ぶよう
な教育の手法ではなく、本質を見極
める心を、多角的・立体的にじっく
りと育てること。「思索のないとこ
ろに上達はない。」私たちの社会が、
人間理性に対する深い信頼を取り戻
すための営みこそが、桐朋教育の姿
なのです。
桐朋のさらなる発展をお祈りして
おります。有難うございました。
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基金へのご協力のご案内

「ゆめチャレンジProject」2020年度、2021年度報告

延べ394名から959万8197円の寄付

2020年給付対象者の活動報告

2019年にスタートした「桐朋学園同窓会ゆめチャレンジ事業（ゆめチャレンジ

Project）」は、今年3年目を迎えました。2020年は新型コロナウイルス感染拡大

で審査・給付が秋にずれ込んだため、今号で2年度分を報告します。

2020年給付対象（応募者９名）（学年は20年度）

学　年 内　　　　容

3年
環境負荷のない地域空調システムの開発をしたい。
室外機のない空調システムを開発するために実験や研究をすすめたい。

3年
陸上競技でオリンピック出場を果たしたい。
110mH、400mH。それぞれ13秒台、50秒台を出してパリオリンピックをめざす。

２年
トップクラスの柔道選手を招いて体験会、講演会を開催したい。
柔道部の活動の枠を超えて、柔道の普及にも寄与したい。

１年
スプレーアーティストになるため技術を高めたい。
将来的にはプロのアーティストとなって自分の絵を世界に広めたい。

１年
自転車で日本縦断をしたい。
1年間で、3回に分けて計画中。そのための資金として有効に活用したい。

2021年給付対象（応募者11名）

２年
子供の時に魅了された「シマフクロウ」の北海道の生息地に行き、生態観察と
環境保護の取り組みを学びたい。将来的には環境保護に携わりたい。

１年
中学生の時から取り組んでいる「電子研」の仲間と一緒に、二足歩行ロボット
を完成させて、ROBO-ONEのコンテストに出場したい。そのための機材を購入
したい。

１年

毎日、朝・昼・午後の3回、御屋林に飛来する鳥の観察を続けている。フィール
ドワークで蓄積したデータを元に論文を執筆したいが、よりデータの精度を高め
るための機材を購入したい。将来は鳥類研究者や自然環境保護などの仕事に就
きたい。
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2020年は、新型コロナウイルス感染拡大により、8月から2学期にかけての応募・
審査となりました。
今年は、学校が１学期から通常授業を行い、また夏休みにも給付金を活用できる
ように実施するという事業の主旨に沿うため、新年度スタート時から応募を行い、
6月〜7月に審査を行いました。
しかし、昨年からコロナ感染の拡大の波が断続的に続き、今年も5月から6月に
第4波、7月下旬から第5波が押し寄せています。そのため、昨年度に給付した生
徒の中には、実際に夢にチャレンジできない状況となっています。今年給付する生
徒にも、同窓会は長い目で見守っているので、焦らずにじっくりと取り組んでほし
いことを伝えました。
なお、プロジェクトが3年目になり、審査に関しては、実際の努力や今後の計画、
審査から伝わる本気度などを、これまで以上に厳しく見るようにしています。また、
昨年から、給付に至らなかった生徒を含め、2次審査まで進んだ生徒に、審査員全
員からの講評を文書で送付しています。
今後は、生徒の夢実現をサポートするために、具体的にアドバイスや指導などが
できる同窓生を募り、資金面以外での応援ができる仕組みづくりを進めていきたい
と考えています。今後ともプロジェクトへのご支援をよろしくお願いいたします。

桐朋学園同窓会ゆめチャレンジProject 運営委員会

応募・審査の経緯
コロナ禍のため、生徒の夢への挑戦は長い目で見守りたい

 ◉

2021年度ゆめチャレンジ事業起案書 (抜粋)

対　　　　象 桐朋高校在校生（高１、高２、高3）

主 旨 ・ 目 的 同窓会員からの寄付による基金を元に、在校生へ支援事業を行う。語学・

芸術・スポーツ・音楽などの課外活動など、様々な活動に主体的にチャ

レンジする在校生を、同窓会が、幅広く、継続的に支援する。

（今年度は、留学を対象外とする）

給付対象人数 最大10名程度

給 付 金 額 一人最大30万円

審　　　　査 一次審査　書類選考

審査基準は、応募内容、応募動機、成績、出欠状況、クラブ活動・委員

会活動・外部活動の活動状況などを総合的に審査

二次審査　面接選考　チャレンジする「ゆめ」のプレゼンテーション

オンライン（ZOOM）で実施

審査基準は、プレゼンテーションの内容を総合的に審査
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　ゆめチャレンジProjectは、同窓会員の寄付金を基に
した「ゆめチャレンジ基金」で運営されています。プロ
ジェクト発足から、今年6月末時点で延べ394名の同窓
生から合計で959万8197円の寄付をいただきました。誌
面をお借りして、厚く御礼を申しあげます。

　今後も事業を継続していくために、募金活動も継続し
て行います。これからの未来ある桐朋生のための事業お
よび基金にご理解、ご賛同をいただき、寄付金へのご協
力をお願い申し上げます。

●名称：桐朋学園同窓会ゆめチャレンジ事業
●目的：ゆめチャレンジ事業の資金に充当
●募金目標： 目標金額は特に設けておりません。継続的なご協力をお願いいたします。
 なお、年間の給付金総額の予算は300万円となります（１人あたりの給付資金は30万として、
 10人を目処にしています。）
●募金活動の期間：継続して行います。
●募集額：１口を１万円として上限を設けません。
 ※この募金は、寄附金控除等の税務上の措置を受けることはできませんのでご了承ください。
●会報への掲載：毎年発行する会報に、募金をいただいた方のお名前と卒業期のみ掲載します。

ゆめチャレンジ基金 募金活動のご案内
募金要項

寄付申し込み

7ページ下の払込用紙を切り取ってお使いください。
手数料はご負担ください。
振込の際、金額と卒業期（または卒業年）とお名前を必ずご記入ください。

●ゆうちょ銀行　
　口座記号番号 00180 ＝ 1 ＝ 515135
　加入者名 桐朋学園同窓会ゆめチャレンジ基金

●ゆうちょ銀行以外からお振込みいただく場合
　店名：〇一九支店（読みゼロイチキュウ）
　店番：019
　預金種目：当座預金
　口座番号：5 1 5 1 3 5
　口座名義：桐朋学園同窓会ゆめチャレンジ基金

自動引き落とし

tohoyumechallenge@gmail.com

基金への募金を継続的にお願いするため、皆様の口座から自動引き落としによる募金システムを用意
しています。毎年定額の振込をいただける方は、自動引き落としのシステムをご利用ください。必要書
類を送付しますので、お名前、住所、連絡先を明記のうえ、同事業事務局までメールにてご連絡くだ
さい。この件につきましてのご質問等は事務局にお問い合わせいただいてもお答えできない場合が
ございますので、お手数ですが下記メールにてお願い致します。

基金へのご協力のご案内

「ゆめチャレンジProject」2020年度、2021年度報告

延べ394名から959万8197円の寄付

2020年給付対象者の活動報告
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2020年6月18日〜2021年6月30日までに寄付をいただいた121名の
お名前を記載します。誌面をお借りして、御礼を申し上げます。

寄付をいただいた皆様

期 氏　名 期 氏　名 期 氏　名 期 氏　名 期 氏　名
3 森　川　英　正 19 小　川　忠　久 25 加藤　政樹 35 大　澤　一　弘 48 塙　　　貴　士
10 丸　山　誉　夫 19 浅　田　　　卓 26 大　川　　　護 35 森　　　利　明 48 渡　邉　　　敦
12 前　田　圭　一 20 吉　田　　　進 26 鈴　木　満　平 35 桑　間　雄一郎 48 湯　浅　勝　人
12 桐朋学園 12 期会 20 岩　崎　　　純 26 日　野　勝　俊 36 脇　田　一　興 48 北　澤　大　輔
13 田　辺　隆一郎 20 大久保　　　資 27 斎　藤　信　行 36 小　林　　　敬 48 津　田　雄　一
13 匿名希望 20 加　藤　　　宏 28 雨　宮　　　健 36 朝　田　五　郎 48 岩　井　　　剛
14 高　波　　　誠 20 竹　沢　信　雄 28 有　山　浩　司 37 両　角　太　郎 50 阿　川　　　毅
14 高　木　　　直 20 生　江　隆　之 28 善　平　徹　也 37 大　野　景　司 52 依　岡　高　弘
15 菊　池　浩　平 20 堀　江　克　久 29 村　越　隆　之 37 宮　崎　宏　史 52 萩　原　　　純
15 和　中　信　男 20 齊　藤　旦　伸 29 朝　倉　敏　文 37 小田切（岡本）泰寿 53 小　原　光　弥
15 巣　守　俊　輔 20 丸　山　和　博 30 小　川　　　孝 38 廣　瀬　直　人 53 鳥　海　　　崇
16 澤　渡　　　勝 20 熊　井　直　人 30 浦　上　高　弘 39 横　山　正　人 55 北　谷　　　豪
16 明　浦　克　夫 21 原　田　敬　美 31 中　村　　　元 39 後　藤　昌　平 55 川　村　晃一郎
17 宮　崎　恭　一 21 三　橋　信　介 31 山　田　　　整 39 横　井　　　仁 55 吉　田　倉　人
17 秋　元　節　三 22 杉　浦　俊　雄 32 岡　部　直　己 39 高　力　　　渉 57 小　林　輝　之
17 河　合　弘　之 23 渡　邉　恵利夫 32 腰　原　伸　也 39 原　口　大　助 57 鈴　木　　　塁
17 青　木　　　功 24 中　野　献　一 32 大和田　智　彦 41 荒　井　喜一郎 61 小泉亮明（現 尾上）
17 大　槻　謙　二 24 熊　澤　良　行 32 小　坂　義　生 41 淺　谷　　　学 61 石戸谷　哲　史
17 石　山　三　郎 25 中　山　立　夫 32 腰　原　伸　也 42 堀　部　敏　男 63 中　島　史　雄
18 高　木　　　敏 25 本　橋　　　茂 33 曽　根　眞　人 42 小　川　浩　二 64 秋　澤　宏　季
18 齊　藤　廣　一 25 清　水　哲　雄 33 川　庄　篤　史 43 河　田　英　雄 64 島　田　　　豪
18 田　口　一　秀 25 佐　治　　　裕 33 荒　谷　雅　夫 45 角　田　将　臣 66 金　山　一　樹
19 牛　尾　正　孝 25 山　田　隆　正 34 国　土　俊　秀 46 橋　場　　　剛
19 森　田　　　寛 25 村　上　和　夫 34 市　川　健一郎 46 熊　谷　研　人
19 岡　本　一　彦 25 三　宅　二　郎 34 中　村　達　也 48 塙　　　貴　士

桐朋高校 医師・医学生・在校生交流会／桐朋歯科医師会 専任を終えるにあたって桐朋歯科医師会／桐朋野球部創部70周年記念大会



この度はご支援いただきありがと
うございました。
オリンピックにハードル種目で出
場するという目標のもと、日々邁進
しております。大学進学に伴う心境
や練習環境の変化にも慣れ、順調に
目標とする記録に近づいています。
昨年秋から先週までに更新できまし
た記録をはじめ、経過をご報告させ

て頂きます。
目標の第一歩となる日本選手権標
準記録突破を110mHと400mHの2
種目で達成いたしました。自己記録
は13″ 91と50”19（7月現在）で標準
記録は13″ 92と50″ 50になります。
シーズン前半は110mHが好調でし
たが、つい先日、400mHでも昨年
からのベストを1秒81更新すること
に成功しました。シーズン後半は
400mHでU20日本記録更新を目指し
ていきます。簡潔に大学シーズン前
半の主要大会の結果を申しますと、
関東インカレ110mH&400mHとも
に6位入賞、U20日本選手権110JH3

位入賞しました。
また、今年度は、東京都のアスリ
ート認定制度陸上部門において、東
京アスリートとして認定していただ
きました。
　8月にはトップアスリートが集う
福井の大会に自費で110mHに出場
する予定なので、そこで頂いた給付
金の一部を使わせて頂く予定です。
今後とも皆様への感謝を忘れず、
日々精進して参ります。

　いま僕は、メーカーと共同でエア
コン室外機をうまいこと爆発させる
研究をしています。僕にとって空調
を考えることは呼吸することとほぼ
同じなので、努力というよりかは、

パリオリンピック出場を
目指して
大学進学後も、日々精進
豊田 兼（75期）

「空調のことを考えて
いられたのは
桐朋のおかげです」　

コロナ禍もあり、後輩達
と夢に向かって準備を
進めています

小林 廉（75期）

河田 航平（現高校３年生）

パリオリンピック出場を
目指して
大学進学後も、日々精進
豊田 兼（75期）

「空調のことを考えて
いられたのは
桐朋のおかげです」　

コロナ禍もあり、後輩達
と夢に向かって準備を
進めています

小林 廉（75期）

河田 航平（現高校３年生）

基金へのご協力のご案内

「ゆめチャレンジProject」2020年度、2021年度報告

延べ394名から959万8197円の寄付

2020年給付対象者の活動報告
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あくまで楽しく生きているまでです。
　僕は１歳のとき、ベビーカーで散
歩中に室外機に関心を抱いたことが
きっかけで、幼稚園ではスケッチブ
ックにひたすら室外機の絵を描いて
いました。学園小でも変わらず藁半
紙に室外機の絵をたくさん描いてい
たら、図工の関先生がダイキン工業
で海上コンテナ用冷凍機を開発して
いる卒業生を紹介して下さったので
す。そうとなったらもう行くしかな
い。全国のダイキンの工場では、毎
年夏にお祭りをやっている日があり、
基本的に近隣住民が招待されるので
すが、僕は父親と東京から毎年通う
ようになりました。小学校のとき、
先生に「フィルターをお掃除してあ
げる」と言って、その名目で天井に
埋め込まれているエアコンを分解し
て、仕組みを勉強していました。一
回、フィルターどころか、どこかの
配線を外してしまって、エラーを出
してしまいました。もうピンチ。な
んとか直せたのですが。
　中学に入ってからも頭の中は9割
が空調でしたが、隠しておこうと思
って黙っていました。僕たちは最初
2ヶ月間だけ土足のきたない旧校舎
にいた世代で、ある日の朝、伊藤剛
一先生がエアコンのスイッチを押し
たら、なんとリモコンが壁から落ち
たのです。ドリフみたいな展開でし
た。僕が何本か配線を繋ぎなおして
みたら、こばれんがエアコンを直し
たと騒ぎになり、それでバレてしま
いました。
ある日の放課後、天井のエアコン
をバラして遊んでいたんです。配線
やファンが剥き出しになるレベルで。
久保田先生が通りがかりましたが、
呆れられていたのか、スルーしてく
れたこともありました。
　僕は2016年にダイキン工業のイベ
ントに出演したことがあります。梅
田の「ぴちょんくん」の巨大看板を
ご存知でしょうか。その誕生セレモ
ニーで、メディアの前で点灯ボタン
を押させてもらいました。点灯ボタ
ンとはいえど、ボタンの下を覗いた
ら配線は繋がってませんでした。
　恐縮ながら、僕のことを自由研究
で覚えて下さっている方が多いよう
です。自由研究については学園ブロ

グに載っているようなので「桐朋＿
小林＿ペルチェ」で検索してみて下
さい。生徒会で男子校イルミネーシ
ョンなどというふざけた企画もやら
せていただきましたが、やはり僕は
空調がすべての軸にあって、他は何
かしらの派生なのだと思います。
在学中も、学校が終わってから大
学に遊びにいって、教授や学生さん
とお話しするのが好きでした。地域
冷暖房に関心を抱き、ドバイのプラ
ントを勉強しに行く予定で、メルカ
リの社長さんなどからも資金をいた
だいていたのですが、ご時世柄断念
しました。ほかに空調技術を応用し
て雲を作り、そこに映像を投影する
研究などもしていて、今年からスポ
ンサー企業がついて下さっています。
　2019年からは、全国約600名の空
調従事者らが集うオンライン上の塾
で先生を務めています。ゆめチャレ
ンジプロジェクトでいただいた資金
は、パソコンなど研究機材の購入に
充てさせていただきました。本当に
ありがとうございます。現在やって
いることの一つに、室外機をうまい
こと爆発させるという研究がありま
す。エアコンを取り外す際に手順を
間違えると、冷媒と呼ばれるフロン
ガスが入っている配管内に空気が混
ざり、異常高温・高圧になることで、
内部の潤滑油が自己発火し、室外機
が木っ端微塵に吹き飛ぶという現象
が起きることがあります。実はこれ、
メーカーが非常に恐れている現象で
す。ひとたび起これば重大事故にな
りますし、室外機が木っ端微塵にな
っている写真はネットでまあまあバ
ズります。メーカーからしたらたま
ったものではありません。
しかし、あるメーカーが研究に協
力して下さる運びになり、現在、東
大大学院の先生に色々アドバイスを
いただきながら、実機で爆発させて
データをとるという研究をしていま
す。また、お世話になっている先生
からご招待いただき、来年中国の重
慶市で行われるHVAC&Rのカンフ
ァレンスに遊びに行く予定です。こ
れがすごく楽しみで、もう夜しか眠
れません。
　最後に空調業界について。驚かれ
るかもしれませんが、現在の日本の

空調機に関する技術というのは、好
きか嫌いかで言ったら嫌いです。近
代の空調技術はほとんど確立してし
まっていて、技術的な努力をかけず
に信頼させようとしている付加価値
としての技術が高まる一方だと感じ
ているからです。技術的な正解と、
メーカーとしての正解は違うのだな
と思っています。でもこれは、生徒
会で学校に対して色々言っていると
きに習ったことでもあります。
今思えば、もはや呆れられていた
だけかもしれませんが、ここまで空
調のことを考えていられたのは桐朋
のおかげです。
文化祭でエアコン解体ショーをす
るために、ダイキンの工場から事務
室にエアコンを送りつけたこともあ
りました。学校にはいろいろと迷惑
をおかけし、申し訳ありませんでし
た。
twitter：	@renkoba、	
個別連絡や質問など、あと校舎の空
調機入替の際は　
E-mail：	r.kobayashi@kobayashi-hvac.com

トップクラスの柔道選手を招いて、
講演会や技の講習会を開催したいと
いう私たちの夢を実現するために、
企画の細かい内容や具体的に招く選
手について柔道部員で集まり話し合
いを重ねたり、柔道経験者で柔道界
隈で顔が広い顧問の先生に相談し、
アドバイスをいただくなど、今年の
春の開催を目指して、積極的に準備
を進めてまいりました。
しかし、給付していただいた昨年
の秋以降、新型コロナウイルスの影
響で、緊急事態宣言やまん延防止等
重点措置が度々発出されてしまった
ことにより、講演会や講習会はなか
なか開催できないというのが現状で
す。残念ながら私たち高3生が現役
のうちに開催することは叶いません
でしたが、現在は高2生が中心とな
り、私たち高3生はそれをサポート
するという形で来年の春に開催する
ことを目標に活動しています。

パリオリンピック出場を
目指して
大学進学後も、日々精進
豊田 兼（75期）

「空調のことを考えて
いられたのは
桐朋のおかげです」　

コロナ禍もあり、後輩達
と夢に向かって準備を
進めています

小林 廉（75期）

河田 航平（現高校３年生）

桐朋高校 医師・医学生・在校生交流会／桐朋歯科医師会 専任を終えるにあたって桐朋歯科医師会／桐朋野球部創部70周年記念大会
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2020年度　高校
▪陸上部�
　◦東京都陸上競技選手権／豊田兼（3年） 高校生の部 400MH １位 （52秒36）
  一般の部 110MH７位 （14秒28）
　◦セイコーゴールデングランプリ（一般を含めた全国大会）／豊田兼（3年）　一般の部　110MH　14秒15
　　※東京都高校新記録を樹立し、全国大会（10月広島県）に出場
▪卓球部�
　◦高体連の代替大会「Tokyo Thanks Match」 
　　シングルス　儀間望（3年）　古田柊陽（2年）　ベスト16
▪生徒会�
　◦日本生徒会大賞2020　（社）生徒会活動支援協会主催　個人の部　大賞　章子昱（2年）
▪個人（馬術）�
　◦第41回全日本ジュニア総合馬術大会2020　チルドレンライダー選手権　優勝　細野光（1年）
　◦第７２回全日本障害馬術大会2020 PART II ／ダービー競技（決勝）　第４位　細野光（1年）
　　※１位〜３位まではすべてプロ選手で、アマチュアでは最上位
▪体操部�
　◦東京都体操競技新人大会／ 団体総合　優勝
 メンバー：鈴木陽大　森井時康　阿部友哉  西田信希（全員1年） 
 個人総合優勝　鈴木陽大／個人総合２位　森井時康個人／総合４位　阿部友哉
▪将棋部囲碁班�
　◦第43回東京都高等学校文化祭囲碁部門大会
　　（第33回関東大会選抜団体戦）
　　個人戦： 第１位　四方創一郎（1年） 

第２位　西鶴陸希（2年）
　　団体戦：第２位　メンバー： 西鶴陸希　四方創一郎 

安田百福（1年）
　　※上記生徒はすべて全国大会に出場
　　　（21年3/20〜21、大阪）
　◦第15回全国高等学校囲碁選抜大会（3/20〜21、大阪）
　　団体戦　優勝（全国１位）※高校囲碁班の全国優勝は初
　　メンバー： 主将　西鶴陸希、副将　四方創一郎　 
 三将　安田百福
　　個人戦　9路盤部門　準優勝　西鶴陸希
　　　　　　19路盤部門　７位　四方創一郎

　
▪水泳部�
　◦東京都高等学校新人水球大会　　第3位
　　→春季関東大会出場
▪ゴルフ部�
　◦東京都高等学校ゴルフ選手権秋季大会
　　野久尾彰人（2年）　76打　※関東大会出場
▪スキー部�
　◦全国・関東高等学校スキー大会東京都予選会

在校生 等クラブ 活動報告

自分が、先の全国大会に主将として出場して優
勝まですることができたのは本当に幸運なことで
した。この大会は、自分にとっては高校生として
は最後の大会でもあったので、なおさらそう思い
ます。
　私が囲碁と本格的に関わり始めたのは、おそら
く桐朋中学に入ってからだと思います。この囲碁
部に入ったのも、あまり自慢できない背景があり
ます。あけすけに言うと、親に部活に入るように
言われその中で、面倒がなさそうなものを選んだ、
という次第です。今振り返ると親としても無気力
な私を心配して、そうしたのでしょう。しかし、
結果としては、中学校高校を通して打ち込むこと
ができた貴重な資産となったと思います。
　コロナ禍などもあり、大会の開催の可否さえ、
あやふやだった中で、団体戦で優勝という結果を
勝ち取れたのは、後輩のチームメイト、顧問の先
生などを含めた様々な人の尽力の賜物だと思いま
す。将来にわたって、このできごとが、自分の桐
朋での生活の中で忘れられない一ページになれば
幸いです。

全国高等学校囲碁選抜大会に優勝して
西鶴陸希（高3・大会出場時は高2）
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　　辻直哉（1年）　回転８位　大回転９位  　
　　※回転・大回転の両競技で全国大会（21年2/6 〜 2/10、長野県戸隠温泉）に出場
　　※以下の５名は回転・大回転の両競技で関東大会（21年1/26 〜 1/27、群馬県尾瀬戸倉）に出場
　　春田悠貴（1年）　回転19位　大回転19位 　鳥羽完爾（2年）　回転39位　大回転40位　
　　岩名一樹（2年）　回転36位　大回転28位  　深谷怜伸（2年）　回転37位　大回転35位　 
　　篠田　晴（2年）　回転13位　大回転20位

2020年度　中学
▪陸上部�
　◦東京都陸上競技選手権 四種競技　第１位（2894点）☆東京都中学新記録　
 四種競技　第５位（2027点）　走幅跳　第３位（6m32）　４×100mリレー　第１位（45秒49）
　◦セイコーゴールデングランプリライジングスター陸上（関東大会レベル）
 110mハードル　第２位（14.43秒）　 走幅跳　第３位（6m48）
　◦東京都通信陸上大会 四種競技　第１位（2987点）　☆東京都中学新記録、中学日本歴代３位
 800m　第１位（1分57秒34）　☆中学２年日本歴代４位
 ４×100mリレー　第１位（43秒87）
　◦全日本中学生陸上競技大会　四種競技　第２位（2884点）　800m　 第５位（1分59秒47）　
 ４×100mリレー（44秒11）　予選敗退
▪卓球部�
　◦北多摩西地区近隣卓球大会（中体連第10ブロック代替大会）
　　団体優勝　桐朋Ａチーム
▪ＥＳＳ�
　◦第64回英語朗読コンテスト　個人優秀賞２名　
　　年間優秀賞　　

2021年度　高校
▪将棋部囲碁班�
　◦第55回東京都高等学校囲碁大会
　　四方創一郎（2年）　個人戦　第3位　→８月、和歌山県で開催予定の全国大会へ、東京都代表チーム３名のうちの一人に選出
　◦第45回全国高等学校総合文化祭 紀の国わかやま総文2021　囲碁部門
　　四方創一郎（2年）　団体戦　全国準優勝
　◦第45回全国高等学校囲碁選手権大会東京都大会
　　四方創一郎　東京都代表選抜戦（個人戦）都ベスト4入り
　　※東京・市ヶ谷で開催予定の全国大会に出場決定
▪陸上部�
　◦東京都総合体育大会／高橋諒（1年）　八種競技　優勝（5305点）
　◦南関東高校総体／高橋諒（1年）　八種競技　優勝（5484点）
　◦全国高校総合体育大会（インターハイin福井）／高橋諒（1年）　八種競技　優勝（5528点）
　　※高1歴代最高を2点更新（右写真）　
▪水泳部�
　◦東京都高等学校水球リーグ戦　第3位
　　→夏季関東大会出場
▪生徒会�
　◦日本生徒会大賞2021　（社）生徒会活動支援協会主催
　　個人の部　大賞　章子昱（3年）
　　※2年連続で受賞
▪地学部�
　◦砂金掘り大会（砂金甲子園ミニ）　
　　主催：山梨県甲斐黄金村・湯之奥金山博物館
　　中２〜高２までの９名
　　ジュニア部門（中学生以下）　佐藤友哉（中2）　優勝
　　学校対抗　優勝　（灘中高を破り4度目）（右写真）
 
2021年度　中学
▪陸上部�
　◦東京都中学校総合体育大会
　　吉澤登吾（3年）　800m 2分3秒15　第1位
　　→関東大会出場

▲桐朋中学高等学校陸上
競技部ツイッターより転載

▲優勝した地学部 	桐朋HPより転載
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20期を代表して、貫井彰先生の追
悼文を執筆してくれないかと依頼さ
れ、当時ピカピカの中学１年5組で
あった佐々木隆と岩崎純（旧姓・古
川）の二人で筆を執ることといたし
ました。先生も、英語と新任のクラ
ス担当のピカピカの先生でした。
　数多い思い出の中で特に印象に残
る事は、トランプカードと思いきや、
クラス全員の名札を使って、全員を
均等に指名すべく、教壇に立たれて
おられました。「文法も大事だが、
実際に『使える学問』でなければ意
味がない」そのためには、中学英語
教科書を全文記憶せよとの方針で、
毎回指名され、教科書を暗唱させら
れました。実はドキドキものであり
ました。
　そして我々と本当に親しくなれた
のは、「アイ　アム　ミスター・ヌ
キイ」と発せられていましたが、「ミ
ス・ターヌキ」「ミス・タヌキ」と
聞こえ、クラスは大笑い、先生も思

わず苦笑。そして仇名は「タヌキ」
となり、初代命名となった我等クラ
スが自慢でした。
　若くてバリバリ、やる気十分、『型
にはまった英語教育』を脱皮しよう
とする意気を強く感じました。
　その証拠でしょうか。我々二人は
授業中、若気の至りで騒いでいたた
め、水の入ったバケツを持たされ、
廊下に立たされたこともありました。
　当時同級生からは、あの二人は高
校には進めない最有力候補だと陰口
を言われていました。
　しかし、『使える学問』のお陰で、
佐々木は、永く大手機械メイカー欧
州駐在員として、正に日本男児ここ
にありの企業戦士になれました。岩
崎も、映画撮影・テレビ番組取材等
で、世界各地を臆する事なく飛び廻
れました。
　ここに、先生の熱いご指導に改め
て深い感謝の思いを新たにするとと
もに、ご冥福を衷心よりお祈り申し
上げます。	 合掌　

今から半世紀前の1970年4月、桐
朋中学校入学式の後で、僕たち１年
１組生は鉄筋の中学校舎3階の教室
で、初めて担任の貫井先生によるホ
ームルーム授業を受けました。最初
に行ったのは「青木、秋元、阿部、
阿部、新居・・・米田、渡辺」の出
席点呼で、「全員出席！それでは君
たちに大事なことを伝える」と宣さ
れました。とても緊張していると、
「今日から桐朋は君たちを紳士とし
て接し、君たちも紳士として振舞う
ように」というものでした。おいお
い「紳士」って何だよ？という戸惑
いと、一方で大人への道筋が見えた

ような興奮を覚えた瞬間でした。
本職の英語授業では、先生は発電機
のような大きなテープレコーダーを
毎回持ち込み、英語教科書ジュニア・
クラウンの冒頭の唄（♪We	are	
Tom	and	Susie	〜♪）を、名前カー
ドを切ってランダムに当てて生徒に
歌わしました。とても斬新的で驚い
たものでした。
さて、「紳士の振舞い」を先生は
自ら範を示されました。尾瀬の林間
学校での山歩き、急に脇に逸れて小
用をたしておられました。「先生、
それは紳士の振舞いですか？」とい
う生徒の質問に、ニヤリと微笑んで
「意識には紳士であれ、身体には自
然であれ」と禅問答のような返しを
され、純粋な僕たちは感心し、ある
いは呆気にとられたものでした。
クラス担任は中学の2年間で、そ
の後は学年主任や要職に就かれ、直
接ご指導をたまわる機会が無くなっ
てしまったのは残念でした。しかし、
還暦を過ぎた僕たちの心には先生の
紳士という幹が存在しています。貫
井先生ありがとうございました。そ
して、安らかにお眠りください。

半世紀前の1年1組

貫井先生と私

榎本孝康先生を悼む

「食えてるか？」

榎本先生を想う

伝説の英語の授業

大西先生の思い出 

大西光夫先生のご恩

大西光夫先生のご恩

鈴木信義先生追悼　　　　

鈴木信義先生を偲んで

オヤブン、お待ちなすって

山中 礼二（45期）

大西先生のご逝去を
悼んで

糸賀英一（43期）

追悼
先生の背中を追いかけて

佐々木 隆（20期）　　　 
岩崎 純（旧姓・古川）（20期）

「グッドな先生にバッドな
生徒たちより」

小野打 真（30期）

田中 徹（39期）

田辺 洋（26期）

横田 晃（32期）

宇津木 信明（45期）

伊藤 盟（31期）

青木 一平（35期）

田中 博幸（36期）

田中 博幸（36期）

豊田 実（31期）

戸室 敦夫（37期）

中村 元（31期・桐朋数学科教諭）

（
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期
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業
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ム
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生徒たちより」

小野打 真（30期）

田中 徹（39期）

田辺 洋（26期）

横田 晃（32期）

宇津木 信明（45期）

伊藤 盟（31期）

青木 一平（35期）

田中 博幸（36期）

田中 博幸（36期）

豊田 実（31期）

戸室 敦夫（37期）

中村 元（31期・桐朋数学科教諭）

（英語科・1959年4月～1997年3月）
2020年8月30日ご逝去

貫井 彰先生

（国語科・1965年4月～2003年3月）
2020年5月16日ご逝去

榎本孝康先生

（英語科・1971年4月～2007年3月）
2020年4月21日ご逝去

大西光夫先生

（数学科・1970年4月～2004年3月）
2021年6月26日ご逝去

鈴木信義先生

昨年から今年にかけて、英語科の貫井彰先生、国語科の榎本孝康先生、英語科の 

大西光夫先生、数学科の鈴木信義先生の4人の先生方が、ご病気で亡くならました。 

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

コロナ禍のもと、ご葬儀は家族葬で行われたとのことです。教え子より寄せられた追悼

文をご紹介します。

（39期卒業アルバムより）
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貫井先生には中学１年から高校3
年まで英語を教えていただき、高校
3年間は担任をしていただきました。
一言でいうと僭越ながら波長が合う、
馬が合う先生でした。私は中1の頃
から下手の横好き系数学マニアで、
とにかく数学を好んでいました。桐
朋に立派な先生がたくさんいらした
のが原因の一つです。宮本先生、巻
渕先生、中村元先生、荒井先生。桐
朋が優秀な数学者を輩出しているの
は決して偶然ではありません。
高１のある日、貫井先生に聞かれ
ました。「田中、お前なんか希望が
あるか？」
「僕は体質が弱く、スポーツが大
好きなんですが自分がやれないので、
せめて学業だけは誰にも負けたくな
いです。」
「お前最近数学ばかりやってるよ
な。でもな、周り見回してみろ、桐
朋はな、秀才だらけだ、岡本とか真
柳とかに勝てると思えないだろ。で
も勝つ方法がないわけではない。そ
れは、英語や理科だよ。お前は俺と
似ていてコツコツやる力だけは人一
倍ある。数学は結局天才の分野じゃ

ないかな？大学生になってからでも
数学はできるし、年とってからでも
いくらでも楽しめるよ。」
まるでドラゴン桜でした。貫井先
生には先見の明がありました。その
後運よく数学科に進学できた私は55
歳になる今でも毎日線形代数を眺め
て暮らしています。それは連立一次
方程式を深く進化させたような分野
で、中2で巻渕先生に教えていただ
いて以来、連立一次方程式は常に私
の心の中心にあります。
貫井メソッドを信じた私は高3の
秋には幸運にも総合成績トップをと
り、先生に生涯一度だけ恩返しをす
ることができました。
最近では友人に、「お前が声をか
ければ、貫井先生参加してくれる
よ。」と言ってもらい、調子に乗っ
た私は年に一度、先生をお誘いし囲
む会のようなものを開いてきました。
先生の承諾のお返事は、「女の人た
ちがやるように、だらだらとああで
もないこうでもない、どうでもよい
ようなことを話そうかね？」
囲む会では様々な教訓も頂きまし
た。「姿勢が良いと幸運がやってく
るよ」「世の中で一番大切なことは、
信号が赤になったら止まることだよ」
最後の会話はこんな感じです。「先生、
府中の東京競馬場行きましょう！僕

は万馬券50回くらいとってますから
必勝法をお教えしますよ」
「いやあ遠慮しとくよ。この前も
人に勧められた投資信託買ってうま
くいかなかったし、僕は博才がない
んだよ。そういうのは田中に任せる
よ。僕は野山を歩いたり、語学の勉
強をしている方が楽しいよ。この前
は3時間位激しく歩いたりしたん
だ。」
いつかあちらの世界でまた先生と
だらだらおしゃべりをしながら日本
酒を呑みたい、そう思います。
貫井先生、大変お世話になりまし
てありがとうございました。心より
ご冥福をお祈り申し上げます。

	
綿引弘先生が17期・20期の皆様に
送られた「貫井先生との思い出」を
転載します

私が桐朋に赴任した頃の桐朋は、
１学年4クラスで高校受験はありま
せんでした。不況・就職氷河期で、
桐朋も定年で欠員が出るとその分採
用という状況でしたので、就職した
時は私一人だけ、翌年も貫井先生一
人でした。そんなことから親しくな
り、20期で6年間一緒に過ごしま
した。
男子校では小学校以外は教員も講
師も全て男性で、女性は事務員だけ
でした。事務の女性に清楚な美人の
小沢さんがおり、若い教員の注目を
集めていました。実は私もその一人
です。小沢さんの心を射止めたのが
貫井先生でした。女性にもてない私
はしばし落ち込んで、東京教育大
の仲間で女子校に赴任した何人か
が教え子と結ばれるのを知り、男子
校に勤めたのを後悔したこともあり
ました。

半世紀前の1年1組
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追悼
先生の背中を追いかけて

佐々木 隆（20期）　　　 
岩崎 純（旧姓・古川）（20期）

「グッドな先生にバッドな
生徒たちより」

小野打 真（30期）

田中 徹（39期）

田辺 洋（26期）

横田 晃（32期）

宇津木 信明（45期）

伊藤 盟（31期）

青木 一平（35期）

田中 博幸（36期）

田中 博幸（36期）

豊田 実（31期）

戸室 敦夫（37期）

中村 元（31期・桐朋数学科教諭）▲39期同期会（2015年10月）（田中さん提供） ▲貫井先生を囲んで（田中さん提供）
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　20期は現在の同窓会長生江君もお
り、よく同期会が開かれたうえ、南
武線の会（南武部線で通学した仲間
の）が暑気払いと新年会を持ち、山
中先生と貫井先生が常連で参加して
いました。遅れて私も加わり3人が
同席し歓談してきましたが、一昨年
山中先生、次いで昨年貫井先生が逝
去されてしまい、残る私は風前の灯
火になってしまいました。
　心より貫井先生のご冥福をお祈り
します。
　コロナが猛威をふるっております。
くれぐれもお身体を大切にお過ごし
下さい。　

* * *

	

令和2年5月16日、榎本孝康先
生がご逝去されました。77年のご生
涯でした。
先生が亡くなられてから、はや1
年数か月が過ぎましたが、新型コロ
ナウィルス蔓延防止に伴う様々な行
動規制のため、私たち教え子はお別
れの機会がないまま、行き所のない
喪失感を味わい続けています。
榎本先生は、桐朋学園を定年退職
されたのち、しばらくは同校の講師
を務められ、その後は武蔵村山市の
ご自宅で、畑の手入れ、バードウォ
ッチング、そしてギターの練習と、

まさに悠々自適の生活を送られてい
ました。数年前に癌が見つかり、入
院などもされて治療を受け、幸い深
刻な症状に至ることはなく、ご本人
も周囲も一安心された矢先、帯状疱
疹によるウィルスから合併症を罹ら
れ、入院先で最愛の奥様・お嬢様ら
に見守られながら永眠されました。
ご家族が先生のベッドを囲んで会話
を交わされている間にふっと旅立た
れるという、如何にも気遣いのある、
穏やかなお人柄に相応しいご最後だ
ったと、奥様から承りました。
私たち3年B組（昭和47年卒）は、
先生が最初に担任された卒業クラス
で、卒業後も「3B会」と名付けた
クラス仲間やその家族の繋がりは深
く、先生が健康を崩されるようにな
った数年前までは、毎年クラス会を
催し、先生も欠かさず出席して下さ
いました。
先生が桐朋学園に着任された年に、
中学1年生だった私たちと先生との
年齢差は10歳。失礼乍ら、近年私に
とっては恩師というより、身近な先
輩のような、或いは年長の親戚のよ
うな温かな存在でした。先生は平成
15年に桐朋学園を定年退職されまし
たが、その年の5月に桐朋高校の校
舎をお借りし、私たちクラスの有志
が集って、先生の退職記念特別授業
を行ったことは、ひときわ思い出に
残っています。先程も、その模様を
収録したDVDを観ていましたが、先
生は名簿も見ずに私たち全員の名前
を呼び上げて出欠を取り、『伊勢物
語』を題材に授業を進められ、最後
に私たちが面白がって作成した先生
への「卒業証書」を感慨深げに受け
取って下さいました。私たちのクラ
スも60歳台後半に達し、わかってい
るだけでも2割を超える物故者がで
ています。先に逝った仲間は、先生
と再会出来ているでしょうか。いず
れは全員そろって、『東下り』を教
えていただくことを楽しみにしてい
ますが、もう少し待っていて下さい。
コロナ禍がいつまで続くかが見通
せません。そんな不透明な状況下で
はありますが、11月28日（日）、榎本
先生のお別れ会（＝榎本先生と再会
する会）を立川市内のホテルで開催
すべく、会場の手配は行っています。

開催が可能な環境であれば、改めて
皆様にご案内させていただきますが、
私たち26期のほか、特に先生が卒業
クラスの担任だった32期・37期・45
期・52期の同窓生の皆様、桐朋学園
教職員とそのOBの皆様、ぜひこの
日を心に留めておいて下さい。
私たちは榎本先生を恩師に持ち、

「榎本組」のメンバーで本当に幸せ
でした。
榎本先生、長い間私たちを育んで
いただき、ありがとうございました。
（令和3年8月）

　あれはたしか高校１年生の春、僕
は心を病みかけた。今にして思えば、
在りたい自分と在る自分の少なから
ぬギャップが許せずに悶々とする、
青春あるあるの典型でしかないのだ
が、駆け込んだ精神科医が「はいは
いソレね」とばかりに処方してくれ
た精神安定剤がたいそう効いて、以
後の僕は眠り猫と化した。
　もともと低血圧で弱かった朝が絶
望的に起きられず、遅刻しない朝の
ほうが少なくなる。１限目が終わり
かけた頃に何とか登校すると、その
まま机に突っ伏して白河夜船。講義
を聞いた記憶がほとんどない。
　それでも奇跡的に単位を落とすこ
ともなく、内申書に記された遅刻回
数もなんとか常識の範囲内で、その
後の人生を立て直すことができたの
は、間違いなく高校3年間を担任し
てくださった榎本先生の尽力（裏
技？）の賜物だ。重役出勤の挙句に、
自分の担当日でもない日直日誌に書
きなぐった、小説ともエッセイとも
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つかない駄文に感想を寄せてくださ
り、優秀なる同級生たちとは程遠い、
紆余曲折人生の登竜門たる日芸への
進学の背中も押してくださった。ま
あ、ずいぶんめんどくさい生徒だっ
たには違いない。
　おかげで心の安寧を取り戻した僕
は、10年後に編集者としてお呼ば
れした在卒懇でご恩返し……のは
ずが反抗的な生徒と喧嘩したりと、
懲りずに色々とやらかした。とど
めは卒業から20余年後に、またし
ても榎本先生にご心配をおかけす
る。愚息が桐朋の入試に合格して
喜んでいただけたのはいいが、そ
の時の僕は出版社勤めを辞して、
明日をも知れぬフリーランスになっ
ていたのだ。
　当時の榎本先生は中学部長を務め
ておられた。入学式で新入生歓迎の
辞を述べられた後の職員室にご挨拶
に伺うと、「話の途中でお前の顔が
目に入ったら、タイムスリップした
みたいな変な気分になって続きが飛
びそうになったよ」と笑われたもの
だ。その後も折々に「食えているの
か？　必要なら奨学金もあるから
な」と声をかけてくださり、在学中
と同様に先生にご心配をおかけする
わが身を僕は嗤った。
　なんとか奨学金に頼ることもな
く、親に似て息子も成績は低空飛

行だったが、親と違ってすくすく
と素直、というより能天気に育ち、
「桐朋生活を満喫しているね。けっ
こうけっこう」とお言葉をいただ
いた時には、ようやく親孝行（？）
ができたみたいに胸をなでおろし
たのだった。
　今にして思えば、初めて担任して
いただいた頃の榎本先生はまだ30
代半ば。息子がお世話になった頃で
も、還暦を過ぎた今の自分より若い。
そして桐朋という学校では自由闊達
にしてリベラルな校風の中で、いつ
の時代にも教師と生徒がともに学び
あう関係であったのだと、息子と、
かつての榎本先生より若い担任の先
生方の様子を見ていて改めて思った
ものである。
　そんな桐朋を榎本先生は愛してい
たし、僕たちも同様だ。同窓生の誰
もが感じたことと思うが、桐朋生の
愛校心たるやちょっと他に類を見な
いものがある。最近人気の進学校の
ように成績を貼り出して競わせなが
ら生徒の尻を叩くのではなく、寝た
いやつは寝かせながら、そいつらし
く育つのを見守る。まさに鳳の雛の
家である。榎本先生は、そうして僕
らを育ててくださった。
　榎本先生、いろいろとご心配をか
けてごめんなさい。おかげで僕はや
りたい放題の人生を歩んで、まあま

あ、いやけっこう幸せになりました。
でも、まだちょっとお別れには早す
ぎますよ。だって、「息子は食えて
いるのか？」って、言ってもらって
ないですもん。
　大丈夫です。やつもようやく食え
そうな道を見つけて、頑張ってます。
僕と同様に、桐朋の卒業生であるこ
とを誇りにして。
　先生、ありがとうございました。
安らかにお休みください。
	

	
　飄々とした……そんな形容がぴっ
たりな先生だった。暴れん坊（？）
の多かった私たちの学年を中高6年
間、担任していただいた。そして榎
本先生は、常に私たちに考えること
を要求しながら授業を展開された。
また、いつでも私たちの自主性を尊
重して、私たちの愚かな振る舞いに
対しても、シニカルな笑いと温かい
心で見守ってくださる……そんな重
層的なお人柄が、榎本先生の飄々と
した雰囲気を形作っていたのだろう。
　先生には中１で担任をしていただ
き、その後も私が中高で卒業文集委
員長を務めたことで、関わることも
多かったのだが、一番の思い出は中
2の時の自由研究である。
その年の夏、私は短編小説を三作
書いて自由研究として提出し、それ
が銅賞に選ばれ「桐の朋」に掲載さ
れることになった。放っておけば自
動的に私の書いた小説が載った「桐
の朋」が配布されるものだと思って
いたら、突然の榎本先生からの呼び
出しである。何事かと思って馳せ参
じてみると、先生の机の上には私の
原稿があって、「ちょっと話したく
てね。」と仰る。そしてそこからは
二人でディスカッションである。「何
を表現したいのか？」「何故この言
葉なのか？」「他に使える言葉はな
いか？」一文一文にひたすら質問を
浴びせられ、必死に言葉を探し、よ
り良い文章を紡いでいく……こんな
作業が一日で終わる訳もなく、私の
記憶では4日間続けられた。
先生は徹頭徹尾簡潔な文を求めら

半世紀前の1年1組

貫井先生と私

榎本孝康先生を悼む

「食えてるか？」

榎本先生を想う

伝説の英語の授業

大西先生の思い出 

大西光夫先生のご恩

大西光夫先生のご恩

鈴木信義先生追悼　　　　

鈴木信義先生を偲んで

オヤブン、お待ちなすって

山中 礼二（45期）

大西先生のご逝去を
悼んで

糸賀英一（43期）

追悼
先生の背中を追いかけて

佐々木 隆（20期）　　　 
岩崎 純（旧姓・古川）（20期）

「グッドな先生にバッドな
生徒たちより」

小野打 真（30期）

田中 徹（39期）

田辺 洋（26期）

横田 晃（32期）

宇津木 信明（45期）

伊藤 盟（31期）

青木 一平（35期）

田中 博幸（36期）

田中 博幸（36期）

豊田 実（31期）

戸室 敦夫（37期）

中村 元（31期・桐朋数学科教諭）
▲左から榎本先生、和中先生、大西先生、原口先生、佐野先生、（前列真ん中）富永先生、
巻渕先生、宮下先生、大塩先生（52期卒業アルバムより）
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れ、虚飾やリリシズムが横溢するよ
うな文章は好まれないようだった。
特に、当時流行していた小説から持
ってきたような等身大ではない言葉
は、ことごとく再考を促された。今
思うと、それはとても貴重な時間で、
「文章を書く時は、一つ一つの言葉
を吟味して書かなくてはならない。」
こんな当たり前のことを、先生はも
っとも印象に残る形で私に教えてく
ださった。ディスカッションの後の、
下校時間を過ぎたガランとした薄暗
い旧校舎を一人で歩くのは、なかな
か趣きがあった。

　さて、昨年の45期同窓会では、相
変わらず飄々とした佇まいの先生に
お会いできて嬉しかったです。だか
ら、もう先生がいないということが、
どうにも受け入れられなくて……い
ややめましょう。先生は感傷的な文
はお好きじゃありませんでしたね。
何しろ高校の卒業文集、先生方が寄
せてくださった文の中で榎本先生の
文だけは「卒業おめでとう」と一言
も書かれてなくて、ただ淡々とご自
身の6年間のことを綴ってらっしゃ
いました。
それでいて、私たちを送り出す喜
びと祭りの後の淋しさが滲み出るよ
うな文で、大好きな文でした。だか
ら最後にそれを引用させてください。
ああ、先生は安易な引用もお嫌いで
したね……でもこれが先生をお送り
するのにふさわしいと思いましたの
で。この追悼文の直しは、何十年か
先にそちらでお会いできたら是非お
願いしたいです。

「九一年二月、特別授業も終わった。
四十五期生を送り出す日も近い。
中高六年を通しての担任は、これ
が最後になるだろう。それでは、
元気で。」
　私たちは元気でやっていきます。
　どうもありがとうございました。

* * *

英語の大西光夫先生が、2020年4
月21日に逝去されていた、と中村元
君が連絡をくれたのは、去る	5月25
日のことでした。	
大西先生の桐朋ご着任は、1971年
4月。我々31期の入学と同時で、
学年数クラスの英語の授業を担当し
てくださいました。先生が初めて１
年3組の教室に姿を現されたときに
は、その“アニキ＂のような佇まい
に、親しみを覚えたことを、昨日の
ことのように思い出します。
英語の先生はスマートなはずだと
いう期待に対しても、先生は私達の
予想をはるかに超えてくださり、な
んと、各授業の最初の10分間を、英
語の歌を唄うことに使われたのです。
課題曲は、ピーター、ポール＆マリ
ー、サイモン＆ガーファンクル、ビ
ートルズなどを中心として当時の米
国のヒットチャートにあった曲まで
使われました。最初に詩の内容を説
明下さり、あとはひたすら先生のテ
ープレコーダーの音に合わせて唄い
ました。当時はそのような授業は珍
しかったのではないかと思います。
先生には熱血漢の一面もあり、31
期には、まれに体罰を使われたこと
がありました。クラス約10名が悪さ
をした際、関係者全員を教室の前に
立たせ制裁をされたのですが、顔を

殴るようなことはなく、それぞれ手
を前に伸ばさせて、その手の平を叩
く、というやり方でした。自分もそ
れを鮮明に覚えていますので、ご指
導の仕方に効果があったと言わざる
を得ません（苦笑）。
2017年に新築校舎のホールとカ
フェテリアをお借りして開催させて
頂いた同期会で、先生ご自身が病気
を患っておられることを、皆に教え
て下さっていました。医師である同
期のH君に ｢なにか治療の方法は無
いのか？｣ と尋ねておられるお姿を
憶えています。治療方法や薬の開発
がまさに進行中の病気であるため、
大西先生には間に合わず、残念で仕
方がありません。
同じ席で、血気盛んな我々を辛抱
強く指導して下さったことに自分の
謝意を述べたところ、先生は ｢嬉し
いこと言ってくれるじゃないか｣ と、
とても喜んでくださったのが思い出
になっています。
先生の ｢伝説の授業｣ のお陰で、
今でも当時の歌を口ずさむことがで
きる31期は少なからずいます。英
語嫌いになる生徒が少なかったので
はないかと思います。ここにいま一
度、先生に厚く感謝を申し上げ、ご
冥福を心よりお祈り致します。	
※facebook	 の	“桐朋卒業生の集
い＂のお悔やみの投稿に曲目の一部
とリンクを紹介しています。

	

英語科の大西先生が2020年4月
にパーキンソン病で亡くなられたと
知ったのは、2021年5月の終わり、
今時らしくFBの桐朋35期のグルー
プ内での通知でした…。
私は桐朋中高での6年間で、中2
〜高１までの3年間、学園生活の半
分を担任して頂きました。桐朋に入
学して１年の英語の授業は貫井先生
でした。
2年から大西先生の担当になった
訳ですが、大西先生は当時の個性的
な教師陣の中でも若手で、髪型や服
装等、フランクな印象でした。授業
でもビートルズの歌詞を引用したり、

（
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夏休み明けなどには自身の海外旅行
での実際の体験を元に、教科書には
書かれていない「実際の英会話」の
話をされていました。
当時、海外旅行はまだ高価でした
から、日本から出た事がない中学生
の自分にとっては未知なる世界の実
体験談…、「いつかは自分も…」と
心躍らせたものでした。今と違い昭
和50年代…ネットもスマホもない、
情報といえば「雑誌の写真」「テレ
ビの映像」だけ…親族にも海外旅行
経験者がおらす、授業ではありまし
たが、身近で「生の情報」を聞ける
機会は貴重だったのです…
エピソードのひとつで、今でも覚
えているものがあります。大西先生
が「“気を付けて”の意味でwatch	
out	と言うフレーズがあるんだけれ
ど、これは日本語で“お茶ッ”って
発音すると通じちゃうんだよね〜」
と嬉しそうに話されていました。あ
る意味新鮮でした。
そして何といっても忘れられない
のは、高校１年の時に奥様とのなれ
そめ（…と言うか出会い⁉）に関わ
り、国立旭通りの貸しホールでホー
ムパーティー形式	結婚披露パーテ
ィーを行ったのです。奥様のご友人

達と我々で会場を設置し、飾りつけ
等をする、本当に「手作り」のパー
ティーでした。そでに余興の一部と
して、楽器を持ち込み同期でバンド
演奏をしたのです。私がギターを弾
き他4人と洋楽を2曲演奏したので
した…。（音楽科の大野先生⁉にも
助けて頂いた筈…。）
今思い出すと内１曲は歌詞の内容
が非常に「退廃的」な曲で、おめで
たい席にはあまり相応しくなかった
なと苦笑いしてしまいます。そんな
我々を微笑ましく見ていてくれたの
を良く覚えています。その場には学
年主任、教務主任、各教科の重鎮の
先生方が列席されており	「青木はこ
ういう事はよくできるな〜笑」と学
業以外で目立ってしまった事も覚え
ています。
結婚後に、当時のご自宅へ同期数
人とお邪魔させて頂き、奥様の手料
理をご馳走になった事も良き思い出
です。（今回の事で改めて調べてみ
ると	お住まいは「国立北」で、今
は無き立飛引き込み線の踏切際辺り
でした…。）
私個人的には学校内より、こうし
たプライベートな関わりの方が心に
残っています。このような出来事は
我々の代だけではなく諸先輩からも
話を聞きます。桐朋は生徒と教師陣
の距離が近いと言うか…今更ながら、
現代には無い不思議な感覚ですね…。
卒業後お会いする事はありませんで
したが、闘病されているとの噂は耳
にしていました。せめてもう一度お
会いして思い出話をしたかったと後
悔しております。恥ずかしながらあ
まり出来の良くなかった私にも親身
に接して頂いた事を忘れません。
どうか安らかにお休みください。心
よりご冥福をお祈りいたします。
	

令和2年4月21日、元桐朋英語科、
大西光夫先生は73年の生涯を閉じた。
光夫先生は僕の母の叔母の息子、つ
まり母のいとこに当たる。こういう
とけっこう遠い親戚のように聞こえ
るが、僕の母は小6で母親と死別し

ていて、光夫先生のお母さん（芳子
さん）が母のように姉のように面倒
をみてくれた。そしてその子供であ
る僕たち兄弟のことも、芳子さんは
実の孫のようにかわいがってくれた。
大西家は僕たちにとって家族全員で
お世話になったかけがえのないご一
家なのである。本追悼文も、先生の
逝去にあたり、教え子として感謝を
表す一方で、身内として光夫先生の
晩年をお伝えするものである。
今から45年ほど前、僕が中学受験
を控えた小6の冬、光夫先生から電
話をもらった。「博幸はどこの中学
を受けるの？」「国立は一校決めて
いますが私立はまだ検討中です」「俺
が勤めている桐朋中学は、お前の家
（永福町）からは少し遠いけれどの
びのびしたいい学校だよ、受けるだ
け受けてみたら？」といったやりと
りがあり、結局筑駒が不合格で桐朋
にお世話になることになった。
これには誰よりもお母さんの芳子
さんが喜んでくれた。光夫先生は実
家も国立市内、自身も立川高校、一
橋大学を卒業、就職先が桐朋と、人
生の大半を国立で過ごした。市内に
住む芳子さんは僕の母と一緒に運動
会の応援に来てくれたりもした。も
う時効なのでお話するが、中学の頃、
定期試験の最中に担任の故・熊谷孝
康先生が僕の席に来てこっそり「大
西先生から預かったよ」と言って包
みを渡してくださったことがある。
芳子さんが姪である僕の母宛の荷物
を光夫先生にことづけたのだった。
今のように宅配便のような便利な手
段がない時代、化粧品や衣類などを
双方の息子を通して送りあっていた。
35期の先輩の中にはご記憶の方も
いると思うが、光夫先生は僕が中2
の時、音楽の教育実習に来た篤子さ
んと出会い結婚した。英語の先生が
十歳も年下の音楽の実習生とどこで
知り合ったのか、何度聞いてもはぐ
らかされた。結婚式も国立駅近くの
レストランでの披露パーティーで、
35期生を中心に生徒もたくさん参加
して、光夫先生らしい形式にこだわ
らない自由で温かい会だった。
こうして桐朋に縁ができたおかげ
で、36期の僕に続いて三歳下の弟が
39期に入学した。桐朋では親子親戚
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は授業を担当しないことになってい
るそうだが、亡くなる前年に府中の
病院に光夫先生を訪ねた時、当時を
懐かしそうに思い出して「博幸の時
は身内だから授業担当にあたらない
ように気をつけていたのだけれど、
徹の時はうっかりして、ある教室に
授業に行ったら目の前にいて、しま
った！と思ったよ」と笑って話して
くれた。
光夫先生は酒もタバコもやらず、
すらっとした体型を60歳を過ぎても
維持していて病気とは無縁だった。
定年後も講師としてしばらく勤務し
て桐朋での生活を終え、自宅でのん
びり過ごしている時に体調に異変が
生じた。病気はパーキンソン病とい
う難病で、ゆっくりゆっくりと体力
を奪っていったが、主治医の先生の
熱心な治療とご家族の懸命な介護で
結果として長い闘病となった。
添付した写真は亡くなる前年にお
見舞いに行った時のもので、光夫先
生の左隣が奥さん、上が弟の孝治さ
ん、右隣が僕の母、その上が僕と弟
の徹である。
光夫先生のおかげで僕と弟は桐朋
で恵まれた6年間を過ごし、それぞ
れ大学で医学、数学を学び充実した
人生を送らせてもらっている。桐朋
生活で得られた知力、体力、そして
かけがえのない恩師や友人たち、す
べてが一生の宝物である。先生には
感謝してもしきれない。

最後に大西光夫先生に対し、弟と
ともに心よりお礼を申し上げ、ご冥
福をお祈りし、本稿を結ばせていた
だきます。

大西先生ご逝去の連絡をいただき、
大西先生が自分の人生に大きな影響
を与えた温かい存在だったことを改
めて思い出している。
私が桐朋に在籍していた1985〜
1991年の間、大西先生は語学部
（ESS）の顧問を務めてくださった。
私は大西先生の授業を受けたことは

なかったが、ESSでご指導をいただ
いた。
私は5〜6回、英語のスピーチ・
コンテストに参加した。大西先生は
放課後のLL教室で、私の発音やス
ピーチの構成を直してくださった。
無理にネイティブをまねて格好つけ
た発音をするのではなく、素直に、
しかし子音の破裂音を強く発声しろ
とおっしゃった。私はその後米国の
大学院に留学し、今は英語で経営学
を外国人に教えているが、その道を
開いたのは大西先生のご指導とESS
での活動だった。
お願いすればどこまでも親切にご
指導いただける一方で、日々のESS
の運営については一見放任的だった。
私は中学2年から高校2年までESS
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▲ESSの合宿にて。左から2人目が大西先生、
その右隣奥が山中さん（追悼文筆者）。

▲2000年代前半の英語科教員夏期研修にて。
左から、田中先生、杉山先生、辰巳先生、大西先生、加藤先生、近藤先生

（田中さん提供）
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のリーダーを務めていた。大西先生
は日々の活動については私たちの自
主性に任せ、介入しようとしなかっ
た。私たちは部活動の時間に野球や
サッカーに夢中になり、英語を一言
も話さずに土曜の夕暮れを迎えるこ
ともしばしばあった。
そんな大西先生と私たちが最も楽
しみにしていたのは、年に一回の合
宿だった。長野県八ヶ岳山麓にある
原村の「ペンションふきのとう」に宿
泊し、スクラブル（英単語を使った
ボードゲーム）をしたり、草原の中
で野球をした。大西先生は私たちを
「カナディアンファーム」という大
自然の中のレストランに連れて行っ
た。自然と共に生きるサステナブル
な暮らしをしている日本人と外国人
が共同生活を送っていた。私たちは
ここで高原の空気を吸い、まとわり
つくハチを払いのけながら、大西先
生の指導の下で英語のNEWSWEEK
誌を読んだ。大西先生は夜には学生
たちと語り合い、時にはご自身の若
いころの海外旅行や留学体験につい
て語ることもあった。
大西先生はESSの合宿だけでなく、

「クラスの日」でも原村を訪れ、ま
たご家族でもこのペンションに滞在
なさった。それほどまでに、原村と

ペンションふきのとうを愛された。
先生がペンションの木の香りの中で、
ワイングラスを手にペンションのオ
ーナーと談笑していた光景を、私は
今でも絵を描けるほどに思い出せる。
当時の桐朋ESSは、東京の私立高校
の横のつながりの中で、目立った存
在ではなかった。しかし私の学年が
引退した後、後輩たちは英語ディベ
ートのインターハイで全国優勝し、
NHKのスキットコンテストで優勝
し、英語劇の最高峰である「ドラマ
フェスティバル」で優勝し、あらゆ
る種目で卓越した実績を残した。大
西先生の後を継いだ英語の秋山先生、
そして現任の田中敦英先生（ESSの
OB）のご指導のもとに成し遂げら
れた偉業ではあるが、その礎を築い
たのが大西先生…とまで書くと言い
過ぎだろうか。そんな文章を読めば
大西先生は「おれは何もやってない
よ」と笑い飛ばすだろう。
ただ、「英語を学ぶ」ではなく「英
語で楽しむ」という遊びの文化が今
もESSに受け継がれているとしたら、
その源流には大西先生の存在がある。
大西先生は誰よりご自身が楽しむ姿
を見せることで、私たちを導いて下
さったし、今もなお導き続けている。

謹んで鈴木信義先生のご逝去に対
し哀悼の意を捧げます。あまりにも
突然の悲報に接し残念でなりません。
このコロナ禍で昨年、今年と毎年の
クラス会が開けず、その間、先生が
病を得ていたとはつゆとも知らず、
年に数回の電話でも、一切ご自分の
身体の事などは口にされなかった。
先生らしい。自分の個人的な悩みな
どは50年付き合っていても一切言わ
ない強い方だった。
私にとって、鈴木信義先生は数学
の教師というより、中学入学時から
の卓球部の顧問であり、高校3年間
の担任であり恩人であった。卓球部
では試合、合宿、遠征などプライベ
ートな時間を私たち部員の為に使っ
て頂き、桐朋中学、高校の卓球部は
東京では常にトップクラスであった。
先生はいつも冷静で、時には厳しい
アドバイスや励ましを部員達の性質
を観てタイムリーにおっしゃった。
それに助けられたのは、私だけでは
あるまい。
私達が桐朋生の間は、生徒と一定
の距離を置き、教師として羽目を外
すようなことは無かったが、卒業後
はクラス会で酒を酌み交わし、酔っ
ぱらって皆で先生の自宅に夜半に押
しかけ泊まった思い出もある。不思
議なもので、先生の姿は中高生の頃
と今と殆ど私の中では変わっていな
い。遺影を見ると少し老けたように

半世紀前の1年1組

貫井先生と私

榎本孝康先生を悼む

「食えてるか？」

榎本先生を想う

伝説の英語の授業

大西先生の思い出 

大西光夫先生のご恩

大西光夫先生のご恩

鈴木信義先生追悼　　　　

鈴木信義先生を偲んで

オヤブン、お待ちなすって

山中 礼二（45期）

大西先生のご逝去を
悼んで

糸賀英一（43期）

追悼
先生の背中を追いかけて

佐々木 隆（20期）　　　 
岩崎 純（旧姓・古川）（20期）

「グッドな先生にバッドな
生徒たちより」

小野打 真（30期）

田中 徹（39期）

田辺 洋（26期）

横田 晃（32期）

宇津木 信明（45期）

伊藤 盟（31期）

青木 一平（35期）

田中 博幸（36期）

田中 博幸（36期）

豊田 実（31期）

戸室 敦夫（37期）

中村 元（31期・桐朋数学科教諭）

（英語科・1959年4月～1997年3月）
2020年8月30日ご逝去

貫井 彰先生

（国語科・1965年4月～2003年3月）
2020年5月16日ご逝去

榎本孝康先生

（英語科・1971年4月～2007年3月）
2020年4月21日ご逝去

大西光夫先生

（数学科・1970年4月～2004年3月）
2021年6月26日ご逝去

鈴木信義先生

▲2005年度末の退職教職員送別会にて
後列左から、 田中先生、 辰巳先生、 近藤先生、 大西先生、 中山先生、
山崎学先生、 竹田先生、 加藤先生
前列左から、 伊東先生、 岡田先生、 小林先生、 山崎召二先生、 秋山先生、
小野島先生

（
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期
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）
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見えるが、私の中ではあの頃の先生
が生きているし声も耳元に聞こえる。
よく考えると15歳の年齢差なので、
クラス会では誰が先生だか分からな
くなって来ていた。
「父は私が子供の頃、自宅ではい
つも自室で勉強をしていました」と、
先生の次女朋子さんに先日お聞き
した。3人の子供さん達も勉強を教
えて貰っていたようだ。教師とい
う仕事に誠実に向き合っていらっ
しゃった。
「出会いは運命を決す」と言うが、
私にとって先生との出会いとご縁は
掛け替えのないものであり、常に見
守っていただいていたと感じる。還
暦を過ぎた今でもである。電話の最
後に必ず「身体大丈夫か、豊田無理
するなよ」と、いつになっても私達
の健康を気遣っていた。まだこれか
ら共に酒を酌み交わすことが出来る
と思っていた矢先の訃報、寂しい限
りである。
ここに鈴木信義先生の御霊に心よ
り感謝と愛をお送り申し上げます。
	

「お前さん、これからの2年間は
今までのようにはさせないぞ。」
今でも私の耳奥で鮮明に蘇るそ
の一言で始まった鈴木先生との邂
逅が、その後の私の運命を変えて
いきました。
今、鈴木先生のご同級生並びに
薫陶を受けた卒業生夫々が、桐朋
時代を想起されていることと思料
しますが、以下、私個人的な追慕
を記します。

それは、桐朋高校37期2年C組の
始業式直後のこと、教室の片隅に呼
び出された私に鈴木先生はそう語り
かけたのでした。しかし、夏休みに
入るとその言葉に背信するが如く私
の不祥事が発覚し、踏襲する前例も
ないことから当初退学相当という学
校側の判断が下されました。
「お前はこれからも本当に桐朋に
残りたいのか？」
鈴木先生は、わざわざ私の下に足
を運んで下さり、そう確認されまし
た。私が学業継続を望むことをお伝
えし暫く自宅にて謹慎していると、
その処分は無期停学へと軽減変更さ
れ、3ヵ月に亘る長い夏休みを終え
復学することになりました。
時が巡り社会人となり、国立で開
催された鈴木先生を囲む食事会での
席で、「もう時効だから」と当時の
内部事情を詳らかにお聞きする機会
がありました。クラス編成会議では、
先ず私が帰属するクラスが議論の端
緒となり、鈴木先生が担任されるC
組に決定したこと。また、上記不祥
事の対応を巡っては、私にこれ以上
の社会的制裁が必要であるのか等の
擁護をしてくださり、無期停学へと
処分が軽減されたこと等々、何も知
らずに40代半ばを迎えていた私は深
く恥じ、そして深く感謝した瞬間で
した。
難題はさらに続きました。最終学
年となり大学受験に先立つ2学期末、
卒業に必要とされる履修単位が不足
する事態に陥りました。何故単位が
付与されないのか腑に落ちない私は、
国語科教師の下へ直談判に向かいま
した。その事由を重ねて尋ねるも埒
が明かない状況に、私は次第に声を
荒げていました。その時、職員室内
少し離れた自席にいらしたはずの鈴
木先生が眼前に現れ、私とその教師
に何らか一喝されたのです。鈴木先
生は「お前、俺についてこい」と数
学科準備室に場を移すと、高ぶる気
持ちを落ち着かせるように煙草を取
り出し、何本目かの煙草を揉み消す
と「よし、俺も一緒に謝りに行くぞ」
と再交渉（？）へと職員室に戻り、
長めの反省文の提出との引換にその
場を取り成していただき、最小履修
単位が確保されたこともありました。

そして、何とか卒業を迎えた最後
のホームルームで、鈴木先生は桐朋
を去る我々C組の生徒にこう語りか
けたのでした。
「俺より先に死ぬな。お前さんた
ちは、絶対俺より先に死んではなら
ない。」
潤む声にふと視線を移すと、私
たちに配られた鈴木先生の慈愛に
満ちた眼差しには涙が湛えられて
いました。
私は、憧憬の桐朋中学受験に敗れ
雪辱を果たすべく高校より入学する
と、桐朋の自主・自由な校風を奇貨
として、様々な場面で先生方に対し
非礼な言動も取ったこともありまし
た。一方、周りにぶつかりながらも
想像の翼を広げ、自身に形を与える
べく藻掻いた3年間でもありました。
鈴木先生は、創造、破壊、焦燥、
退屈、曖昧そんな混沌としたモラト
リアムの中で、何かを求めて揺蕩う
私に、何度も寄り添い、手を差し伸
べ、直截的な言葉を掛け続けて下さ
いました。私にとって生涯における
唯一無二の恩師であり深謝の念に堪
えません。
ありがとうございました。
ここに謹んでご冥福をお祈り申し
上げます。
	

	

　鈴木信義先生が亡くなられた。寝
耳に水である。いや、先生は酒の席
で、先に畳で寝てしまった人の耳に
水を垂らすイタズラをそそのかした
ことがある（被害者：市原先生）の
で、「寝耳に水」ごときで驚いては
いけないのだが、その訃報には誰も
がショックを隠せない。
　僕にとって先生は、高校の恩師で
あり、母校の先輩であり、職場の先
達であられた。僕が桐朋に着任した
1982年、数学科は遠藤先生を筆頭に、
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洋・藤田・巻渕・荒井という布陣で
あり、まだ30歳代であった鈴木先生
は若手のトップと目され、いつの間
にか「（若手の）オヤブン」と呼ば
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れるようになった。
　数学科は飲兵衛が多く、宴会好き
で、当時はカラオケもなかったので、
興が乗ると各自が持ち歌を披露した。
遠藤「祇園小唄」；高島「真室川音頭」；
大典「五校寮歌」；熊谷「佐渡おけさ」
などである。埜村先生は粋にお座敷
唄を歌われたが、オヤブンはさらに
艶っぽい（というかエロっぽい）「エ
ンヤラヤ節」をうなって大いに盛り
上がった。
　他にも、元歌が何か不明だが、「麻
×は駄目よ、開×も駄目よ、武×・
駒×、これまたボンクラよ。同じ惚
れるなら桐朋にしなよ」などと歌っ
て、一同を楽しませてくれた。
　カラオケの普及以来、上記の展開
がなくなってしまったのは残念だっ
たが、オヤブンは「♪あ〜あ〜奥飛
騨に〜雨が〜降〜る〜」などと熱唱
されていた。ひそかに数学科の美川
憲一と、異名を取る貫禄があった。
　オヤブンはお茶目であった。もと
もと紅顔の美少年で、着任当時のあ
だ名が「少年ジェット」といったそ
うだが（意味の分からない若い方は
ネット検索されたし）、矢島先生（現
在81期学年主任）が着任間もないこ
ろ、教室で大真面目に「私、矢島先
生の後輩です」と自己紹介し、純真
だった（当時）一部の生徒は本気に
していた。
　数学科の旅行中、観光地で通りが
かりのカップルが仲睦まじく手をつ
ないでいるのを見た岡部先生が「若

い人はいいね」と言ったのを受けて、
オヤブンは「俺たちもつなごうか」
と言ったのには吹き出した。
　富山の大牧温泉に泊まったとき、
窓のすぐ下が川だった。早朝オヤブ
ンは爆睡している若者部屋に現れて、
窓を開け、「う〜む、この部屋も見
晴らしがいいね」とつぶやきつつ、
夜のつまみの残りを魚のエサとばか
りに思いっきり川に投げ込み、寝て
いる我々の耳元にわざわざ「まだ早
いからな、ゆっくり寝るんだぞ」と
伝えて回った。
　オヤブンには、ここに記すのをは
ばかれるような言動があった一方、
非常に控えめで照れ屋の一面もあり、
その辺のギャップがまたお茶目のゆ

えんでもあった。授業での「分かり
ましょ？」などの独特の言葉づかい
や、ご機嫌なときの「カッカッカッ」
という笑い方も同様である。
　思い出は尽きない。まだまだお話
がしたかった。数学科は年に1回、
退職した先生方を交えて新年会をや
っているが（さすがに今年は中止）、
ここ何年かは欠席されていた。体調
の不備を他人に見せない男気はさす
がオヤブンだが、別れの杯を交わさ
ないうちに逝ってしまうとは、オヤ
ブン、それは殺生じゃないですか。
みんなそう思ってますよ。いつかま
た遠いどこかで、ご自慢ののどをお
聞かせください。

鈴木先生と37期卓球部OBの面々 （43期卒業アルバムより）

▲同僚の先生の結婚式で、佐藤久先生とお酒を酌み交わす鈴木先生、
左は奥山先生

桐朋高校 医師・医学生・在校生交流会／桐朋歯科医師会 専任を終えるにあたって桐朋歯科医師会／桐朋野球部創部70周年記念大会
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新校長・原口大助先生ご就任

原口新校長のご就任をお祝いし
39 期有志一同

2009年から12年間校長を務められた片岡哲郎先生（社会科）が本年３月定年

（60歳）退職され、４月から代わって原口大助先生（国語科）が新校長に就任

されました。原口先生は桐朋39期卒で、これまで同窓会理事の1人でした。

さっそく同期の有志がお祝いに駆けつけてくれました。

　39期の中では、「原口大助」はあ
くまで「大ちゃん」でしかなく、他
に呼び名はないのですが、中学、高
校の青春時代6年間を共にこの学園
で過ごした仲間にとって、「大ちゃ
ん」の桐朋学園校長ご就任は、喜び
と同時に誇らしさをみな感じていま
す。
「大ちゃん！校長ご就任おめでと
うございます！！」
この学園で学び、校長先生になら
れたのは、小柳先生に次いで二人目
で、中高6年間学んだのは「大ちゃ
ん」が初めてとのことで、同期一同
とても嬉しく思っています。
「大ちゃん」は、中学から佐藤隆
夫監督の野球部で活躍し、センター
を守り、フライを取る時には、必ず
ベロを出してましたね！（笑）。そ
れがつい昨日のことのように思い出

されます。
「大ちゃん」の校長就任のあたり、
39期有志からお祝いを贈呈すること
を今回企画しました。同じく39期で、
ガラス造形作家として活躍中の「本
阿彌匠」先生にお祝いの制作をお願
いすることとし、募ったところ、な
んと91名もの有志が集まり、この度、
お祝い贈呈の運びとなりました。
お祝いの品は、二対紅白花器と
ボトル＆グラスです。紅白の花器は、
今年4月に亡くなった39期同級生の
「ボン」こと岡孝彦が気に入ってい
たシリーズの花器でたいへん思い入
れがある作品です。また、ボトル＆
グラスには有志91名の名前が刻印さ
れています。
今回、39期有志の桐朋学園への思
いも、原口校長を通じて校長室に届
けることができました。また「大ち

ゃん」も、もし辛いことがあればこ
のお祝いを見て、少しでも元気にな
ってもらえたらと思います。
それにしても、久々に「大ちゃん」
に会ったわけですが、高校生みたい
に元気で若々しくて、とても嬉しく
思いましたよ。新しい校長のもと
で、この学園で学ばれます生徒のみ
なさんとそのご家族のみなさま、ま
た、教鞭をとられています先生方が、
これからも益々ご活躍されますこと
を心よりお祈り申し上げます。

▼有志の名前を
刻印したボトル

▲39期を代表して5名が、校長室を訪問。
記念品を授与

▲二対紅白花器



（校報より転載）
今年専任を終えられた先生方
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	 桐朋の面接のために、初めて国立
の駅に降りたのはもう四十年も前のこ
と。でも、鮮やかに覚えています。の
んびりとした雰囲気で、学園都市とは
こういうものなのかと、驚いたもの
です。
　旧校舎は、あまり綺麗とはいえない
ものでしたが、自分自身の高校時代の
校舎を思い起こさせ、すぐ好きになっ
てしまいました。体育館の北側の山桜、
高校校舎北東の角の楓……、その校舎
とともに思い出が多く残っています。

　そんな旧校舎を建て替える任にあた
ったのは、皮肉な巡り合わせでした。
新校舎の使い勝手は如何でしょうか？
この校舎も皆様に愛され続けるもの
であってほしいと願っています。
　授業や学校活動で、多くの生徒とふ
れあい、毎日新鮮な刺激をもらいまし
た。退職後は、その刺激がなくなるの
が残念です。
　長きにわたり、ご理解・ご協力を頂き
ました。ありがとうございました。

桐朋をもっと楽しもう
桐朋で、41年間、教員生活を全うで
きたのは、生徒と保護者の皆さん、そ
して教職員の方々がいたからこそです。
ここに深く感謝申し上げます。
とにかく楽しいこと、面白いことを
考え続けた日々でした。日常は、難し
いこと、悩むこと、憤ること、辛抱す
ること、踏み止まることなども少なく
ないのですが、その苦労も、生徒の一
瞬の目の輝き、笑顔で報われます。人
はいざというときに真価が問われます。

つくづく、そう思います。
桐朋を去って久しぶりに歩いた大学
通りは若葉が芽吹き新鮮でした。こん
な美しい光景が、当たり前だったこと
の幸せを、あらためて感じています。
桐朋は「いい学校」です。自分の今、
未来を自分で決めることができます。
自分たちの今、未来を自分たちで決め
ることができます。だからこそ、大事
な人と人とのつながりもつくることが
できます。桐朋を皆さんに託します。
桐朋をもっと楽しんでください。

桐朋に就職した時、先輩の他教科の
先生から
「私は自分の教科が好きな生徒が増え
るように頑張るから、あなたは物理が
好きな生徒が増えるように頑張りなさ
い。」
と声をかけられたのを覚えています。
「はい、頑張ります。」
と答えたものの、これが難しい。
　授業を積み重ねれば、生徒がつまず
きやすいところはわかってくるのです
が、「わかる」のは「好き」とは違い

ます。
　理科（物理）の先生の集まりに行く
と手作りの面白い実験道具を作り、発
表している先生が多くいて、そうした
実験器具を手に入れて、授業で生徒に
見せるようにしました。
　「好き」とはいかなくても、「面白い」
と言ってくれる生徒はいたので、まず
まずよかったかなと、今振り返ってい
ます。
　長年にわたり、多くの方にお世話に
なりました。ありがとうございました。

　ようやく退職の日を迎えました。37
年前、桐朋校に勤めた時は自分がアウ
トサイダーであることを強く意識して
いました。28歳という年齢、教員養成
系学部出身ではないということから。
謙虚に、おとなしく始めなければなら
ないぞ…という思いでした。ところが、
講義を始めてみるとぐんぐん楽しくな
り、担任として47期・55期を教えるう
ちにすっかり桐朋校の一員になったよ
うに思えてきました。
　その後は時とともに周囲とのずれを

覚えることが増え、自分が時代遅れで
あると理解できるようになりました。
いま再びアウトサイダーに戻って、私
は教壇を降ります。遠隔業務全盛のコ
ロナウィルス禍のさなか、旧式教員が
退くにはちょうど良い潮時というもの
でしょう。
　わがままな私を教員として成り立た
せてくださったのは、数多くの個性豊
かな桐朋生と、いつも温く接してくだ
さる教職員の皆さまです。	長い間、
誠に有難うございました。
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（理科・1980年4月～2021年3月）

近藤一憲先生
（社会科・1984年4月～2021年3月）
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小学校
　新型コロナウイルス感染症に翻弄
された昨年度。安心して受験しても
らうための対応を、教員全体で一か
ら検討しました。
その結果として、これまで四日間
の中で二日来校する試験を、三日間
の中で一日来校するという日程に変
更しました。また、受験会場に安心
して入っていただくために、健康チ
ェックシートの記入を全受験生にお
願いしました。試験当日の受験生・
付き添い保護者の体温等を記入し、
受付で提出していただきました。
受験生・付き添い保護者のみなさ
んのご協力により、大きな混乱なく
試験を行うことができ、大変有り難
く思っています。
感染症への対応は必要不可欠でし
たが、試験内容は今まで大切にして
きたことを変えずに行うことも、教
員で確認しました。従来通り、就学
前の子どもたちが、生活や遊びの中
で体験してきたことや、人との関わ
りの中で経験し身につけてきたこと
を、自然な形で汲み取っていける試
験を考えました。
昨年度も多数の応募がありました。
桐朋学園小学校をより魅力ある学校
としていけるよう、教職員一同全力
で教育活動に励んでまいります。

中学校
今年度の応募者数は、第１回が
412名、第2回が646名で、のべ
1058名でした。また、両回出願者は
279名でした。第2回入試の応募者
が減じたことは真摯に受け止め、そ
の理由を探り、志願者増を目指して
いく所存です。
地域別の応募者数の割合は、第１
回は多摩地区57.3%、23区21.4％、
神奈川県14.3%、埼玉県6.1％、他
府県・外国1.0%でした。第2回は
多摩地区52.8%、23区31.4、神奈川
県10.2%、埼玉県4.3％、他府県・
外国が1.2%でした。
2回入試が始まって5年が経ち、
問題の作成・実施運営は安定してき
ました。受験機会が増えたことで、
より本校を受けやすくなりましたが、
引き続き本校を志望する受験生が受
験しやすい状況を維持するとともに、
これまでは本校を受験しなかった児
童も受験するよう情報提供と環境作
りを進めていく所存です。
今後も、知識は要するがそれだけ
では対応できない、持った知識を受
験生自らが咀嚼し有機的につなげて
自らの言葉（数的言語も含む）で表
現する入試問題の作成を目指してま
いります。

高　校
今年度の高校入試は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大による緊急事態
宣言下での実施となりました。
2月10日に国語、数学、英語の筆
記試験を実施し、調査書の内容を加
えた総合判定で選抜しました。
今年度は新型コロナウイルス感染
症による臨時休校の影響を踏まえ、
出題範囲の配慮を行いました。
　今年度の応募者数は215名で、
昨年より31名減少しました。当日の
欠席は3名で、受験者数は212名で
した。
地域別の応募者数は、多摩地区が
133名で昨年より15名減、都区部が
57名で6名減と、都内在住の受験生
が減少しました。
　学科試験は、国語の平均点が昨年
より2.5点上がりましたが、数学が
6.6点、英語が5.0点それぞれ下がっ
たため、3教科合計の平均点は9.0
点下がりました。
合格者数は162名（繰上げ合格は
含まず）、合格者最低点は155点、合
格者平均点は188.1点でした。
54名の新たな諸君が高校から入学
します。彼らの期待に応えられるよ
う、尽力して参ります。

最近6ヶ年の応募状況
区分

年度

小学校 中学校 高　校

募集数 応募数
第１回 第２回

募集数 応募数
募集数 応募数 募集数 応募数

2016 約72 501 約110 411 約70 672 約50 321

2017 約72 564 約110 439 約70 701 約50 248

2018 約72 557 約110 402 約70 652 約50 262

2019 約72 559 約120 393 約70 716 約50 256

2020 約72 602 約120 411 約70 674 約50 246

2021 約72 602 約120 412 約70 652 約50 215

年度
2016

年度
2016

入学試験の現状 大学入試報告（校報より転載）（校報より転載）

新型コロナ禍の学校報告
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事業報告・事業計画
▪令和2（2020）年度事業報告�

【総務部】
❶会議　　代表総会　8月11日　理事会　6月13日・8月11日　令和3年3月28日
　　　　　評議員会　7月14日（新型コロナウィルス感染拡大防止のため集まっての会議は6月13日のみ、他は書面・メールもしくは、 Zoom会議）
❷慶弔　2件（榎本孝康先生、貫井彰先生）

【事業部】
　❶学園への援助
　　①桐朋祭実行委員会への援助
　　②クラブ活動支援　z陸上部　	 関東大会（高個人）全国大会（高個人）　
	 	 全国大会（中個人）関東大会（中個人）
	 zゴルフ部	 関東大会（高個人）
	 zスキー部	 全国大会（高個人）関東大会（高個人）
	 z将棋部囲碁班	 全国大会（高個人）（高団体）
	 z関東大会（高個人）（高団体）
	 z音楽部定期演奏会
　❷ゆめチャレンジ事業（4〜9pを参照ください）
　　①応募生徒　9名　　給付生徒　5名
　　②寄付金額　令和2年度　延べ124名　2,730,000円
　❸桐朋祭への参加　令和2年9月12日㊏〜13日㊐
　　①新型コロナ感染のため、在校生のみを対象としたため、同窓会休憩室の設置、ホームカミングデーなどの実施を見送る
　　②実行委員会への援助　例年行われるホームカミングデーに支給する食券代分を特別支援、
　　　及び新型コロナウィルス対策のための消毒液の差し入れ
　❹ゴルフ大会（第31回）
　	　新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
　❺囲碁大会（第29回）　
　	　新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
　❻新入会員　令和3年3月6日㊏　　新入会　312名
　　（新型コロナウィルス感染拡大防止のため歓迎会は中止）
　❼同期会等援助　0件

【名簿委員会】　名簿データ管理
【広報委員会】　
　❶会報43号の発行
　❷ホームページワーキンググループ　ホームページ制作の研究

▪令和3（2021）年度事業計画�
【総務部】
　会議　①代表総会　②理事会　③評議員会
　　　　	評議員会予定	（6月下7月上旬ごろ書面・メールにより）
　　　　10月中旬・1月中旬・3月5日は新型コロナウィルスの感染状況をみて判断

【事業部】
　❶学園への援助
　　①桐朋祭実行委員会への援助
　　②クラブ活動支援
　❷ ゆめチャレンジ事業（4〜9pを参照ください）
　　①応募生徒　11名　　給付生徒　3名
　❸桐朋祭（9月開催予定）への参加（予定）
　　①同窓会休憩室の設置
　　②ホームカミングデー（新型コロナウィルスの感染拡大状況をみて判断）
　　③	実行委員会への援助
　❹ゴルフ大会　（第32回）
　　新型コロナウィルス感染拡大予防のため中止
　❺囲碁大会（第30回）	
　　未定（新型コロナウィルスの感染拡大状況をみて判断）
　❻新入会員歓迎会
　　令和4年3月5日㊏予定
　❼同期会援助
　❽75周年記念行事
　　令和3年秋の開催は見合わせ、今後の開催については、新型コロナウィルスの感染拡大状況をみて判断

【名簿委員会】
　	名簿管理システムの運用の見直しの検討
	【広報委員会】
　❶会報44号の発行
　❷ホームページワーキンググループ ①ホームページのリニューアル	
	 　今年度中にホームページの改変
	 　※詳細は28pを参照ください
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会計報告
令和2年度決算

（2020年4月1日〜2021年３月３１日）

【収入の部】 ［単位：円］

項　目
2年度予算

（A）
2年度決算

（B）
比較

（B）－（A）

入	 会	 金 1,908,000 1,908,000 0

会	 費 5,088,000 5,088,000 0

ゆめチャレンジ会計より 214,753 214,753 0

基 金 よ り 取 崩 し 0 0 0

雑 収 入 0 36 36

当 期 収 入 合 計 ① 7,210,753 7,210,789 36

前 期 繰 越 2,263,462 2,263,462 0

収 入 合 計 ② 9,474,215 9,474,251 36

入会金 	 6,000円×318人
会 費 16,000円×318人

【支出の部】 ［単位：円］

項　目
2年度予算

（A）
2年度決算

（B）
比較

（B）－（A）

基 金 積 立 金 500,000 500,000 0

大 会 積 立 金 0 0 0

名 簿 積 立 金 300,000 300,000 0

小 計 800,000 800,000 0

事 業 部 1,500,000 853,700 △646,300

総 務 部 2,000,000 1,595,883 △404,117

広報費（会報発行） 2,800,000 2,595,757 △204,243

会 議 費 600,000 60,624 △539,376

立 替 金 0 43,439 43,439

雑 費 100,000 45,950 △54,050

予 備 費 1,674,215 0 △1,674,215

当 期 支 出 合 計 ③ 9,474,215 5,995,353 △3,478,862

当期収支差額	①－③ △2,263,462 1,215,436 3,478,898

次 期 繰 越	 ②－③ 0 3,478,898 3,478,898

令和3年度予算
（2021年4月1日〜2022年3月31日）

【収入の部】 ［単位：円］

項　目
3年度予算

（A）
3年度予算

（B）
比較

（A）－（B）

入	 会	 金 1,872,000 1,908,000 △36,000

会	 費 4,992,000 5,088,000 △96,000

ゆめチャレンジ会計より 43,439 214,753 △171,314

基金より取崩し額 0 0 0

雑 収 入 0 0 0

当 期 収 入 合 計 6,907,439 7,210,753 △303,314

前 期 繰 越 3,478,898 2,263,462 1,215,436

収 入 合 計	 ① 10,386,337 9,474,215 912,122

入会金 	 6,000円×312人
会 費 16,000円×312人

【支出の部】 ［単位：円］

項　目
3年度予算

（A）
3年度予算

（B）
比較

（A）－（B）

基 金 積 立 金 500,000 500,000 0

大 会 積 立 金 0 0 0

名 簿 積 立 金 300,000 300,000 0

小 計 800,000 800,000 0

事 業 部 1,200,000 1,500,000 △300,000

総	 務	 部 2,000,000 2,000,000 0

広報費（会報発行） 3,500,000 2,800,000 700,000

会 議 費 200,000 600,000 △400,000

立 替 金 0 0 0

雑 費 100,000 100,000 0

予 備 費 2,586,337 1,674,215 912,122

当 期 支 出 合 計 ② 10,386,337 9,474,215 912,122

次 期 繰 越	 ①－② 0 0 0

【ゆめチャレンジ会計決算】 ［単位：円］

1 期首繰越高（令和2年4月1日現在） 8,244,755
2　－収入の部－	

一般会計より 0
寄付金収入（124名） 2,730,000

利息収入 10 2,730,010
3　－支出の部－	

通信費 34,030 *
交通費 0

事務用品費 209
会議費 9,200 43,439 *

ゆめチャレンジャー支給5名 329,525
@300,000×5名 1,500,000

振込手数料 6,490
口座振替手数料 3,520 1,553,449

4 差引 9,421,316
*）一般会計にて立替

【ゆめチャレンジ会計予算】 ［単位：円］

1　期首繰越残高（R3.4.1現在）	 9,421,316
2　収	入	の	部

寄付金収入	 ※1

利息収入 0
小 計 小  計

3　支	出	の	部
ゆめチャレンジ資金 3,000,000

運営費 200,000

小 計 3,200,000

4 期末繰越残高（R4.3.31予定） 6,221,316+寄付金収入

※1	 2021年度の寄付金収入の目標は、 500名×@10,000円	
	 2020年度の寄付金実績は、 124名、 2,730,000円	
※2	 一般会計へ立替金43,439円返金する。
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