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第３回　同窓生講演会
「江戸期の幟旗の魅力〜端午の節句に因んで」

　若竹会は、５月10日に「第３回　同窓生講演

会」を開催いたします。今回の講師は、幟旗収

集家・研究者の北村勝史氏（きたむら・よしちか、

高校９回）。江戸期の幟旗の魅力について語って

いただきます。

　また、同氏のコレクション展示も行います。

　北村氏は55歳で会社を退職し、幟旗の収集と

研究に没頭。目標だった日本の美術館での展覧

会開催を果たしました。2012年10月から７ヵ

月間のオランダ・ロッテルダムの美術館におけ

るコレクション展示＝写真＝も実現しました。

　概要は下記の通り。

　卒業生の「縦の交流」が活発になっている。

インターネットなどの普及で呼びかけが簡

単になったことも理由の１つだが、何より

も、東日本大震災後、「つながり」を大事に

したいという気持ちが、卒業生の間でも盛

り上がってきたからではないだろうか。

　2013年、管弦楽部、軟式テニス部、サッ

カー部、ラグビー部などが、それぞれの形で、

幅広い世代の交流を推進、絆を強くした。

　若竹会も９月の富士祭で、資料室を借り、

OB/OGの活動を紹介する「若竹カフェ」を

開いて、富士祭における交流拠点を築いた。

　　　　　（関連記事は４〜５ページへ）

日　　時：2014年５月10日（土）12時30分開場
講　　演　午後１時～２時30分
作品鑑賞　講演終了後～午後３時30分
会　　場：「セシオン杉並」１階展示室
　　　　　杉並区梅里1-22-32　☎03-3317-6611

会　　費：講演会　500円（学生無料）
申込方法：若竹会ホームページから連絡フォームで
　　　　　お早目にお申込みください。メールを使
　　　　　われない方はお電話で。
　　　　　☎080-2378-7998

「若竹カフェ」イベントに集まってくれたラグビー部OB12人。
歴代のキャプテンクラスが勢揃いした。

お
知
ら
せ
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　2010年４月１日、都立富士高校附属中学校が開校した日に

着任し、中高一貫教育校の礎を築いた久永哲雄氏が、2014年

３月末、定年で統括校長を退職された。府立第五高女と都立

富士高校の伝統を守りながらも、新しい時代に対応する教育

を志した久永氏に４年間を振り返っていただいた。

――中高一貫校の中身をどうするかの検討は先代の藤井正俊

校長のときに、始めたのですか。

久永　　専門家も加えた開設準備室を作り、教育目標を品性

と感性の育成とすることを決めました。しかし、その

目標をどのように達成するかという手法は決まってお

らず、着任早々、具体的な教育プログラム作りに着手

しました。

――着任早々、一から中身を作っていかなければならなかっ

たというのは大変でしたね。

久永　　教育プログラムを作るためにいくつかのプロジェク

トチームを立ち上げて、教員には、いずれかのプロジェ

クトチームに入ってもらい、全員で、教育の柱になる

プログラムを作り上げていきました。

　　　　英語教育に力を入れ、短期の語学研修制度（オース

トラリア）を設け、高校２年でマレーシアに行く海外

修学旅行を企画しました。

　　　　国際社会のなかでリーダーになれるような人材を育

てる。そのためには英語力とともに、コミュニケーショ

ン力をつける必要があると考え、中学一年生からスピー

チ、ディベート、レシテーション（暗誦）などの力を

鍛えるようにしました。

　　　　授業は成績上位３分の１の生徒が退屈するようなレ

ベルではだめです。とたんに“内職”が始まる。富士で

はレベルの高い授業をするとともに、希望者に、さら

に高いレベルの英数の授業を行う「富士アカデミー」

というメニューも作りました。

　　　　一方で伸び悩んでいる生徒向けに、「富士サポートシ

ステム」を作り、週２日、２時間ずつ英数の補習をし

ています。また、「中間」と「期末」の試験の後に、学

び直しをしてもらう「富士メイクアップ」という仕組

みも取り入れました。合計７回の定期考査と追試の総

合考査を行い、学び直しを主体的な学習につなげてい

ます。

――生活指導にも力を入れるということですね。

久永　　むかしの都立高校は生活指導をしなかったので、教

育がただの放任主義になり「生活指導できない都立」

というレッテルまで貼られ、都立の不人気とレベルの

低下につながりました。また、富士は「自由」が伝統

という人がいますが、過去の富士高校の教育目標や規

律には「自主自律」「文武両道」はあるが、「自由」と

いう言葉はありませんでした。学校で着衣と髪色の自

由を謳歌する必要はありません。おしゃれをしてもい

いけれど、私的な時間にすればいい。学校はフォーマ

ルな場所で、学力だけでなく、いろいろな社会性や規

範意識を高める場所です。来年度から高校でも「道徳

教育」の時間を設定しなければならないほど、学校と

家庭の教育が危機的状態になっています。基礎学習の

久永哲雄（ひさなが・てつお）氏

独自の教育プログラムを次々導入 〜久永哲雄校長に聞く〜

昭和28年11月、埼玉県川越市
で生まれる。東京学芸大学修
士課程修了。東京都立学校の
勤務は36年に及んだ。第20代
都立富士高等学校長、初代都
立富士高等学校・都立富士高
等学校附属中学校統括校長。
特技は柔道（６段）、趣味は料
理・ゴルフ・沢登り等

オーストラリアでの語学研修やマレーシアへの修学旅行に
ついて説明する久永統括校長（2014年2月）

4年間、お疲れ様でした。4年間、お疲れ様でした。
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集大成を青年期という難しい時期にするのですから、

わき見運転して事故を起こす生徒が一人でもでないよ

うにしなければなりません。

――中学生は授業を始める前に１分間瞑想をし、書写をする

そうですね。

久永　　ゆっくりと心を落ち着けて、授業に集中させます。

礼法の指導にも力を入れています。

――本当の意味での自由だと思ったのは「探究」の時間です。

中学３年から高校２年まで、大学院生などにも手助けし

てもらいながら、自由なテーマを研究して論文にまとめる。

久永　　新しいことを考えついたり、わからないことをわか

ろうとしたりするのが探究力です。通常の授業（知識

や論理）では育てることができない、「知的好奇心」や

「あきらめずに考え続ける力」が創造力につながります。

それが身につけば、社会に出てから活躍できると思い

ます。　

――若竹会としては、保護者会主催の「キャリア講演会」の

お手伝いもするようになりましたが、若竹会に対する要

望はありますか。

久永　　富士はスーパーサイエンスハイスクールを目指し、

科学技術系人材の育成に力を入れています。その世界

の人たちと接点が持てるとありがたいです。また、「探

究」はテーマが広いですから、卒業生にアドバイスを

してくださるような人がいらっしゃるとありがたいで

す。

（聞き	手・構成／相川浩之）

　それは、もう60年以上前のことになるので、詳細な事

情はほとんど覚えていない。また私は、富士高校にも長い

ことご無沙汰だったから、校歌のことは思い出す契機もな

かった。だから、「作詞にまつわるエピソードを」というご

要請に応えることはとても難しい。

　ただ一つ確実にいえることは、それが宿題だったという

ことである。たしか昭和28年の１学期終了の頃、西校舎の

１階１Ｆの教室でクラスの３人が呼ばれ、担任の松岡先生

から、９月になったら校歌となる詩を一篇出すようにいわ

れた。「宿題です」と。校歌を作詞する宿題などめったにあ

ることではないから、多分その時、旧第五高女の校歌は富

士高校の現状にそぐわないから新しくするのだと説明をう

けたのであろう。

　では、その時私は何を考え、どう書いたのか。敢（あ）

えて言えば、多分このようなことではなかったろうか。

　一つは内容のことである。昭和28年は終戦から８年目、

まだまだ国土にも、社会にも、生活にも戦争の痕が残って

いた。だが、私たち高校生は、確かに未来は明るいと信じ

ていた。幼い時であったにせよ、あの厳しい戦争の時代を

生きてきたものにとっては、いま平和であることは何より

の希望であったのだと思う。そうした心情から、歌詞には

幾つもの希望にみちた言葉を選んで記し、その中で学校と

生徒を伸びゆく若竹に譬（たと）えた。

　このたび須知会長から、同窓会が「若竹会」であること

を知っていたのかとお尋ねがあったが、私自身、今となっ

てはわからない。しかし、あの大空にむかって真直ぐ伸び

る若竹の形象に強く

魅かれることなしに

は、それを書きこむ

ことはなかったであ

ろう。だから、現在若竹会の一員として、今後も富士に学

ぶ人たちが、若竹のようにすくすくと成長していかれるこ

とを願ってやまない。

　もう一つは形のことである。この詞は定型の五七調で書

かれている。当時私は、島崎藤村の「千曲川旅情の歌」や「初

恋」などの五七音や七五音を快く感じ、ノートに書きつけ

諳（そら）んじていたから、その影響ではなかったろうか。

もっとも、現代のうたの世界をみれば、若者たちは全く自

由な発想で、思うがままに詞を書き歌っているから、こう

した定型詩は古めかしく思われるかもしれない。だが、長

谷川櫂氏の「舟歌」（岩波書店『図書』776、巻頭言）によ

れば、日本の定型詩が五音と七音の組合せである訳は、我々

の遠い祖先がこの島国に渡ってきたとき、艪（ろ）や櫂（か

い）で舟を漕ぎつつ五七の拍子で歌った舟歌が人々の心身

に染み付いたからで、それが和歌となり俳句となって現代

に至っているのだという。ああ、そんなに長い歴史に裏打

ちされた形なのか、定型詩もよき哉（かな）、と私は少し安

心しつつ思いかえしている。

　以上、記憶を辿（たど）って言えばこんなわけだが、改

めて考えてみると、あの若き日の宿題が、曲を与えられ、

校歌となって、以来半世紀を越え、世代を越えて歌い継が

れていることは真に光栄なことと思われるのである。

校歌を考えた時のこと
浜口（鯨井）允子 （高校８回）
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　2013年11月４日午後２時から、なかのZEROホールで、「都

立富士高校管弦楽団47周年記念	第３回	富士オケの仲間たち

の演奏会」が開かれた。ベートーヴェンの交響曲第５番『運

命』など３曲が演奏された。アンコールは都立富士高等学校

校歌だった。

　創立40周年記念演奏会がきっかけになり、42周年、45周

年、そして今回、「富士オケの仲間たちの演奏会」が開かれた。

指揮をされた秋山俊樹さん（高校17回）が「時代を超えて

集まった卒業生メンバーが“一期一会”の気持ちを失わず」に

開いている演奏会だ。

　同年４月の練習開始から、週末を使って30回近い練習が

行われた。「参加者集めや練習時間の確保には苦労しました

が、最終的には小さなお子さんを連れて通う人や、２時間以

上かけて通ってくる人、夜行バスで駆けつける人、そしては

るかタイから参加した人も含め、100人近いメンバーが舞台

にあがりました。演奏以外でも、お子さんの世話や当日スタッ

フとして参加したOB/OG	もたくさんいました」とメンバー

の一人は語る。

　今回、舞台に上がったメンバーは、指揮者の秋山俊樹さん

から、卒業したばかりの高校65回生まで、という幅の広さ。

メンバーの中には、富士オケ50周年を待ちきれず、来年に

も実施したいという声があがっているという。

　４月には軟式テニス部

で、練習熱心で有名だっ

た28回の女性たちが主

催し、都内で軟式テニス

部のOB/OGで「石川先

生の喜寿を祝う会」を開

いた。53人が集まった。

　石川勝教先生（高校７

回）の挨拶−−。

　「都内に校長と教頭だ

けが参加できるクラブが

あったが、僕は国体に出

たりしていたので、乱打の相手を頼まれた。その中に一人、

うまい方がいて、ボールが何度でも返ってくる。それが当時

の富士高の校長だった。一杯飲みに行って、『空きがあるの

で明日面接に来い』と言われ、富士高校で働くことになった」。

　「大学４年のときに１年で入ってきたのが今の女房。４年

だったので“女子の面倒をみるのは４年生に限る”と後輩に言

い渡して、一生懸命面倒をみて、こうなった」。会場は爆笑

の渦に包まれた。

　伊藤良徳先生の古希のお祝いを兼ねて、サッカー部は12

月18日に、OB会を開いた。集まったのは先生が富士高校で

指導した８年間のサッカー部員、約40人。いまはみな50代だ。

中学生と試合もし、ボールを寄贈した。「次は20代〜 40代

も集め、現役と試合がしたい」との声もあがった。そのため

にも、この年代を含めたOB会組織を作るのが課題という。

　クラブ活動は、もともと先輩、後輩のつながりで伝統が作

られていく活動だが、クラブ活動のOB/OGだけでなく、社

会に出てからも、「富士高校出身」ということで、つながり

はできないものか。

まずは50代のOBが集まったサッカー部

富士祭後、交流機運が盛り上がっているラグビー部

指揮者の秋山俊樹さん（高校17回）から、卒業したばかりの高校65回の若
手まで、幅広い年代で構成する富士オケの仲間たち

ソフトテニスで始まり、ソフトテニス
で終わりそうな石川先生

広がる縦の交流
クラブ活動から、さらに幅広げる
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　若竹会が、2014年１月19日に高橋明也三菱一号館美術館

館長を講師として迎え開催した「同窓生講演会」も、美術、

デザイン、建築系の仕事をしている各世代の卒業生に交流

してもらうのが狙いの一つだった。美術を教えていた佐藤

美智子先生もお招きしたこともあり、講演会後の懇親会は“ミ

ニ同窓会”のように盛り上がった。

　若竹会は、2013年９月14、15の両日、富士祭（富士高校、

富士高校附属中学校の文化祭）で、教材室を借りて、「若竹

カフェ」を開いた。

　１年前も飲み物を用意して資料を並べる試みは行ったが、

今回は、例えば「１回〜 29回生が14日午前10時から12時

までを担当する」といった形で時間ごとに担当世代を決めて、

それぞれがどんなおもてなしをするかを考えた。その結果、

若竹会の須知正度会長が話をする回もあれば、「若竹落語」

で来場者を楽しませる回もあった。

　若竹カフェでは、教材室の奥に、卒業90周年記念で制作

したビデオなど、懐かしい映像が見られるスペースを設けた。

　壁には、音楽や美術の世界で活躍している卒業生のポス

ターやチラシを貼り、OB/OGが経営する、ちょっとすてき

な店のショップカードも用意した。

　母校を久しぶりに訪れた卒業生が、ちょっと休憩する場所

を提供。そこで世代間の交流を図ってもらおうと思ったが、

カフェには現役中高生や、これから富士高校附属中学校に入

学しようと考えている方たちも来訪。第五高女から続く、富

士高校の伝統、文化を、現役OB/OGが直接、伝える場にもなっ

た。

　若竹カフェの最後で最大のイベントが「プレイバックラグ

ビー部」。ラグビー部の創部１期目の古参OB、現OB会長ら

12人が参加してくれた。

　あいにくの台風で、

予定時間より早く片

付けが始まったため、

中高生は来場できず、

ラグビー部復活や、

女子ラグビー部創部

の呼びかけはできな

かった。しかし、こ

の集まりがきっかけ

となり、２月22日に

は60人が集まる過去

最大規模のOB会が中

野サンプラザで開か

れた。

　ネット上では、有志による運営だが、「facebook若竹会・

世代間交流グループ」というすでに800人近くが参加するグ

ループもでき、世代間の交流はどんどん広がり、深まっている。

　若竹会はホームページの制作を外部委託していたが４月

からは自主制作に切り替えた。これもきめ細かく、卒業生の

活動をフォロー、交流を促すきっかけにしたいからだ。

（相川浩之）前日の13日に集まり若竹カフェの準備をする若竹会の執行部。

広がる縦の交流
クラブ活動から、さらに幅広げる

若竹カフェオープン直後に始まった「須知若竹会会長、『富士』を語る」

上）断腸亭錠志こと酒井克己さん（34回）の「若竹落語」

　　　　　　　　　　　　　　　下）校長先生も来訪
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　秋田内陸縦貫鉄道はJR角館駅からJR鷹ノ巣駅まで、秋田

県の内陸部を南北に縦貫している全長94.2ｋｍの鉄道です。

昭和61年に、廃線予定の国鉄阿仁合線・国鉄角館線を地元

が引き受けて、第３セクター鉄道として新たに開業しました。

主要株主は秋田県・北秋田市・仙北市です。秋田県の山奥の

過疎地を走っており、人間よりクマやカモシカが多く生息し

ているところで、日本有

数の豪雪地帯でもありま

す。急速に進む少子高齢

化の影響を大きく受けて、

開業以来26年間赤字続き

のローカル鉄道です。

　2013年９月に社長公募

があり、私は無職で63歳

になっていましたが、思

い切って応募したところ、

運よく合格しました。社

長としての使命は赤字を

２億円以内にすることで

す。それまでは毎年赤字

が2.5億円前後ありましたが、県と両市が全額補てんしてい

ました。近年は財政も大変厳しくなり、この大きな負担に耐

えかねて、赤字を２億円以内に抑えるため、民間から社長を

迎えることにしたわけです。

　その年の12月、鷹巣にアパートを借りて、毎日１時間か

けて事務所のある阿仁合まで通勤しています。社長として、

目標達成のため取り組んでいるのが観光PRの強化です。秋

田内陸線の沿線は自然がいっぱいです。山は＜花の百名山＞

森吉山や秋田駒ケ岳、

川はアユ釣りで有名な

阿仁川や桧木内川、そ

して秋田杉の広大な森

など、四季を通じて見

どころは数多くありま

す。内陸線の事務所が

ある阿仁地区はマタギ

（東北地方などに住む狩

猟を生業にしてきた人

たち）の発祥地です。

ここには打当・比立内・根子と３つの集落があり、マタギ３

大発祥地として有名です。

　全長94.2ｋｍの沿線は撮影ポイントが多くあり、年中鉄

道ファンやカメラマニアが写真を撮りに来ています。このよ

うに観光路線として、大変魅力があるのにもかかわらず、内

陸線の存在は知られておりません。最初に手掛けたのは、ユ

ニークなイベントを開催

してマスコミに取り上げ

てもらうことです。「カメ

ラ女子限定フォトコンテ

スト」、「全国高校生地方

鉄道交流会」、「いけばな

パフォーマンス秋の内陸

線」など話題性のあるイ

ベントを開催し、テレビ

や新聞によく取り上げら

れました。

　次に商品開発に力を注

ぎました。観光客が増え

れば、グッズ販売も増え

ます。「馬肉シチュー」や「ないりっくんストラップ」など

オリジナルグッズの販売で売り上げを伸ばしました。できる

ことは何でもやって１年間取り組んだ結果、赤字は1億9500

万円となり、何とか目標を達成することができました。

　本年は、内陸線そのものの魅力を発信して、四季を通じて

乗ってもらえるよう、さまざまな仕掛けを打っております。

７月に阿仁合駅前に「内陸線資料館」を開設しました。内陸

線は国鉄阿仁合線の時代から数えると80年以上の歴史があ

ります。その歴史を写真や新聞記事で紹介しています。次に

沿線16の駅に「セカンドネーム」をつけました。沿線には

あまり知られていない観光スポット・史跡や祭りなどがあり

ます。それをセカンドネームで紹介します。例えば上桧木内

駅は「紙風船上げの駅」、笑内駅は「根子集落入口の駅」、小

ケ田駅は「伊勢堂岱遺跡入口の駅」です。もう一つは〈内陸

線八景〉の選定です。内陸線は多くの撮影スポットがありま

す。その中で、お勧めのベスト８を選定して、内陸線の風景

の素晴らしさをPRします。

　このように、さまざまな手法で内陸線の魅力をPRして、

全国から数多くの観光客を集客すべく頑張っております。

独自の風土、文化PR、
　　　　　　  内陸線の再興目指す

秋田内陸縦貫鉄道社長　酒　井　一　郎
（高校18回）

内陸線の風景の素晴らしさをPR（うしろに見えるのは鳥海山）
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　2014年１月19日に東京・杉並の「セシオン杉並」で、三

菱一号館美術館館長・高橋明也さん（高校24回）を迎え、

第2回同窓生講演会を開催した。会には、幅広い年代の卒業

生約80人が参加。高橋さんご本人が「熱心に聴いていただ

きました」と感想を述べるほど、一体感のある会になった。

富士高校で20年、美術の教師を務められ、高橋さんの担任

でもあった佐藤美智子先生にもご来場いただいた。

　19世紀のフランス美術を研究テーマとし、西洋美術館

学芸員・オルセー美術館開館準備室の客員研究員を経て、

2006年、丸の内・三菱一号館美術館初代館長に就任された

高橋さん。「美術館で働くということ」というタイトルをい

ただいて、期待が膨らんだ。

　ただ、同窓生の講演会なので、高橋さんには「ぜひ、高校

生時代のお話を織りまぜてください」とお願いしていた。そ

の通りに子どものころの話から、講演は始まった。

　小学６年生での経験、ご家庭の教育のあり方、高橋少年が

出会った大人たち、すべてが私たちの意表をつく、スケール

の大きなものだった。　

　1965年パリ大学の交換教諭としてお父様が渡仏される際、

ひとりっ子であった12歳の高橋さんも、ご家族と一緒に40

日間船に乗りアジア・アフリカの地に寄港しながらマルセイ

ユまで行く。その間に、悲惨なこと、素晴らしいことを見聞

きした。その「ディープな」体験がいまの高橋さんを作った

のだろう。

　その後のパリで生活した１年間も高橋さんの感受性を高

めたようだ。大人たちに混じってフランス語を学び、ルーブ

ル美術館へは守衛さんと顔なじみになるほど通った。両親と

ともにヨーロッパ各地を訪れた。

　高校卒業時には、「ジャーナリストになりたいとか、建築

関係も好きだとかいろいろ迷った」と言う高橋さんが、それ

でも、いまの道を歩み続けているのは、これらの体験が下地

にあるからなのだろう。

　東京芸術大学を卒業後、学芸員として就職された西洋美

術館では、ご自身がメインで関わった展覧会は12〜 13本。

「ジャポニスム展」「バーンズコレクション展」「ジョルジュ・

ド・ラ・トゥール展」など、人気を博した展覧会の裏側のご

苦労を披露された。「ドラクロワ展」は、フランスの地方の

美術館の収蔵庫を一つひとつ当たった、手作りの展覧会で

あったという。今でも高橋さんは、この展覧会を手掛けた学

芸員として、フランスで名が通っているそうだ。そうした積

み重ねが、2010年のフランス芸術文化勲章シュバリエ受勲

につながった。

　国公立の美術館に比べ自由度が高く、歴史的建造物を復元

したランドマーク的な存在である、三菱一号館美術館で意欲

的にお仕事を続けておられるいま、気になっていることは「日

本の美術館に若い人の姿が少ない」ということ。高橋さんの

生い立ちから始まるお話を伺いながら、私たちがひしひしと

感じたのもまた、「未来を創る子供たちに対する大人として

の責任」であった。

　とても意義深い１時間半だった。

（落合惠子）

高橋明也・三菱一号館美術館館長が講演

佐藤先生に花束贈呈。同窓生講演会ならではの光景

（上）穏やかな口調で話をする高橋明也さん
（下）時に笑いを誘うお話で会場と一体に　
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先生方のご異動先生方のご異動 （敬称略）

編
集
部
か
ら

河　野　浩　二 副校長 東部学校経営支援センター支所へ
雲　出　伸　男 国　語 江北高校へ
阿　萬　良　一 数　学 杉並総合高校へ
黒　崎　康　弘 数　学 両国高附属中兼両国高校へ
舘　野　文　子 生　物 ご退職
勝　部　一　仁 美　術 日勤講師として狛江高校へ
市　原　　　一 英　語 文京区立文京第十中学校へ
大和田　浩　次 英　語 第一商業高校へ
矢　野　紀　子 家　庭 桜修館中等教育学校へ
中　野　梢　恵 音　楽 ご退職
白　木　文　子 英　語 ご退職

離任（25年3月） 着任（25年4月）
海　發　真　一 副校長 練馬区立光が丘第三中学校から
菊　山　あずさ 国　語 小石川中等教育学校から
池　田　憲　弘 数　学 拝島高校から
佐　藤　恭　平 数　学 墨田川高校から
島谷部　　　光 数　学 豊多摩高校から
長　美　克　明 生　物 狛江高校から
赤　坂　房　子 家　庭 多摩科学技術から
上　田　みつ子 英　語 三田高校から
一　瀬　綾　夏 英　語 武蔵野北高校から
町　田　清　彰 英　語 町田高校から
矢　内　一　弘 社　会 杉並区立松渓中学から
大久保　　　彰 保健体育 小松川高校から
寺　井　浩　一 美　術 大泉桜高校から
谷　口　　　聡 英　語 狛江高校から

■「若竹」第41号は、2013年度の若竹会の活動や、活発だったクラブ活動のOB/OG会の動きなどをリポート
しました。また、富士高の校歌を作詞された浜口允子さん、定年後に公募で秋田内陸縦貫鉄道社長になられた
酒井一郎さんにコラムを書いていただきました。取材・編集にご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。
■この号は、大宮杜喜子（18回）、落合惠子、相川浩之（ともに27回）が編集を担当いたしました。今回の「若竹」
に関するお問い合わせ、ご感想、今後取り上げてほしいテーマなどは、若竹会ホームページ（http://www.fuji-
daigo-wakatakekai.org/）の連絡フォームにお書きいただくか、若竹会事務局（〒164-0013　東京都中野区弥
生町5-21-1　都立富士高等学校内、☎080−2378−7998）宛に、お手紙をお送りください。
■１つ、お知らせです。若竹会ホームページはこれまで、制作を外部委託していましたが、４月から自主制作
に切り替えました。新たにホームページに設けた「若竹だより」では、適宜、卒業生の活動や若竹会の活動
をリポートしていきます。また、講演会などをメールでお知らせする態勢を作るため、メールアドレスの登録
フォームも設けました。ホームページもどうぞよろしくお願いいたします。

若竹会会長　須　知　正　度 （高校18回）

若竹会、富士高、そして　校歌

　今回の「若竹」では、浜口
允子さんに富士高校の校歌の
由来について書いていただき
ました。それにかかわる「若
竹会」、「富士高校」、そして「校
歌」のことを簡単に紹介して
おきます。

　「若竹会」―1935（昭和10）年11月
　当時の校長白石正邦先生が、創立15周年を記念して、「東
京府立第五高等女学校同窓会」を、明治天皇の御製「若竹

の 生ひゆくすゑを　おもふ世に　にはの教えを　おろそか

になせそ」から取り、「若竹会」と命名された。
　「富士高」―1950（昭和25）年１月28日
　1949年３月に都立新制高校のナンバー制を廃止して、新
校名を都に答申するよう通達されていた。職員会議では、
「富士見町」に因み「富士高等学校」を答申し、４月に全校
生徒に諮ったところ、「若竹」（同窓会名）、「醍醐」（第五の
語呂合わせ？）、「富蓉」（富士の別称）など、新校名案も出

て、どれも圧倒的な支持が得られなかった。最終決定のため、
年末に調査を実施したところ、「富士」の支持者が多かった。
こうして、「都立第五女子高等学校」は、「都立富士高等学校」
と改称された。
　「校歌」―1954（昭和29）年３月卒業式でお披露目
　東京府立第五高等女学校の校歌は、終戦後改作を要望さ
れており、男女共学となって決定的となったが、改作は遅
れ気味だった。1953年４月以降、国語・音楽の先生方を
委員に、受け持ちクラスの生徒数名を選んで作詞を進め、
全30篇程の中から、当時、１年生の鯨井允子（くじらい・
のぶこ）さん（現在	浜口允子さん、高校８回・1956年卒）
の作品が選ばれた。曲は、生徒・卒業生・先生から募集し
た23曲のうち、４曲に絞り、送別会を発表の場として、生
徒全員にコーラス斉唱を聴聞させ、投票によって決定した。
その結果、当時、定時制の音楽教諭（芸大作曲科３年在籍）
だった西岡光男さんの作品が選ばれた。
　詞も曲も制作当時の在校の生徒と先生による作品です。
これからも大切に歌い続けましょう！

第五高等女学校本科第19回卒同期会様   金百万円
　2013（平成25）年に同期生の皆さんが88歳を迎えら
れたことを記念して母校同窓会へご寄付いただきました。
ご意思を尊重して大切に使用させていただきます。あり
がとうございました。

寄
付
金若竹だより若竹だより

おくやみ
　島田房二先生　保健体育　2013年１月24日
　心からご冥福をお祈りいたします。


