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                                     2018年 6月 

（第 5 号 2018 年春） 

 

 

§1 松溪中創立 70 周年記念同窓会“伶楽舎雅楽演奏会とホ-ムカミング 

  デー” 2018 年 9 月 16 日（日）に開催します。 

溪中は 2018年 6月 10日 

創立 70周年を迎えます。 

同窓会ではこの節目をともに歩ん 

だ仲間と一緒に祝いたいと願って 

いました。 

一方、昨年、第 1期ご卒業の 

芝祐
すけ

靖
やす

さんの 2017年度文化勲章 

受賞の報に接し、後輩として大変 

嬉しく、母校をさらに誇らしく感 

じました。 

 

そんな気運のなかで、二つの慶事を祝う機会があ 

ればと考えましたが、芝さんに我々の気持ちをご 

理解いただき、芝さんがライフワークとして創 

設、指導されている雅楽演奏団体“伶楽舎”に出 

演願い、同窓生をお誘いし母校で雅楽演奏会を 

開催、同窓会ホームカミングムデーとして創立 

70周年を祝うことにいたしました。詳細は別途 

ご案内しますが、多数の同窓生のご来場を期待し 

ています。 

 

松溪中学校創立 70周年記念怜楽舎雅楽演奏会へどなたもお越し下さい。 

●2018年 9月 16日、日曜日の午後、松溪中学校で 

 雅楽を観る、雅楽を聴く。我が国の伝統芸能を楽しみましょう。雅楽演奏の音楽監督は、松溪中１期生、 

 杉並区名誉区民の芝 祐
すけ

靖
やす

さんです。 

  主なプログラム：管絃曲、舞楽、衣装・楽器のお話 

  会場：松溪中学校体育館 

  開場：午後 1時 開演：午後 1時 30分（開演後のご入場はご遠慮下さい）終演予定：午後 3時ころ 

 

●入場料：一口\500の寄付をお願いします。 

●雅楽演奏会終了後に第 2回「オール松溪ホームカミングデー」を開きます。 

  会場：松溪中学校 3階ランチルーム（エレベーターあります） 

  時間：午後 3時 30分～4時 30分 

松 

杉並区立松溪中学校同窓会ニュース 
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§2 松溪中創立 70 周年記念学習発表会（仮称）と関連行事“卒業生と語る 

会” 

松溪中の第 70回創立記念学習発表会は平成 30年 10月 

27日（土）に行われます。当日は秋恒例の文化ウィー 

ク（10月 19日（金）の舞台の部から始まる）の最終日 

にあたります。 

母校は創立 70周年を通常行事の中で静かに祝うご意 

向で、70周年記念を冠した祝賀行事は記念学習発表会 

のほかに、「文化ウィーク」、「運動会（6月 9日）」と 

「卒業生と語る会」が予定されています。 

 

このうち「卒業生と語る会」第一回は既に 4月 21日 

（土）に実施され、母校の依頼で同窓会もゲストティ 

ーチャー4名を派遣しました。7月 14日（土）に第二 

回が予定されております。同窓会念願の母校貢献に添う 

活動です。ここに概略をお知らせします。 

 

「語る会」の趣旨は以下のとおりです。 

「松溪中の歴史を調べ、異学年や卒業生（85歳から 16 

歳）との交流を通して、松溪中学校やその地域の成り 

立ちや歴史を知り、新たな視点から振り返ることで、 

母校としての松溪中を更に身近に感じ、松溪中の築い 

てきた文化や風土を継承させる大切さを実感する」 

       ＝4月 16日校長先生朝礼の一部より＝ 

 

 

「語る会」の進行は大変ユニークです。全校生徒 

がアリーナに集合、学年混成の 21グループに分 

かれグループ毎に一人のゲストテイーチャーを囲 

んで、“自己紹介→卒業生の回顧回想談→質疑応 

答”を行い、これを二回繰り返し（二回目は別の 

卒業生）ます。7月 14日の第二回とあわせ、生 

徒の記録感想文が文化ウィークに松溪伝統の“読 

書通信”形で公開されます。第一回へは同窓会よ 

り、ゲストテイーチャーとして、富山朔太郎さん 

（2期）、石橋祥孝さん（4期）、平木協夫さん 

（13期）、辻幸一郎さん（34期）、矢代会長(アシ 

スタント)が参加、学校支援本部や PTAが中心で 

お呼びした他の卒業生 18名を加え総勢 22名の 

卒業生と共に行事に協力しました。学校支援本部 

他がお呼びした卒業生の年次は 24期から 69期と 

若い卒業生で、同窓会からの古い卒業生の方と対 

照的な役割分担がされています。現代の区立中学 

在学生にとって 22名の卒業生との対話が、家族 

とは別に対人関係を構築する良いトレーニング 

になればと期待します。 

講演中の富山朔太郎さん(2 期) 

 

 

祝 70 周年横断幕 正門/PTA の寄贈 
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同窓会ならではの活動の場をセットしていただい 

た、赤荻校長先生、小松副校長先生並びに学校支 

援本部、PTAに感謝申し上げます。今後も連携で 

きるように同窓会は努力します。今回学校支援本 

部他の呼びかけで参加された同窓生 18人の方は 

いずれも今まで同窓会の存じ上げない方ばかりで 

した。改めて我々同窓会の広報の無力を感じます 

が、当日矢代会長が皆様の連絡先情報などを取得 

しましたので今後同窓会事務局より連絡を維持し 

将来の同窓会発展に努めます。7月 14日(土)の 

第二回には同窓会より、永田義博さん(1期)、  

村上泰興さん(3期)、柴田徳思さん(7期)、柴山

英次さん(15期)にゲストテイーチャーとして参 

加いただく予定です。 

 

§3 松溪だよりヘッドラインニュース 

2017 年 11 月号 その 1、その 2、 

(1) 

小中合同研修会（西田 

小、桃二小、松溪中） 

11 月 6 日 

 

 

(2) 

杉並区中学生海外留 

学成果報告会, 11 月 

26日、顔子軒さん(3年

生) が参加 

2017 年 12 月号 その 1、その 2、 

(1) 
杉並区立中学対抗駅 

伝大会, 12 月 10 日 

済美山運動場・善福寺川沿い周回コース、男 

子 9 位、女子 3 位、女子第 5 区（2.3KM） 

で一年生奥ノ矢桃子さんが区間賞（8 分 28 

秒）を獲得しました。 

 

2018 年 1 月号 

(1) 
赤荻校長先生 年頭 

の言葉 

万葉集より。大伴家持の和歌「新しき年の初

めの初春の、今日降る雪のいやしけ吉事
よしごと

」 

 

(2) 2 年生移動教室 
1 月 24 日（水）～27 日（土）、3 泊 4 日の 

菅平スキー教室 

(3) 
1 年生「職業人の話を 

聞く会」1 月 24 日 

定例の進路学習授業。多彩な分野より専門 

職業人 11 名をお呼びした。 

2018 年 2 月号 

(1) 
「学校評価アンケー

ト」数値データ 

平成 18 年文科省「義務教育における学校評価ガイドライン」による   

学校運営状況について年 1 回の数値評価。(1) 生徒／保護者／地域  

(2) 教職員による自己評価 (3)第三者（専門家）評価、の 3 種類があ 

り、(1)のみ公表される。(1)では各回答者に対し学校運営事項全般を 10 

項目程度に分類した多岐の質問にたいする肯定回答率が公表される。 

保護者の学習指導、進路指導に関する肯定率が概して低い。 
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2018 年 3 月号 

(1) 
第 68 回卒業式   

3 月 16 日、 

128 名全員が高等学校へ進学しました。 

   公立／高専 私立高校  合計 

 男子  29    46    75 

 女子  23    30    53 

 合計  52    76    128 

 

 

 

§4 松溪地域だより 

東京都立荻窪高等学校の今 

メディアであまり報道されませんが、2016 年 12 月に“教育機会 

確保法”が成立・発効しました。 

この法律は、終戦直後に今の学校制度発足当初からその不備に 

気づいた現場の教職員が自力で創設し支えてきた“夜間中学” 

を国も認知・支援して欲しい、との草の根運動が数十年を経て 

結実したものです。同法は基本理念を「年齢又は国籍その他置 

かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受け 

る機会が確保されるようにする」と定めます。当座は小中 9 年 

間の義務教育についての法律ですが、国籍を越える学習者を想 

定するなど、教育を受ける権利（学習権）に関わる今日的問題 

をできるだけ広くカバーしようとの意図でデザインされている 

画期的で先進的な法律です。 

荻窪高校は、昭和 10 年（1935 年）東京市杉並高 

等家政女学校として創立された長い歴史を持ちま 

す。昔から“定時制”を持つユニークな高校でし 

た。古い人間は“定時制＝経済的弱者＝苦学生”と 

考えがちです。現代では学習弱者の態様は多様化、 

例えば中学の形式卒業者（不登校）、外国人就労者 

とその子弟など、範囲も対象者数も増加していま 

す。荻窪高校はこのような現代の教育・学習事情 

の変化を先取り、学習弱者に焦点をあてた学校に 

変貌しており、高等学校ですが上記新法の趣旨を 

先取りして実現しています（2007 年 4 月より）。 

荻窪高校は 2007 年 4 月に改編され、提供する教 

育内容を、“3 部制、単位制、定時性、普通科高校” 

とし、義務教育を修了した人を対象に、普通の高 

校教育に加えて、さまざまな困難を抱える青年に 

も広く教育の場を提供しようとしています。現在 

の構成は、 

A 1 部（午前部）、2 部（午後部）、3 部（夜間部） 

  の 3 部で全部普通科。 

B 各部とも必修科目を含め 72 単位を 3 年間以上 

  で取得し卒業（4 年で卒業を目途）。 

C 3 学部合計で 32クラス設置、1クラス約 30 名。 

荻窪駅徒歩 5 分の昔からの至便の場所に、狭い敷 

地ですがぎっしり必要施設が整備された学舎は今 

も健在です。 

2018 年荻高祭ポスター 
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“松溪”命名の由来 

“松溪”は地名ではありません。松溪中のほかに、 

松溪公園と松溪橋があります。 

 

2016 年 3 月 6 日復活同窓会総会で、ご臨席の大先輩 

から松溪中命名の由来は“創立に参画された教育関 

係のどなたかの当時の周辺風景の印象による”と紹 

介がありました。 

 

少し具体的にその心象がわからぬかと杉並区図書館 

で郷土資料を調べると以下の記事がありました。命 

名者は不明ですが、往時中国をよく旅行された方で、 

母校周辺の風景に中国広西省世界自然遺産“桂林”を 

想起し“松溪”としたようです。 

桂林の緑多い鋭峰が近衛邸周辺の岡や松でしょうか。 

 

 

資料 1：“杉並区立郷土博物館研究紀要”記事、久保田恵政氏就筆 

第 11 号（平成 15 年 3 月発行） 

第二部 杉並の川と水源より、その一 善福寺川（P26 後段） 

その他関根や東荻の台地（南面する緩やかな斜面） 

には有名人の別荘が点在していた。これは國木田 

独歩による武蔵野ブームにより、都心への交通や 

荻窪駅までさほど遠くなく、近くに清流が流れ田 

園風景が広がり松林の丘とその奥に秀麗富士の姿 

が見られるという別荘地の立地条件が揃っていた 

からである。ちなみに近衛文麿公邸宅であった荻 

外荘の南側台地（西田の丘）に開校した松溪中学 

校の校名は、荻外荘から続く丘一帯に松林が続き 

下を善福寺川が蛇行していてその風景があたかも 

中国の松と渓谷風景に似ているところから命名さ 

れたと聞いている。 

 

資料 2：“同博物館研究紀要”第 12 号（平成 16 年 3 月発行）、久保田恵政氏執筆 

杉並の橋、（7）松見橋、松渓橋（P85~） 

昭和の政治家で首相にもなった近衛文麿公の邸宅 

「荻外荘」が橋の北側に広がっていた（約一万坪）。 

ここから屋倉にかけての台地には見事な松林が続 

いていた。台地の下には善福寺川が清らかに流れ 

ていた。そうゆう風景を人々は好んだのであろう 

か、それで松見や松溪という名が付けられたので 

あろう。対岸の台地に建てられた松溪中学校の元 

校長によると「学校から眺めるこの風景が中国雲 

南省（注）桂林の松と溪谷の風景に似ているので校 

名を松溪中学校と名付けた」という事である。又 

同校の校歌に「松の木立」という一節がある事か 

らも美しい松が多かった地域といえる。 

（注）今は広西省 

現在の桂林風景 
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§5 同窓生の皆様へ 

”同窓会ニュース（春秋年 2 回作成）、”松溪だより 

“（隔月）”を、メールに添付して、各期世話人を通 

じ同窓生へ配信しています。ご自分の卒業期に世 

話人が不在の方や、直接受信したい方へは事務局 

より配信します。希望の方はどなたでも以下の同 

窓会連絡アドレスにお名前・卒業年度とメールア 

ドレスをご連絡下さい。配信リストに登録し定期 

的にメールを配信します。 

 

同窓会メール sugi-shoukei-2014@shouwa-co.co.jp 又は 

ミニ世話人会 kenricola@nifty.com （事務取扱：9 期 小林） 

 

杉並区立松溪中学同窓会 

mailto:sugi-shoukei-2014@shouwa-co.co.jp

