2019 年 11 月
(第 9 号、2019 年秋)

杉並区立松溪中学校同窓会ニュース
§1

母校の文化発表会（舞台の部）見学報告
各組みんなで創り上げた合唱に感動

同窓会長

平木 協夫

松溪中学校の文化発表会（舞台の部）が 10 月 18 日
杉並公会堂大ホールで開催され、鑑賞、見学に行っ
てきました。この催しは学年ごと、クラス別の合唱
コンクール。午前に１年生、２年生、昼休みを挟ん
で午後３年生。学年の課題曲を全員で合唱した後、
各クラス、最優秀賞の獲得を目指して、この課題曲
と自分たちで選んで決めた自由曲を歌います。そし
て、ＰＴＡコーラス、教職員の合唱、吹奏楽部の演
奏を楽しみながら、各クラスの生徒さんたちは内心
ドキドキで、閉会式での審査結果発表を待ちます。

課題を１つ１つ乗り越えて
感動いっぱいの合唱コンクールです。クラス合

ろうと思います。初めて体験する１年生は、声を

唱では、まず２人の生徒がマイクの前に立ち、自

しっかり出して上手にそろえるという基本練習か

由曲について説明、自分たちがどのように合唱練

ら手探り状態だったでしょう。

習に取り組んできたかを元気よく話します。

１年のあるクラスは「いろいろな課題にぶつか

「この曲のテーマは“走る”です。明日に向かって

って悩んでいました。そうだ、先輩たちはこんな

全力疾走しますから聴いてください！」
「“笑顔の

時どうするのだろうと思い、３年のクラスの練習

ために”がサブタイトルの曲。地球上の人々の平

をみんなで見学させてもらいました。歌ってばか

和と笑顔のために歌います！」等々、発表本番を

りいるのでなく、歌っては話し合い、話し合って

迎えた意気込みに圧倒されます。

はまた歌う――そうした姿を見て感心しました。

６月ごろから自由曲は何にするかをクラスで話

以来、先輩たちを見習ってよく話し合い、課題を

し合って準備するそうですが、秋もさまざまな学

１つ１つ乗り越えてきました」と発表。この話を

校行事が続き、放課後はそれぞれ部活に励んでい

聞いて感心したのは客席の私どものほうです。

て、クラス全員の練習時間を作るのはたいへんだ
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十人十色から新たないろどり
10 月に入ると各クラスの合唱練習もスパート

差はあるにしろ、会場全体に感動をもたらしたと

校舎のそこここから、うまくそろった歌声が聞こ

いう点ではいずれも甲乙つけがたく、審査に当た

えてきます。このころ各教室の廊下には生徒 1 人

った皆さん（赤荻千恵子校長先生、山下慎吾副校

1 人が書いた「合唱コンクールに向けた漢字一文

長先生や各クラス代表の生徒審査員）は採点にき

字」が貼り出されていました。

っと苦労したでしょうね。杉森中学校から招いた

舞台で、３年のあるクラス。「私は『色』と書

小作典子先生は閉会式の講評で、合唱に関するア

きました。クラスの仲間は十人十色です。合唱練

ドバイスの前に、松溪の生徒たちが客席から舞台

習で力を合わせ、声を合わせて、十色をもとに新

に拍手を送る時のマナーの良さを真っ先にほめた

しい色を創り出しました。わがクラスの豊かな彩

たえていらっしゃいました。「切り替えがきちん

りで有終の美を飾ります」
。松溪中学校３年間の

とできて、先生方の合唱の際の拍手のノリも素晴

集大成という思いが伝わってきます。

らしかった」と。

各学年・各クラスの合唱は、音楽の技術評価の
PTA, 先生方のエンターテインメント
さて、合唱コンクールと結果発表の間のリラッ

と打ち鳴らしました。

クスタイム。ＰＴＡ、教職員の合唱は笑いがいっ

次が教職員の大真面目な合唱。曲は３年の学年

ぱいです。同窓生の皆様、
「THE 松溪」をご存じ

課題曲と同じ「大地讃頌」です。先生方が舞台で

ですか。ＰＴＡコーラスがこの曲になると、生徒

整列し直すと、ここでビッグサプライズ。指揮者

さんたちの拍手が沸き起こり、舞台では先生もぞ

と伴奏者はどなたか、生徒たちもだれひとり知り

ろぞろ出てきて一緒にスイングし始めました。松

ません。技術の川瀬雅士先生が指揮台に上ると、

溪中学校の校歌がだんだんジャズ調に変わってい

ワーッ！ 体育の小中知哉先生がピアノの方に歩

く楽しい曲です。杉並縁の深い作曲家・横山淳さ

み出すと、ワーッ、ウォー！ それから先の展開

んの編曲で 2002 年から歌い継がれてきたとか。

は‥‥どうぞご自由にご想像ください。ともあれ

大いに盛り上がって最後に先生がドラをジャーン

素晴らしいエンターテイナーぶりでした。

さすがはトリの吹奏楽部
文化発表会（舞台の部）のトリを務めるのは吹奏
楽部。指揮は音楽担当で顧問の関有希子先生。部員
数が 32 名に増え、「おもちゃ箱のファンタジー」な
ど、華やかな演奏を披露してくれました。
演奏のあと、今年度の定期演奏会は３月 28 日、松
溪中のアリーナで開催と発表がありました。
◇
「明日は栄えある 文化を築く」――在校生のみな
さんの夢と純情、そして自治の校風を存分に感じ取
ることができた感動の一日でした。
こうした母校のイベントは、私たち同窓生にも開かれていて鑑賞・見学が可能です。
今年度の文化発表会（展示の部）は３月最初の週で、参観日が設けられるはず。吹
奏楽部定期演奏会も楽しみです。ご都合がよければ同窓のお仲間とぜひいらっしゃる
よう、お誘いします。
う、お誘いします。
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§2

芝祐靖さん

ご逝去

第 1 期卒業生、芝祐靖さんが本年 7 月 5 日、
83 歳で逝去されました。迂闊にも同窓会が芝さん
を知ったのは 2017 年文化勲章受賞報道です。
折から同窓会は母校創立 70 周年記念行事を計画
中、面識もないのに同窓会行事へのご協力をお願
い、快諾を得、2018 年 9 月 16 日、同窓生に加え
、現役生、近隣住民もお呼びして同窓会主催”伶楽
舎雅楽演奏会“が実現しました。当日は伶楽舎フル
オーケストラ演奏に加え、芝さんの龍笛独奏、
そして司会者宮丸理事との軽妙な対談による松溪

お別れの会のご遺影と愛用の龍笛

中時代のお話など、あっという間の２時間でした。
事前打合せにもご同席いただき、お人柄の一端にも
接しました。わずか一年足らずでお別れとなり残念
至極ですが、幸せと感謝の気持ちで一杯です。
同窓会が今後の活動でも何らかの形で、伶楽舎や雅
楽とかかわりをもち、芝さんの志をすこしでも継いで
ゆきたいと思います。
8 月 8 日、サントリーホールでお別れの会がありま
した。お弟子さんの企画で、芝さんの遺志に添い、
友人のお話をはさみながら、創作作品の演奏、伎楽獅
子奮迅、最後にお弟子さん数十人の自由参加で盤渉調
越天楽を天にも届く大合奏で芝さんをお送りしました。
同窓生一同、心からご冥福をお祈りいたします。
2019 年 8 月 17 日朝日新聞夕刊“惜別”コラムに芝さん
の追悼記事が掲載されています。また芝さん足跡・お人柄に
ついては、“伶倫楽遊、芝祐靖と雅楽の現代”、寺内直子編著、
アルテスパブリツシング、に詳説されています。
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2018 年 9 月 16 日松溪中で独奏さ
れる芝さん

§3

卒業生の講義、7 期柴田德思さん「放射線について」
母校の依頼で 7 期ご卒業の柴田德思さんが在校 3 年生の
課外授業をされました。「松溪だより」6 月号でも報告され
ています。

松渓中学での講演
松渓中学では創立 70 周年の学習で「歴史が照らす未来
へ～私のメルクマールを残そう～」のテーマのもと一人
一人が自由な表現で発表しました。今年度のテーマは「～
私のメルクマールを残そう～その先へ」です。
調べるテーマは「人の営み」で、その中の分類として
「環境と科学技術」、
「日本の今後の課題」、
「戦争と平和」、
”1957 年松溪中学卒業、1970 年大阪大学

「文化・芸術」が置かれています。

大学院博士課程単位取得退学、現在、東京

赤荻校長先生から、僕が放射線に関連する研究を行って

大学名誉教授、株式会社千代田テクノル大

きたことをご存じで、3 年生の学習の一環として放射線に

洗研究所所長”

関連する講演を頼まれました。

そこで、講演の題目：「長く物理に関連する仕事に携わって」
１）科学に興味を持ったのは
２）放射線に関連する話
（１）放射線の基礎
（２）放射線の利用
（３）放射線の影響
という内容を講演しました。
僕は、小学生のころから雑誌「子供の科学」を
読んだり、友達がラジオを作っているのを見て
真似したりして、将来は研究者になりたいと考

放射線の話に入りました。

えていました。研究者になるには勉強しなけれ

後日、赤荻先生から生徒さんの感想を送って

ばと思っていたのですが、何かに打ち込んだと

いただきまた。108 名の生徒さんからの感想で

いうことでもなく勉強は小学、中学、高校とし

す。感想の多くは、放射線は悪いものだと思っ

なかったので（ただし、身体が小さかったので

ていたけれど、いろいろな所で役に立っている

クラスではいつも一番前の席で、授業は真面目

ことを知り驚いた、というものでした。また、諦

に聞いていました)。

めないで続けることが大事だという感想を持っ

1 年間浪人して大学に行きました。その浪人の

た生徒さんも多数おられました。生徒の皆さん

間、初めて真面目に勉強しました。
「1」科学に興

が熱心に聞いている様子は嬉しいものでした。

味を持ったのは」、の所では、このような経験を
話して、自分が成りたいと思うことは、諦めず

7 期卒業生柴田德思

に努力すれば成れるものだということを伝え
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§4

松溪の給食

杉並区の全中学校で完全給食（主食+おかず
+牛乳）が実施されたのは、昭和 44 年（1969
年、第 21 期卒業生の入学した年）ですから、
松溪の給食を経験した同窓生は、第 19 期生
（1967 年入学、1970 年卒業）からで、現在、
同窓会活動に参加されている方のほとんどは
20 期卒業生までですから、松溪給食を知る方は
皆無と思います。
一方、杉並区の小学校では完全給食が昭
和 29 年、1954 年に実現しています。皆様
の学校給食の記憶は、小学校時代のものと
思います。
戦後の学校給食復活過程の典型的な記憶
として、作家立松和平さん（昭和 22 年、
1947 年生まれ）の言葉（岩波新書 1748、
“給食の歴史、藤原辰史著、167 ページ）
。
“小学校からずっと給食でした。脱脂粉
乳はまずかったですね。みんな鼻つまんだ
り、目をつぶって飲んだりした。サンマの
煮付けとかコッペパンとか、けんちん汁と
パンとか変な取り合わせも多かったな。
でも楽しかったですよ。友達のお母さんが給食

ろうな。変な取り合わせだって、きっと、あるだ

を作っていたり、給食当番になってかわいい子に

けの材料を買ってきて作ったから、そうなったん

おかずをたくさんついだり、「今日はカレーです

でしょう。脱脂粉乳がまずいというのも、みんな

よ」というと教室中がワーッとわいたりとか。

がそういうから一緒にそういっていたのかもしれ

みんな一生懸命生きていたから楽しかったんだ

ない。“

松溪中はホームページで、毎月中旬、翌月一ヶ

松溪の給食もこれに添って提供されています。曰

月の献立予定およびカロリー、栄養価計算を含め

く、

た詳細が生徒・保護者向けに案内しています。

（1） 自校方式による完全給食、つまり「主菜+

2019 年 10 月の給食案内冒頭部分は上表の通りで

副菜+スープ+デザートにこれに必ず牛乳

すが、皆様はどんな感想をもたれますか？

がつく」
。

平成 29 年 12 月、杉並区教育委員会は杉並区学

（2） 米飯給食を週 4．5 回とし、スチームコン

校栄養士会と共同で“杉並区の学校給食”を制定し

ベンションオーブンを設置し、揚げ物より
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焼き物を多くし、過脂肪などに配慮。

学校給食は腹ぺこの少年が家庭、授業を忘れ仲良

（3） 生徒一人一回あたりの栄養摂取基準。例え

しと自由に話ししながらくつろぐ、貴重な時間で

ば中学生はエネルギー820kcal,タンパク質

す。
「食育」
、
「福祉」
、
「産業振興」などとたくさ

30g, etc.

んの論点があり、作るほうは大変ですが、行政、

（4） 保護者負担給食費は\5,653/月 x11 回。保

教職員、栄養士、調理士、など現場の関係者の真

護者は食材費のみ。その他全費用（施設費、

摯な努力で維持運営されています。母校の広く明

人件費、光熱費、
・・）は杉並区が負担。

るく清潔なランチルームでくつろぐ生徒は幸せと
思います。

§5

通学区域のトピックス

桃井第二小新校舎落成
平成 31 年 3 月、桃井第二小学校新校舎が 3 年間

収容の桃二学童クラブを併設、教室は 2～4 階、

にわたる新築工事が完了し、新学期より授業が開

体育アリーナは 2 階、5 階には 25 メートルプー

始されました。外観は松溪中新校舎と似ています

ルと、太陽光パネルとヘリポートもあります。

が、最新のデザイン、さらに進化した機能をもつ

校庭や付帯設備の整備はまだ続いており、全施

小学校施設が誕生しました。地上 5 階建て（松溪

設の完成は来春です。桃井第二小の新しい歴史が

は４階）、1 階は職員室、給食室の他、165 名

始まりました。

松溪中指定通学区域の中学生センサス
松溪中在校生と松溪中指定通学区域中学生適齢人口（平成31年4月1日現在）
町名

世帯数

人口

満12歳（中学1年）
男子

女子

満13歳（中学2年）

合計

男子

女子

満14歳（中学3年）

合計

男子

女子

合計

荻窪1丁目

2,560

5,193

15

22

37

20

20

40

28

20

48

荻窪2丁目

2,177

4,078

13

5

18

11

11

22

16

13

29

荻窪3丁目

3,480

6,574

26

20

46

10

13

23

24

24

48

荻窪4丁目

2,566

4,206

4

12

16

7

10

17

9

10

19

荻窪5丁目

3,122

5,039

24

12

36

10

13

23

7

16

23

高井戸東4丁目（注）
合計

2,513

4,827

18

22

40

20

16

36

15

24

39

16,418

29,917

100

93

193

78

83

161

99

107

206

松溪中在校生

104

85

上記より通学地区全中学生の約60％が松溪中へ、40％は中高一貫校や私立に進学していると推測されます。
（注）高井戸東全域（1~28番地）の人口数値、このうち松溪区域は4~28番）
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