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剣道部創部五十周年記念式典開催
工体連剣道部・工剣会（OB
会）では、去る平成23年11月
19日（土曜日）、OB105名、
学生20名、来賓18名、合計
143名の参加の元、法政大学
小金井キャンパス東館・一階
マルチユースホールにて、創
部五十周年記念式典を地下一
階学生食堂にて祝賀会を開催
いたしました。
工剣会新会長・古藤先輩、
記念式典実行委員長・角坂先
輩を始めとした新執行部を中
心に、平成22年からOB会名
簿を整備し、記念式典内容を
企画して開催に至ったもので
あります。
半世紀に亘る時代の変遷の
中で様々な環境の変化を受け
ながら、その時代、その時代
の人達が営々と築いてきた剣
道部の歴史。20年ぶり、30
年ぶり、40年ぶりに顔を合せ
る全国から集まった諸先輩が
記念式典でその昔を振り返

り、祝賀会で喜びを分かち合
いました。
平成24年3月現在、OBの数
は物故者を含め324名。実に多
くの仲間がここ工体連剣道部
で学び、自身を鍛えて社会人と
なっていったのであります。
五十周年を迎えたこの年、
大いなる災難が宮城・福島・
岩手他を襲いました。生活の
財を全て失い、大切な家族や

工体連OB会理事長と
空手部監督の同時就任にあたり
昨年４月より工体連OB会理
事長及び事務局の大役を仰せつ
かりました'80年卒業、空手部
OBの竹重高志です。松尾前理
事長の会長就任伴い、理事長役
を引継いだ訳ですが、OB会運
営の重要な役職であり、重責を
感じながらも会の発展ために精
一杯努力していくつもりです。
昨年2月、創立30周年記念式
典が盛大に開催されましたが、
各部OBの皆様の元気な姿を拝
見し、先輩方の築いて来られた
歴史の重さを痛感しました。松
尾会長以下、新役員は会の発展
と各部OB会の充実を心から願
っている人ばかりです。一致団
結して新たな工体連OB会の歴
史を創りあげていきたいと思い
ます。未熟な面は多々あると思
いますが、皆様のご支援、ご指
導を宜しくお願い致します。

数年に亘る小金井キャンパス
改築も本年度で完了します。全
ての校舎が建て替り、私が学ん
だ時代の面影はなくなり、キャ
ンパスの雰囲気は全く変ってし
まいました。学生の気質も変わ
ってきているようです。特に工
体連では部員集めに苦労してい
て、いろいろな面でOB会の支
援が必要になっています。現
在、OB会は22団体が加入して
いますが機能しているのは16団
体です。工体連OB会の役割は
①各部OB会の充実とOB会相互
の親睦②現役学生に対する親睦
と支援、が主たる目的です。時
代の変化と共に変りつつある工
体連を支える為にOB会の存在
は大きく、支援活動の充実が望
まれます。各部OBの皆様には
大学の現状を理解して頂き、
OB会への積極的な参加をお願

仲間たちを瞬時に奪われた不
幸は想像を絶するものであり
ました。人が助け合う姿、勤
めを全うする意思、我々が忘
れかけていたものをたくさん
再発見したのもこの年であり
ます。永い歴史の節目に、こ
れまでの経験を思い起こし、
広く積極的に社会の絆を作り
上げてゆきたいものです。剣
道部に留まらず、工体連の存
在意義を高め、他校との交流
を盛んにして、果ては社会に
青年日本の代表者として羽ば

いします。
話は変わりますが、工体連OB
会の理事長を引受けると同時に
我が空手部の監督も引受けるこ
とに事になりました。大学を卒
業後、空手から全く離れてしま
った私ですが、40歳後半から学
生を応援するようになり、指導
にも加わるようになりました。
メタボと成人病を抱えた非常に
不健康な状態を何とかしなくて
はいけないと考えていた時期で
もあり、学生たちの活躍を見て
いるうちに空手への情熱が再び
湧いてきたのです。数年、助監
督として菅原前監督と共に指導
を続け、今回の監督就任に至り
ました。新な体力作りのおかげ
で減量出来、成人病もいくらか
解消されてきました。監督とし
ての目標は、技術的な指導は若
いコーチ達に任せることが多く
なると思いますが、大学４年間
の空手部の生活で武道の精神や
礼儀を学び、どのような苦難に
も立向かっていける強い精神力
を身につける事が出来るよう指
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たかん！
最後に、小金井キャンパス
での式典開催に多大なご協力
をいただいた学校関係者の皆
様、盛大な祝賀会を演出して
いただいた法政大学生活共同
組合の方々、また、工体連OB
会の皆様、これまでもそして
これからもご指導をいただく
諸先生、さらに多額の寄附を
頂戴した諸先輩に、OBを代表
して深く感謝申し上げます。
（剣道部 武井雅通 77）

工体連OB会理事長

竹

重

高

志

導していきたいと思います。
最後になりますが、理事長と
監督を同時に引受けたことによ
り、学生とOBの両方の立場を
理解することが出来、工体連の
今後の在り方において最善の方
法が見出せるのではないかと思
って い ま す 。工 体 連 O B 会 の
益々の発展を目指し、努力を続
けて行きます。各部OBの皆様
には改めてご協力をお願い致し
ます。
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剣道部

●新部長挨拶

この4月より剣道部長を拝
命しました柳川浩三と申しま
す。よろしくお願い致します。
縁あって、昨年4月より理工
学部創生科学科に専任講師と
して着任しました。法政大学
に勤務する以前は、神奈川県
の県立高校で25年間英語教師
をしておりました。
その間、剣道部の顧問も務
めておりましたので、久しぶり
に部員（学生・生徒）たちと稽
古をできるのを楽しみにして
おります。
私個人の剣道歴で、人に胸
を張って言えるような輝かし
い実績は何一つありません。
今までダラダラと剣道を40年
近く続けてきたことぐらいで
しょうか（笑）。そんなわけで
すので、自分が剣道部の強化
に関してどれほどの力になれ
るか甚だ疑問ではあります。

柔道部

しかし 、
剣道部には、
古藤会長を
はじめとす
る多くの
OBの方々
剣道部部長
の熱い想い
柳川 浩三
と、小野監
督という二 （理工学部 創生科学科）
枚看板があります。私はそれに
支えられながら、部員の心身
の成長に少しでも貢献できれ
ばうれしいです。
最後になりますが、十余年
に亘って剣道部長を務められ
た永瀬克己先生（デザイン工
学部）のご尽力に対して、こ
の場を借りて深く感謝申し上
げ、剣道部長就任のご挨拶に
代えさせていただきます。今
後とも、どうかよろしくお願
い申し上げます。

で、控えめ
ではありま
すが 、在任
中に「日本
一の柔道
部」を目指 柔道部監督
します！
原山 康昌
何を以て
（ 03年
一番とする システム制御工学科卒）
かは難しい
ところでありますが、在籍し
た学生がそう思える部活動で
あればと思う所存です。
卒業後も「冷や酒と監督の
意見は後で効く」と感じても
らえれる様、努めさせていた
だきます。
最後に、寒暖の差が大きい
季節柄、皆様、尚一層ご自愛
ください。

工体連OB会 24年度スケジュール
12. 4.12（木）第1回理事会、会報30号発行
12. 6.23（土）第2回理事会
第17回工体連『お祭り』
（現役・OB懇談会）
12. 8. 9（木）第3回理事会
12. 9. 8（土）第17回工体連OB会 親睦ゴルフ 阿部 鞏杯
12.10.11（木）第4回理事会、会報31号発行
12.11. 3（土）工体連OBの集い
（ホームカミングデー）
13. 2.21（木）第5回理事会
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2011年度工体連会長賞
最優秀賞

※努力賞・特別賞は該当なし

対 象 氏名・団体名

主な推薦理由・成績
関東理工科系大学サッカーリーグ
サッカー部 （秋季）団体戦優勝

関東理工科系大学ソフトテニスリーグ
（春季）
（秋季）団体戦１部優勝
関東理工科系大学バレーボールリーグ
バレーボール部
（秋季）団体戦１部優勝

団 体 ソフトテニス部

丸山
個 人 晝間
千葉

翔大 関東理工科系大学バレーボールリーグ
（春季）ベストアタッカー賞
関東理工科系大学バレーボールリーグ
慎裕
（秋季）ベストリベロ賞
全日本理工系大学空手道選手権大会
大輔
個人組手 優勝

優秀賞
対 象 氏名・団体名
団体

●新監督挨拶

緑樹の候、皆々様、いっそ
うご活躍のこととお慶び申し
上げます。
本年度より工体連柔道部監
督 を務 めさせていただ きま
す、平成15年度卒業の原山と
申します。
未だ若輩の身であり、至ら
ぬ点も多々あるかとは思いま
すが、諸先輩方には、御教導、
御鞭撻のほど、よろしくお願
いいたします。
さて、挨拶は程々とさせて
いただき、監督という大任を
担う以上、この場を借りて幾
つか抱負を掲げさせていただ
きます。
あまり大 業 なこと掲げ て
「酒に酔って虎の首」など言
われても仕方がありませんの

平成24年5月1日発行

個人

空手部
小林

由佳

榎本

祐大

竹迫

翔平

千葉光之輔
髙橋
西埜

潤基
巧祐

仙波

千帆

主な推薦理由・成績
全日本理工系大学空手道選手権大会
団体組手・形 準優勝
全日本理工系大学空手道選手権大会
個人組手 ２位 個人形 ３位
全日本理工系大学空手道選手権大会
個人組手 ３位
全日本理工系大学空手道選手権大会
個人形 ３位
全日本理工系大学空手道選手権大会
個人形 ３位
関東理工系科大学ソフトテニスリーグ
（春季）個人戦準優勝
関東大学クラブ対抗陸上競技大会
女子100ｍ ２位

2011年度工体連OB会会長賞
功労賞

団体名 氏
水泳部 岩佐
中野
バレーボール部
水品
平野
ラグビー部
松本

名
香織
幸子
斉子
絢子
千鶴

奨励賞

学
科 団体名
応用情報工 ソフトテニス部
機械工
バレーボール部
ディジタルメディア
生命機能 陸上競技部
生命機能
合気道部

2011年度学友会表彰者
団体名 氏
樋口
空手部
小林
井上
サッカー部
渡部
髙橋
ソフトテニス部
武内
バスケットボール部 斉藤
バレーボール部 加藤

名
彰大
由佳
亮平
真也
潤基
裕紀
千里
快生

学
科 団体名
機械工 バレーボール部
ディジタルメディア
ラグビー部
環境応用化学
生命機能 陸上競技部
経営システム工 ワンダーフォーゲル部
経営システム工
工体連本部
ディジタルメディア
生命機能

氏
山澤
黒田
若月
渡邊
寺門
村井
吉田

名
里奈
真未
茜
美保
由香
香織
全花

学
科
生命機能
経営システム工
経営システム工
創生科
応用情報工
応用情報工
創生科

氏
堀場
丸山
高橋
佐藤
中込
塙
城井

名
亮平
泰央
悠輝
隆弘
雄大
泰慶
哲也

学
科
機械工
経営システム工
経営システム工
電気電子工
電気電子工
ディジタルメディア
生命機能

先 輩 ! 是 非 、夏 合 宿に来 て 下さい。
関 東 理工 系 大 会 の 観 戦・応援も
宜しく御 願 い 致します! !

工 体連陸上競技部一同
2012年3月春合宿
（千葉東金アリーナ陸上競技場）
にて
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大和魂〜武道教育と武士道
阿部
新渡戸稲造の「武士道」に
は桜の花をもって、大和魂を
表現している。
桜は日本人が古来から最も
愛した花であり、わが国民性
の象徴である。桜の花の美し
さには気品があり、優雅であ
ることが日本人の美的感覚に
訴えるものがある。自然の赴
くままにその生命を棄てる用
意があり、その色合いは決し
て華美とは言い難く、その淡
い香りには飽きることがな
い。このように美しく、儚
く、風のままに散ってしまう
花、ほんのひとときの香りを
放ちつつ、永遠に消え去って
しまうこの花が「大和魂」の
典型ではないだろうか。
この数年間、我が国は政治・
経済の低迷や近隣諸国からの領
土問題や不当な侵略的な言動に
疲弊している。今こそ、日本人
の強い信念を基に国内外に正当
な主義・主張を展開し、存在感
を示さなければならない。

鞏 （一般社団法人江東区柔道会会長 ）

は、事故の多くが試合に勝つ
ための無理な練習や試合によ
るもので、授業での事故では
ないことと、年間10時間余り
の授業として考えれば、受身
等により護身法の習得や人間
形成の徳育指導を中心とする
ことから始めることが妥当だ
と思う。

敗 者 に 対 す る 思 い や り 、愛
情、寛容、他者への情愛、同
情 、憐 憫 は 常 に 最 高 の 徳 、
「礼」他人の気持ちを思いや
る心の表れ。また道理を正し
く尊重すること、社会的地位
に対して相応の敬意をはらう
こと。「信（誠）」嘘やごまか
しをすることなく、口に出し
武士道
たことは命をかけて守るこ
日本的思考の根源を探ると と。「名誉」人格の尊厳と価値
すれば、最も体系的に纏めら に つ い て の 積 極 的 な 自 覚 。
れ て い る の は 新 渡 戸 稲 造 の 「忠義」目上の者に対する服
「武士道」だと思う。
従及び忠実。「智」単なる知識
1862年に武士の子として生 ではない叡智。
この教えの中で、最上位に来
まれた新渡戸は、札幌農学校
に入学し、教頭クラーク博士 るのが「忠」であり、最も厳し
の影響を受け、16歳でキリス く、支柱となるのが「義」、人
ト教徒となった。その後、東 の上に立つための「仁」、試練
京大学を卒業し、7年に及ぶ米 に耐えるための「名誉」等が強
欧留学を経て、1899年にフィ 靭な精神力を生んでいる。忠義
ラデルフィアで「BUSHIDO」 は、主君に対する無分別な服従
ではなく、諂いや追従ではな
が出版された。
ド イ ツ 留 学 中 に 恩 師 か ら く、誇り高い武士の名誉を希求
「日本の学校には、宗教教育 する行動である。又、武士はど
がない？ では道徳教育はど んな小さなことでも恥を嫌い、
武道教育について
うしているのか」との問いか 侮辱ととれば死を賭して報復す
学 習 指 導 要 領 の 改 訂 に よ ら、自分が少年時代に学んだ ることも辞さなかった。つま
り、平成24年から中学校の授 道徳上の戒めは、学校で教わ り、武士の行動規範は自律的な
業 に 「 武 道 」 が 必 須 と な っ ったものではないが、何から 倫理というより、世間の目を恐
た。平成18年の教育基本法の 学んだのかと自問し、「自分 れる他律的な規範が内面的な倫
改正により、平成20年に学習 の正邪善悪の観念を吹き込ん 理として定着したと考えられて
指導要領で「武道」の必須化 だのは武士道であった」との いる。そして、「勇」の徳によ
が決定し、「我が国固有の伝 結論に達し、「武士道」の執 って、苦痛があっても耐え抜く
統と文化に、より一層触れる 筆に繋がった。
忍耐力をつけ、「礼」の徳によ
ことができるよう指導の在り
かって武士は支配階級にあ って、相手を思いやり、自らの
方を改善する」ことに改訂さ り、私利私欲を捨て、社会的 感情を抑えることを身につける
れた。
なリーダーとしての責任と自 等の禁欲主義的な人格も形成さ
中でも柔道を選択する者が 覚を求められるようになり、 れた。「武士道」は武士道を解
66％と圧倒的に多く、我々関 「高貴な身分に伴う義務」と 説した書物というより日本的思
係者のみならず、このことに して定着し、醸成された。
考の枠組みを外国に示した日本
より日本人が古来から継承し 「武士道」は儒教の五常（仁 文化論であったといえる。
武士道は当初エリートの栄
てきた倫理的で高潔な主張に 義礼智信）が含まれ、武士が
触れられることは意義深い。 身につけ、守るべき徳目が、 光として登場したが、やがて
柔道に関しては、指導内容 義・勇・仁・礼・信・名誉・ 国民全体の憧れとなり、その
の確立や施設の整備等が充分 忠義として下記のように構成 精神となった。庶民は武士の
道徳的高みにまで達すること
ではないこともあり、高度な されている。
技術等の習得は期待されてい 「義」武士にとって、卑怯な は で き な か っ た が 、 「 大 和
ない。殊に、最近は、「柔道 行動や不正な行動ほど恥ずべ 魂」即ち日本人の魂は、究め
事故を取り上げ、危険だ」と き も の は な い と し た 心 性 。 るところこの島国の民族精神
する過激な報道が相次いでお 「勇」勇気とは正しいことを を表現するに至ったと纏めら
り、風評被害もある。現実に すること。
「仁」弱者・劣者・ れている。

工体連OB会相談役
工体連柔道部OB会相談役
理系同窓会相談役
江東法友会会長

嘉納治五郎師範の教育論

柔道の創始者・嘉納師範
は、教育者として多くの功績
を残したが、教育について
「知育・徳育・体育」を「体
育・徳育・知育」の順に重視
し、更に「美育」を加えるこ
とを唱えている。私見とし
て、「美育」は人間の探究
心・向上心と解釈している
が、前述の「高貴な身分に伴
う義務」とする心得以上に、
既存のあらゆる領域の充実完
成と未開の分野への創造やス
ポーツ記録等への人類の飽く
なき挑戦を示唆しているもの
と思われる。

憂慮される校友連合会

校友連合会は昨年7月に役員
改選され、新たなスタートを切
る予定だった。併し、前代未聞
の暴挙と失態を繰り返し混迷
している。①前会長は役員推
薦委員会の結果を無視し、勝
手に会長就任宣言をした、②
議員の互選による理事選任を
行わず、事務局が理事を決定
した、③暫定会長が副会長を
選任したが、全員資格要件が
なかった、④上記の情報を偽
り、虚偽の内容を校友連合会会
報に掲載し、全国の校友を欺い
た。これらの不正不法行為が
総会、臨時総会で追求された
が執行部は回答を拒み、副会
長・理事の誰からも辞表は出
ず、監事も黙認し自らの使命を
放棄した。今の執行部には「高
貴な身分に伴う義務」の念は
なく、正義の欠片も見えないこ
とは残念だ。今後の正常化に
向けて切に期待している。

法政大学学友会工体連OB会報

（４）

11 工学部ホームカミングデー〜工体連OBの集い〜開催
11月5日に今年もホームカ
ミングデーに合わせて工体連
OBの集いが行われ、多数の
先輩方が小金井校舎に集いま
した。
ここ数年小金井校舎に来る
たびに変化を実感していまし
たが、新しい校舎(北館)が完
成し、全貌が見えたような気
がしました。久々に大学に来
られた人にとっては、懐かし
さに浸ることはできなくなっ
ていますが、新しい小金井校
舎を実感できると思います。
来年には中庭も完成し、新
たな躍動を味わえると思いま
す。新しい北館は今話題の太
陽光発電が南側の窓に設置さ
れ、1階で発電量が確認でき
るなど、時代を先取りしてい
ることも感じられます。
工学部ホームカミングデー

『スタ城』復活！
！
あまりにも変わり過ぎてど
こがどこだか分からない東小
金井の駅前に、やっと馴染み
の店が戻ってきた〜！
再開発の地にぽつりと建っ
た１階に、我らの「スタ城」が
戻って来た。
４ヶ月くらいの遅
れであろうか。。。一時期はも
う再開を諦めてしまったのか
と思った時期もあった。
３月上旬の追コンの後に行
って来たが、
開店数日後のため、
お客様があふれるほどで、
立ち
入る隙間もないほどでした。
すごすごと引き上げようと
すると後ろからマスターの声
が〜。
「開店祝の時の樽酒が

法人審査・
顧客支援管理
支援ツール

も今年から理系ホームカミン
グデーとなり、工体連OB会
も松尾新会長に代わり、新た
な歩みを始めました。
工学祭では出身クラブの出
店を探し、現役と交流を楽し
み、ホームカミングデーでは
OBでありし日の学生時代の
思い出、校舎がなくなったさ
びしさなどの会話で、時間を
忘れて盛り上がりました。
写真撮影では各年代、学科
毎、そして工体連OBとして
の結束を感じ、マンドリンの
演奏に癒され、最後の校歌斉
唱では法政大学OBとしての
全体との一体感を味わえまし
た。中庭も完成し、さらに大
学の雰囲気が変わると思う来
年も多数の参加をお待ちして
います。
(文責ホームカミングデー担当 佐野嘉之 86)
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第19回 法政大学全国卒業生の集い 鹿児島大会
10月20日(木) 18:40羽田
発鹿児島20:25着 ANA スー
パー旅割で鹿児島空港に着く
と、なぜかゴルフバックを担
いだ応援団の長嶋先輩と出く
わした。
鹿児島中央の天文館で待つ
上園先輩たちのところに、長
嶋先輩とタクシーで向かう。
「応援団も新入部員が入らな
くて困ってるそうですね。」
「んー、そうそう」
10月21日（金）9：00スタ
ート 記念ゴルフ大会
場所は、南国カンツリーク
ラブ。参加人数は全員で38
名でした。そのうち柔道部は
５人、柔道部以外の工体連
OBは、応援団の長島先輩、
空手部の児玉先輩が参加して
ました。
午前中のラウンドで桜島の
灰を浴びました、白い服が黒
くなり、目が 痛 くなりまし
た。今、桜島は一日に数回噴
火しているそうです。初めて
の経験です。
10月22日（土）記念大会
受付14：00 記念式典15：
00 記念講演16：15 懇親会
17：45
場所は、城山観光ホテル。
参加人数は、全体で520人で
鹿児島県人は160人だったそ
うです。

柔道部は、10人の参加で
す。地元の上園先輩には本当
に大変お世話になりました。
＜さつま料理 居酒屋 竹よ
し＞の黒豚しゃぶしゃぶ＜と
んかつ 川久＞のとんかつ定
食‥‥この店、人が並んでま
す。上園建設の工事現場、コ
ンクリートむき出し（これが
いいのか）の上園先輩の豪邸
初めて見た桜島、なんて素
晴らしいんでしょう。もしか
して、ここ九州･鹿児島の桜
島は、日本人のふるさとかも
しれない。
桜島には、宇宙が無限だと
いう不可解さを打ち消す雄大
さがある。私は、桜島をいつ
までも抱きしめていたいと思
いました。
鹿児島の女の人たちは、ち
ゃんと思想を持ってる可愛い
人が多かったと思います。懇
親会のかわいい耳環の似合う
コンパニオン、高級クラブの
学生服ママ、「歌ら食も」の
麦畑ママ、じっと見つめるや
さしい瞳の泡娘、そして、何
といっても、いちばん可愛か
ったのは、ホテルのロビーで
お会いした帽子のよく似合う
アパレルの上園先 輩の娘さ
ん。ん〜恋は、まぼろし。
（文責 佐藤光男 97）

あるから飲んでってよ〜！
！」。
コップに注いでもらって立ち
飲みして、
またの来店を約束
して立ち去りました。
やはり、
他の店とは違う！こ
んなマスターの 優しさが、あ
のおばちゃんから受け継いだ
あのスタ城にあるんだなー
（文責 細淵祐二 86）

第17回『Wa shoy 工体連お祭り（現役、OB・OG懇談会）』開催！
今年も「工体連お祭り」を下記にて開催致します。
現役と楽しく語り合いましょう。
大勢のOBのご参加をお待ちしています。
日時：２０１２年６月２３日
（土） １７
：
００〜
場所：小金井キャンパス東館Ｂ１食堂
（予定)
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〒
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