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生命科学部長
渡部　靖夫

東京オリンピックの感動に向けて ―大学スポーツの役割―

　理工学部・生命科学部創立10周年記念式
典が開催されました。記念講演では、小金井
キャンパスに植樹されている学問の木の紹介
がありました。学問の木はメンデルのブドウの
木、ニュートンのリンゴの木、櫂の木です。メ
ンデルやニュートンは理系の学生にとっては
なじみがある偉人で、その偉人に関連するも
のが、小金井キャンパス内にあることに驚き
ました。過去にお知らせなどの告知はあったと
思いますが自分と同様に知らなかったOBOG
も多いと思います。講演終了後の中庭では工
学祭の出店などでOBOG、学生がにぎやかに
楽しんでいました。工学祭中の開催なので工
学祭で現役と楽しむのは当然なことだと思い
ますが、殆どの人は中庭に植えられている樹
木に関心など示さないなかで、樹木を注意深
く見て探して、学問の木を見つけたときは多

少なり感動を覚えました。次回小金井キャン
パスに訪れた際には学問の木を探してみるの
も楽しみ方の一つだと思います。
　久しぶりに会った友人との会話で盛り上が
るの良いですが、出店だけでなく参加型の展
示を行っている箇所もあるので展示でも楽し
めます。実際にドライブゲームをやりながら心
電図のデータを収集して研究に生かすブース
に参加しました。

　今年からホームカミングデーは、卒業生の
集いに加えて卒業生と現役生の懇談が追加さ
れ、大学側が色々な企業にOBOGの派遣を呼
び掛けた結果約300名参加者が集ました。企
業からのOBOGの派遣もあったことで、現役
生が実際の企業での話を聞くために積極的動
いていたのもあり、例年以上にの盛り上がりを
見せました。 （文責：佐野嘉之 水泳 86）

理工学部・生命科学部創立10周年記念式典

　私は、昨年（平成30年）4月より、生命科
学部長を務めておりますが、それ以前の2年
間は小金井学生センター長として、工体連の活
動を見守り続けてきました。皆様には、日頃か
ら本学工体連各部の活動に対し格別のご支援・
ご協力を賜り心から感謝申し上げる次第です。
誠にありがとうございます。皆様とは普段から
親しく交流させていただき、大いに楽しませて

もらっています。
　さて、いよいよ来年は、我が国でオリンピッ
クが開催されます。多くの皆さんが心待ちにな
さっているに違いありません。私も初孫の手を
引いて（？）、連日各会場を走り回ろうと今か
ら計画しています。世界の若者たちが、汗まみ
れで真剣に競技に取り組む姿は、必ずや私たち
の感動を呼ぶに違いありません。
　このようにオリンピックに向けてボルテージ
の上がり気味な私としては、縁あって工体連の
活動を見守る中、気づかされていたことがあり
ます（以前の会報でも申し上げました）。それは、
オリンピックに出場して活躍する多くの若者た
ちが、大学スポーツで鍛えられ、その成果を発
揮している、という事実です。テレビ等で見て
いると、選手たちの練習風景は必ずと言って良
いほど大学体育館等の施設ですし、多くの指導
者が大学監督の方々です。おそらく大学スポー
ツなくしては今日の日本選手たちの活躍はない、

と言って過言ではないかもしれません。
　また一方で、日々「ゆとり世代」の若者たち
に悩まされている大学教員の立場から正直に
申し上げると、目を輝かせ真剣な表情をした選
手たちは、まるで別世界の生き物のようであり、
スポーツは、あのように若者を育てる力がある
ことを、私たちは学ぶことができました。とり
わけ理系学部生にとって、スポーツ活動は極め
て重要であると思います。
　以上、いささか大げさな言い方になってしま
いましたけれども、こうした大学のスポーツ活
動を日頃から支えていただいている皆様には、
何とお礼を申し上げて良いかわかりません。皆
様の力添えあっての今日の隆盛かと思いますし、
時代は変わっても（大学スポーツを取り巻く情
勢にはなかなか厳しいものがございますが）、
ますます皆様のご支援が大切になってくるに違
いありません。何卒よろしくお願い申し上げま
す。
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工体連サッカー部ＯＢ会工体連サッカー部ＯＢ会
名誉会長

会　　長

幹 事 長
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大島光雄（74）
伊藤　昇（75）
水島利明（80）
吉林豊浩（86）
髙橋孝志（83）

シニアチーム、小金井市民リーグ・大会に参戦中！

2018年度工体連会長賞

■ サッカー部新OB会長就任
　久しく母校の大学サッカー部に関わることか
ら遠ざかっておりましたが、定年を機にこの引
き継ぎの話が持ち上がり就任することになりま
した。（当時と変わらず飲み会の席であれよと決
まったのですが）よって最近の母校サッカー部
の状況には疎く申し訳ないのですが、出来る限
りで応援できたらと思っております。どうぞ宜
しくお願います。
　最近スポーツ界での協会、団体の体質、選手
と指導者との関係性での問題がマスコミで多い
に取り上げられております。これは年代間の
ギャップの問題が顕在化したように思います。

　原因として社会環境の変化、家庭・学校教育の疲弊、スポーツ界では指導
法、指導者養成の近代化、グローバル化などが挙げられるのではと思います。
堅苦しくなりましたが、要は年寄りが長く居座り過ぎというのが私の見解で
す。かく言う私も旧体制、旧体質で育ってきた最後あたりの年寄りと認識し
ております。ですから本OB会、サッカー部におきましても世代間の関係性
を保ちつつ速やかな若い世代への移行を課題にして取り組んでみようかと考
えております。

■ サッカー部新監督就任
　鷲尾前監督からサッカー部監督を引き継ぐこ
とになりました。
　自分自身が現役のころに比べ、サッカーの人
気は非常に高く、選手人口は非常に多くなりま
した。このため、工体連サッカー部の部員数も
驚くほど多くなっており、足元の技術も雲泥の
差で非常に高くなっています。グランドは週3
回の使用ですが、人工芝で素晴らしい環境です。
　一方、理工学部の学生としては、勉学を疎か
にすることはできません。良い環境を活かし、

制約のある条件を克服するように、選手諸君には、自主自立の精神で部活動
を運営して行くことを期待しています。その時々で悩み、困ったときには相
談に乗るという形で監督としての貢献をしたいと思っています。解決策は必
ず自分達の中にあるので、それに気付けるようにできることを目指します。
　監督をお受けしましたが、OB諸兄の叱咤激励を含めたご協力が不可欠で
す。何卒よろしくお願い致します。

最　　優　　秀　　賞

対象 団体名 氏名 主な推薦理由・成績

団体 空手部 第31回全日本理工科系大学空手道選手権大会　団体形優勝、団体
組手優勝、総合優勝

個人 空手部 宇野　勇気 第31回全日本理工科系大学空手道選手権大会　個人組手優勝

個人 空手部 泉　光雅 第62回全日本空手道選手権大会　優秀選手賞、第61回関東大学
空手道選手権大会　優秀選手賞

個人 少林寺拳法部 ⻆倉　舞 
第55回少林寺拳法関東学生大会　女子立会評価法団体の部　2位、
第52回少林寺拳法全日本学生大会　女子立会評価法軽量級　2位、
同全日本学生大会　女子立会評価法団体の部　1位

個人 少林寺拳法部 廣谷　翔 第55回少林寺拳法関東学生大会　単独有段の部　3位、第52回
少林寺拳法全日本学生大会　有段男女の部　1位

個人 陸上競技部 宮城　勇一 2018年度関東大学クラブ陸上競技大会　男子800m　優勝、同大
会　男子400m　7位、同大会　男子4×400mR　6位

個人 陸上競技部 生島　昇 2018年度関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子棒高跳　4位、
2018年度関東大学クラブ対抗陸上競技大会　男子棒高跳　優勝

優　　　　秀　　　　賞

対象 団体名 氏名 主な推薦理由・成績

団体 アルティメット部 第26回全日本大学新人アルティメット選手権大会　16位

個人 空手部 今村　洸登 第31回全日本理工科系大学空手道選手権大会　個人形準優勝

個人 空手部 松尾　ひかる 第31回全日本理工科系大学空手道選手権大会　個人形準優勝

個人 空手部 酒井　寛太 第31回全日本理工科系大学空手道選手権大会　個人組手準優勝

団体 バレーボール部
（男子） 関東理工系リーグ準優勝

努　　　　力　　　　賞
対
象 団体名 氏名 主な推薦理由・成績

個
人 水泳部 菅原　佑斗 第62回東日本理工科系大学選手権水泳競

技大会　800m自由形　5位

団
体

ソフトテニス
部

2018年度春季関東理工科系1部リーグ
4位、2018年度秋季関東理工科系1部
リーグ4位

個
人 陸上競技部 藤井　孝宙 2018年度関東大学クラブ対抗陸上競技大

会　男子走高跳　4位

個
人 陸上競技部 桂　美貴 2018年度関東理工系学生対抗陸上競技大

会　女子4×400mR　4位

個
人 陸上競技部 濱野　栞里 2018年度関東理工系学生対抗陸上競技大

会　女子4×400mR　4位

個
人 陸上競技部 佐藤　茜 2018年度関東理工系学生対抗陸上競技大

会　女子4×400mR　4位

個
人 陸上競技部 佐藤　里南 2018年度関東理工系学生対抗陸上競技大

会　女子4×400mR　4位

個
人 陸上競技部 重松　肇 2018年度関東大学クラブ対抗陸上競技大

会　男子4×400mR　6位

個
人 陸上競技部 川端　友輝 2018年度関東大学クラブ対抗陸上競技大

会　男子4×400mR　6位

個
人 陸上競技部 渡辺　大貴 2018年度関東大学クラブ対抗陸上競技大

会　男子4×400mR　6位
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2019.3.9追いコン

新OB会長
水島利明（電80）

新監督
髙橋孝志（電83）
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 4/17 （水） 第1回理事会（会報44号発行）
 6/29 （土） 第 2回理事会・工体連お祭り
 8/21 （水） 第 3回理事会
 9/14 （土） 第 24回新睦ゴルフ大会
10/16 （水） 第 4回理事会（会報45号発行）
11/ 2 （土） 工体連OBの集い（ホームカミングデー）
  第 3回駅伝大会、小金井祭（11/1金～3日祭・日）
11/15 （金） ～17（日）
  全国卒業生の集い（徳島大会）
12/ 1 （日） 工体連OB会理事会忘年会
 1/26 （日） オール法政　新年を祝う会、グランドニッコー東京台場
 2/19 （水） 第 5回理事会

　工体連各部の現役学生とOBが、一堂に会するまたとない機会です。
皆様におかれましては、ご多忙とは思いますが、奮ってご参加下さい
ますよう、よろしくお願い致します。
参加の申し込みや実施内容の詳細等は、各部OB会を通じて、後日、
ご連絡させて頂きます。
　日　時： 2019 年 6月29日（土）　17:00 ～　
　場　所： 法政大学小金井キャンパス東館地下1階食堂　

　昨年度多くのOBの尽力により見事復活を遂げた「工体連駅伝大会」を、今
年度も開催しました。11月3日（土）、小金井キャンパスでの「ホームカミン
グデー」の催しの一環として、OB・学生合わせて60名以上が集まり小金井公
園内特設コースにて、6チームが参加しました。
　昨年のルールを踏襲しつつ再考し、ハンデの大きいチームから順番に時間差
でスタートし、最終的なゴールの順番でそのまま順位が決するという（まるで
箱根駅伝復路のような）シンプルなルールへと変更したことにより、終始大盛
況のイベントとなりました。
　結果は、昨年度以上に大幅に追加したハンデをものともせず、ディフェンディ
ングチャンピオンであり、何より駅伝競技を本職とする陸上部が優勝、2連覇
となりました。もちろん優勝チーム以外にも、昨年度の自己記録を1秒でも縮
めようと力走するOB、慣れない環境で老体に鞭打ちながら力走するOB、絶対
にOBには負けてはいけないというプレッシャーの中で力走する学生、思い思
いに襷を繋いだ全出場選手の奮闘する姿には感動を覚えました。
　また、昨年度に引き続き事前準備・会場設営・大会運営・タイム計測など、
数多くのご協力を頂いた陸上競技部の学生にはここで感謝の気持ちを述べさせ
て頂きます。どうもありがとうございました。来年以降も工体連全体で協力し
合って、盛り上げていきましょう。 （文責：勝山純　陸上  13）

2018年度「工体連駅伝大会」

平成31年度　年間スケジュール

第26回全国卒業生の集い千葉大会 2019年度　工体連お祭り

　2018年10月６日、【第26回全国卒業生の集い千葉大会】に参加いたし
ましたのでご報告させていただきます。
　この日は、東京ベイ幕張ホールに、全国各地から約千名の学友が集結いた
しました。岩崎千葉県校友会副会長の開会の辞から始まり、佐々木校友会会
長挨拶、伊藤千葉県校友会会長の歓迎の辞と続き、田中優子総長挨拶の後、
株式会社オリエンタルランド代表取締役上西京一郎氏の講演で、客満足度、
従業員満足度第一の経営戦略は、とても興味深いものでした。
　桑野交友会特別顧問による乾杯のあと、【銚子はね太鼓】の登場となりまし
た。江戸時代から、銚子だけに伝わる伝統の祭り太鼓であり、太鼓を二人の
打ち手が担ぎ上げ、首とあばらで太鼓を支え、打っては跳ね、跳ねては回り、
太鼓もろとも宙に舞うというとても勇壮なものでありました。感心したのは、
小学生の女の子が複数名参加しており、ベテランの保存会の方に一歩も引け
を取らない跳ねっぷりを披露していたことです。これであれば、末永く伝統

が継承されるであろうと感心いたしました。
我々工体連OB会も、各部OB会も若い人に
伝統を伝承していかねばならないのだと強く
感じました。その後、菅官房長官が激務の中
を来場され、学生時代の話も交えてお話いた
だきました。恒例の応援団によるチャンスパ

ターン披露があり、次回開
催地である徳島交友会石原
会長に大会旗の引継ぎが行
われ、最後は圧巻の千人ス
クラム校歌でイベントは幕
を閉じました。参加者全員
の法政愛を全身で受け止め
て帰路につきました。

（文責：松本俊一
少林寺拳法　86）

名誉会長 石原 　正昭（71卒） 会 　 長 桑原 　敏昭（79卒）
副 会 長 高津 　次朗（82卒） 監 　 督 上木 　泰裕（85卒）
幹 　 事 大野 永美子（84卒） 幹 　 事 網谷 　岳夫（05卒）
幹 　 事 泉　　 雅貴（07卒）

法政大学工体連ソフトテニス部OB会

順位 団体名 ゴールタイム ハンデ ※参考：チーム構成
1 陸上競技部Ｂ 1°00'36 1'30 学生６＋ＯＢ３＋ＯＧ１
2 陸上競技部Ａ 1°02'34 14'20 学生10
3 空手部 1°05'14 6'00 学生10
4 ボクシング部＋86年卒 1°05'28 0'00 学生４＋ＯＢ６
5 スキー部・柔道部合同 1°07'24 0'00 学生４＋ＯＢ６
6 ワンダーフォーゲル部 1°09'52 2'00 学生６＋ＯＢ４

区間賞
名前 宮城勇一（3年）
団体名 陸上競技部Ａ
記録 4'30"41
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全国から名産品を持参してOB達が法政遠見小屋に集結～ワンダーフォーゲル部

2018年度のOB会を終えて～ソフトテニス部

　今年も恒例の冬合宿が五竜遠見尾根の法政遠見ヒュッテで企画され、20名余
りの学生と全国から駆けつけた15名を越すOBが参加して行われた。
　冬合宿は２月５日～11日の日程で、OBは連休となる９日（土）・10日（日）・
11日（祭）を中心に集った。
　今年は私の記憶の中で、最も雪が少ない拍子抜けする程の積雪量だった。
例年、一日掛けて屋根の雪下ろしを学生と一緒にやっていたが、今年は私達が小
屋に入った時には既に完了していた。（ほとんど屋根に雪が付いて居なかったよ
うだ）毎年全国からOBが持ち寄る名産品を学生も待ち焦がれている。
　今年も宇都宮の大根田君は名物の餃子・富山の老田君は鱒寿司をたくさん持っ
て来てくれ、皆大いに喜び大変盛り上がった。２月９日はお決まりの「きりたん
ぽ鍋」で堀江さんの自慢の鍋だ。アッと云う間に鍋は空っぽ、慌ててうどんを足
してお腹を満たそうとしたが、皆のお腹を満たすことが出来ただろうか？
　若い学生（OB諸君も）は食欲旺盛だ、そして山ではなんでもウマイのだ。
　２日目はこれまた恒例の牛肉たっぷりの「すき焼き」で大盛り上がり！！
　80本も上げたビールは既に飲み切り、日本酒やウィスキー・焼酎などOBが
持ち寄ったお酒を飲みながら、自己紹介や小屋の成り立ちなど語りながら楽しく
過ごした。

　部長の藤井先生はギターをつま弾きながらフォークソングを披露され拍手喝
采！！今年も、学生とOBが一つとなって本当に楽しい３日間となった。

（文責：松尾秀文　76）

　工体連ソフトテニス部OB会では､ 毎年恒例の『OB会』を昨年は12
月15日（土）に、小金井緑町グランドのテニスコートにて開催致しまし
た｡ 当日は､ 四国や広島在住の卒業生も駆けつけ､ 現役との対抗戦（卒
業生34名､ 現役33名）に汗を流しました。
　昼の部のテニスコートから、夜は吉祥寺の「いせや公園前店」に場所
を移し､ 総勢62名（卒業生32名､ 現役30名）が参加して懇親を深め、
来年度の現役の活躍に期待し幕を閉じました｡
　OB会開催の二週間前（12月1･2日）に行われた､ ｢秋季関東理工科
系大学男子ソフトテニス１部リーグ戦｣ では､ 今年は４位と優勝には届き
ませんでしたが、既に来期に向け新幹部のもと新たな気持ちで、2月25
日からのつくば春合宿に臨んでいます。

（文責：ソフトテニス部監督　上木泰裕　85）

60周年の始動は恒例のOB/現役対抗戦～スキー部

　新元号となる今年2019年、私たちにとって永遠の元号”法政“工
体連スキー部は60周年の記念すべき年を迎えます。60年といえ
ば還暦の節目。定年退職なさった方、子育て真っ盛りの方、働き方
改革も関係ない超多忙な方、傘寿、喜寿、古稀を迎えられた方も
たくさんいます。今年も恒例のOB現役対抗戦を長野県木島平ス
キー場で開催しました。現役13名、院生1名、OB9名、OBの
家族4名という例年にない盛り上がり。60周年記念ビッグイベン
トは7月14日に開催いたします。

（文責：山田啓二　85）

▲ 超晴れ男不在で天候があやぶまれたが、、 ▶  今年78歳になるスキー部 
3代山口昭博氏

法政遠見ヒュッテ前にて
（OB13名・学生13名　総勢26名）

▲ 遠見ヒュッテがつなぐワンゲルの絆！！
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