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若さ溢れるさわやかな風 今後の活躍を更に期待 lstVa三 戸 誠 2nⅣa山 中保人
lstVc宮 澤 等 2ndVc大塚正昭

気品漂う弦のしらべ

中村巴奈重 (音楽科3年 )

60周年の幕開けに相応しいファンファーレ

楽しいひとときを有難うございました

カリスマ的存在に引っ張 られ…

COr阿部 暦 Tわ 池上 亘
E∞ 齋藤 充 Tめ 岩井英二

圧倒的な存在感

心洗われるひととき

言葉も出ない感動

Bar川 田直輝 (音 楽科2年 )

Pf小 宮康裕

現役のプリマと将来の大歌手
会場を包み込む師弟の響き

偉大な先輩と共に音楽をつくりました 世界レベルの奏者をお迎えして
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芸術祭バザー報告

音高芸術祭にて同窓会バザーを出店しました !

昨年 9月 19日 (土 )、 20日 (日 )の 2日 間、母校で開催され

た芸術祭。同窓会ではバザーを企画し、20日 (日 )に参加し

ました。たくさんの方にお品物をご提供いただき、ステー

ジドレス・楽譜 。本・CD。 日用品などが多数集まり賑や

かなバザーとなりました。

ご協力いただき、ありがとうございました。
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国立音楽大学附属高等学校同窓会
一般会計決算

平成20年 11月 1日 ～平成21年 9月 30日

科 目

繰越金

予 算

14,719,548

決 算

14,719,548

会 費 3.000.000

預金利息 30,000 26284
総会会費 350,000

1200000
324,000

主催者行事費 0

60周年記念行事費 4,500,000

0

120,000

0

寄 付

奨学金返金

42,000

60,000

合  計 23,919,548 18,171,832

国立音楽大学附属高等学校同窓会
一般会計予算

平成21年 10月 1日 ～平成22年 10月 31日

13,082,041

3,040,000

25,000

1,200,000

2,400,000

180,000

19,927,041

事務費 (含 む人件動

交通費

通信費 (会報、総会案内)

振込手数料

事務用品費

会議費

慶弔費

印刷費 (会報、総会案内等)

主催行事費

謝 礼

管理費

記念品代

60周年記念行事費

奨学金貸出

奨学金基金

雑 費

合 計

1,300,000

10,000

1,250,000

3,000

80,000

200,000

100,000

600,000

900,000

30,000

300,000

200,000

2,000,000

234,000

12,713,840

6,201

19,927.041
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1,224,060
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1,385,671

940
43,054

174,820

46,074

512,400

0

262,047

33,811

314,189
121,325

0

0

685,240

0

286,160

5,089,791

13,082,041

18,171,832
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舎オシフィエンチム(ア ウシュヴィッツ)に 身を投じる覚悟

をし、そこでおびただしい量の遺物と忌まわしさの残る施

設群に向き合い、各国の訪問者にナチス ドイツの蛮行や平

和の意味を淡々と話されていた氏の姿を不思議な思いで見
ていたことを思い出します。今回は国立市、附属中高PT
A、 そして母校の協力を仰ぎ、一般講演と学内の 2回にわ

たりお話しして頂く機会を設けました。なかなか訪間の出

来ない施設、その施設でガイ ドとして悲惨さを伝え、現代
の「語 り部」とならんとしている「中谷」氏。その氏のお

話しを伺う「講演会Jは一体どんな時となることでしよう。

この詳細は特集記事でご覧ください。多くの方々の参加を

賜りますようお願い申し上げます。

時折科学の進歩のスピー ドに唖然とすることがあります。
コンピューターのチップなどのアーキテクチャーは、これ

以上小さく出来ないという限界も近づいているようです。

CPUの トランジスタの数は、後 10年待たずに人間の脳

細胞数に並ぶと聞いておりますが、私達はそんな存在を正

しく使い切ることが出来るのでしょうか。精神の成長、進

歩は益々重要になっていくのかも知れません。普遍的なも

のを感じ、人類共通の「平和への思い」を育てていく事が

急務でしよう。でなければ機械に侮られ、支配されるよう

な事になりかねません。これから引き続き開催してゆくで

あろう講演会が、様々な事を考える機会になればと思って

おります。

不況からなかなか立ち直れない日本ですが、皆様の生活

が,い豊かなものでありますよう、そしてお元気にお過ごし

なられますよう祈つております。また講演会や総会でお会
いしましょう。

同窓会会員の皆様お元気でお過ごしで

しょうか。そして国立音楽大学附属高校

を卒業され新会員となられたみなさん、

おめでとうございます。皆様のご卒業を

心よりお祝い申し上げます。

さて昨年は法人の母校創立60周年と

いう事で、 2日 にわたり共催の形で音楽

会、記念パーティーを含む様々なイベントを執り行いまし

た。その際には多くの会員の方々のご尽力を頂き感謝して

おります。本当にありがとうございました。またこれらの

行事について、理事会で色々な問題が提起されました。今

後も共催の形を取ることがあれば、頂いた貴重なご意見を

基に、理想的な関係を模索していきたいと思っております。

そして今年は初めての試みであります 「講演会」を行う

ことになっております。初めてという事で、今後のあり方

などに大きな指針を与えて頂けるだろうという思いも込め

て、外国から講演者をお招きして行います。その方は 「中

谷岡J」 さんと言い、あのアウシュヴィッツ・ミュージアム

唯一の外国人ガイ ドであります。中谷さんとは私が関係し

ている附属高校合唱部との繋がりで知り合いました。同合

唱部のポーランド・リトアニア交流演奏の旅に同行した私

は、2006年、2009年 と2度にわたりその地を訪れました。

日本の数ある戦争関連の施設ではなく、ポーランドの片田

昨年の10月 には、同窓会の皆さまの

多大なご支援をいただいて、附属中学校

並びに高等学校の創立60周 年記念行事

を盛大に終えることができました。心か

ら感謝申し上げます。創立記念という学

校の節目を通して省みる歴史の役割は、

[へ

"思
い出に浸ることだけではなく、将来ヘ

の視座を考えることにあります。この過去と未来を結ぶ行

事から、同窓生皆さまの学舎である音中 。音高を深く想い、

こよなく愛されていることを強く感じました。
「愛する」ということは、音中。音高の良いところに誇 り

をもって愛すると同時に、欠点が見えれば、その克服と更

なる発展のために厳しい態度で臨むことが母校を愛すると

いうことだと思います。

折しも、附属中 。高校は平成22年度に向けて学校改革を

行いました。音中は、音楽コースと普通コースとする複線

型の教育を推進してまいります。このことは、長年にわた

つて、附属小学校の保護者から演奏などの技量は十分では

ないけれども音楽の溢れる環境で学ばせたいので音中へ進

めるようしてほしい、とのご要望に応えたものです。

また、国立音楽大学とは、音高生10名が特別聴講生とし

て大学の講義に参加するなど高大接続が着実に進んでいま

す。その音楽科の定員を120名 と改めました。

私は、誇 りある音中・音高の音楽を梃子にした教育活動

はもとより、附属幼稚園から大学院までの教育を有機的に

結び付け、「学びの共同体」を築くために時々の要請を検討

しながら充実 。発展に努めております。皆さまの一層のご

支援 。ご鞭撻をお願いいたします。

皆様の母校は、本年度創立60周年を

迎えることができました。昨年10月 の

記念行事におきましては、同窓会から物

心両面でのご支援をいただきました。一

連の行事が成功裏に終わることができま

したのも、皆様のご支援の賜と感謝の気

持ちで一杯であります。ありがとうござ

いました。学校を代表しまして御礼申し上げます。

さて、60年 とは、短いようで長い時の経過と思います。

人の歩みで言えば還暦です。それ故にこの重みを真摯に受

け止めております。この輝かしい歴史のたった 3年でも、

仲間に加えていただけたことにうれしく思うととも、新た

な決意を固めているところであります。

経済不況の中で公立高校が実質無償となるこんにち、本

校は、決して安穏としていられる状況ではありません。し

かし、前途は暗浩としているとは考えておりません。道は

必ず拓ける、いや拓くのだと、「教育の量と質の保証」を目

標に掲げ、教職員に檄を飛ばしております。

本校は、世間で評価されるにふさわしい学校であります。

多くの素晴らしい卒業生がおられるというのに、日立たぬ

ようにおくゆかしく歩んでこられた歴史を感じます。皆様
のご活躍と母校への変わりませぬご厚情をお願い申し上げ
ご挨拶といたします。
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事務局長 五十嵐 稔 (1985音 36)

2009年 10月 2日 、3日 の二日間、音高創立60周年記念行事が行われました。

法人をはじめとする多くの方々のご協力の下、素晴らしい行事となりましたことを、

心より感謝申し上げます。

多くのご来賓の方々、在校生、保護者、卒業生、教職員が列

席する中、遠藤志葉先生 (ピアノ)のバッハ演奏から始まり、

荘厳な雰囲気で幕を開けました。

離 識蔵

ヤ

彎 ,「S鵠 _[仄 常象:
オーディションの|も とに編成され.た 「創立60周年祝祭合唱団

(指揮 1武田雅博先生|ピアノ
=1法

1上千里先生)」 の素晴らしい

バニモニ■が会場に鳴り響き、閉式となりました。

「小原孝流ピアノよ歌え !練習法～スランプに負けないで楽しく上達する秘訣」

小原さんが音中に入学することになったきっかけから始まり、音中・音高時

代のエピソー ドを交えてお話しになりまし

た。生徒にピアノを弾いてもらい、「歌うJ

ってどういうこと?を小原さんらしい語り

口でアドバイスをいただきました。最後に

はご自身が作詞された合唱曲 「願い～クリ

スマスの日に～」を全員合唱し、みなさん

とても満足されていました。

「今 歩む とき 私 とみんな」

稲村さんが歩んできた道のりから始まり、音高・音大時代の逸話を織り交ぜ

ながら、その明るく和やかなキャラクターならではのお話で、生徒の気持ちを

しっかりと掴んでいました。NHK歌のおねえさん

を務められた、声楽家でもあるご本人の素晴らし

い歌も披露していただきました。

また、同級生の方でお手伝いをしていただいた

山田美穂子さん、伊藤晶子さんにも感謝申し上げ

ます。
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学内オーディションで選出された生徒と教員によるコンサート。生徒達はそれぞれの共演する先生の

もとで3、 4ヶ 月に亘リレッスンを受けてきました。普段レッスンで習っている先生と異なり、新鮮な気

持ちで取り組んできた結果、上達も著しく、素晴らしいコンサートとなりました。(1ページ写真参照)

同窓会が 5年毎に行っているコンサー ト。今回は特別に、卒業生ではない先生方に金管六重奏を編成

していただき華を添えていただきました。同窓生の出演者も20代から60代 までと幅広く選出され、魅

力溢れるコンサー トとなりました。(1ページ写真参照)

パレスホテル立川にて同窓会員85名 が出席する中、総会が行われ決算の承認、予算案が了承されまし

た。(3ページ参照)

その後、御招待の方々 (53名)をお迎えし、和やかなパーティーヘと進みました。パーティーでは豪

華景品によるくじ引き大会などが行われ、大いに盛り上がりました。最後は山本康雄さん (1976音 27)

作曲 。指揮による 「歩き出せる理由」をみんなで合唱し60周年行事の幕を開じました。
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母 校‐通 信
音中に「普通コース」誕生 !

「音楽コース」ではピアノ、電子オルガン、弦楽器、管楽器、打楽器
(コ ントラバス、チューバを除く)で受験ができます。

「音中の歩み」

国立音楽大学附属中学校は、昨年創立60周年を迎えました。「幼稚園―小学校―中学校―高校一大学一大学院」と備え

たこの学園の中堅を担い、その間多くの逸材を育て上げ、附属高校へ、そして国立音楽大学へと送 り出してきました。

校風は「自由」。これは開校以来現在まで変わつておらず、教育理念の中核に据え、学科、術科教員一丸となって教育活

動を展開しております。かつては教員の異動などなかったのですが、 6年程前から各職員室のメンバーが入れ替わるよ

うになり、今では音中の代名詞のような存在だった先生方は数少なくなりました。ただ職員室は相変わらず明るく、笑

顔に溢れており、そうした事が中学生の伸び伸びとしたムー ドに繋がっているのだろうと思っています。生徒達も様々

なキャラクターが混ざり合い、色々な問題を乗り越えながら元気に学園生活を送つています。

そんな昔と変わらないような音中も、最近は少しずつですが変化しています。先生方の入れ替えも大きな要素の一つ

ですが、何より附属小学校からの要望は大きな変化をもたらしました。本年の 4月 から「普通コース」が誕生し、今ま

での音楽中心の音中は 「音楽コース」と名称を変更します。この学園のムー ドの中で、普通教育の期間を過ごしたいと

する小学校の保護者の要望に応える形で、加えて内部生徒の普通科進学希望に対応するために、このような形で設置す

ることになりました◇名門高校進学を目指す進学校ではありません。あくまでもこの学園の 「音楽」溢れる環境の中で、

伸び伸びと、自分のペースで普通教科の勉強をしていただくコースです。そして基礎教育を充実させ、生徒自らが進学

先を決定していくよう導き、それが私たちの学園の附属高校 「普通科」へと繋がれば最高の形だと思っています。

同窓会員の皆様の中にはご出身の方も多いことだと思います。「音中は変わっちゃうのか」と嘆かれる方もいらっしゃ

るかも知れません。形は変化しますが、教育理念は全く変わりません。この学園には空気のように静かに漂う「自由」

という校風があります。また 「音楽」の作 り出す伸びやかさがあります。その精神はそこに生活する者に知 らぬうちに

浸透していきます。ですからどうかご安心いただき、新しい道へ歩み始めた音中のこれからを、温かくお見守り頂きま

すようお願いいたします。 中学校務主任 星野安彦

成1績優秀‐者1表彰

同窓会では、附属高等学校 3年生で卒業時成績優秀者に対

して、教職員の推薦があった場合、表彰を行っています。

平成20年度

音楽科  該当者なし

普通科  増子 沙耶さん (2009普44) 会報第 3号 (P5、 成績優秀者表彰)の田原阿佑美さんの卒回生が
間違っておりました。正しくは「2008普 43」 です。
訂正してお詫び申し上げます。

母校でのコンサー ト

母校生徒会では、主に地域の方を対象にした無料の『地域謝恩コンサー ト』を昨年度より音高にて行っています。地

域の方には非常に評判が良いと聞いております。同窓会といたしましては、ボランティア活動の一環として、また母校

の広報活動に貢献する意味でも、受験をお考えの方、地域の方々に喜んでいただけるような同窓生による無料のコンサ

ー トを行っていきたいと考えております。詳細は未定ですが、2010年度に 1・ 2回程度行う予定です。このコンサー ト

への出演、企画運営などにご興味のある方がいらっしゃいましたら事務局までご一報ください。

(なお、ご希望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。)

国立音楽大学附属 高等 学校 同窓会事務局

E―mail:OnkOu―d@ambCr.plala.or.jp .

耳P:http:〃 www.kunitachionkou org/

TEL・ FAX 042‐ 572-8014(事務局直通)

事務取扱時間は原則として月曜日・水曜日10・00～ 1600です。(夏休み等、学校の長期休暇中を除く)
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惨●●● 中谷剛さん 講演会のお知らせ ●●●蘇
国立アウシュヴィッツ博物館で唯一の外国人公式ガイド

ポーランドにある国立アウシュヴィッッ博物館で唯一の外国人公式ガイ ドでいらっしゃる

中谷剛さんによる講演会が国立市、母校、PTA、 同窓会の主催で行われることになりま

した。概要は下記の通りです。

日 時  平成22年 5月 15日 (土) 14時開演

会 場  国立市民芸術小ホール

入場無料

当日は開演に先立ち音高同窓生による演奏も予定しておりますので、ご興味のある方は是非お出かけください。

なお、入場方法に関しましてはまだ未定となっております。4月 12日 (月 )以降に同窓会事務局までお問い合わせ

ください。(ホームページでもご覧頂けます)

中 谷  岡1(なかたに たけし)

1966年兵庫県神戸市に生まれる。小学校 3年の夏、栃木県足利市に転居。

栃木県立佐野高校を卒業後、大学に進学し、一人旅で東西 ドイツ、板門店

(韓国)等を訪問。1987年にポーランド及びソ連を訪問し、初めてアウシ

ュヴィッツを見学する。大学卒業後、医療用ベッドメーカーに営業マンと

して就職◇ 3年 に渡る会社勤めの後に退職。1991年ポーランドを再訪し、

永住許可を得る。 1997年ポーランド国立アウシュヴィッッービルケナウ

博物館 (ナチス・ ドイツの強制収容所跡)公式ガイ ド資格を取得。同博物

館には250人の公式ガイ ドが所属するが、中谷氏はただ一人の日本人ガイ ドであり、同地を訪れる日本人見学者

にとってかけがえのない存在である。その活躍ぶりは、『ニューズウィーク』(特集 :世界が尊敬する日本人 100

2005年 10月 26日 号)を始めとする内外のメディアにより、幾度となく紹介されている。現在、オシフィエンチム

市 (ポーランド)在住。妻と息子二人の4人暮らし。

同 窓 生

♪第78回

♪第 6回

♪第21回

♪第14回

♪第 5回

の 活 躍
紙面の都合上、掲載出来なかった情報につきましては、

ホームページをご覧下さい。

日本音楽コンクール作曲部門

『第 1位及び岩谷賞(聴衆賞)。 明治安田賞』中辻 月ヽ百合さん (2002音 53)

アルビスタ 。ル ドヴィコ・スペイン国際ハープコンクール

『マリサ 。ロブレス特別賞』三浦 麻葉 (2003音 54)

ヨーロッパ音楽コンクールビアノ・ソロ部門

『第 3位入賞 及び ディプロマ取得』吉田 奈津子 (2000音 51)

びわ湖国際フルー トコンクール                 |
『第 3位 武者小路千家賞受賞』下払 桐子 (2007普 42)

仙台フルー トコンクール

『入選』太田 明香 (2004音 55)           敬称略

||||‐||■ ||ホ■伝大‐■|ジ ||‐ |||||||||||
http://"ηTokunitachiOikOI:Org/

コンクール受賞など、皆様からのご連絡が入り次第、掲載させていただきますので、同窓会事務局へ情報をお寄せください。

事務局直通 TEL&FAX:042¨ 572-8014 E¨mail:onkou― d@amber.plala.or.jp
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演奏会後援情報

【以下の演奏会を後援いたしました】

★国立音楽大学附属高校合唱部第 14回定期演奏会 ★TriO

Fglie 2nd Concert(櫻 田はるか)☆高尾郁江ピアノリサイタル

★Piallo Duo Recitalピ アノデュオリサイタル (安藤丘)★浅野

智世フルートリサイタル ☆五十嵐稔・小官康裕ジョイントコン

サート ☆ソロイスツ・コンサー ト27(亀田賢・佐藤窓美・安藤

丘・渡辺彩子・羽根田宏子・岩井英二)☆音の樹～おとのこだち

～ (城島恵子)☆初夏の響宴 (市川恵美)★GRACE大 島優子

門下卒業生によるピアノジョイントコンサート (吉川あや・根岸

花恵・堀江明子・大河原梨奈。伊藤有加)★Brillante Dtlo Concert

Vol.1(竹内綾・小田真菜美)☆Le mille bglie、 ¬Эl.1(斉 藤 智恵

美)☆男弾団 (安藤丘・二瓶充・小宮康裕・菊池大成)★一石洋

子ソプラノリサイタル ★女声合唱団「プロムジカくにたち」 7

周年コンサー ト (音高27～ 33回 生 。羽田喜久代・川島立子)

☆荒井雅至・小林道夫デュオリサイタル20周 年記念パー ト2

★菊地智子ピアノリサイタノレ ☆ソロイスツ・コンサート28(若

崎宏・津嶋啓―・齋藤充・石井理恵・渡辺睦樹)★ガチンコ音楽

祭 (小松裕尚・菊池亮太・申梨奈・宮本正太郎・若林清香・大澤

里紗)☆ tres ti郷 トレスティアスコンサート (中 垣 昭子 =猪瀬

真理子・加籠六 玲子)☆ソプラノ&ヴアイオリン&ピ アノによる

Ann市esary Concert(佐藤恵美・稲森雅子・小林倫子)★音の

樹～おとのこだち～vo1 2(城 島恵子)☆ Piallo」oint Concert(江

本純子 他)☆RACHTELLE Piano Concert Ю ll(加藤睦・城島

恵子・山元香那子)★佐々木亜矢子ピアノリサイタル ★江本純

子ピアノリサイタル (共演 石井理恵)☆室内楽345(篠原英和・

白井篤・出久根美由樹・松下修子・横溝耕一)☆Piacere piano

dllo concert(鈴木麻衣子・竹内綾)☆オペラ史初期の最高傑作

C.NIonteverdi～国立音大生を中心とした、オルフェオ研究会によ

る自主公演～ (鏑木綾・小崎麻美)

【今後 、後 援 予 定 の演 奏会】詳細はホームページをご覧下さい。

☆第16回アンサンブル トライアウトコンサート

【2010.3.20(土 )230pm 代々木国立オリンピック記念青少年総

合センターカルチャー棟大ホール】

国立音楽大学附属高等学校オーケストラ

☆弦楽コンサート～春を呼ぶ弦楽の楽しみ～

荒井雅至とムシカ・アレグレ2010inこ もれび

【2010.3.21(日 )200pm 保谷こもれびホール小ホール】

荒井雅至(1968音 19)・ イヽ宮康裕(1985音 36)

☆辰巳京子ピアノリサイタル「午後 5時のお茶会」(1991音 42)

【2010.3.27(土)000pm sOnOrium(東京)】

☆久保考世フルートリサイタル (1996音 47)

【2010.425(日 )2:00pm東京オペラシティ リサイタルホール】

☆若崎宏ピアノリサイタル (1978音 29)

【2010.4.25(日 )2:00pm津田ホール】

☆小笠原茂子(1959音 10)・ 4ヽ笠原長孝(1950音 1)

古希・傘寿 記念サロンコンサート

【2010.5.15(土)6:30pm白十字(国 立駅南口)】

☆ソロイスツ・コンサート29

【20106.11(金 )7 ЮOpm三鷹市芸術文化センター風のホール】

小宮康裕(1985音 36)・ 4ヽ原孝(1978音 29)・五十嵐稔(1985音 36)。佐藤恵

美(1984音 35)。荒木泰俊、奥村智洋、小林倫子、小林光裕(以上特別会員)

☆男弾団

【20108.6(金 )■00pm国 分寺市立いずみホール】

安藤丘(1983音 34)。 二瓶充(1983音 34)・ 小宮康裕(1985音 36)・ 菊池大

成(特別会員)

☆安藤丘ピアノリサイタル (1983音 34)

【2010.10.1(金)7 ЮOpm津田ホール】

☆藤波結花ピアノリサイタル (1993音 44)

【2010.10.16(土)津田ホール】

☆荒井雅至(1968音 19)。 小林道夫デュオリサイタル

【2010.11.21(日 )保谷こもれびホール】

～
||お 澤1れ γ

繁
=1経

籍(;聟茅ヽプ磁ぶ5)
rlN勉千登美 さん 停 務 )

今年度で定年二我されることになりました。

あたたかいご指導をいただき、

本当にありがとうございました。

戦鏑簿護

'11」宦ユ!:蓮|
と場隷するこ|が■本ます。

|

1緊糞疋T廼詈RΓ雪「藝言:讐像易風Ⅱ3藁
｀

ませんのでお間違いのないようお願いいたします。

毎年同窓生の方にボランティ

アでご協力いただいています。
この場を借りて感謝申し上げ

ます。

事務局より

住所変更などがございましたら、下記までご連絡ください

ますようお願いいたします。

〒18)0005 国立市西21219
国立音楽大学附属高等学校同窓会

E―mail:onkou― d@ambe■plala.o巧p
HP:http:ノン

"ヽ

VVttkunitachiolよ ou.org/

TEL o FAX 042 572 8014(事 務局直通 )

事務取扱時間は原則として月曜日・水曜日1000～ 1600で す。

(夏休み等、学校の長期休暇中を除く)
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会報封入作業の様子 (昨年3月 )


