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90・60・30周年事業特集

大坪新校長 & 豊田会長対談

周年事業と 10 年先の未来
90 年前、東京鐵道中学が開校。戦後、東京育英高校と名前を変え、60 年前に芝浦工業大学へ経営が移行。

30 年前、池袋校舎から板橋校舎へ移転。2012 年は現・芝浦工業大学中学高等学校にとって大切な節目の年。

今年就任された大坪 隆明校長と豊田 尚之芝雄会会長に周年事業の抱負を語っていただきました。

● 90・60・30周年記念事業一覧

 『鐵中・育英・芝浦
   90・60・30周年記念式典』
場所：本校体育館

日付：2012 年 10 月 13 日（土）

生徒対象記念イベント
『歴史の上に立つ我ら
　　　　　　過去・未来』
場所：北とぴあ さくらホール

日付：2012 年 10 月 30 日（火）

『鐵中・育英・芝浦
    90・60・30記念DVD』
完成予定：2013 年 1 月末

配布対象：

　記念式典出席者、在校生、

　卒業生、教職員ほか

 『記念祝賀会・
　　　     記念合同同期会』
場所：池袋東武バンケットホール
　　　（東武百貨店池袋店 14 階）

日付：2012 年 10 月 13 日（土）

※詳しい情報は 5ページへ。

『鐵中・育英・芝浦
　　90・60・30記念誌』
完成予定：2013 年 1 月末

配布対象：

　記念式典出席者、在校生、

　卒業生、教職員ほか

『板橋校舎食堂
　　　　　リニューアル』
完成予定：2012 年 9 月

内装および業者の変更

※この一覧は計画中のもので
　名称および内容は変更する可能性があります。
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豊田会長（以下、豊田）：

　校長就任おめでとうございます。

まずは、周年事業に対する校長と

しての意気込みを教えてください。

大坪新校長（以下、大坪）：

　ありがとうございます。私は一

昨年この学校に来て、90 年という

長い歴史を知りました。当時、勉

学への意欲あふれる方々がこの学

校に殺到していたこと。創立者の

教育にかける願い。国の基盤を作っ

ていこうという意志。そういった

ものがこの学校のルーツとしてあ

ると考えています。

　90・60・30 周年事業に携わる

ことになり、もっとも印象深い記

憶は去年参加させてもらった東京

鐵道中学の同窓会です。驚いたの

は、同窓会に参加していた方々が

現在の学校である芝浦工業大学中

学高等学校のことを母校として考

えてくださっていたことです。ま

た、多くの育英生も一時混在する

時期があったもにも関わらず、同

じように考えていらっしゃいまし

た。私はこの記念事業で、そういっ

た方々へ感謝の気持ちを伝えたい

と考えています。

豊田：90 周年というのは非常に大

きな節目です。この時点での方向

性が 100 周年を迎える 10 年後に

大きく影響すると感じています。

大変難しい時期ではありますが、

校長になられて “100 周年” への

展望も同時に考えておられるので

はないでしょうか。

（左下へ続く）

大坪：それはとても大きな役割だ

と考えています。抽象的な言い回

しになってしまいますが、東京鐵

道中学から歴史が始まっていると

いうのは非常に象徴的なものです。

　かつては国鉄を通じて社会を支

えてきて、芝浦工業大学付属校に

なっても技術者を輩出してきた。

つまり、日本のものづくりを支え

てきたのには変わらない。100 年

経ってもそうだと思います。

　一方で社会状況は変わってきて

います。東京で工科系大学付属の

男子校は芝浦だけです。中高大と

一貫して技術者を育てるのは、あ

る意味我が校の使命だと考えられ

る。『理科離れ』が問題となってい

る昨今だが、芝浦だからできるこ

とをやっていきたい。

　生徒の視点から考えると、もの

づくりや数学といったことに興味

をもった子が集まってきてくれる

わけだが、現実として 12 歳から

18 歳まで同じ考えでいつづけると

は限らない。自分が掲げる目標に

向かって歩む努力をして欲しい。

　幸い、芝浦工業大学と密接な連

携をとることによって、生徒の中

の工学に対する意識や芝浦工業大

学に対する愛着は大きいと思う。

これは他の学校にはない長所。付

属校か進学校かという二者択一の

議論をするのではなく、両立でき

るような環境を目指したい。

　具体的に「こんな学校を目指す」

といったことは自分だけでは決め

られません。本校にいらっしゃる

たくさんの先生や、卒業生、PTA

の方々の言葉に真摯に耳を傾けて、

我が校の社会的使命を発展させる

方向に進んでいくつもりです。

（3ページへ続く）

01校長として
周年事業に懸ける想い

芝浦工業大学中学高等学校校長

大坪 隆明
第 29 回生・芝雄会会長

豊田 尚之

02100 周年を
見据えたビジョン

今年の方向性が
10年後の100周年に
大きく影響を与える

鐵中・育英・芝浦
すべての卒業生へ
感謝の気持ちを伝えたい
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90・60・30周年事業特集

● 芝浦工業大学中学高等学校の歩み（抜粋）

1922 1932 1942 1952 1962

1922 年 4 月
東京鐵道中学開校（麹町区永楽町）

1942 年 4 月
東京育英中学に改称

1954 年 8 月
芝浦工業大学高等学校に
校名変更

1968 年 3 月
定時制改定第 1 学年
募集停止を決定

1945 年 3 月
空襲により校舎焼失

1946 年 4 月
池袋に校舎を再建

1953 年 7 月
学校法人芝浦学園へ吸収合併

1923 年 9 月
関東大震災により校舎焼失
東京府荏原郡南品川の
東京鉄道教習所内に校舎を移転

1924 年 6 月
東京府北豊島郡西巣鴨字池袋の
東京教習所内に校舎を移転

東京鐵道中学時代 東京育英中学時代 芝浦工業大学高等学校時代

大坪：あと、100 周年までには新

しい校舎で授業をしたいと考えて

います。これは PTA 総会や学校法

人の理事会でも明らかにしました。

豊田：私は大学も芝浦を出ており、

大学が芝浦校舎から豊洲校舎へと

大学の本拠地が移ってしまい、ど

うしても自分の居た生活の場とい

うものを意識してしまう。高校で

いえば、板橋校舎には 1年間、前

の校舎である池袋校舎には 2年間

分の愛着がある。大学の例でもそ

うだが、学校というものは場所で

愛着がわいてくると思う。

　別の、難しい問題もあると思う。

学校としては大学との兼ね合いや

生徒が通う交通の便の都合もあり、

いきなり横浜へ移転するなど思い

切ったことはできないだろう。

大坪：移転を考えるのならば、こ

こよりアクセスのいい場所という

のはもちろんですが、まずはこの

周辺である東京の北部。そして次

に大学との三位一体を掲げられる

豊洲周辺がある。それ以外の選択

肢は会長がおっしゃったようにな

いと思う。“所縁の地” というのを

大切にしたいです。

豊田：ただ、桜の木も立派に育ち、

板橋校舎は我々が入ってきたとき

と変わらず、キレイに使われてい

ますよね。名残惜しいが、教室数

は見過ごせない問題ですね。

大坪：あと、工業大学付属の学校

でありながら技術室がないのが残

念。パソコン教室も正直手狭で、

生徒にものづくりをより快適に体

験してもらいたい。もともと耐用

年数は 30 年を目標に設計されて

いる建物。耐震性能も問題なく、

先生方や生徒の知恵で上手く使え

ていますが、無視できない問題と

して認識しています。

03100 周年までには
新しい校舎を



4

1972 1982 1992 2002 2012

1970 年 3 月
新方式による
芝浦工業大学への入学者選抜実施

1994 年 10 月
中学 3 年全員に海外教育旅行を実施

2009 年 4 月
「サイエンス・テクノロジー・アワー」と
「ランゲージ・アワー」を導入

2012 年 10 月
『90・60・30 周年記念式典』開催

1982 年 4 月
板橋区坂下 2-2-1 に移転
中学高校 6 ヵ年一貫教育開始

1984 年 7 月
プール棟完成

1991 年 4 月
生徒会部室・弓道場棟完成

東京鐵道中学時代芝浦工業大学中学高等学校時代

１
０
０
周
年
へ

豊田：食堂は今年リニューアルさ

れるんですよね。

大坪：PTA の方からもっともニー

ズの高かったのが食堂のリニュー

アルでした。周りの実習室などの

配置に変更はなく、広さは変わり

ませんが、内装と設備を新しくし

て、業者も変わります。

　今までは、学年単位で集まれる

部屋が大教室しかありませんでし

た。そのため、違う学年とバッティ

ングした場合夏でも冬でも、体育

館や道場を使っていました。食堂

リニューアルで生徒には集合でき

るスペースを、PTA や同窓会員の

方々にも各種イベントに使ってい

ただけるようになります。

豊田：お弁当も出されるんですか？ 

その場合、無駄に作らないために

も予約制をとったりしますか？

大坪：お弁当は出ますが、予約制

ではありません。業者は他校でも

実績あるところなので、ある程度

のは予測して準備してもらってい

ます。

豊田：今回お話を聞いて、先生の

想いの強さを十二分に感じました。

最後に、学校全体として発展させ

ていきたいことを教えてください。

大坪：この学校に来た目的ひとつ

に “広報活動をしっかりとする”

というものがあります。広報を重

視すると、『中身が重要だ』とよく

言われますが、この学校は素晴ら

しい教育的なコンテンツがたくさ

んあります。海外教育旅行やサイ

エンス・テクノロジー・アワーな

どはその最たるものです。

　今年は、先生方に “塾周り” や

外部の “学校説明会” に行っても

らい、現場の生の声を知ってもら

えるようにしています。

豊田：校長先生だけでなく、現役

の先生方も一緒に頑張っていらっ

しゃるんですね。同窓会も母校の

さらなる発展を願って、活動して

いきたいと思います。まずは、

90・60・30 周年記念事業を成功

させるべく、共に頑張りましょう。

04周年事業として
食堂をリニューアル

05学校の長所を
たくさん伝えたい
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90・60・30周年事業特集

　今回の 90・60・30 周年記念合同同期会はより多

くの方に参加していただきたく、芝雄とともに出欠

席返信用の FAX 用紙を同封させていただきました。

お手数かとは思いますが、同期会の円滑な運営のた

め、ご協力をお願いいたします。

　出欠席は FAX 用紙だけでなく、ウェブページなど

でも受付しております。いずれかの方法で必ずご連

絡ください。また、万が一出欠席の連絡ができなかっ

た方、もしくは、欠席と連絡してしまった方も当日

参加することは可能です。

日付：2012 年 10 月 13 日（土）

時間：17 時 30 分～19 時

場所：池袋東武バンケットホール

　　　（東武百貨店池袋店14階レストラン街スパイス）

最寄り駅：

　JR、東武東上線、西武池袋線、

　東京メトロ有楽町線・丸の内線・副都心線

　『池袋駅』

参加費：無料

　※年会費未納の方は納入をお願いします。

【注意事項】

　・お車でのご来場はご遠慮ください。

　・東武百貨店 1番地のエレベーターをご利用

　　ください。3～11 番地のエレベーターでは

　　会場へ向かうのに時間がかかります。

　・池袋駅構内は非常に複雑な構造にです。

　　時間に余裕をもってお越しください。

90・60・30 周年を記念して学校主催で合同同期会を開きます。

この節目の時期に、ぜひ同窓生で集まり、世代を超えて交流の輪を広げましょう。

当日は食事や各種イベントをご用意して、同窓生みなさんのご参加をお待ちしております。

開催概要

出欠確認

記念合同同期会
出欠席返信のお願い

芝雄に同梱されたFAX用紙を使う。
送信先：03-5994-0724（学校）

Facebookで参加申請をする。
http://goo.gl/hDs5bに
PC/ スマートフォン / ケータイでアクセス。

Webフォームで参加申請をする。
http://goo.gl/oq6El に
PC/ スマートフォン / ケータイでアクセス。
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卒業生インタビュー
2012 年 3 月卒（第 57 回生）
東京大学 文科三類 1 年 柴﨑  祥太

──東京大学を目指した理由は？

柴﨑　大学に行くなら一番上を目指

したかったからですね。１、２年次

の教養課程で好きな事を学べてその

中から自分の専門にしたいことを見

つけられるのでそこが魅力的だった

のもあります。その、高校生のうち

で専門にしたいことってなかなか決

められないと思うんですよ。

──１ヶ月授業を受けてみて何を専

攻しようと思っていますか？

柴﨑　地中海方面の文学に興味があ

ります。主題科目というのがありそ

の中で「悦ばしきイタリア地中海」

という授業をいろいろな先生がオム

ニバス形式で講義してくれるのです

がそれが面白かったんですよ！

──大学に入って苦労したことは？

柴﨑　レポートが難しいです。文理

関係なく課題が出て、理系のレポー

トを書かなければならなかったり。

──英語で授業を受けているそうで

すがわからなくなったりしますか？

柴﨑　難しい言葉が出てきたとして

も教授が言い換えを使って分かりや

すくしてくれるので分かります

──サークルに入っていますか？

柴﨑　中１の時にクラブ紹介で先輩

のお話が面白くて運動したかったっ

てのもあり剣道部に入り、大学でも

そのまま剣友会というところで続け

てます。東大にはクラスというもの

があって、４月初めのオリエンテー

ション合宿の時に上の学年のクラス

の人に学校生活について教わったり

サークルの勧誘を受けたりしまし

た。あとは剣友会の人たちと稽古の

後に食事をしたりしています。

──入学後の目標はなんですか？

柴﨑　自分の気の赴くままに調べて

調べつくしたいです。特に外国語の

授業が楽しみ！話すことにできるよ

うになるのが理想だけどせめて辞書

を使って様々な言語の文章を読める

ようになりたいです。

──得意科目はなんでしたか？

柴﨑　逆に苦手なものがありません

でした。なにか一つの科目で失敗し

ても他の科目で挽回できるので。入

試の時も英語で失敗したけど他で挽

回できると思えば気が楽でした。

──文科三類を選んだのはなぜ？

柴﨑　後期の教養課程に興味があっ

たんです。夏の模試の結果で一類で

A 判定が出て余裕だと思い気を抜い

たら危うい状況になり、確実なとこ

ろを狙いました。

──中学高校でいちばん印象に残っ

ている先生はいますか？

柴﨑　学年主任でもあった山部先生

です。中学の時に本を読めと言われ

て高校に入ってからその大切さを思

い知り読んでおけばよかった、と。

──中高のときに学んだことは？

柴﨑　勉強は自力ですること。先生

は基本を教えてくれるけど、自分で

調べる必要もあると思います。

──中高でやっておくべきことは？

柴﨑　国語。みんな英語や数学が重

要だというが日本人の思考力の元は

日本語であり日本語ができないと思

考力が下がると思う。レポートや小

論文を書くのにも必要になるからま

じめにやっておくべきだと思う。

──高校時代の友達と連絡を取り

合っていますか？

柴﨑　たまにメールが来るくらいで

それ以外はあまり。また６年の時の

クラスメイトと集まりたい！

（文　入島 礼旺　撮影　瀧井 数馬）
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芝雄会トピックス
NEWS

第 3 回成人式が無事終了
参加人数約 140 名。第 4 回成人式の日程も決定。

REPORT
新幹事就任および役員編成を一新
第 58 回生 13 名参加。顧問、相談役など設置。

　3月 10 日（土）、芝浦工大中高近隣の『へるすぴあ』

にて、芝雄会主催第 3回成人式が行なわれた。2010

年 3 月卒（第 56 回生）の新成人を祝うため、総勢約

140 名の出席者が集まった。会費納入者には事前に招

待状を郵送し、成人の代とは年が離れた同窓生にもか

けついていただいた。新成人の言葉は当時の生徒会長

を務めた宇野津 成氏が行なった。式中では、豪華賞

品である『iPad 2』を巡って、白熱のビンゴ大会が繰

り広げられ、盛況のうちに幕を閉じた。

　次回は、第 57 回生を対象学年とし、第 4回成人式

が開催される予定。なお、当日の様子は芝雄会ホーム

ページや各種 SNS で閲覧可能。

●芝雄会ホームページ『第 3回成人式』

　http://shiyuukai.com/actreport/seijin/2011/

　平成 24 年度芝雄会総会が 5月 12 日に無事終了し

た。総会では、第 58 回生の新幹事に加えて、顧問に

中高の教員である岡田 元宏先生と長島 英先生が就

任。岡田先生は第 25 回生でもある。相談役は、エス

アイテック（売店）の鈴木 俊明氏が就任した。

第４回成人式のお知らせ

次回総会について

日　時：2013 年 3 月 16 日（土）
場　所：芝浦工業大学中学高等学校食堂（予定）
成　人：2011 年 3 月卒（第 57 回生）
連絡先：kanj i@shiyuukai .com

日　時：2013 年 5 月 18 日（土）
場　所：芝浦工業大学中学高等学校
内　容：H24 年度決算、H25 年度予算など
連絡先：soumu@shiyuukai .com

●顧問
　岡田 元宏（学校・25 回生）
　長島 英（学校）

●相談役
　鈴木 俊明（エスアイテック）

●事務局
　大和田 尚司（学校）

●書記
　八木 陽平（58 回生）

●広報部
　入島 礼旺（58 回生）
　長谷川 駿（58 回生）

●総務部
　佐藤 太貴（56 回生）
　前田 翼（58 回生）
　斎藤 優太（58 回生）
　安藤 隼（58 回生）
　飯村 隼多（58 回生）

●事業部
　平野 聖人（58 回生）
　永本 雅也（58 回生）
　丸橋 涼（58 回生）
　田中 大介（58 回生）
　中村 智泰（58 回生）
　大屋 輝倖（58 回生）

平成 24 年度総会で承認された新常任幹事および関係者
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REPORT
平成２３年度は奨励賞が追加
平成 23 年度より芝雄会賞に複数の項目が追加

　芝雄会では、現役生に対する事業として複数の奨

励賞を設けている。ひとつは、優秀な功績を残した

部活動へ卒業式に授与する『芝雄会奨励賞』。もうひ

とつは、各種学校行事などで優秀な成績を残した生

徒や団体に授与する『芝雄会賞』である。

　平成 23 年度より『芝雄会賞』の対象行事に「スピー

チコンテスト」および「英単語コンテスト」、芝生祭

の奨励には「ポスター賞（来校者および実行委員）」

が追加された。なお、それぞれの賞には表彰状およ

び副賞が贈られた。

球技大会

↑高校生対象。芝浦工業大学大宮キャンパスの
各施設を利用する。種目によっては団体戦も。

6月

芝生祭

↑今年で 57 回目を迎える文化祭。各賞には来校
者投票と生徒投票などが設けられている。

9月

体育祭

↑中学生対象。芝雄会賞は総合優勝と各種種目
毎に表彰を行なう。当日は Twitter での中継も。

10月

芝雄会賞細則規定（抜粋）

【球技大会（高校生のみ）】

　各種目で優勝した生徒に芝雄会賞（球技大会）

を授与する。副賞を贈呈する。

【芝生祭】

・最優秀団体賞（来校者）

・最優秀団体賞（生徒）

・優秀団体賞　（来校者）

・優秀団体賞　（生徒）

・特別賞（教職員）

・特別賞（実行委員）

・ポスター賞　（来校者）

・ポスター賞　（実行委員）

　賞状を授与しトロフィーを贈呈する。なお、最

優秀は投票で１位となった団体に、優秀は２位と

なった団体に原則として授与することにする。

【体育祭（中学生のみ）】

　体育祭に参加した生徒全員に芝雄会賞（体育祭）

を授与する。参加賞を贈呈する。
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NEWS
同期会および OB 会続々開催
2011 年 12 月の改正で通信費の補助も追加

　芝雄会では、一般的な「同窓会」のことを「同期会」

と呼んでいる。「同期会」とクラブ活動単位で集まる

「OB 会」に対して、芝雄会では 15 名以上で一律 3万

円の補助を行なってきた。（2011 年度は同期会 6件、

OB 会 2件に補助を実施）

　これに加えて、2011 年 12 月の細則改定で通信費

の補助することになった。学年全体を対象とした大規

模同期会などに利用出来る。特に、卒業から長い年月

が経ち、連絡がつきにくい学年には、これを機に同期

会を開催し、現役時代の思い出話に花を咲かせること

ができるだろう。

　同期会の申請には、申請書と参加者名簿、当日の集

合写真、領収書の提出が必要。なおホームページには

各種書類のテンプレートと申請手順を掲載中。

●芝雄会ホームページ『同期会について』
　http://shiyuukai .com/actreport/doukikai/

●連絡先：芝雄会の常任幹事もしくは
　            soumu@shiyuukai .com（総務部）

● 15 人以上の出席で、一律 3万円を補助。

● 出席者名簿と会の写真を学校に提出する。

● 部活動等の OB 会なども同様。

● 15 人未満もしくは 3万円を超える補助を求める

　 場合は、常任幹事会の承認を得るものとする。

● 出欠を尋ねる発送業務および発送に関わる費用を

　 芝雄会が負担できる。

　我々第 11 回生は 5 月 19 日、

15 年ぶりに 2 回目の同期会を開

きました。会場は、3 年前に完

成した芝浦工業大学田町校舎内

の校友会クラブで総勢 28 名が

集まりました。

　我々もすでに 65 才を過ぎ、

年金生活が始まり第 2 の人生を

歩んでいる者、未だにサラリー

マンで頑張っている者、そして

会社の経営者として活躍中の者

と多彩でした。

　校舎移転にあたって板橋芝浦

中学校開校に尽力され、元校長

として活躍された恩師の伊尻先

生を囲みながら、今はなき池袋

の木造ボロ校舎で学び遊んだ思

い出話に花が咲き、にぎやかな

ひと時を過ごしました。

　次回は今年のロンドンオリン

ピックイヤーにちなんで 4 年後

に決定しました。

　今年に、鉄中育英・高校・中

学がそれぞれ 90・60・30 年を

迎え、この秋 10 月 13 日（土）、

池袋東武バンケットホールで記

念合同同期会も開かれます。今

回都合により欠席された学友諸

君への参加を呼びかけることで

お開きとなりました。

同 期 会 コ ラ ム

『入学して 50 年』  第 11 回生・染谷 清

同期会 &OB 会補助規定（抜粋）

Shiyuukai Topics 3/4
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REPORT
平成 23 年度決算 & 平成 24 年度予算報告
2012 年 5 月 12 日に行われた総会で承認済み

1.平成23年度決算報告

2.平成23年度資産引当金残高(普通預金)

項   目　　 H2３年度予算    H23年度決算      備 考 項   目          H23年度予算   H23年度決算     備 考

前年度繰越金

1.会　　　費

2.事　　　業

3.寄　付　金

4.雑　収　入

5.引当金繰入

合 計

1.名簿発行引当金

2.各 種 引 当 金

1.運 営 費

2.広 報 費

3.事 業 費

4.慶 弔 費

5.会員活動補助費

6.在校生活動補助費

7 . 資 産 引当 金

8.予 備 費

9.次年度繰越金

合 計

1,909,431

3,036,000

500,000

100,000

10,000

0

0

5,555,431

1,554,649

2,877,386

800,000

1,200,000

1,100,000

80,000

550,000

1,100,000

600,000

125,431

0

5,555,431

782,031

1,006,139

874,915

37,980

492,000

875,050

600,000

0

1,118,034

5,786,149

1,909,431

3,030,000

561,000

198,018

0

87,700

0

5,786,149

在校生1010名

卒業生187名

成人式収入

※1

支

出

の

部

以上の通り、報告いたします。

※1　2008年卒同期会残金、在校生活動補助（芝生祭）残金

以上のとおり、提案します。

監査の結果、上記決算は適正かつ
相違ないことを認めます。

会計　平井　幸成　㊞
会計　鈴木　優子　㊞

平成24年5月12日　監査　清谷　尚充　㊞
監査　渡邊　   考　㊞

(単位:円) 期間：平成23年5月13日～平成24年3月31日

3.平成24年度予算 (単位:円) 期間：平成24年4月1日～平成25年3月31日

平成24年5月12日　　会長　豊田 尚之　㊞

収

入

の

部

項   目　　  H24年度予算　　　　　　備 考 項   目  H24年度予算　　　    備 考

前年度繰越金

1.会　　　費

2.事　　　業

3.寄　付　金

4.雑　収　入

5.引当金繰入

合 計

1.運 営 費

2.広 報 費

3.事 業 費

4.慶 弔 費

5.会員活動補助費

6.在校生活動補助費

7 . 資 産 引当 金

8.予 備 費

9.次年度繰越金

合 計

1,118,034

3,039,000

500,000

100,000

0

50,000

2,000,000

6,807,034

690,000

1,350,000

3,020,000

80,000

550,000

1,100,000

0

17,034

0

6,807,034

在校生1013名

卒業生

成人式、90・60・30周年事業収入 支

出

の

部

収

入

の

部

90・60・30周年事業費を含む
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板橋だより

PR
第５７回芝生祭実行委員を直撃取材
2012 年 9 月 29 日（土）30 日（日）実施予定

　はじめまして！ こんにちは！ この度第 57 代芝生祭実行委員長になり

ました横田貴臣と申します。今年は創立 90 周年の節目の年です。今まで

先輩方が頑張って大切に積み上げてくださった芝浦の歴史の中でも芝生

祭は重要な行事です。我々が良き伝統を引き継ぎ、90 周年に相応しく熱

意を伝えたいと思います。そして、学校生活を通し、成長した芝浦の姿

をお客様にお見せしようと思います。

　また、食堂もこの夏にリニューアルされ、生徒だけでなく学校も変わり、

新しい芝浦がもうすぐやって来ようとしています。そのために僕達は日々

全力を注いでいます。私達はまだ未熟者ですが暖かく見守って頂ければ

嬉しい限りです。必ず素晴らしい芝生祭にしてみます。先程も申しまし

たが今年は 90 周年です。是非 OB の皆様は、久しぶりに芝浦工大中高に

お越しください。よろしくお願いします！

　昨年度は過去最高の来場者数 5201 名を達成した『芝生祭』。今年度

の実行委員はそんな先輩達の偉業に追いつけ、追い越せと既に準備を

始めている。

　今回は、そんな活気あふれる芝生祭実行委員を率いる実行委員長・

横田 貴臣君（高校 3年）に今年の文化祭にかける想いを語ってもらった。

写真　左上：同窓生と板橋校舎
　　　右上：保健室前の担架兼ベンチ
　　　右下：増設された社会科研究室
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REPORT
弓道部全国大会出場
第 30 回全国高等学校選抜大会出場

──全国大会出場の秘訣は？

加瀬　練習量の違いだと思います。

私達は部活での練習以外に月二回

ほどのペースで、スポーツセンター

で自主練も行っていました。大会

前は自主練の頻度も上げましたね。

今泉　あと、僕たちのチームが緊

張に強いのも要因の一つだと思い

ます。チームの誰かが当てるとほ

かの皆がそれに影響されて調子が

上がるんです。

吉野　今泉がチームで最初に射る

のですが、必ず当ててくれるので

チームの調子も上がり、助かって

います。

加瀬　あとは運ですかね（笑）

──全国大会に出た感想は？

加瀬　正しい型で射ることの重要

性を知りました。私達は正しい型

で射る練習をしてきたのですが、

大会では型にはまらない方法で射

る人達も多くいました。それでも、

やはり緊張の中で結果を出せたの

は正しい型で射る方でしたね。

吉野　全国へ行って、他校と接す

る中で礼儀の大切さを学びました。

今泉　全国大会に向けて練習する

中で、生活習慣や礼儀、人間関係

が改善されたと感じています。だ

らだらとした生活習慣が、大会に

向けた練習をしたことで有意義な

ものとなり、練習の中で多くの人

と接して礼儀の重要性を知りまし

た。接する人の幅も広がりました。

──最後に、自分から見たチーム

の 2 人はどんな存在ですか ?

今泉　加瀬先輩は弓への意欲にあ

ふれる頼れる先輩です。吉野先輩

は優しくて思いやりのある先輩で

す。

加瀬　吉野は緊張を和ましてくれ

るムードメーカー。今泉は一射目

を当ててチームの流れを作ってく

れる頼れる後輩です。

吉野　加瀬は大会へ向けて日々の

練習を計画的にやっていて、諦め

ない、尊敬できるメンバー。今泉

は一本一本大切に引いていて、大

会では必ず一射目を当てる肝の据

わった後輩だと思う。

　学年が違うのにも関わらず、3人の仲がとても良い事

が印象に残りました。3人の友情があればこそ全国大会

出場という結果を残せたのかも知れません。

　また、取材中も弓道部の練習が傍らで行われており、

生徒たちの弓道に対する真摯な姿勢を見て、弓道部の未

来は明るいと感じました。

　取材に協力して頂いた、顧問である山岸先生並びに加

瀬君、吉野君、今泉君をはじめとした弓道部のみなさん、

ご協力有難う御座いました。

（文・撮影　長谷川 駿）

　去年 10 月に行われた新人戦で見事優勝し、全国高等学校弓道

選抜大会へ出場した加瀬 絋熙君（高 3）、吉野 将之君（高 3）、

今泉 博貴君（高 2）に取材を行ないました。
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ソーシャルメディアで
同窓生とつながろう
　みなさんは “SNS（ソーシャルネットワークサービス）” を使ってい

ますか？ 『Twitter（ツイッター）』『Facebook（フェイスブック）』

『Google+（グーグルプラス）』で、芝雄会は活動情報を配信しています。

ここでは、芝雄会が利用している 3つの” SNS” をご紹介します。ア

カウントを持っていない方も、この機会にぜひ利用してみてください。

　140 字以内の短い “つぶやき” を投稿する SNS。その手

軽さで幅広い層のユーザーがいる。芝雄会では、学校行事

の実況中継や成人式の写真投稿など、母校の “今” を伝え

ている。芝浦工大中高公式アカウント（@SIT_Itabashi）

との連携も度々行なっている。

Twitter ● アカウント名：@shiyuukaiPR
● ハッシュタグ：# 芝雄会

ハッシュタグか
ユーザー名で検索

Facebook
　実名登録制の SNS で、日本では大学生から社会人の間

で広まっている。出身高校などを入力できるため、同期

の仲間を見つけやすい。芝雄会では、行事の写真や各種

イベントの告知をしており、出席の連絡も簡単にできる。

写真は周年記念の合同同期会のイベントページ。
トップページで
「芝雄会」と検索

● 公式ページ URL；
　http://facebook.com/shiyuukai

　3つの中で最も新しい SNS。OS『Android』に必要な

Google アカウントで利用出来るため、潜在的なユーザー

が多い。” サークル” という単位で公開範囲を細かく設定

でき、実生活に近い交流が可能。芝雄会では、すべての写

真をログインなしで閲覧できる状態で公開している。

Google+

トップページで
「芝雄会」と検索

● 公式ページ URL；
　http://goo.gl/haehy
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01

02

会費納入のお願い

05 住所変更について

　芝雄会では在校生だけでなく、1 口 3000 円の卒

業生による会費納入によって活動しております。

納入された会費は成人式や同期会など各種行事に

利用されます。

　平成 24 年度より細則が改訂され、会員おひとり

あたり『1 口以上』の会費納入をお願いしておりま

す。送金時には同封の郵便振替用紙をご利用くだ

さい。みなさまのご協力をお願いいたします。

　現在、芝浦工大中高では卒業生

（現役の大学、大学院生が対象）が

チューターとして現役生に勉強を

指導をしております。

　学年や科目などは時期によって

異なりますが、随時チューター希

望者を募集しております。興味の

ある方は下記までご連絡ください。

●芝雄会担当（小林）：

　kouhou@shiyuukai .com

●学校担当（柴田邦夫先生）：

　03-5994-0722（職員室）

●ホームページ：

　http://goo.gl/HuaKL

　お引っ越しなどで住所変更がある場合は「卒業年」「お名前」「新住所」

を明記の上、学校法人および芝雄会までご連絡ください。電話やメール、

FAX、ハガキなどで受付しております。ご協力をお願いいたします。

I n f o r m a t i o n
芝雄会からお知らせとお願い

学習サポート 
学生チューター募集

　芝雄会では、会員同士の交流を

より活性化させようと日々活動し

ております。広報誌である本誌で

は「同期会のお知らせ」や「勤務

先の宣伝」など、同窓生のお知ら

せ記事（原稿）を募集しております。

　内容などについては、適宜ご相

談させていただきます。たくさん

のご応募をお待ちしております。

●広報部直通メール：

　kouhou@shiyuukai .com

03 広報誌「芝雄」への
お知らせ記事を募集

　平成 24 年度芝雄会総会におい

て、会則の改訂が承認されました。

新会則は平成 24 年 5 月 12 日より

適用しております。

　芝雄会ホームページにて、最新

の会則および細則の閲覧と PDF の

ダウンロードが可能です。会則に

関するお問い合わせは総務部まで

ご連絡ください。

●総務部直通メール：

　soumu@shiyuukai .com　

学校法人芝浦工業大学 総務部 総務課

電話：03-5859-7010
FAX：03-5859-7011
住所：〒135-8548
　　　東京都江東区豊洲 3-7-5
メール：somu@ow.shibaura-it.ac.jp

芝雄会

電話：03-5994-0721（中高事務室）
FAX：03-5994-0724
住所：〒174-8524
　　　東京都板橋区坂下 2-2-1
メール：kouho@shiyuukai.com

04 会則改訂のお知らせ



関連行事予定

編集後記

お問い合わせ

2012 年
09 月 29 日（土）30 日（日）　第 57 回芝生祭
10 月 13 日（土）　周年事業式典・記念合同同期会
10 月 27 日（土）　中学体育祭

2013 年
03 月 01 日（金）　高校卒業式
03 月 16 日（土）　第 4回成人式
03 月 22 日（金）　中学卒業証書授与式
05 月 18 日（土）　平成 25 年度芝雄会総会

　第 45 号芝雄は周年記念ということでページ

量も倍、企画内容も倍になっております。す

なわち、用意する文章量も倍なわけです。な

ので、いつものメンバーに加えて、今年から

新しく入った広報部員に取材など色々と手

伝ってもらいました。おかげでいつもの芝雄

とはひと味もふた味も違ったものをお届けで

きたと思います。

　『芝雄』が単なる広報誌ではなく、世代の壁

を取り払うひとつのきっかけになればいいと

思い、同窓生や現役生に送っていただいた文

章を積極的に掲載しました。同期会出欠席確

認用 FAX 用紙下部のアンケートで今回の芝雄

の感想をお寄せください。それをもとに今後

も芝雄を進化させていきたいと思います。

発行：芝雄会（芝浦工業大学中学高等学校同窓会）
編集：芝雄会広報部
印刷：シマザキ印刷

メール：kouhou@shiyuukai.com（小林）
電話：03-5994-0722（学校職員室・大和田先生）

平成 24年度芝雄会総会にて

第 3回成人式にて

S H I Y U U  N o . 4 5
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