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秋のコンサート開催のお知らせ 

～心あたたまるハーモニー in 東久留米 ～ 

 

恒例となりました秋のコンサートのお誘いです。本年度は、２回目のご公演となります慶應

義塾大学 混声合唱団 楽友会にお願いをしました。晩秋の午後を心あたたまるハーモニーで

お楽しみください。 

 

日時  ：平成２８年１２月４日（日曜日）開演：午後２時（開場：午後１時３０分） 

場所  ：まろにえホール（東久留米市立生涯学習センター） 

       東久留米市中央町 ２－６－２３ Tel 042-473-7811 

出演  ：慶應義塾大学 混声合唱団 楽友会 

入場料 ：1,000 円（全自由席） 

 

演奏曲目 

Fly me to the moon 

時代 

鴎 

なごり雪 

翼をください 

他 

 

チケットは、下記にて販売しております。 

    ・ブックセンター滝山 ・ブックセンタークルネ  ・ブックセンター小山 

    ・野崎書林      ・市民プラザ管理事務所  ・東部地域センター管理事務所 

    ・西部地域センター管理事務所          ・南部地域センター管理事務所 

 

副幹事長 平石 佳之（平成１年 医学研究科博士課程単位取得退学） 
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新年会のお知らせ  

平成２９年新年会を下記の通り開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。 

  日時  ：平成２９年２月４日（土）  午後４時４０分 ～午後６時４０分 

  場所  ：成美教育文化会館 ３階大研修室（東久留米市東本町 8-14 ℡ 042-471-6600） 

  参加費 ：4,000 円 

（平成元年以降卒業者：3,000 円、ご家族：3,000 円、但し中学生以下は無料） 

 

 前回同様に今回も、同日同所１階ギャラリーで、新年会の前に当会主催の企画で、第４回目

の「銀杏寄席」を行います。出演は昨年同様、駒与志社中の皆様で、午後２時開演予定です。 

一般市民の方にも、気軽に楽しんで頂く、定例の行事にしていきたいと考えています。 

 ご家族の方もご一緒に、落語会に参加されて 続けて新年会にもご参加されたら また新し

い楽しい思い出が出来ることと思います。 

 

第４回「銀杏
いちょう

寄席
よ せ

 駒与志社中 落語会」のお知らせ 
日時 ：平成２９年２月４日(土)開場 午後１時３０分、開演 午後２時から４時１５分 

場所 ：成美教育文化会館 1 階ギャラリー パイプ椅子 100 脚 

木戸銭：一般 500 円  （新年会出席の方は無料） 

 

 駒与志社中とは、当会会員で弁護士の菅原貴与志君（昭和５４年 法学部卒、芸名 金原亭

駒与志）の社中で 慶應落研ＯＢ・ＯＧ中心に実績あるボランティア団体です。 銀杏は、東

久留米市の木でもあり、日吉の銀杏並木で慶應とも縁があり「銀杏寄席」としています。 

 出演者は５名を予定しています。前回同様にひと時の至福の時間をお楽しみ下さい。大勢の

皆様のご来場をお待ちしております。 

 

＊ 新年会及び落語会の出欠席につきましては、メール、ファックス、お電話にて１月１０日（火）

までにご連絡を お願いします。特に初参加の方のご連絡宜しくお願い申し上げます。 

 

  連絡先  幹事長  ：田島 正延 masamido-taji@crux.ocn.ne.jp ファックス 042-474-3704 

       副幹事長：遠藤 良治 y-endo@ozzio.jp            携帯     090-8584-3201 
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来年度総会のお知らせ 

 第１５回総会の日程が決まりましたので ご連絡いたします。 

日時 ：平成２９年４月２２日（土） 午後１時３０分～ 

場所 ：成美教育文化会館   

（詳細は次号にてお知らせいたします） 

 

投 稿 

心に残る一冊(９) 

源氏物語 紫 式部著（その４―完結） 

 

光源氏が亡くなって、八年の歳月が流れた。今上帝の三の宮（匂宮）と女三の宮の若君（薫）

の二人は美しく成長した。薫は二月に侍従になり右近中将となり、現世のものとは思われない

ほどの芳香を具えていた。匂宮は、薫に張り合うようにして、身につける衣にさまざまに趣向

を凝らした香をたきしめた。薫は十九歳の年に三位の宰相に昇進する。 

 

ここから、宇治十帖が始まる。 

宇治十帖は、「竹河」に続く「橋姫」「椎本」「総角」「早蕨（さわらび）」「宿木（やどりぎ）」

「東屋」「浮舟」「蜻蛉」「手習」「夢浮橋」の十帖のことをさす。源氏の異腹の弟八の宮の娘三

人をヒロインとして書かれている。従来から宇治十帖とその前の三帖は紫式部以外の人の手に

よって書かれたのではないかとの説が昔から云々されていた。折口信夫は「宇治十帖は男性、

それも隠者の作」、円地文子は「宇治十帖には人物の結末がついていない」とし、瀬戸内寂聴は

「桐壺から夢浮橋まですべて紫式部」が書いたとしている。 

 

宇治では光源氏の異母弟にあたる八の宮が、二人の姫君とともにひっそり暮らしていた。か

つて冷泉帝が東宮であった頃、弘徽殿の大后と右大臣一派が東宮を廃立しようとした陰謀に利

用されたため、源氏復帰後は放逐された形で不遇の日々を送っていた。失意のうちに宇治の山

荘に移り住んだ。八の宮は仏道修行に励みつつ、姫君を育んでいた。阿闍梨は八の宮の師であっ

たが、ある時、冷泉院や薫に八の宮のことを語り、それがきっかけとなって八の宮との交流が

始まった。宇治を訪ねた薫は、月明かりの下で琴の合奏を楽しんでいた姫君を偶然垣間見て心

惹かれる、 

その明け方、薫は老女から自分の出生の秘事を聞き、実父柏木の手紙を渡された。帰京した



<4> 慶應義塾東久留米三田会会報 ＜平成 28 年 10 月 8 日発行＞ 

 

薫は、母三の宮に会うが、秘密を知ったことを打ち明けられず、ひとりで苦悩を深めるのであっ

た。長年の疑惑が解けるとともに、薫は罪深い宿命におののく。出生の秘密を知る薫は、かつ

ての源氏と藤壺の不倫を思い出させる。 

また、宇治の姫君たちのことを聞かされた匂宮は、姫君たちに興味をいだき、しばしば歌を

贈るようになった。八の宮は二人の姫君のことを心配しながら、八月二十日、宇治の山寺でこ

の世を去った。八の宮の一周忌も近づいた頃、姉の大君が亡くなる。薫は大君を失った悲しみ

に、宇治に籠りつづける。匂宮は二条の院に二の宮を迎える。薫は中の君を匂宮に譲ったこと

を後悔する。 

この辺りから、最後の話が始まる。 

ある時、中の君から、姉の大君に似ている異母妹の浮舟の存在を告げられる。浮舟である。 

浮舟は源氏に愛された女君に匹敵するほど重要なヒロインとなる。宇治十帖では何といっても

浮舟が一番ドラマチックな運命をたどる。 

浮舟は八の宮と侍女との間に生まれたが、認知されな

い娘であった。四月、宇を訪れた薫は、初瀬詣に来合

せた浮舟を偶然みて、心惹かれる。薫は浮舟を宇治に

連れ出し、契りを交わした。二月、薫は宇治を訪れ、

秘密を持って苦悩する浮舟を愛おしく思い、京に迎え

る約束をする。一方、匂宮も大雪の中、宇治を訪れ、

対岸の隠れ家に浮舟を連れ出し、夢のような二日を過

ごす。何も知らない浮舟の母や乳母たちは、薫に迎え

られることを喜び、その準備に余念がない。そのうち

に、匂宮と浮舟のことを察知した薫から、裏切りをと

がめる手紙が届き浮舟は驚く。 

浮舟は次第に追い詰められてゆき、宇治川に身を投げようと決意する。 

薫と匂宮のふたりの愛の板挟みになった浮舟の苦悩は深かった。それを知らない薫は、いよ

いよ浮舟を都に迎えることにしたが､そのことを知った匂宮は、薫の君をだしぬいて浮舟を隠そ

うとした。進退極まった浮舟はついに宇治川に身を投げようと決意し翌朝、宇治川に投身した。 

翌朝、宇治川の山荘では浮舟の姿が見えないので、大騒ぎになる。母君も京からかけつけ、

もはやこの世の人でないと諦めてなくなく葬儀を行う。 

 

そのころ、横川（よかわ）の高徳の僧がいた。僧には年老いた母と尼君とがあったが、初瀬

に詣でた帰途、宇治で母の尼君が急病にかかった。知らせを受けた僧都は、森かげに気を失っ

ている女（浮舟）を発見する。浮舟はねんごろな介抱、世話を受け、小野の里に来て住むよう

になる。浮舟は僧都に無理やり頼み願って尼になってしまう。そして、勤行のひまに手習いな
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どをして悲しみをまぎらす。こうした事情が、いつしか薫の耳に入る。薫は夢かと驚き、横川

の僧都のもとにおもむく。僧都に会って確かめた薫は、小野に行こうとするが、僧都は仏前を

恐れて許さない。薫はしかたなく、浮舟の弟の小君を使者にたてて、ねんごろに下山を勧める。

小君を迎えた浮舟はさまざまに思いみだれるが、心強くして小君にも会わず、手紙も受け取ろ

うともしない。薫は小君の返事を聞き、つかむことの出来ない女の心にやるかたない寂しさを

覚え、はてしない思いに沈む。 

ここで源氏物語は、完結する。 

 

浮舟の情は、小説としての出来栄えも、五十四帖中「若菜」と並ぶ圧巻であり、どうしても

読み落とせない名編である。紫式部の小説家としての天分がまさに開花しきったという見事さ

と安定感を感じさせると、瀬戸内寂聴は述べている。 

 

薫、匂宮、浮舟の生き方をどうとらえるかということについて、「むつかしいのは人の心とい

うものだ。あんなに愛らしくおっとり見えながら、好色なところのある女だった。匂宮のお相

手としては、お互い浮気なのでお似合いというところか」と紫式部は書いているが、これが当

時の貴族の恋愛感情であったのかもしれない。 

最後に源氏物語の総括、この物語が持つ意味合いをあげてこの小文のまとめとしたい。 

項目別に述べてみたい。 

 

１．源氏物語は、大きく二部構成になっている。 

全編は５４帖からなる。主人公の光源氏の死を境界として前後二つに分けられる。 

前編は光源氏を主人公とする「桐壺」から「「幻」までで４１帖になる。光源氏の誕生から死

までの多彩な生涯が書かれている。 

後編は源氏の義理の息子の薫を主人公とする「匂宮」から「夢浮橋」までで、悲しい宿命の

もとに生まれた薫の暗い半生が描かれている。薫や柏木は源氏の君と同じような不義を起こし

てしまう。これが当時の貴族社会のありさまであったとしても、作者の紫式部が肯定している

わけではないと考える。 

 

２．源氏物語はなぜ評価が高いのか。 

この作品が１１世紀（平安時代）に書かれて、現在もまだ引き続いて読まれていることにあ

る。当時、これだけの長編小説はなかった。主要な登場人物も三十人以上にのぼり性格も対照

的に書かれている。しばしば読者も人物構成の複雑さに混乱するのではないだろうか。この複

雑さが、現代語訳に取り組んだ作家たちの原点ではないかと考える。 
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３．現代語をした人の評価は、下記のとおり分かれている。 

与謝野晶子・・あまりに意訳されすぎて、本来のものが失われているきらいがある。 

谷崎潤一郎・・初心者向けでないものの最も文学的に秀でた訳となっている。 

円地文子・・与謝野晶子と谷崎潤一郎の中間との評価をされている。 

 

４．現代語訳した作家の思い 

瀬戸内寂聴・・源氏物語も現代語訳をさせてもらったことは、最高の仕事であった。自分の

訳は、できるだけ原文に忠実に、何よりもわかりやすい訳にしようと心がけた。主語のない原

文はわかりにくいので、できるだけ主語を入れた。長いセンテンスは読みにくいので、短いセ

ンテンスに切った。源氏物語は「私の小説の母胎です」。 

 

田辺聖子・・源氏物語は、一筋縄ではいかない文学です。この物語はわからないことばかり

だった。それぞれの時代の人が源氏物語を読んで、こうもあろうか、ああもあろうかと皆で考

えて楽しんできたのではないでしょうか。「永遠に答えのないもの、それが永遠の楽しみです」。 

 

林望・・無味乾燥な勉強の気持ちを動かしてくれたのが、源氏物語の豊潤な文学性だった。 

還暦を迎えたのを機に、私は三十年来の念願であった謹訳源氏物語の筆を起こした。露骨な

性描写など一切ないけれど、無限の想像を掻き立てられて、あああっと叫びたくなるくらいの

エロチシズムを感じる。「自分を知る鏡」である。 

 

５．ドナルド・キーンと源氏物語 

読み始めた途端、私の世界を変わった。登場する人物たちは無常の世に身を置きながら、誰

もが美のために生き、愛に身を捧げる。私は時を忘れ、すべてを忘れて夢中になって読み続け

た。源氏物語は、私の「学者人生の原点です」。 

 

現代語訳をした作家やドナルド・キーンにこのような評価をされること自体が、源氏物語の

評価の高さになっていると思いたい。最後にさらに追加すると、源氏物語のすばらしさは、登

場人物の構成の巧みさを追加したい。葵の上、紫の上、藤壺、夕顔、末摘花，六条御息所、玉

鬘、浮舟らである。 

 

今回、源氏物語を瀬戸内寂聴の現代語訳で読んだが、問題は本文と現代語訳の乖離（開き）

はどれくらいあるのかという点になる。紫式部の原文で読みこなしたら、別の評価がでるとも

思うが、今となっては、私にとってはこれは難しい。 

副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 
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季節の鳥 

画題：季節の鳥―大鷹の夏― 

 

三年もお付き合いをしてい

る大鷹です。近所の自然保存

林に毎年営巣します。大鷹は

絶滅危惧種を外されて、固体

数は増えております。愛好者

も多いです。初春に訪れ、お

盆くらいまでいます。 

この時期は巣離れのため親

から狩の特訓を受けています。

森に入ると、「クアン、クアン」と甲高い大きな声で鳴きあっています。まだ、自力では捕食出

来ません、餌の催促です。子供は三羽確認出来ています。 

写真は、親から貰った餌のハトを三羽で取り合いのバトルの瞬間です。一羽が親から貰った

餌を隠すようにして食べていますが、これを、他の一羽が見つけてなんとか分けてもらってい

たら、もう一羽が俺もとばかり空中から奪いかけると、先の一羽がサッと飛び立った瞬間です。 

一瞬の芸の連続は説明しずらく、その、滅多にない場面の雰囲気を感じていただければ思いま。 

バードウオッチャー 東島 重昭（昭和４４年 経済学部卒） 

 

天文の楽しみ（２） 

秋の星座とアンドロメダ星雲 

日の入りが早くなり夏の天の川が西の空へ傾くと、草

の中から虫の音が響き、やがて秋の星座が東の空から頭

上へ登ってくる。エチオピア王家に由来するアンドロメ

ダ姫の星座は王妃カシオペアの南にそして私たちの頭上

に位置している。ギリシャ神話を読むとこれまた面白い

が今回は天文の話である。そこの中心にあるのが M31 ア

ンドロメダ星雲である。地球から一番大きく見える銀河

(Galaxy)である。アンドロメダ星雲は私たちの太陽系の

ある天の川銀河と同規模の大きさ（直径約 10 万光年）が

あり、私たちから約 250 万光年のところに浮かんでいる。 南 

北 
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あまりに遠く三角測量は無理なので光のドップラー効果による測定と、ある種の変光星の変光

周期と明るさの関係から導き出した距離である為、多少の誤差はあるだろう。詳しい星座早見

盤や簡単な星図でもその位置は確認できるが図１を見て見つけて欲しい。 

アンドロメダ星雲は数千億個の星が円盤状に集まっているのを斜め方向から見ているので、

地球からは楕円形に見える。夜空の暗い海岸や山へ行くと肉眼でも細長い雲の切れ端のように

かすかに見える。（4等星位の明るさ） 

アンドロメダ星雲は口径 4 ㎝ 8 倍位の双眼鏡を使うと肉眼よりハッキリ見える。近視の人も

遠視の人も双眼鏡を使えばピントさえ合わせれば視力 1.0 の人と同じように見えるので星見を

楽しむことができる。その意味でも双眼鏡は本当におすすめの品である。双眼鏡を通して見る

と普通の星も青や橙色や金色に美しく瞬くのを見ることができる。月のクレーターも見える。

星がゆらゆらしないように、物干しや車の屋根で支えるとな

お見易くなる。従って天文ファンも野鳥や自然観察の人も愛

用している。  

写真に撮りたい人はマニュアル機能を使えばアンドロメダ

星雲を撮ることはそんなに難しくない｡下に例をあげよう｡ 

○レンズは 50mm～200mm くらいで絞りは解放 

○ピントは無限遠(オートフォーカス解除) 

○フラッシュは発光禁止 

○露出は 2～20 秒の間 

○カメラは三脚等で固定し、レリーズを使うかセルフタイマーを使いブレを防ぐ。 

○ISO 感度は最高か 1 ランク下とする、（ISO800 以上が良い）これで暗い空があれば撮影で

きる。私が数年前に撮影した写真を添付しました。 

さて、宇宙空間を考えると私たちの眼に見える明るい星は 100 光年(光が届くまで 100 年かか

る距離)以内が多い。天の川銀河の直径は約 10 万光年、アンドロメダ星雲までは約 250 万光年、

最遠の銀河は 130 億光年などと言われている。宇宙は広く、研究対象はいくらでもありそうだ。

一方、時間軸で見ると銀河は 130 億年くらい前に生まれたと言われている。私たちの太陽は 45

億年前に生まれ、地球も同時ということになっている。地球の海はあと 10 億年くらいで蒸発し

てなくなってしまうが、太陽はこれから先 50 億年位輝くそうだ。この空間と時間のスケールは

とてつもなく大きくて宇宙を考えることは楽しい。星や星雲を見ることはその感覚に一歩近づ

くことになるのだからたまらない。 

秋は夕暮れと言いつつ澄み切った夕焼け空を楽しみ、風の音、虫の音に耳を傾け、月や星を

眺め古人（いにしえびと）を気取るのも風情がある。 

 次回は最近話題となっている太陽活動の低下と小氷期の関連性及び肉眼で見える超新星

（スーパーノバ）爆発についての話題を用意します。 

アンドロメダ星雲（銀河） 

300ミリ F4.5  ISO3200 

露出 90秒赤道儀にて追尾 
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（おすすめの本） 

○星座の見つけ方と神話がわかる星空図鑑  永田美絵（五島プラネタリウム解説員） 

成美堂出版     税込 1,080円 

○ギリシャ・ローマ神話          佐々木理  講談社学術文庫 税込   797円 

特別顧問 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 

 

東大初代総長も輩出した、草創期の慶應義塾 

私は、昭和６１年文学部人間関係学科卒業の清瀬市に住む大阪出身の永井隆雄です。卒業後

１０年ほど社会人をして、再度、商学部研究科修士課程を修了（清家篤ゼミ）、さらに社会学研

究科博士課程（南隆男ゼミ）でもお世話になり、結局、通算９年間慶應義塾で学びました。現

在は、組織人事系コンサルタントで、産業・組織心理学の研究も１０年以上になります。また

色々なテーマで電子書籍に出版し、この度アマゾンのキンドルに出版された「慶應義塾大学―

その意外な歴史と一人勝ちの危うい秘密―」の中の一部を会報誌に投稿いたしました。その全

容及び「早稲田大学～栄光と挫折」「明治大学～人気の秘密～」も出版されていますので宜しく

お願い申し上げます。 

 

東京大学は戦前から現在に至るまで政官財の上層部に人材を送り続けたというイメージがあ

る。しかし、そうだろうか。そうではない。 

実際にはそうなるまでにずいぶんと紆余曲折があったのだ。 

東京大学が成立したのは明治 10年である。官僚を輩出する東大がなかった明治の初期から明

治 14年頃までは慶應義塾から明治政府の官僚が多く輩出された。 

その当時、学校としての体裁を十分に整えていたのは慶應義塾しかなかったことによる。ま

た、華族を教育するための学習院が京都にでき、その後、明治 3 年に廃止された後、華族は子

弟を留学させることも多かったが、私塾では慶應義塾が選ばれた。ただし、明治 10年に学習院

が成立し、東京の神田小川町に設置されたので、華族は移っていった。 

東京大学は、諸学校の統合によって成立した。まず、幕府には昌平坂学問所と蕃書調所があっ

た。このうち、昌平坂学問所は、国学と漢学を行なう「本校」とされ、蕃書調所は時代の変化

に即して洋書調所と改称され、後に「大学南校」と呼ばれるようになった。後に、これは開成

学校と改称される。種痘所（適塾出身者が現在の秋葉原付近に開設）を起源とする医学校は「大

学東校」と呼ばれるようになった。後に、東京医学校と改称される。これら３つが本来の東大

の源流であるが、かなりの間、統合されないまま、併存していた。 

ただ、明治 3 年になり、本校の中の国学派と漢学派が抗争を繰り返すようになり、政府は本

校を廃止するに至った。これは、京都における学習院の廃止とも無関係ではない。京都学習院
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でも同様の対立、葛藤があったし、それが廃校の原因の１つだったからだ。 

大学南校は、英語、ドイツ語、フランス語を教える程度の語学学校という状態であった。他

方、大学東校は、蘭方医の伝統があり、それなりの水準には達していた。 

明治 6 年になり、専門学校令が公布され、それまで私塾だったところなどがこの専門学校と

いう枠に収められることになった。後に東大となる、大学南校はこれに伴い、開成学校と呼ば

れるようになり、大学東校は東京医学校と呼ばれるようになった。 

そして、明治 10 年に、2 つの学校は合併し、東京大学(旧制)となったが、新しい校舎が作ら

れたわけでもなく､それぞれの校舎でそのまま教育を続けたので、外見上、何の変化もなかった。 

大学を総括する役職として総理が置かれたが、初代総理には加藤弘之が就任している。この

時、慶應義塾出身者の濱尾新がその補佐となっている。つまり、東大は設立当初から重要なポ

ストに慶應義塾出身者を擁していたことになる。教員にも義塾出身者が多かった。 

さて、東京大学が体制を整え、法学部、文学部、工学部、医学部からなる帝国大学と改称さ

れたのは明治 19年である。 

この時、初代総長になったのが渡邊洪基で、やはり慶應義塾出身者で当時、当時 39歳だった。

渡邊は外務省官僚、20 歳代で岩倉使節団に参加し、38 歳の若さで東京府知事に就任していた。

東大総長時代には学習院次長も兼務している｡福澤が草創期の文部省に送り込んだ官僚の一人だ。 

また、その後も、濱尾新が帝国大学（第 3 代と第 4 代）／東京帝国大学の総長に 3 度にわた

り就任している。また、濱尾は東大の前身の学校である開成学校の校長心得や、東京美術学校(現

在の東京芸大)の創設に関わり、校長代理にもなっている。濱尾もまた文部官僚の一人だった。 

 

＜東京大学の歴代総長＞ 

大学名称 役職 就任年月 氏名 出身校ないし背景 

東京大学 総理 明治 10年 04月 加藤 弘之 出石藩藩士 

帝国大学 総長 明治 19年 03月 渡邊 洪基 慶應義塾出身 

 総長 明治 23年 05月 加藤 弘之 出石藩藩士 

 総長 明治 26年 03月 濱尾 新 慶應義塾出身 

 総長 明治 30年 11月 外山 正一 蕃所調所出身 

東京帝国大学 総長 明治 31年 05月 菊池 大麓 蕃所調所出身 

 総長 明治 34年 06月 山川 健次郎 エール大学卒 

 総長(兼) 明治 38年 12月 松井 直吉 大学南校出身 

 総長 明治 38年 12月 濱尾 新 慶應義塾出身 

 総長 大正 02年 05月 山川 健次郎 エール大学卒 

 総長 大正 09年 09月 古在 由直 駒場農学校（後の北大）卒 

 総長 昭和 03年 12月 小野塚 喜平次 東京帝大卒 

  総長 昭和 09年 12月 長與 又郎 慶應幼稚舎､東京帝大医学部卒 
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東大が前身の学校を含めて総長を輩出するようになったのは、外山正一が初めてで、それは

明治 30 年以降のことである。東京帝大出身者が総長になったのは昭和になってからのことで、

それ以降も長與又郎は東大出身ではあるが、同時に慶應義塾幼稚舎出身である。 

日本は、明治時代、英国の社会学者、ハーバート・スペンサーにずいぶん影響を受けた（初

代塾長だった浜野定四郎も、スペンサーの本を何冊か翻訳している）。外山もスペンサー一辺倒

の三文社会学者だった。 

スペンサーは学校には一切通わず、本はたくさん書いて、米国でもよく読まれていたが、大

学などで教えたこともない市井の文化人だった。 

ところが、オーギュスト・コントの実証主義、近代社会学の創始者／エミール・デュルケム、

ドイツのマックス・ウェーバーまで目配りして社会学を体系化したのは大正時代の高田保馬、

あるいは和辻哲郎（『倫理学』）まで待たねばならなかった。 

草創期の東大には総長だけでも多くの慶應義塾出身者が関わっている。また、詳細は資料が

なく、不明なのだが、明治 14年の政変で、英国型の議会制民主主義の導入を強く主張していた

大隈重信が下野した際、そのブレーンと見られた福澤諭吉も明治政府と距離を置くようになり、

この時、政府を自発的に辞職した慶應義塾出身者も多かった。 

その後、明治政府は、危険人物である大隈重信を警戒するようになり、大隈は自ら私財を投

げうって設立した東京専門学校（後の早稲田大学）の開講式にも出席できない状況だった。ま

た、官立学校の整備に関して福澤諭吉は積極的に協力したにもかかわらず、明治 20年代には私

学への圧力が強くなった。これには訳がある。 

この東京専門学校の設立には、明治政府に極めて大きな衝撃を与えた一事件だったのだ。ま

ず、長年、官僚として活躍してきた小野梓が大隈と行動を共にし、この学校の実質的なリーダー

となったこと、また、草創期でまだ卒業生の少なかった東京大学からごっそりと卒業生を講師

として雇ったことだ。明治 15年、法学部卒業者 8人のうち 3人、文学部卒業者 4人のうち 3人

が、この反体制的な大隈の学校の教員となった。これには東大文学部で幅広い分野で教鞭を執っ

ていたラフカディオ・ハーンも、唖然としたようだ。 

明治政府の取った嫌がらせの 1つは、徴兵制だった。 

明治の初期からずっと官立学校の一部と慶應義塾には免除が認められていたが、明治 12 年、

学生の徴兵は免除されるようになった。しかし、明治 16年になり、官立学校に限って徴兵制を

免除することとされ、私立学校からの退学者が続出し、「官尊民卑」であるとの批判も起こった。

この問題は明治 22年に改訂され、ともに免除されることになったが、その間に閉鎖に追い込ま

れた私塾も多かった。 

また、東京帝国大学法学部は、いくつかの私立法律学校を管理監督下に置いていた。現在の

主要私学に当たるものだが、現在の名称で言えば、専修大学、明治大学、法政大学、日本大学、

中央大学である。これに加えて、東京専門学校（早稲田大学）が指定校になっており、法律科、



<12> 慶應義塾東久留米三田会会報 ＜平成 28 年 10 月 8 日発行＞ 

 

政治科、理財科（経済科）は、高等文官試験受験の指定校になっていた。 

ただ、このうち、早大は専任教員を抱えており、東大法学部の管理下とはなっていなかった。

ただし、東京専門学校が開設された際、12名しかいなかった東大の卒業生のうち、新卒の 7名

が任官を拒否して大隈の学校に講師として参加したのだが、法律系の教員は後に一部だが、早

大を去って、英吉利法律学校（現在の中央大学法学部、慶應義塾の分校だった三菱商業学校の

跡地に設置されたので、福澤も開講式で祝辞を述べている）に移っている。 

また、私学に政府のスパイが入ってきて、政府を批判する発言をしていないか、官憲が入る

ようにもなった。こうした影響で、学生数が減少し、また、設立されようとする東京大学に莫

大な資金が投入される一方で、慶應義塾は、深刻な財政難に陥り、福澤自ら、資金援助を勝海

舟などに交渉したが、難航し、最終的には島津藩の援助を取り付けるに至った。 

その上、優秀な門下生は、後に東大になる大学南校や大学東校、東京師範学校（東京教育大

学、筑波大学の前身）の教授として引き抜かれていくという現象も起こっていた。つまり、初

期の東大の有力教授には、慶應義塾出身者がかなりいたということである。 

福澤諭吉とその弟子は、東大以外にも多くの学校の設立や初期の立ち上げに関与した。既に

ない学校もあるが、列挙しておく。 

1 三菱商業学校：これは財閥三菱のための商業学校だったが、慶應義塾の分校で、教員の多

くは掛け持ちで、商業実務を丁寧に教えていた。 

2 明治義塾：三菱商業学校の校舎を夜間に利用して開設された学校で、ここには、自由民権

運動家が集まり、ともに学んだ。38歳で夭逝した馬場辰猪（「気品の泉源・知徳の模範」

と福澤が数ある弟子の中で、その学識を高く評価した人物の一人）が有名な人物の一人（馬

場は社会有機体説としてデュルケムがスペンサー批判を行なう前に、国家社会は民主主義、

自由主義で変革できるという見解を示していた）。また、犬養毅（塾政治学科中退後、後

に閣僚、総理などを歴任、515事件で暗殺）もその同志だった。 

3 商法講習所（後の東京高等商業学校、現在の一橋大学）：この学校は当初、私学として設

置され、その趣意書は福澤が草稿した。開設式にも参加し、教員も当初、塾から多く送ら

れた。しかし、大正期には、慶應義塾と東京商業学校は、特に三井財閥を舞台にして学閥

抗争をしたというエピソードもある。 

4 大阪商業講習所（後の大阪商科大、現在の大阪市大）：これは、大阪市からの要請もあり、

初代から 5代目くらいまでの校長、初期の教員を派遣して立ち上げた。大阪市大は卒業生

の活躍度、学部の充実度、研究水準などから言って、有力国立大（神戸、北大、筑波など）

とほぼ互角であるが、戦後は長く学生の左翼運動の呪縛で暗いイメージが続いている。 

5 専修学校（現在の専修大学）：もともと慶應法律科夜間部だったのだが、それが廃止され、

その跡地に、その当時にスタッフと新しいスタッフを加えて開講した。福澤も開講式に出

ている。当初は法律科の学校だが、間もなく、理財科だけの学校になり、理財科の名称で
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は日本で最初の学校である。 

6 英吉利法律学校（現在の中央大学法学部）：三菱商業学校が廃止された後、その跡地に設

立された。東大法学部傘下で既にあった明治と法政という２つの法律学校はいずれもフラ

ンス法が主だった。この学校は念願の英米法を主とする法律学校で、後に主流派となり、

明治の後半から昭和初期の法曹界や官界に送った人数では他の法律学校を圧倒している。

福澤も開講式で挨拶しているが、英米という点で接点があったこと、慶應の分校の跡地で

の開校という事情があったのかもしれない。 

7 神戸商業講習所：兵庫県と慶應義塾が共同で設立した我が国で 2 つ目の商業学校である。

これは、後に神戸大学になったわけではなく、現在の兵庫県立神戸商業高校で、日本最古

の商業学校である。卒業生の一人に、水島銕也（てつや）がおり、水島は、福澤の親族で

あるが、神戸商業学校を卒業した後、東京高等商業学校を卒業。新しくできた神戸高等商

業学校（後の、神戸商科大学、現在の神戸大）の初代校長に就任する。水島を慕う経営者

は出光佐三など多い。 

 このほかにも私塾などの形で数多くの学校が作られ、ある時期は存在感を示した。福澤諭

吉、そして、その慶應義塾、そして、その卒業生は明治から大正期にかけて教育や学校創設

に大きな影響を及ぼしたと言えるだろう。 

 入学するなり、いきなり臨時教員となった野口英世は有名だが、このような初等教育制度

は福澤諭吉が適塾を参考に、塾生を全国各地に校長として派遣し、数年のうちに作り上げた

ものだ。 

 なお、福澤自身、適塾に学んだが、2年で中退している。しかし、復学する際、学費がない

と緒方洪庵に相談すると、塾長で来いと言われ、緒方の代行をするようになった。 

 

永井 隆雄（昭和６１年 文学部卒） 
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同好会の活動報告・予告 

ウォーキングの会 

今秋のウォーキングは国分寺市内を歩きます。 

国分寺はご承知のように、東久留米と共通する史跡などがあります。 

江戸時代の鷹場、尾張藩の鷹狩の場所であったこと、昭和の名水１００選に選ばれているこ

と、東久留米は平成の名水１００選である、国分寺の楼門は米津寺の楼門を明治期に移設され、

国分寺市の有形文化財に指定されていることなど、ゆかりの深い所でもあります。 

お鷹の道・眞姿の池湧水群などの湧水地と国分寺の楼門などを観て回ります。約５キロの散

策の予定です。 

先日、国分寺三田会に参加し、元国分寺市長、市観光協会会長の星野信夫氏と懇談し、都合

がつけば顔を出してくれるようです。 

     

    お鷹の道                   真姿の池 

     

    武蔵国分寺                国分寺の楼門 

       

集合場所＆時間 １１月５日（土） 

        ９：３０ 東久留米駅２F改札口前 

     又は １０：２０ 国分寺駅西武線改札口前 

力久 俊治（昭和３２年 経済学部卒） 

フクロウの幼鳥 
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ゴルフの会 

１．開催報告 

平成２８年９月６日（火） 越生Ｇ．Ｃ． 晴れ・微風・気温３４度 

第５９回東久留米三田会ゴルフ会（参加者９名、敬称略） 

優勝 山本 好実 グロス 101（52,49） HC26.4 ネット 74.6 

２位 田島 正延     99 （48,51）  22.8     76.2 

３位 佐武 昇      97  (52,45)  20.4         76.6 

NP賞  アウト 二番 188YDS 斎藤、 五番   160YDS 坪山 

    イン  十一番 155YDS 山本、 十七番 170YDS 佐武 

斎藤氏はドライバーを使用し見事

にグリーンに軟着陸をしました。 

この日は Aグリーン使用で、各ホー

ル距離は十分あり、特にショートホー

ルはやりがいのあるものでした。 

また、佐武氏はバーディを記録しま

した。 

ベスグロは佐武氏 97でした。 

 

２．開催予告です 

ゴルフ会は１１月８日（火）、熊谷ゴルフクラブにて開催予定です。 

今回幹事稲門会から詳細の連絡あり次第、会員皆様にメールをいたします。 

三田会出席者数がこのところ稲門会をかなり下回っていますので、奮ってご参加をいた

だけますようお願いいたします。 

 

３．ゴルフの会への入会をお願いいたします。 

現況実働１０名前後で、コンペを開催しています。ＫＷ対抗戦では相手側は倍近い参加

者となっています。４組程度のコンペ開催可能な会員数を確保しておきたいものです。 

坪山まで連絡ください。メールアドレス 3941crinum@jcom.home.ne.jp 

 

              ゴルフの会幹事 坪山 昭夫（昭和３９年 法律学科卒） 
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美術の会 

  ７月３日は梅雨が明けたかと思うほどの晴天と３４℃の高温の中、有楽町（日比谷）の出光

美術館を訪れました。開館５０周年記念ということで、日本の美術が展示され、多くの入館者

がいました。薄暗い展示室内で国宝「伴大納言絵巻」を見ながら、その人物表現の豊かさに感

動しました。 

「江戸名所図屏風」も楽しめました。酒井抱

一の「紅白梅図」や乾山の角皿等の素晴らしい

逸品を見て、日本の美の職人の技術の高さに感

激しました。 

参加者は 坪山さん、浅羽さん、田島さん、

佐武さん、種田さん、貫さん、日下さん、野崎

でした。 

 

 ７月３１日は野崎の畑にてブ

ルーベリー摘みとＢＢＱパーティ

を行いました。今年もティフブ

ルー種が順調に実り、十分な量を

摘めたようです。いっとき雨も降

りましたが、バーベキューと焼き

そばを囲んでの楽しい懇親会とな

りました。 

 

 

 

Ｈ２９年のＢＢ摘みとＢＢＱパーティは７／３０（日）の予定です。 

 

美術鑑賞会次回は、Ｈ２８．１１．２７（日）午後２時集合です。 

  向井潤吉 武蔵野の面影を求めて  

会場：世田谷美術館分館 向井潤吉アトリエ館 

東急田園都市線 「駒沢大学」駅西口 下車／徒歩 10分 

 

どなたでも自由に参加してください。 

美術の会幹事 野崎 陽一（昭和４７年 経済学部卒） 
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パソコン同好会 

昨年の５月２９日に始まったパソコン同好会は、その後、

月一回、月末におこなわれて今年の８月２６日に１６回目が

行われました。最近の実施内容は、６月「英語で楽しむ料理

サロン」７月「かんたん家計簿」８月「コーヒーの淹れ方教

室」でした。 

６月の「英語で楽しむ料理サロン」は、ワードでの案内状

の作成でしたが、文字サイズの変更、文字の色変更、文字に

効果を付ける、文字に飾りを付けるなどが主な作業でした。 

７月の「かんたん家計簿」はエクセルでの研修で、表作成、項目毎の金額累計、メモ挿入が

テーマで、データの費目別の抽出、列の挿入、表の移動、費目別集計などが主な作業でした。

８月の「コーヒーの淹れ方教室」では、ワードでの案内状の作成でしたが、写真の挿入、ワー

ドアートの位置や大きさを変える、文字文の大きさ調整、各種の文字の挿入などが主な作業で

した。 

この様に、研修の会は進むごとに作業が複雑になり、頭をひねることも多くなってきました。 

各回ともお休みの方は少なく、楽しい雰囲気の中で大きな進歩が見られる同好会ですので、多

くの皆さまの参加を募っています。 

                    副会長 浅羽 芳久（昭和４２年 経済学部卒） 

 

お楽しみグルメの会（第 1 回） 

７月２８日に第１回お楽しみグルメの会を行いました。お客様にいつもお世話様になってい

る慶應義塾大学から、理工学部栗生事務長と体育会大下主事、所沢三田会竹下会長の３名、当

会から佐藤・浅羽・金田・小澤・田島で８名の参加となりました。 

当日は、蒸し暑い一日でしたが、お楽しみの方は、「靖国神社内の遊就館」を３名で見学、近

代史を学ゾーンでは明治維新から大東亜戦争を学び、英霊の「みこころ」や「ご事跡」を今に

伝える貴重な資料の展示に、心新たな大切なものを学ぶことが出来ました。 

 

６時から佐藤特別顧問の縁のある市ヶ谷で有名はフレンチ

レストラン「グラン・ゴジェ」で美味しい料理に大満足しな

がら、大学経営の現実や、東久留米の市民大学中期コース（教

養・防災）の話などで大いに盛り上がりました。 
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 追伸：次回は慶應義塾大学日吉キャンパスの「クイーン・アリスガーデンテラス日

吉」でランチ、お楽しみ企画は 午前中「日吉台地下壕の海軍連合艦隊司令部

の戦争遺跡」ランチ後「理工学部矢上キャンパス見学」を予定します。 

        遺跡保存会の案内が第２水曜日なので日程調整してからご案内します。 

 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

近隣三田会等への参加報告 
〇国分寺三田会の定期総会・講演会・懇親会 

 平成２８年９月２４日（土）ＪＲ国分寺駅ビル８階Ｌホールにて国分寺三田会の落語鑑賞会

及び懇親会が開催され、当方からウォーキング会部長の力久俊治、副幹事長の遠藤良治、幹事

長の田島正延の３名が参加した。第１５回の定期総会では、小笠原会長の後任に副会長であっ

た渡邉恵夫氏（４０工）が新会長に、副会長に星野信夫氏（４２経・元市長）が就任された。 

第２部の落語鑑賞会は、アマチュア噺家の立川落語会から２名の方が来られ、楽しく盛り上げ

てくれた。国分寺三田会の会員数は１７９名で、懇親会には９９名が参加盛大な懇親会であっ

た。塾歌斉唱で始まり、プロジェクターとパワーポイントを利用し、１４の分科会活動の紹介

があった。新入会員紹介やバンド演奏等も入り、あっという間に時間が過ぎ、最後に全員で肩

を組み、慶應讃歌、若き血を高らかに歌い上げ散会となった。今回は東久留米三田会で１１月

５日（土）のウォーキング会で行く予定先が「国分寺お鷹の道」であり、挨拶・情報収集を兼

ね力久部長が出席し、国分寺市観光協会会長で国分寺三田会の副会長の星野氏と親しく打合せ

をさせて頂いた。 

幹事長 田島 正延 （昭和４４年 法学部卒） 

 

行事報告・予告 

夏休み理科実験工作教室の開催報告 

自然科学に親しむ会の協力で平成２２年から始まった夏休み理科実験工作教室の第７回目を

今年も平成２８年８月６日（土）、７日（日）に開催しました。テーマは「発電機を作ろう」

とし、電磁誘導の実験をしたあと、発電機の工作をしました。 

今年も、東久留米市立第九小学校のご厚意により、昨年に引き続き早くから同校の視聴覚教

室を３日間お借りできる約束を頂きましたので、公募期間を２ヶ月か月以上とれました。お陰

で多くの応募者がありました。 
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今回の概要をご報告します。 

１．応募者の状況 

１）応募者数：９４名（昨年は９２名） 

２）受講者総数：８８名（途中取り消し及び当日欠席；6 名）（昨年の受講者数は 76 名） 

５月３０日と３１日に東久留米市内の１３の小学校を回って、４年生以上を対象にした

夏休み理科実験工作教室の開催通知（約３０００枚）を配りました。その結果、６月７日

（ほぼ１週間）までに５９名の応募があり、更に６月末までに１４名、７月末までに１５

名の応募がありました。 

 

２．応募者分析 

１）学年別分布 

4年生:36名、5年生:23名、6年生:9名、中学生:2名、保護者及び大人:18名 

２）学校区別分布（保護者や大人を含む） 

第一小:5名、第二小:2名、第三小:9名、第五小:9名、第六小:7名、第七小:16名、 

第九小:11名、第十小:9名、神宝小:3名、小山小:7名、本村小:1名、下里小:3名、 

南町小:0名、市外:6名。 

尚、本村小では自然科学に親しむ会独自で8月2日に同じテーマで30名を対象にした科

学塾を開催しました。 

 

３．来年の予定 

  来年も夏休み理科実験教室を東久留米

市内の１３校全ての小学校の４年生以上

を対象に案内し、８月の第１土曜日（５日）、  

第１日曜日（６日）に１２０名の定員で行

う予定です。会場は今年と同じ第九小学校

の視聴覚教室を既にお借りしています。

テーマは偏光板を使った万華鏡の実験と

工作を予定しています。 

 

４．支援者募集 

  当三田会は、春の講演会、夏の夏休み理科実験工作教室、秋のコンサート、冬の落語会な

どで市民に対する貢献活動を主要活動にしています。特に夏の夏休み理科実験工作教室は限

られた時間内で実験と工作を仕上げねばなりません。しかし、参加する子供たちの工作能力

の差が大きく、作業が遅れている子供には手助けが必要になります。この手助けをして頂け

発電機の工作風景 
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る人を募集しています。勿論、教室開催前日にどのような手順で工作するのかを現物を使っ

ての講習会を行います。 

 

連絡先:n-satake@yk9.so-net.ne.jp 

 

副会長 佐武 昇（昭和３６年 工学部卒） 

 

事務局からのお知らせ 

＜年会費＞ 

 「東久留米三田会」では会費の自動振替をお願いしておりますが、自動振替手続をされていない会

員で、本年度の会費（5,000円）未納付の方は下記口座へ振込をお願いいたします。 

 会費振込先口座：りそな銀行東久留米支店：普通 ３９１４９１７、または 

         郵便振替 口座番号  ：００１６０－３－６４８２０４ 

いずれも受取人の名称は、東久留米三田会です。 

 

＜記事募集＞ 

 「東久留米三田会」では次回の会報に載せる記事を募集しております。地元や慶應義塾にまつわる

話題、簡単な自己紹介等、奮って御応募ください。 

 

連絡先  幹事長  ：田島 正延 masamido-taji@crux.ocn.ne.jp ファックス 042-474-3704 

 

＜「くるくるチャンネル」に掲載＞ 

「東久留米のふれあい情報サイト くるくるチャンネル」に カラー版の会報誌を投稿しました。 

下記ＵＲLをクリックするか 「東久留米のふれあい情報サイト くるくるチャンネル」の検索で

閲覧できます。イベント項目の一番目に最新号の「東久留米三田会会報誌」が掲載されており、   

そこからも閲覧できます。東久留米市のホームページの右下欄記載の「くるくるチャンネル」からサ

イトに入ることもできます。 

 

http://kuru-chan.com/0222mitakai/ 

 

 


