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Ⅳ 地域以外(大学･学士会･会員推薦)情報
◎ 東京大学ｵﾝﾗｲﾝｺﾐｭﾆﾃｨ T F T
東京大学ｵﾝﾗｲﾝｺﾐｭﾆﾃｨ｢TFT｣では月1回ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝを配信しています｡公開講座などの大学が卒業生に
提供する種々のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが掲載されています｡無料です｡皆様も登録されてはいかがですか?
TFT
への登録⇒http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/alumni/tft/index.html

◎ 学士会･学士会館

学士会･学士会館情報
＜学士会へご入会ください＞
学士会は、東大をはじめとする旧七帝大の総合同窓会です。会員数は4万人以上、その中で、東大ご出身の会員は、約2
万6000人いらっしゃいます。
学士会は、隔月に1回『學士會会報』と『NU7』を発行し、会員の皆様にお送りしています。その他、様々なイベント
を開催しています。最新の、学士会の活動につきましては、学士会公式サイト（https://www.gakushikai.or.jp）や以
下のお知らせをご覧ください。
入会をご希望の方は、学士会会員企画課（TEL：03-3292-5933／MAIL：member@gakushikai.or.jp）まで、ご連
絡ください。東大ご出身の皆様のご入会をお待ちしています！

1 今後のイベントについて
令和 3 年 4 月以降の活動予定は、以下の通りです。
5月
1
（土）

日

学士会館春の講演会～稲葉なおと氏を迎えて～「夢のホテル 知られざる誕生の物語」
（12:00～食事、13:00～講演 学士会館）稲葉 なおと氏（紀行作家・一級
建築士）
中止

15
日
京都大学薬用植物園見学会（時間未定、京都大学薬用植物園）
（土）
20
日
午餐会「日本の医療提供体制の課題と展望（12:30～食事、13:20～講演 学士会館）
（木）
永井 良三氏（自治医科大学学長／宮内庁皇室医務主管）
29
日
薬師寺国宝東塔 詳しすぎる見学会（13:30～ 奈良薬師寺）
（土）
※ 現在 予定し ている イベ ント開 催につ いて の最新 情報は 、学 士会公 式サイ ト
（https://www.gakushikai.or.jp/）に掲載いたしますので、そちらをご確認ください。

2 レストラン合同企画

『ス

リング

ラン』のご案内

毎年大好評！ 学士会館の 4 つのレストランで開催中の「スプリングプラン」は、4 月 30 日（金）ま
で！歓迎会はもちろん、さまざまなお集まりにどうぞご利用ください。
レストラン「Latin」
料金：8,000 円（税込・サ別） ※料理・フリードリンク込み
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/latin-spring2021/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-0881
中国料理「紅楼夢」
料金：5,000 円・8,000 円（税込・サ別）※料理のみ／フリードリンク 2,000 円（税込・サ別）
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/kouroumu-spring2021/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-0880
カフェ＆ビアパブ「セブンズハウス」
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料金：5,000 円（税込）※料理・フリードリンク込み
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/seven-spring2021/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-5935
旬彩寿司割烹「二色」
料金：6,800 円・9,000 円（税込・サ別）
※料理のみ／フリードリンク 2,000 円・2,700 円（税込・サ別）
詳細：https://www.gakushikaikan.co.jp/special/nishiki-spring2021/
ご予約・お問い合わせ：03-3292-3960
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学士会館良縁倶楽部ご案内
東京大学を主とする国立七大学ご卒業の方やその家族の婚活を支援しています。
年会費・入会金無料で、会員を募集中です。

☆良縁倶楽部会員限定の新サー スご案内☆
良縁倶楽部会員の情報を閲覧できる「情報閲覧・登録サービス」を開始！
・良縁倶楽部に入会され、情報登録をされた方のみ、「情報閲覧サービス」をご利用いただけます。
ご本人が閲覧情報を登録されない場合は、異性の情報を閲覧することはできません。（登録料は無
料です）
・異性の情報を学士会館内で良縁倶楽部スタッフ立会いのものとご覧いただけます。
・登録内容のデータは、web 環境のない PC で管理、漏洩の危険のないよう適切に取り扱います。
※登録情報の全部・一部に虚偽、重要な誤記、記載漏れが判明した場合は、当該会員に事前に通知
することなく本サービスの使用を一時中断、または退会処分とさせていただく場合がございます。
＜情報閲覧のサービス手順＞
1．閲覧希望日時をメールにて来館予約（完全予約制）
2．来館日にスタッフ立会の下、20 分間「異性の情報」を PC にて閲覧
お見合い希望相手 1 名様を指名していただく（連絡事務手数料 1,000 円／税込）
※希望相手の情報をお持ち買えりしていただくことはできません
3．良縁倶楽部スタッフより、お見合い希望相手に連絡
お見合いをご了解いただいた場合、両者の日程をスタッフが調整
4．会館内にてお見合い（お見合い設定費 各自 5,000 円／税込）
お問い合わせは、学士会館良縁倶楽部（ryoen@gakushikaikan.co.jp／03-3292-5941 水曜日・木曜日を除
く 11 時～19 時）まで。
学士会館良縁倶楽部（ryoen@gakushikaikan.co.jp／03-3292-5941 水曜日・木曜日を除く11時～19時）
まで。(発行)一般社団法人 学士会 広報渉外課
〒101-8459 東京都千代田区神田錦 3-28 TEL：03-3292-5950 MAIL：koho@gakushikai.or.jp
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◎

静嘉堂文庫美術館
[開館期間] 前期 2021年4月10日（土）～5月9日（日） 後期
5月11日（火）～6月6日（月）
[休館日]毎週月曜日と5月6日（木）閉館。5月3日（月）開館。
[開館時間] 10：00～16：30
[入館料] 一般1000円（800円）
大学・高校生徒 700円
（500円）＊（ ）内は20名以上団体。障がい者手帳お持ちの方
（同伴者1名含む） 700円（500円）

前期（4/10～5/9）は、当館が所蔵する《曜変天目(ようへんてんもく)》、《禅機図断簡(ぜんきずだんか
ん) 智常禅師図(ちじょうぜんじず)》など国宝 7 点を一挙に公開します。これは平成 10 年（1998）の
「静嘉堂・国宝展」以来 23 年ぶり、しかも展示室に一堂に会するのは初めてのことです。世田谷岡本で
の最初で最後の機会、お見逃しなく！
※後期は国宝 3 点に加え、重要文化財《聖徳太子絵伝》を修理後、初公開いたします。

﨑彌之助・ 﨑小彌太の父子によって設立された当館。集められた名品には様々な逸話が残されていま
す。作品が伝えられた歴史、あるいは名品を手放す者、受け継ぐ者それぞれの思いなど、美術品の表面を
見るだけでは分からない、ウラ側のお話を紹介します。

来たる 2022 年、創設 130 周年・美術館開館 30 周年を迎える静嘉堂は、美術館展示ギャラリーを丸の内
の明治生命館 1 階に移転します。丸の内は、静嘉堂文庫創設者・彌之助が美術館建設を夢みた場所です。
本展は移転前、世田谷岡本での最後の展覧会となります。
1. 講演会 （開催済）
「出会い旅立ち別れの情―日中絵画の流れから―」 講師：河野元昭（静嘉堂文庫美術館館長）
日時：4 月 24 日（土） 午前 11 時～
会場：地階講堂 定員：70 名 参加無料（ただし当日の入館券が必要）
＊当日開館時より整理券配布（先着順、1 名様につき 1 枚限定）、整理券番号順にお入りいただきます。
2. 学芸員による列品解説（スライ 解説を予定）
4 月 22 日（木）、5 月 13 日（木）：午前 11 時～
4 月 17 日（土）、5 月 29 日（土）：午後 2 時～
会場：当館地階講堂 定員：70 名 参加無料（ただし当日の入館券が必要）
3. コンサート
「静嘉堂 最終コンサート いい日旅立ち ～静嘉堂フォーエバー～」
演奏：元東京交響楽団員による弦楽四重奏 ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの名曲から
日時：6 月 6 日（日） 午前 11 時～12 時／午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分
会場：当館地階講堂
（開場は開演 30 分前）
＊当日開館時より整理券配布（先着順、1 名様につき 1 枚限定）、整理券番号順にお入りいただきます。
＊詳細は決まり次第同サイトでお知らせします。
4. 静嘉堂文庫見学会

22

2021/05
静嘉堂文庫は、桜井小太郎の設計によるイギリスの郊外住宅のスタイルを表現した大正 13 年（1924）の
建築です。通常は公開していない文庫の建物内部（1 階）をご案内します。あわせて所蔵する和漢古典籍
の複製本をご覧いただき、司書がその解説を行います。
【日程】①4 月 17 日（土）②4 月 23 日（金）③5 月 3 日（月・祝）④5 月 14 日（金）⑤5 月 22 日
（土）⑥5 月 28 日（金）⑦6 月 5 日（土）
◎いずれも、1 日 2 回（各回約 1 時間予定） 午前 10 時 30 分～/午後 1 時～
※詳細は当館サイト「お知らせ」欄をご覧ください。
5. 世田谷 3 館学芸員による鼎談「世田谷・静嘉堂の思い出」
登壇者：石井幸彦氏（前世田谷美術館学芸員）、佐藤留実氏（五島美術館主任学芸員）、長谷川祥子（当
館主任学芸員） 司会：山田正樹（当館、本展担当学芸員）
日時：6月5日（土） 午後1時30分～午後3時00分 つづ※当日開館時より整理券配布（先着順、1名様
につき1枚限定）、整理券番号順にお入りいただきます。

◎一高玉杯会便り（第217号（令和3年4月25日）より（連絡先）kudo@gakushikai.jp
（事務局注：佐藤篤司氏の寄稿「海軍 学校の人間教育」より井上成美中将に触れた部分を抜粋させて頂
きました。もっと みたい方は本誌編集責任者の工藤氏・鎌倉淡青会会員までご連絡ください）
海軍兵学校の人間教育（続）（その三）

佐藤

篤司（昭24理乙）

第三部 フォーマルな教育とインフォーマルな教育
江田島の教育についてはすでに多くが語られてい
るが、いずれも『生徒を育てる』という大目的を
ベースにおいた教育する側の視座からのものが中
心であった。それはそれで貴重な参考となるが、
生徒たちは学校の中だけで育つわけではない。し
たがって生徒がその教育をどう受け止めたか、と
いう教育される側の視点を欠いては 学校教育の
内容の実態を明らかにしたとは言い難い。その意
味において本稿は「生徒によって生きられた生活
世界」としての海軍 学校における教育に迫って
みようと試みるものである。
前章までは主として表面からみえる教育内容（い
わゆるフォーマルな教育）について既述してきた
が、人間教育という面に切り込むには、やはりイ
ンフォーマルな教育の存在に光をあてなければな
らない。人間形成は、じつはその部分で行われて
いるということが言いたいからである。
ただ一 に海軍 学校教育といっても、時代によ
って雰囲気もカリキュラムも相当な違いをみせる
。昭和十年ごろまでの 学校のリベラルな雰囲気
や環境に比べて、戦時色が濃くなった昭和十年代
後半の 学校では、教官の考え方や教育方針その
ものの根本精神は変わらなくても、生徒数の急速
な増大、教育期間の短縮、それに戦局の逼迫に伴
い、1号や2号など上級生の意識には、もともと海
軍には不似合いの悲憤慷慨型がでてきたりする．
それをもっとも憂えたのが昭和十七年十月に第

四十代 学校長に就任した井上成美中将であった
．井上校長は、教育内容が多すぎること、やたら
に規律やセレモニーに縛られて生徒たちは忙しい
だけでなく、張りきりすぎて余裕がなく、目がつ
りあがっているのが良くないと言い、もっとアッ
トホームでリベラルな空気が必要であるとして、
本来の紳士教育の場としての 学校の雰囲気を取
り戻そうとした。
教官に対しては、一日に一度でもよいから心の
底から笑う時間を生徒に与えるように指示した。
前線がえりの教官には「生徒に戦争の話をするこ
と」を禁じた。また海軍省教育局から派遣された
皇国史観学者（平泉 澄博士）の訓話を生徒にき
かせないように、博士に礼を尽くしてそれを教官
に対する講演に切り替えたこともあった。また「
教育漫語」と称する冊子四冊に自らの所見をまと
めて、 学校教育方針として発表した。そこには
、いかなる将校を養成するのか、をはじめ平和な
時代の 学校の伝統をしっかり踏まえた卓見が述
べられているのみならず、躾教育についても学科
教育についてもこまかく指示してあり、教育者と
しての卓抜した見識を示したのであった。
なお井上校長は『青年士官教育資料』をまとめて
初級士官に配布し海軍士官とはどういうものかに
ついて自分の考え方を詳細にのべている。それも
抽象的でなく具体的に解説しているところが論理
的思考の好きな井上校長らしいところだ。かなり
長文のものだから全体の紹介は控えるが、たとえ
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ば 書については、むやみやたらに本を むこと
はすすめない。
『 むよりは考えよ』とか、教官の授業ぶりを
参観して『知識はあっても教養のない人の講義は
、教科書の文句をレコードにかけたようなもの』
だからつまらないとして、授業中の道草の効用を
説くなど、含蓄ある内容である。
しかしあまりに細かく枠をきめているという思
いからか、井上は『私を見習えという勇気はない
』とか私は『一種の片端者』とか『変わり者』と
いって、周囲への配慮をみせている。
井上校長については､ 学校の入試科目から英語
をはずすことに断乎として反対したり、生徒全員
に英英辞書を配布して生きた英語教育の重要性を
説くなど、『紳士として国際的に通用する海軍士
官を養成する』という海軍 学校教育の大前提を
太平洋戦争中でも崩さなかったことは海軍の良識
を代表するものであろう。陸軍士官学校は当時入
試科目から英語をはずしていたため、『英語の苦
手な生徒が陸士にいってしまうから』といって海
の入試科目から英語をはずすべしとの教官の主
張にたいして『英語の勉強もできないものなど帝
国海軍はこれを必要としない』と一蹴した。もっ
ともらしい周囲の雑音に影響されずに教育者とし
てのバックボーンを貫き通したものであった。
学校は『戦う軍人をつくる専門学校』ではなく『
下士官、 を指揮する人間をつくる学校』である
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という教育理念に裏打ちされたバックボーンであ
った。それはレスポンシビリティとかデューティ
が戦いにおいて指揮官には必須のものであり、部
下を指揮するには教養がなければならないから、
そういうものを持つジェントルマンをつくるのが
学校教育であるとするものであった。だから軍
事的技術はもちろん大切であるが、そういうもの
だけならベテラン下士官のほうが優れていること
が多かったろう。
『指揮官として大切なことを教える』のが 学
校の人間教育である。これが井上校長の根本理念
であったし。それはまた 学校開校以来、伝統的
に内在する理念であったはずだ。井上の前の39代
学校長・草鹿任一中将（井上と同期・37期）は
外見上は井上とは正反対であったという。生徒の
水泳訓練のときなど自分も褌ひとつで生徒の前を
飄々と歩いてきて訓練ぶりを視察し、生徒が敬礼
するとヒョイと指をまげたまま招き猫みたいに答
礼したりしたが、井上校長は第二種軍装に身をか
ためて視察し、生徒の敬礼に対してもピシッと答
礼して寸分のスキもなかったという。草鹿校長は
生徒に人気があり、教官が戦争の話をすることに
も積極的な態度であったというし（井上校長はそ
れを禁止した） 学校教育の本旨は戦に強い軍人
をつくることだと訓示したこともあった。もちろ
ん井上も「強い指揮官」をつくるという目的をも
っていたことに変わりはない。

（続く/もっと みたい方は本誌編集責任者の工藤氏・鎌倉淡青会会員までご連絡ください）
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