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顕微鏡に見える
武蔵の学び
こぶしのような岩石を薄く切る。
何種類もの研磨剤を使い、光が透
けるまで削る。数時間かけて薄く
した岩石を顕微鏡でのぞくと、色
とりどりの視野が広がり、光の通
し方で岩石や鉱物の特徴がわかる。
学園記念室に保管されている顕
微鏡は昭和初期に購入されたもの。
1922年の開校当初から生徒たちは
岩石を観察した。
「自ら調べ自ら
考える」までにも、時間と労力を
かけてきた。
物事を正しく見る。本質や真理
に迫る。自己の理解にたどり着く。
そこに近道はない。しかるべき準
備や道筋を経なければ、真の学び
とはいえない。往年の顕微鏡は、
武蔵の流儀を静かに物語る。
現在は中学生が岩石を削り、顕
微鏡をのぞく。学びの本質を肌で
感じながら時間をかけたあとに、
光が見えてくる。

4

未 来をつくる
伝統の
本 物にふれる教 育

武蔵で
伸びていく
「 鉄道王 」
こと初代の根津嘉一郎が創立したのが１９２２年。
創立から１００年を迎えようとする今、広い世界を見据え、
前のめりの姿勢を育む「建学の三理想」
は色あせることなく、
むしろ時代の要請に合わせるように力強く教育の土台を支えている。
激動の時代も揺らぐことがなかった本物にふれる教育のもと、
生徒たちは、しなやかに成長を続ける。

じっと見 続けていると︑軌跡がずれ

吹き抜けの天井から吊るされた長
のモデルだ︒

行った振り子の︑振動周期２分の１

ーがパリのパンテオンで公開 実 験を

なく︑必要だから取り入れていると

無 理をしてやっているというのでは

﹁大学レベルの内容もあります︒ただ︑

教えてくれます﹂

どの科目も食らいつくとどこまでも

いう授業︒先生の熱量がすごくて︑

い振り子が︑ゆっくりと左右に揺れる︒

ある︒その根底を支えているのは﹁本

﹁自ら調べ自ら考える力ある人物﹂が

武蔵の﹁建学の三理想﹂の一つに︑

がわかる︒最初の振動面から１度先

てほんのわずかに旋回していること
に置いたピンを振り子がはじくと︑

中学の地学の授業で行われる岩石
薄片の観察は︑まず岩石を研磨する

物にふれる教育﹂だ︒２０１７年
月に竣工した理科・特別教室棟に足

目を凝らして見つめていた生徒たち
から﹁ああ﹂と声がもれた︒地球の

七年制高等学校として創立された︒

手に入る教材だが︑数日間かけて自

ことから始まる︒購入すれば簡単に
分たちで磨き上げることに意義があ

世紀

の物 理 学 者エヴァンジェリスタ・ト

き抜けには振り子とともに︑

を踏み入れると︑４階天井までの吹

フーコーの振り子による地球の自転

学園の植村泰佳理事は言う︒
渡 米 し︑ロックフェラーが公 益のた

﹁嘉一郎は明治時代の１９０９年に
には日本地学オリンピックに出場し︑

め寄付する姿に感銘を受けました︒

地学にはまった︒高校２年 生のとき

から残る貴重な標本がぎっしりと並

銀賞を獲得︒将来は地学の研究者に

るのだという︒會田さんは︑これで

れたのは︑

び︑最上階には天体観測室︑屋上に

その思いが学 校 設 立につながったわ

﹁本校の教員はそれぞれ専門の研究

生は言う︒

に母校の校長に就任した杉山剛士先

武蔵の卒業生で︑２０１９年４月

学に分かれたが︑教養教育の伝統は

戦後の学制改革に伴って高中と大

原型づくりを任せました﹂

ずに優 秀なブレーンを集め︑武蔵の

けですが︑自分が校長になろうとせ

武蔵の目論見は︑校舎を博物館に
生は言う︒

テーマを持っており︑学 問に真 摯に
ます︒そして調べたこと︑明 らかに

生と生徒 が一緒にわいわいやりなが

向かう姿勢が生徒の心に響くのだと

﹁特別授業﹂も見逃せない︒期末試験

そして既存の教科枠にとらわれない

高中の教科教育に今も息づいている︒

後︑生徒や教師の希望によってテー

思います︒生徒 数が少ないから︑先
ら授業ができる︒これが武蔵のわく

論が生まれ︑新たな法則や規則が導
かれます︒人は昔からそのようにし

世紀

マが決まる︒
﹁古 典とホラ﹂
﹁

武蔵大学の講義を
高校生が受講できる

わくする授業をつくってきたのです﹂
扱うことが大切だと思っています﹂

員も︑そうした学びの過程を丁寧に
授業は実験︑実習が多いことが特

奇心を刺激する内容が並ぶ︒

戦争史﹂
﹁古典ギリシア語﹂など︑好
武蔵といえば︑中学入試の﹁おみ
道王﹂と呼ばれた初代の根津嘉一郎

自らの考えを記述する問題が出され

ように物が配られ︑その場で観察し︑

やげ問題﹂が有名だ︒理科は毎年の
高校３年生の會田幸樹さんは︑
﹁理科

が私財を投じ︑日本で初めての私立

武蔵は１９２２年︑
大正 年に﹁鉄

20
の授業は大変だけど︑楽しい﹂と話す︒

徴で︑最後に必ずレポートを提出する︒

11

て学問を育ててきました︒私たち教

なったことを誰かに伝えることで議

近づけることだ︒理科の川端拡信先

だろうと考えることが第一歩となり

﹁理科の学びでは︑現物を見て︑何

は気象観測ロボットがある︒

なりたいと考えている︒

置されている︒標本庫には学園創立

杉山校長は2019年4月に就任した。
5月から昼休みに生徒と面談。武
蔵のさらなる進化をめざす

リチェリの実験を行う水気圧計が設

高校２年生の物理の授業の一幕だ︒

自転を﹁見える化﹂した瞬間だった︒

12

世 紀にレオン・フーコ

17

の検証が行われていた︒授業で使わ
19
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文＝柿崎明子 写真＝小山 幸 佑 ／ 片 山 菜 緒 子
（写真部）／横関一浩、学園提供

授業では「考える時間」を重視。
理科の川端先生は「一つの結論
にたどり着くまでの思考過程や
気づきがとても大切」と話す

理科の入試「おみやげ問題」は武蔵なら
では。2014年には3本の電線が配られ、断
面などを含め違いを述べる問題が出され
た。観察力と記述力が求められる

第１回入試で樫︑ヤブ肉桂︑モクセ

受験生が持ち帰った︒１９２２年の

スナーなどが配られ︑試験終了後︑

る︒過 去にはネ ジ︑画 びょう︑ファ

体仮名﹂
︑いわゆる﹁くずし字﹂は武

たとえば中学１年生の古典で扱う
﹁変

大切だというのが武蔵の考え方だ︒

の学問としての面白さを知ることが

からバランスよく学 ぶことで︑国 語

ーとしての資 質も磨きたいと思って

そのためにはクイズ愛好会でリーダ

﹁街づくりはリーダーの采配が重要︒

クイズ愛好会を立ち上げた︒

は２０１８年に自らが会長となって

やすい街を設計すること︒藤本さん

にっ けい

イの葉が配られ︑
﹁与えられた３枚の
蔵の原点重視の姿勢を表す取り組み

かし

葉を調べて異なっている諸点をあげ
います﹂

をメッセージとして伝えている︒

題は受験生に﹁本物にふれる教育﹂

等履修生として大学の講義に参加で

授業が一部開放され︑高校生が科目

高中の交流が活発になった︒大学の

に就任してからは︑武蔵大学と武蔵

制度は︑
﹁建学の三理想﹂を具現化す

た︒１９８８年に始まった国外研 修

聴覚室で国外研修報告会が開催され

２０１９年７月上旬の２日間︑視

２００６年に有馬朗人氏が学園長

の一つになっている︒

﹁本物にふれる教育﹂は部活動にも
きるようになった︒大学の留学準 備
るプログラムともいえる︒２０１９

創立以来の伝統なのだ︒おみやげ問

なさい﹂と出題されたとおり︑実に

反映されている︒たとえば太陽観測
講座に参加して︑高校３年生での国

国外研修を通して
成長する生徒たち

年以上にわた
外研修をめざす生徒もいる︒

部は１９３１年から
この功績により︑２００５年に中学・
大学の講座に通う一人が高校２年
武蔵には旧制高校時代から続くド

生徒が参加した︒

年の報告 会にはのべ２５０人ほどの

って太陽黒点の観測を続けている︒
高校の団体としては初めて日本天文
鉄道研究部の旅行である県庁所在地
イツ語に加えて︑フランス語︑中国語︑

生の藤本夏輝さんだ︒中学生時代︑
の駅に降り立ったとき︑あまりに閑
韓国朝鮮語の授業がある︒中学３年

宙航空研究開発機構︵ＪＡＸＡ︶理
事の國中均氏をはじめ︑同部出身の
散としているのに驚いた︒
生も自由選択で履修できる︒言語の

生はいずれかの言語が必修で︑高校

学会から天文功労賞を受賞した︒宇

天文学者が何人も活躍している︒
まっている状 態でした︒疑 問に思い

﹁商店 街どころか︑デパートまで閉
習得が英語に偏るとどうしても英語

小網涼さんは︑部活に
調べたら駅から放射状に延びる交通
第二外国語を学ぶことで複眼的な視

圏の価値観でものを見てしまう︒だが︑

現在︑部長を務める高校２年生の
加え﹁漢文の授業が面
街をコンパクトに集 約して︑富山市
国外研修は主にこの第二外国語を

点を持てるようになる︒

の便 が少ないことがわかりました︒
のライトレールのような路面電車を

白い﹂と話す︒
その文章の背景を教わ
通せばお年寄りも暮らしやすくなる

﹁文法だけではなく︑
ることで興 味がかき立
優秀な生徒を選び︑十数人を履修言

履修した高校３年生が対象で︑成績

中学３年次の卒業論文はその経緯
語の話される国へと派遣する︒渡航

のではと感じました﹂
をまとめた︒高校２年生の夏には大
するのは高校３年次の初めで︑約２

何千年と連なる古典
を原典で味わい本物の
学の授業に参加し︑東北の南三陸を

てられます﹂

文 化にふれ︑現 代 文︑

刻 と日 常 生 活の 表 現 を 確 認したり︑

総合講座

カ月間滞在する︒大学受験を控える

漫画のキャラクターをモデルに人称

記念祭小委員会が協力して企画か
ら運営まで手がける。一般にも開
放。飲食を提供する模擬店が並び、
各部活動による研究発表や展示、
在学生によるキャンパスツアーな
どが行われる。
2日間にわたっての開催。生徒自
「古文書解読入門」
「野球戦術」
「国
らが企画と運営を行う。1日目は
境の島『対馬』を体験する」
（写真）
球技中心の全校大会、2日目は綱
など、教科に縛られない実習や講
引きや騎馬戦など、いわゆる＂運動
演が30ほど用意され、高校1年生
会＂を実施。生徒代表と教師陣と
が一つを希望選択。少人数のゼミ
が対決する種目は特に盛り上がる。 形式で教養を育む。

視察に訪れた︒将来の目標は暮らし

あるように︑英語でできるだけ自分
で調べて考える力がつくように授業
を行っています﹂と語る︒中学１年
の英語は１クラスを二分割し少人数
据えていた︒創立時のその精 神は︑

記念祭
入学直後の中学1年生が埼玉県毛
呂山町にある学校山林を訪れ、出
会って間もない同級生たちと親睦
を深め合う。1960年から続く伝統
行事で、自主性を養うため「現地
集合」
「現地解散」が基本。

体育祭

中学3年生が山梨県の清里高原を
訪れ1泊2日で実習を行う。教室で
学んだ天体の多様性や光学機器に
関する知識を踏まえ、生徒自身で
計画したテーマに基づいて流星観
測や天体撮影などを体験する。

古文︑漢文を各専門家

時期だが︑国外研修で成果を得るた
が必要なのだという︒生徒たちは提

めには︑最低限そこまでの積み重ね
携校への通学や個人旅行など︑自身
高校３年生の伊藤創さんはフラン

のテーマに即して研修に取り組む︒
スに滞 在した︒幼少のころから音 楽
にふれており︑フランスの近代 音 楽
﹁フランスの音 楽は︑点描画のよう

に興味を抱いた︒
に柔らかいんです︒その背 景はフラ
哲学からなのか︑それが知りたくて

ンスの文 化から 来るのか︑あるいは
フランスに行くことにしました﹂
２カ月の滞在で答えが出たわけで
自分を見つめる機会を持つことで得

はない︒しかし慣れない海外で暮らし︑
たものは大きかったという︒

海外大学 へ の 進 学 を
支援する 奨 励 金 制 度 も

さらに重みを増して継承されている︒

代名詞を使う練習をしたりと︑さま

で行 う︒プロジェクターを 使い︑時

という言葉の存在感が薄かった時代

にたえる人物﹂がある︒
﹁グローバル﹂

学園の池田康夫副理事長はこれから

ざまなテーマを授 業に盛り 込む︒テ

三理想の一つに﹁世界に雄 飛する

から︑武蔵の教育は海の向こうを見

の時代︑
英語能力は必須だと強調する︒

んで学べるように工夫されている︒

ンポよく︑緊 張 感を 保 ちながら 楽し
文字・つづりと発音の関連性を身に

語が基本です︒英語力をつけないと
世界に雄飛するのは難しいと言わざ

高校になると発信力を高めるため

語科の教員が独自に作成したものだ︒

つけるためのフォニックス教材は︑英
武蔵の英語は︑ひと味違う︒英語

るを得ません﹂
科の酒井良介先生は︑
﹁建学の精神に

山林遠足
中学2年生が対象。数人ずつの班
に分かれて農家に3日ほど宿泊し
ながら、生活体験、自然体験、歴史
学習などに取り組む。土壌づくり
や収穫を含む農作業も体験し、自
然と向き合う大変さを知る。

武蔵には、授業外や
学外でも、生徒たちが
目を輝かせて、ぐんと
成長する機会が多い。

みなかみ民泊実習
天文実習

期末試験後、教科の枠にとらわれ
ず生徒や教師の希望によるテーマ
で開催。過去の例は、中学生の「日
本の神話」
「世界の地形」や、高校生
の「数の雑学」など。写真は「卒業
生による水産資源の講演と実習」。

8
9

4月
5月
9月

7月

7月

11月

特別授業

左上：国外研修報告会の様子。報告会後、
「生徒国外研修
年報」という冊子が全校生に配布される 右上：中学1年
生の英語の授業。教材は教師の手づくり 下：ドイツで
の研修模様。武蔵は中国、韓国やイギリスの学校などと
も提携を結んでいる

﹁国際社会に出ると︑使う言語は英
創立者の初代根津嘉一郎。
東武鉄道や南海鉄道の経営
に携わり、
「鉄道王」の異名
をとった

武蔵の
一年
12月

80
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世 界 を 見 据 え た 取り 組 み
S T OR Y T EL L ER
に、スピーチ、英語 劇、論 文を作 成

する基礎となるアカデミック・ライ

ティングなども取り入れる。夏休み

に開 催されるサマースクールは、テ

ンプル大 学 ジャパンキャンパスとの

共同企画。武蔵大学の学生も交えて、

決められたテーマを５日間英語で学

び合い、最終日にプレゼンを行う。

武蔵大学では留学せずにロンドン

大学の学位も取得できる制度を展開

している。
「ロンドン大学と武蔵大学

とのパラレル・ディグリー・プログラ

ム」というもので、高校生も条件を

満たせば受講できる。武蔵が主催す

構成＝粕川哲男 写真＝東川哲也／小山幸佑（写真部）
、学園提供

つつ新たな段階を迎えています。

Research Essay-writing

2014 年からスタートしたのが RED

るＲＥＤ（

ローバル教育は、長い歴史を踏まえ

やぎは厳しい環境を苦にしない強さ

医療の現場で大変役に立ちました。

る体制を整えた（２０１９年現在）
。

奨学金を給付しています。武蔵のグ

だ。放課後や夏休みに実施され、他

ます。私も武蔵で学んだドイツ語が、

）プログラムは、
「科学」
Discussion
を英語で学ぶ教科横断型の取り組み

学を希望する生徒には奨励制度を設
け、審査のうえで 500 万円を限度に

を持つ。独立心にあふれ、生きるため

韓国朝鮮語のうち一つが選択必修。
高校では希望者が中級コースへ進み

武蔵の校舎は、７万平方メートル

います。また、海外の大学に直接進

校の中高生も参加している。

ィグリー・プログラムにも力を入れて

に自ら新たな環境に動いていく。

の授業も、武蔵ならではの特長でし
ょう。ドイツ語、フランス語、中国語、

の敷地に大学と隣接して建てられて

経営学士号を取得できるパラレル・デ

近年の武蔵は「グローバル教育は

ム」として、名門ロンドン大学の経済

中学3年生から始まる第二外国語

こうした孤高を肯定する学び舎で

を高めていきます。

武蔵大学との「高大連携プログラ

すすぎがわ

ず他校の生徒も一緒に学んでいます。

過ごす合間、木陰で何とはなしに過

校から武蔵に学びに来る留学生と生
活をともにするなかで海外への関心

種以上の樹木が四季を彩る。

ングアシスタントのもと、男女問わ

いる。構 内には濯川が流れ、１８０

人間性も見込んで採用したティーチ

報告会や報告文に刺激を受け、提携

導 入した。その一つが海 外での研 修

けに限らず、多くの生徒が派遣生の

必須」とし、新しいプログラムを二つ

なく、生徒の成長を気長に見守って
くれるネイティブの講師や、我々が

は

に参加し、最後に個人旅行を楽しん
でいます。交流は成績優秀な生徒だ

ごしたり、濯川で夢 中になってザリ

RED プログラムは他校の生徒にも
開放。科学の専門知識を持つだけで

校舎の脇には、数学 科の田中洋一

分でホームステイ先と連絡を取り合
い、飛行機を手配し、現地校の授業

を支援する制度。海外のサマースクー

匹敵する高い効果を実現しています。

ガニをとったり、やぎが草を食む様

身を置くことで、短期海外留学にも

中国、韓国などに渡っています。自

子をただ眺めたりするとき、生徒は

プログラム」
です。英語漬けの環境に

先生が、総合講座「やぎの研究」の

毎年十数人の高校3年生が約2カ
月間、イギリス、フランス、ドイツ、

画し審査を通れば奨励金を補助する。 ためにつくったやぎ小 屋がある。木

もう一つが夏季約2週間の「サマー

ルへの参 加など、生徒が自主的に企

課後に通う
「イブニングプログラム」
。

な経験を積んできました。

二つ目が給付型の海外直接進学奨励

これまでに 400 人以上が海外で貴重

REDプログラムでは科学を英語で学
ぶ。対象は主に中学1年生から高校1
年生までで、海外実習も行われる

製 の 板 に 記 さ れ ている の は「
一人の少 年に戻る。その視 線の先に
BE
A
は無限の可能性が広がっている。

翌年6月までを１年として、週2回放

金制度だ。海外大学への進学を経済

スは2種類あります。一つが9月から

生徒を熱く鼓舞する教員がいる。

1988 年に第１回の派遣生を送り出し
た国外研修制度は 31 年の伝統を誇り、

切磋琢磨しながら助け合う友がいる。

ていく英語教育の取り組みで、コー

」 という 英
GOAT, NOT A SHEEP
文だ。
「羊になるな、やぎになれ」と

け、多くの試みを実践してきました。

いうメッセージは武蔵の伝 統に重な

思考を、議論により深めて発展させ

料が高額で、その負担を減らすため

教育です。自ら調べた事実に基づく

武蔵は創立当時から海外へ目を向

面で支える。欧米の有名大学は授業

を掲げた先人の慧眼に感服します。

心を癒やす 緑のキャンパスがある。

校１年生を対象としたイマージョン

る。群れる羊は迎合の象徴。集団で

英語で学ぶ、主に中学１年生から高

グローバル時代にも色あせない理念

Discussion）
プログラムで、
「 科学」
を

同窓会の協力を得て、審査のうえ入

の育成です。90 年以上前に、現在の

武蔵とは、少年をしなやかに伸ばす、

（Research,Essay-writing,

学の三理想」の一つが「世

なければ、食料を求めて新しい場所

「建 界に雄飛するにたえる人物」

学 金と初年度の授業料の一部、また

いけだ・やすお／1962年
3月卒、36期生。医学博士。
慶應義塾大学元医学部長、
現名誉教授。2018年に昭
和天皇記念学術賞を授与
された。

そういう学校なのだ。

池田康夫

に移 動 することができない。一方、

ドイツ、フランス、オーストリアなどから
の留学生も迎え入れている。夏休みの後半
には3泊4日の国際交流合宿を実施する

武蔵学園 副理事長

は全額を最大５００万円まで給付す

国外研修制度では４００人以上が雄飛

100年近く前から海の向こうに
目を向けてきた。国外研修など
多様な取り組みを実施している。
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［ 武 蔵 の は な し 01 ］

上：
「本物にふれ本物を体験する」と
いうのが教育方針の一つ。中学1年
生は7月に群馬県赤城山周辺で行わ
れる「山上学校」を通して自然観察
などを楽しむ 下：理想の生き方を
象徴するやぎの世話を行うのは、中
高生の「やぎ班」のメンバーたちだ

「世界に雄飛するにたえる人物」を
数多く育てるため、REDプログラム
は他校の生徒の参加も認めている

3月

スキー教室
国外研修を終えた高校3年生は、自
ら資料をつくり、保護者も参加する
報告会で自身の経験を発表する

中学生を対象とした自由参加の行
事。12月 と3月 に4泊5日 で 実 施 さ
れ、長野県のスキー場を舞台に生
徒たちが滑走を楽しむ。初心者、
初級、中級、上級といったレベル
別に指導を受けられる。

2月

英語劇
高校2年生による発表。ネイティ
ブ教師の指導のもと、クラス単位
で行われるのが基本で、過去には
ウ ィ リ ア ム・シ ェ ー ク ス ピ ア の
「ハ ム レ ッ ト」や「ヴ ェ ニ ス の 商
人」が英語で演じられた。

2月

強歩大会
学校周辺の10㎞弱を走る全校マラ
ソンが発展し、1957年に始まった
伝統行事。毎年、強歩大会小委員
会が決める約20㎞のコースをチー
ムで歩き抜きタイムを競う。団結
力の重要性も学ぶ。

12月

キャリアガイダンス
主に中学3年生以上を対象に、社
会の第一線で活躍している卒業生
の話を聴く。それぞれの職業に必
要な能力や知識、社会的意義など
を知り、自分が進むべき大学や学
部の選定に役立てる。

10

時代を先取りしていた
武蔵の教育哲学

テーマは「民族とクルド人問

が同志社大学の学生に行ってい
語力、特に「読む力」だと考え

私はその基本となる「型」は国

れ、新たなものをつくり出す。
れます。特に国語は、会話文や

国語、数学では記述式が導入さ

題形式もマークシート式に加え、

とめていました。英語・数学の

を読み取り、自分なりの論をま

驚きました。各自が課題の意味

中学１年が参加する
「山上学校」

尊重しているように思います。

しつつも、生徒たちの自主性を

み込み、漏れがないように対応

教員たちは学習指導要領を読

文部科学省は「学力の３要素」

導要領が適用されていきます。

小学校から順次、新しい学習指

大接続改革」に加え、

共通テストに代表される「高

要となるのは「読む力」です。

は内容が大きく異なります。必

地図など、複数の資料を基に解

知識を除けば、中学生も含め、
の山登りは、地形図とコンパス
として、前出の「知識・技能」

答を導き出すなど、これまでと

難関大学の大学院にいてもおか
のみを生徒に与え、ルートなど
「 思 考 力・ 判 断 力・ 表 現 力 」 の

ます。彼らにはこの「型」がし

しくないレベルのやり取りがで
は生徒たちに任せるそうです。

っかりと備わっていました。

きました。武蔵は中学から第二
教員は危険に関するチェックの

題」
「知識人の生き方と良心」

外国語の授業があるので、ドイ

育・体力」を育み、人間力を高

考え、一生役に立つ「知力・徳

にとって幸せなことなのか」を

武 蔵 は 違 い ま す。「 そ れ が 生 徒

るところもあります。しかし、

ことに主眼を置いていると感じ

める。ＯＢにユニークな活躍を
ほ か、
「主体性を持って多様な

年度の

している人が多いのも頷けます。 ツ語の質問をしてみると、ちゃ
人々と協働して学ぶ態度」を示

年から「大学入試センター

みを行います。武蔵らしい取り

２０１８年３月、武蔵の中学
２年から高校２年の 人を対象
に特別授業を実施しました。内
容は、課題図書を読み込み、提
示した課題に対して小論文を書
いてもらうというもの。授業で
は小論文の講評に加え、ディベ
ートも行いました。これは、私

代東京大学総長

代早稲田大学総長

す。まず、師から受けた型を守

られる「守・破・離」が大切で

学びは日本の武芸などで用い

・表現力」が求められます。出

だ け で な く、
「 思 考 力・ 判 断 力

の共通テストでは「知識・技能」

通テスト」が導入されます。こ

試 験 」 に 代 わ り、
「大学入学共

考えています。

武蔵に追いついてきた」と私は

で し ょ う か。「 時 代 が よ う や く

と共通する面が多いのではない

伝統的に行ってきた「教育哲学」

しています。これらは、武蔵が

り、その後自分に合うように型

う思いが大きな志望動機になりまし
田中 他校のどこも出題していない、

た。
オリ ジナルな問 題 が必 ず一つはあり
ましたね。私のときは小学校でも塾
でも全く習っていない、従 来の数 学
にない新しいルールが問 題に示され
て、
「それに従えばどのような答えに

五神 そうなんですね。

出ました。

なるかを考えなさい」という問題が
神真さん。ほぼ同時代を武蔵の学び

私のときはシャーレでした。プラス

田中 いわゆる〝おみやげ問題〞は、
チック容器に２種の液 体 が入ってい

舎で過ごした経験は、ともにその後
東京・南青山にある根津美術館で行

て、その液 体 をシャーレに落とし、

小学 校では浸 透圧は習っていないの

わかったことを書きなさい、という。

いろんな種類の紙をつけて観察して
たのですが、彼を高く評 価していた

で、何 が正解かなんてさっぱりわか

私の兄に武蔵出身の友人がい
兄が「お前もあいつと同じ武蔵を受

見たままを正確に書きましたよ。

らない
（笑）
。とにかく一生懸命に考え、
授業で使う教材も定期テスト

あと思って武蔵の入試問題を見たと

五神

は入試問題でした。特に数学はたっ

田中

な方ばかりでした。

が多かったです。教師陣も個性豊か

も、先生たちの手によるガリ版刷り

た４題で、それもじっくり 考えない

龍 雄 先生は、いつも片 手をポケット

部の全国制覇を成し遂げた数学の畑

私も武蔵を受験したきっかけ

と解けない問題ばかりでした。国語
かに違っていて、
「こういう問題をつ

持って教科 書も見ずバーッと黒板に

に入れたまま、チョーク１本 だけを

私 と 武 蔵

くる先 生のもとで学びたい！」とい

そうそう。バスケットボール
や英語も一般的な入試問題とは明ら

五神

まいました。

ころ、あ まりにユニークで驚いてし

けてみたら？」と 勧めてきて。じゃ

田中

から始まった。

われた対談は、武蔵に入るきっかけ

の人生に大きな影響を与えている。

さんと、高校から武蔵に編入した五

中高の６年間を過ごした田中愛治

旧制武蔵高等学校の創立者、初代根津嘉一郎の遺志を
継ぐ根津美術館。文化の重要性を伝える同館で
顔を合わせたのは、いずれも武蔵から羽ばたいた
東京大学と早稲田大学の総長だ。母校の武蔵で発見した
学びの本質とその普遍性について語り合った。

［ 卒 業 生 対 談 ］

を破り、最終的にはその型を離

しっかりと学んでいる証左です。

組みといえるでしょう。

などでしたが、実際行ってみて

る授業をアレンジしたものです。

武蔵高等学校中学校の生徒 人に
「特別授業」を行った作家・佐藤優氏は
生徒たちの姿から、
「武蔵らしさ」を感じたという。
その根底にある
「教育哲学」
に迫る。
武蔵高等学校中学校は「偏差
値を基準としない教育哲学」を
持っていると思います。
学校によっては、受験技術を

Sato Masaru

んと回答があります。受験科目

詰め込み、東京大学をはじめ、

佐藤 優

だけでなく、興味のあることを

難関大学への入学者数を増やす

1960年、東京都生まれ。作家、同志社
大学神学部客員教授。85年、同志社大
学大学院神学研究科修了後、外務省
を経て現職。著書に『自壊する帝国』
（新潮社）
、
『十五の夏』
（幻冬 舎）
、
『教
育激変』
（共著、中公新書ラクレ）
、
『国
語ゼミ』
（NHK出版新書）ほか多数。
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難問を書くんですよ︒あの格好よさ
は今でも忘れられない︒数学と物理
担当の上田久先生も面倒見のよい方
私はやはり英語の横井徳治先

で︑お世話になりました︒
五神
生の授業が非常に印象に残っていま
す︒
田中 ヨコドンだ︵笑︶
︒
五神 そうです︵笑︶
︒横井先生の最
初の授業で﹁ sense
とは何か答えよ﹂

と質問されました︒ sense
は﹁センス
がよい﹂というように日常でもよく

武蔵の流儀

それが common sense
につながるの
だというのです︒このように言 語の
に即して整理された内容でした︒

リジナルでありながらも︑学問体系

常に面 白かったですね︒高 度かつオ

五神

なかったと２人は口をそろえる。

殺伐とした競争意識は微塵もみられ

いう。いわゆる進学校にありがちな

由でおおらかな空気が流れていたと

は大 きかった。一方で、校 内には 自

意識が学校全体にあったように感じ

合って力を伸 ばしていこう︑という

てみなすのではなく︑お互いに助け

田中

ませんでしたね︒

五神

いました︒

のですが︑本当にそのとおりだと思

私は五神先生とは対照的に︑

ええ︒数学と物理の授業は非

本質にふれるということを徹底的に
田中
戸 惑う場面が多かったのですが︑ク
ています︒

五神

たたき込まれました︒今になってみ
文系科目が得意だったんですよ︒特
トしてくれました︒武蔵で使った中

ラスメートたちがさりげなくサポー
五神

のか！﹂と驚きました︒

そう︑同級生を競争相手とし

私たちの時代は︑成績優秀者

田中

ったですね︒
全員一律に名門大の合格だけ

かったです︒
をめざして勉強させるような︑詰め

私の代もみんな仲がよかった

の教 科の授 業にきちんとついていけ

田中

ば︑難関大であろうとも合格できる

込み式教育とは明らかに一線を画し

何 十 人 がいっぺんに東 大に入ったか

はず︑という 姿 勢 だったように思い

ていました︒そうではなく︑すべて

らといって︑東 大の学 生があふれる

士は競争相手じゃないんだ︒武蔵の

リベラルアーツの伝統を受け継い
わけがないんだから﹂と話していた

ですね︒ある先生が﹁武蔵の生徒同

だハイレベルな学びから受ける刺激

他人を許容する
おおらかな空気があった

競争し合うような校風はあり

ると︑リベラルアーツ教 育で英語を

世紀の
学時代の教科書を貸してくれたり︑

高校に編入してすぐのころは

学ぶとはこういうことだったのかと
１の政治経済の授業です︒
ドイツで活躍した哲学 者ヘーゲルの
助言してくれたり︑とてもありがた

﹁遅刻にだけは気をつけろ﹂と親切に

高いレベルの教 育を保ち︑そ
文を読まされて︑
﹁社会の授業なのに

﹃歴史哲学講義﹄のドイツ語の英語訳

ごのかみ・まこと／ 1976年3月卒、50期
生。東京大学理学部物理学科卒。理学
博士。光量子物理学を専攻。東京大学
理学部物理学教室助手、同大学院工学
系研究科教授、同大学院理学系研究科
教授、同大学院理学系研究科長などを
経て、2015年から現職。近著に『大学の
未来地図─「知識集約型社会」を創る』
（ちくま新書）がある。

の順位を公表するようなこともなか

れに生徒がついていく︒旧制 高 校か

たなか・あいじ／ 1970年3月卒、44期生。
政治学者。早稲田大学政治経済学部卒
業後、米国留学。オハイオ州立大学大
学院政治学研究科博士課程修了、政治
学博士（Ph.D.）。東洋英和女学院大学
助教授、青山学院大学教授、早稲田大
学教授などを経て、2006年から早稲田
大 学 教 務 部 長、理 事、世 界 政 治 学 会
（IPSA）会長などを歴任。18年から現職。

英語の文献を読むところから始める

ら続く伝統が確かに守られていまし
そう思います︒生徒を子ども

たよね︒
五神
扱いせずに︑教えるべきことを教える︒
その姿 勢を維持しながら︑マイペー
スで教える先生たちが多かったです
ところで︑五神先生の得意科

五神 真（左）

ね︒
田中

感している。

て母校が発揮し続けてきた価値を実
田中

ます︒
五神

答えのない問題に対して自分

った動 機で勉強する人は︑ほぼ見か

なりに仮説を立て︑解決策を考えて

他人を出し抜いてやろうとい

けませんでした︒やりたいことがあ

尊重される︒そんなおおらかな空気

勉強する人もしない人も︑どちらも

情報へと転換し︑知識集約型社会へ

五神

れる能力です︒

これからの時代に何よりも必要とさ

る人がいれば︑
﹁いいね﹂と許容する︒ いく︒答えのない問題を解く気力は︑

が校内に満ちていました︒私は先日

のパラダイムシフトが起きつつあり
ます︒よりよい未来社会のモデルづ

は﹁自ら新しい発想を生み出す力﹂
︑

けてほしいと 伝 えています︒一つ目
二つ目は﹁忍耐強く考え続ける力﹂
︑

くりには︑これまでにない発 想が必

価値の源泉がモノから知識や

あの空気感は変わらずに感じられま

も講演で武蔵に足を運びましたが︑
すよ︒
学ぶことや考えることは︑本

そして三つ目は﹁自ら原理に立ち戻
って考える力﹂です︒私が重要と考

新たに生み出せばいいのです︒

来楽しいことですから︒武蔵の環境が︑ 要です︒制度や仕組みがないならば︑

田中

私にその醍醐味を教えてくれたと思

田中

掲げるたくましい知性としなやかな

えるこれらの基礎力と︑田中先生が

国際的に通用するソリューションは︑

知性〟と呼んでいます︒と同時に︑

ものを共 有していますね︒ゆっくり

田中

ことは︑決して偶然ではないでしょう︒

感性︑そして武蔵の三理想が重なる

まさにそのとおりで︑唯一の
抜く知性のことを私は〝たくましい

正解があるわけではない問題を考え

っています︒
五神

宅に集まってトランプをして遊んで

多 様 性への理解 力︑すなわち〝しな

田中 先 生のおっしゃるとおり

です︒高２の正月に︑友人が私の自
いたんです が︑気 づいたら︑みんな

やかな感性〟なしには成し遂げられ
﹂と

武蔵で過ごした６年間で学んだ根本

かな 感 性︒この二つはまさに︑私 が

ません︒たくましい知 性と︑しなや

感性が豊かで︑吸収力も高い十代の

の頭で考えに考え抜く︒その姿勢を

でも遠回りをしてもいいから︑自分

ご指摘のとおり︒非常に近い
たのです︒お茶を出しにきた母が﹁な

で真剣に数学の難問を解き始めてい
んで正月から勉強しているの
あきれていました︵笑︶
︒

五神

五神

す︒

後の人生を豊かにしてくれるはずで

うちに身につけることは︑必 ずその

存在です︒私は東大総長として︑新

社会変革の中心的な役割を果たせる

でもあるのです︒
自由とは互いの違いを尊重し合う

も大きな意味を持つものです︒武蔵

新しい知を生み出す大学は︑
こと。真の学びとは思考を積み上げ

たな知を創造し︑そこから価値を生

での学びの価値は︑卒業して

武蔵での学びの価値は
時が経つほどに上がる

て手に入れるもの。武蔵の学びを糧

育てたいと考えています︒そのために︑

み出す﹁知のプロフェッショナル﹂を

年︑

武蔵の三理想は︑今の時代に

総長として大学教育の最前線に立つ。

にそれぞれ研究の道へ進み、現在は

学生には次の三つの基礎 力を身につ

年と時間が経つほどに︑ますます

10

田中

に強烈なインパクトがあったのは高

大正11年の創立時に「世界に雄飛
する」と掲げた姿勢が素晴らしい。
国際社会に生きる私たちはこの理
想を現代的にとらえ直し、強化し
ていく必要がある。東大総長とな
った今も、この原点の尊さをかみ
しめています。

印象に残っています︒

武蔵の建学の三理想と早稲田の三大
教旨は似ていますが、武蔵が強調し
ているのは「自調自考」です。今、我
々が直面している問題には正解がな
い。だからこそ各人が自分の考えた
仮説を提示していかねば。この学び
の本質は今でも私の根本にあります。

思います︒今でもあの場面は鮮烈に

意識・判断力という本来の意味がある︒ 目はやはり理数系でしたか？

使われます︒しかし︑それに加え︑

蔵 ］
武
の
［ 私
そんな２人だからこそ、今あらため

私 と 武 蔵

上がっていくのだと思います︒

20

14
東大の五神総長が持参した高校時代の教
材。教師自作のガリ版刷りが基本だった

15

19
!?

［ 卒 業 生 対 談 ］

田中愛治（右）
対談が行われた根津美術
館は1941年に開館。現在
は根津育英会武蔵学園の
根津公一理事長が館長を
務める

﹁新制武蔵中学校﹂の発足は１９４
９年︑入学したのはその翌年だ︒
﹁僕らのときは筆記なしの口頭試験
のみ︒面接室に入ると将棋盤が置い

︒僕 は 見 事

が怖い顔で﹃ 周 縁は何マスある？﹄

てあって︑イガグリ頭の数学の先生
と聞いてくる︒正解は
に間違えて と答えたな﹂
笑いながらそう回想する︒旧制高
校時代から続くリベラルアーツの伝
統は色濃く継承されていた︒
生は︑高名な哲学者であった和辻哲

﹁中１の社会担当だった和辻夏彦先
郎さんのご長男でした︒和辻先生の
授業は﹃社会とは何か﹄という問い

れられる︒その間︑実に１９５日︒

巻き込まれ︑無実の罪で拘置所に入
取らないようにと﹂

ったときに︑活躍する同期に後れを

﹁判事︑検事︑警察がすべて買収され︑
本を貪るように読んだのもこのとき

年度の終盤︑生徒たちは結論にた

っくりと議論を重ねるものでした﹂
どり着く︒社会とは自分と関わる人
詐欺容疑をでっち上げられました︒
だ︒無罪放免後は

流 行になりつつあったＩＴ関 連の

との関係性の積み重ねである︑と︒
最初のうちは前任者や会社を恨み︑

歳でハーバード

﹁では社会をよくするにはどうすれ
できない︒でも自分を磨いて修養す

ばいいか︒他人を変えることは強制
押し潰されそうでした﹂

妻や幼い子どもたちが心配で不安に
自考﹂が︑世界屈指のビジネススク

大学経営大学院へ︒獄中での﹁自調
ールへの道へとつながった︒

こからは新聞や本を差し入れてもら

の誕生直後に礎を築いた世代の〝武

のように思い出話は尽きない︒新制

校内で覚えた花の名前︑中学時代

思い出した中１の漢文の授業だ︒
に高 校 生と競ったマラソン大 会︑ネ

心を立て直すきっかけは︑獄中で

の値は上がる︒この学びを生涯にお
﹁当時暗記させられた﹃論語﹄の︿人
イティブ教師によるドイツ語の授業

れば︑自分と関わる他者との関係性
いて実践していこうと決意しました﹂
知らずして慍らず﹀という一節がふ
れでね﹂
﹁それからね﹂と湧き出る泉

でシラーの詩を暗唱したこと⁝⁝﹁そ

人として善く生きるための基礎も
い︑拘置所内でもひたすら勉強に時

蔵愛〟は︑今なお揺るぎない︒

いきどお

方ない︑と心を切り替えました︒そ

と思い出されて︑誰かを恨んでも仕

また武蔵で学んだ︒メキシコ三井 物
間を費やしましたね︒外の世界に戻

メキシコの獄中で
武蔵の学びを思い出す

歳のとき大事件に

産副社長だった

と言われて︑
従うしかなかったですね﹂

大学院を修了後に
英国で三理想を体現
バスケットボールから 離れても︑
テニスをやったりした︒興 味のアン
テナはさまざまなものに反応し︑友
人たちとお互いを刺激し合うような
武蔵で過ごした６年間は︑卒業後

時間を育んでいった︒
の人生にも大きな影響をもたらして
リス留学は︑武蔵の建学の三理想の

いる︒東京大学大学院修了後のイギ
﹃世界に雄飛するにたえる人物﹄を体
現したものだった︒

親は︑息子が持ち帰る通信簿を楽し

勉強に打ち込んだ︒病理学者の父

讃歌﹄を演奏しよう︑とみんなで練

た︒卒業式か入学式で校歌の﹃武蔵

間的に得るものがたくさんありまし

になることができただけでなく︑人

人生が変わりました︒大腸の専門家

﹁１年８カ月という期間でしたが︑

みにしていた︒期待に応えたい一心で︑ 習したんです が︑そこまでのレベル

遂行し得べき人物﹄の理想も︑達成

た︒
﹃東西文化融合のわが民族理想を
できたような気がします﹂

３年次には楽器の演奏に熱中︒音楽

友人との時間を大切にした︒中学

年 次に一度 だけ４番になったら父に

中学では１年からずっと１番で︑３

した︒来年は試合に出られるように

スコアラーだったけれど優 勝をしま

出場するメンバーに選 ばれて︑僕は

﹁ 高 校１年のときはインターハイに

トボール部に誘われた︒

立つ長 身 だったことから︑バスケッ

運動にも汗を流した︒学年でも目

蔵の教育に感謝しています﹂

識の種をたくさん蒔いてくれた︒武

﹁一流の先 生たちが︑僕ら生徒に知

りに満ちた表情を浮かべる︒

のあだ名で呼んだりして﹂と︑温も

校時代に戻ります︒先生たちを当時

合いがある︒
﹁会った瞬間に中学︑高

過ごした同級生たちとは今でも付き

です﹂

の先生がさまざまな楽器を持ってい

頑 張るぞと思っていたら︑成績が初

年で何番の成績かを知らされました︒

て︑
﹁自宅に来たら使わせてあげるよ﹂

めて学 年で２ケタ台に落ちてしまっ

年以上︒濃厚な時間を

と言ってくれた︒

卒業して

﹁ 僕は映 画﹃ グレン・ミラー物 語 ﹄

た︒父親から﹃ 部 活はやめなさい﹄

怒られましてね﹂

の影 響からトロンボーンを選びまし

私 と 武 蔵

そう言って口元をゆるめた︒

60

島田精一

について︑生徒たちが１年かけてじ

48

が武蔵の音楽部の始まりになったん

むとう・てついちろう／ 1957年3月卒、31期生。63年に
東京大学医学部卒業、68年に同大学大学院第三臨床医
学課程を修了し医学博士に。同大学附属病院長、がん
研有明病院長などを歴任。がん治療の研究が認められ、
2005年に中山恒明賞を受賞した。

ではなく断 念しました︒でも︑それ

学業優秀。バスケットボール部でも
全国大会を体験した。文武両道を
実践し、かけがえのない友人も得た。

机に向かった︒

Muto Tetsuichiro

16
写真＝片山菜緒子
（写真部）

メキシコの拘置所で思い出したのは
武蔵で覚えた言葉。
「自調自考」を
重ね、48歳で新たな学びに挑んだ。

﹁当時の武蔵では通信簿と一緒に学

武藤徹一郎

文＝阿部花恵
写真＝大野洋介
文＝戸塚 啓

17

がん研有明病院 名誉院長

学校法人津田塾大学 理事長／
三井物産株式会社 元代表取締役副社長CIO
32

しまだ・せいいち／ 1956年3月卒、30期生。ISE最高顧
問。東京大学法学部卒。米ハーバード大学経営大学院
（AMP）修了。大学卒業後、三井物産に入社。2000年、同
社代表取締役副社長CIO就任。日本ユニシス社長、住
宅金融公庫（現・住宅金融支援機構）総裁などを歴任。

47

36

Shimada Seiichi

成績は常に上位。
音楽とバスケにも
本気で打ち込んだ

中学１年次の
学びで、
自らの
生き方が決まった

﹁旧校舎﹂と木々に囲まれたグラウ
ンド︒敷地内を横切り︑四季折々の
すすぎがわ

変化を見せる濯川︒
﹁中学高校での６
年間を振り返ってまず思い出すのは︑
敷地内の︑あの素晴らしい景色その
ものですね﹂と︑半世紀前の記憶に
目を細めた︒
﹁少し風変わりな先生方と同級生た

﹁それから﹂と言葉をつなぐ︒
ちのことも︒先生方も同級生も︑と
ても強い個性の持ち主ばかりでした﹂
父︑自身︑息子と親子３代で武蔵
に通った︒父から強く勧められた記
憶はないが︑
﹁多少の影響はあったか

雰囲気が大好きでした︒自由気まま

と学生の関わり方を変えること︒先

﹁力を入れて取り組んだのは︑先生
生の仕事は教える義務を果たすこと

や生徒の個性がいきいきと輝くあの
に発想し︑人と違うことをやろうと
だけではなく︑一人ひとりの学 生を

め手だった︒

いくつかの選択肢から武蔵を選ぶ決

した︒父は安易に褒めない人でしたが︑ いう気概を持つ︒それらを自然と引
見守り︑成長を促すことです︒それ

﹁制服がない自由な校風に引かれま
き出してくれる建学の三理想は︑私

喜んでいたかもしれませんね︒武蔵
自身の卒業後の人生においても大い
武蔵の影響を強く受けています﹂

は私が考える〝学校の原点〟であり︑

私が武蔵に合格したことをひそかに
に役立ちました﹂
理想にある﹁世界に雄飛するにたえ

東工大の教育改革では︑武蔵の三

のよさを実感していた私自身︑息子
が合格したときはとてもうれしかっ
たですから﹂

色は︑やはり濃い︒

る人物﹂を﹁世界に雄飛する気概と

東京工業大学大学院理工学研究科
﹁あの６年間ですっかり〝武蔵色〟

東工大の教育改革には
武蔵の影響が反映
修 士課 程︑カリフォルニア大 学 バー

中学時代は野球に没頭した︒理系
科目の面白さに気づいたのは︑部 活
クレー校大学院博士課程を修了後︑

に染められた気がします︒ただ︑不

人間力﹂として取り入れた︒武蔵の

りな先生方﹂による個性的な授業は︑

を引退した中学３年のころ︒
﹁風変わ
東工大で要職を歴任︒２０１２年か

なり わい

やがて数学や物理を生業とするきっ

思議なもので同じ色の卒業生はいな

ら

年まで同大学長として教育改革

かけとなった︒

い︒それが武蔵の魅力だと思います﹂

夜遅くまで机に向かった︒

議論したけど︑なかなか高さが決ま

トル︒それより 高いものにしようと

先生や友達にも恵まれた︒しかし︑﹁こ

の数字を求め︑その数字から連想す

の中にあった︒文 章題を解いて３桁

年後︑
﹁６

私 と 武 蔵

の自立式電波塔で形にしてみせた︒

48

三島良直

もしれません﹂と振り返る︒子ども
を牽引した︒

てきた︒
﹁武蔵はそういう私の人生の
う感覚かな﹂と分析する︒

通 過 点であったというか︑一環 とい
武蔵学園創立者である根津嘉一郎
根津嘉一郎の次男だからこその感慨

の孫で︑長く理事長を務めた２代目
だろう︒教育に関しても﹁家庭の方
針や考え方が土台にあるべき︒各々
ませればよい﹂という持論がある︒

の方向性に合った学校に子どもを進
もちろん︑兄の公一が理事 長を務
東武鉄道社長として２０１２年に建

める母 校﹁武 蔵﹂への愛 情は深い︒
てた東京スカイツリー ®には︑こんな
秘話がある︒
年にできた広州塔が６００メー
﹁一人旅も勉 強も好きで面 白かった

らない︒そこで私 が﹃６３４メート

﹁

から︒ガリ 勉ではなく︑鈍 才 が一生

とも言われていますが︑私としては
武蔵学園が浮かんでいました﹂
じつは︑中学校の試験で松谷静先
迎えたこともある︒５人きょうだい

の場で話すような思い出は⁝⁝︒だ

分たちが育つ学び舎の名前が答えと

る漢字２文字を記せというもの︒自

生に出された数学の問題が︑常に頭
の末っ子ながら甘やかされることな

ないと思います﹂と謙遜する︒

から私は︑こういう企画の役に立た
小さいころから﹁中高は武蔵︑東

３４＝武 蔵 ﹂という正解を︑世 界一

テンをもらった︒しかし

いう 粋な計 らいだった︒当 時はバッ

かり﹂
︒強制されたわけではない︒朝

東武に入って兄さんを補 佐して︑会

大めざして勉強して︑東大を出たら
社を背 負って立たなきゃ﹂と言われ

時間︑数学を１時間︒学校の行き帰
りにも教科 書を開き︑家に帰っても

５時に起きて︑食事の前に英語を１

武蔵での中高６年間は﹁勉強ばっ

く︑自由な家庭で自立して育った︒

武蔵の記念祭や校外学習は楽しく︑

教育は
「家庭の方針や
考え方が土台にあるべき」

ルにしよう！﹄と︒
﹃武蔵国を連想﹄

祖父は武蔵学園を創立した根津嘉一郎。
「人生の一環」という武蔵時代には
一人旅と勉強を思いっきり楽しんだ。

懸命だっただけですけどね﹂
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﹁教え方そのものというより︑先生

勉強だった︒
中学１年のころから夏休みが来る
とリュックを担ぎ︑日本中を駆け回
った︒自分で計画を練り︑周遊券を
片手に数週間︒心配する家族を思っ
て安宿に泊まる日もあったが︑寝袋

Nezu Yoshizumi

NEDO技術戦略研究センター長／
東京工業大学 前学長

ながらに感じた開放的な雰囲気も︑

みしま・よしなお／ 1968年3月卒、 42期生。東京工業大
学大学院理工学研究科修士課程、カリフォルニア大学
バークレー校大学院博士課程を修了。東工大大学院教
授などを経て2012年10月から同大学長。19年4月から
現職。父は東京大学名誉教授も務めた三島良績。

での野宿が基本で︑鳥取砂丘で朝を

ねづ・よしずみ／ 1970年3月卒、44期生。祖父は武蔵学
園の創立者、初代根津嘉一郎。2代目根津嘉一郎の次男
で、兄は現理事長の公一。74年に東京大学法学部を卒
業し東武鉄道入社。関連事業室長などの要職を経て99
年から現職。2014年に藍綬褒章を受章。

18

根津嘉澄

18
写真＝小黒冴夏
（写真部）

個性がいきいきと輝く武蔵こそ
＂学校の原点＂。大学の学長としても
武蔵の影響を強く受けた。
武蔵時代に熱中したのは一人旅と

東武鉄道株式会社 代表取締役社長

文＝細江克弥
文＝粕川哲男 写真＝片山菜緒子
（写真部）
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Mishima Yoshinao

スカイツリーで
「634＝武蔵」
の
正解を形にした

同じ色の卒業生は
いない。
それが
武蔵の魅力

この日は︑東京・南青山の根津美
術館で︑専門の日本美術史に関する
講演を行っていた︒武蔵高等学校中
学校の創立者︑根津嘉一郎氏の収集
術館には︑美術史を専攻した大学時

した芸術品が展示されているこの美
代にもよく訪れたという︒
武蔵は抽象画家の今井俊満氏や陶
磁器研究家の長谷部楽爾氏など︑日
本の美術史に名を残す卒業生を送り
出している︒ただ︑自らが美術に開
眼したのは武蔵時代ではない︒
﹁武蔵では︑さまざまなものや世界
の見方と考え方を︑気づかないうち

﹁縄文土器にしても︑なぜ人間はこ

いう︒自身は後者だ︒
将来は映画づくりに携わりたいと

覚で︑本を読み漁りました﹂
思うこともあったが︑東京大学時代

入学して最初の特別授業だ︒数学者
のような物をつくったのか︑何を表
に水 墨画に出 合った︒好きだったモ

で大阪大学総長も務めた正田建次郎
氏による﹁あみだくじはなぜ出発点
現したかったのかに思いをめぐらし
美術史研究の道に進んだ︒

ノクローム映画との共通点に引かれ︑

と到達点が１対１に対応しているの
広いものの見方が養われる︑今風に

ます︒当時から武蔵はそうした幅の

ます︒それは人生経験が豊かで︑厚

﹁
﹃すごい﹄空間にいたのだなと思い

いたことを卒業後に知った︒

俊満氏の壁画がさりげなく飾られて

学生食堂に︑武蔵の大先輩︑今井

﹁中１には難しすぎますが︑面白か
いえば﹃ リベラルアーツ﹄の教 育 が

かを証明する﹂という課題だった︒
ったです︒物理も︑先 生たちは学問
実践されていました﹂
所 属していたバレーボール部に同じ
みのある先生たちがつくり出す空気

放課後は映画と読書に没頭した︒

をどう言語化し︑表現するかを追求
していました︒美術も世界を表現す
る手段の一つ︒同じなのです﹂
く映画と文学を愛する同級生がいて︑
によって醸成されていたのでしょう︒
とても自由でしたが︑今振り返ると︑

古い映 画の３本 立てを一緒に見て︑
高円寺にある古書店にも通った︒

いろいろ考えるよう︑巧みに導かれ

意気投合した︒週に２回は名画座で

﹁たとえば﹃ 今 年はシェークスピア

ていたようにも感じます﹂

当時から武蔵では
リベラルアーツを実践
品に興味がある人と︑人間に興味が
を制覇しよう﹄というような遊び感

美術の専門家は︑物としての美術
ある人の二つのタイ プに分かれると

考えることができたと思います﹂

バレーボールに打ち込んだ部 活の
時間もまた︑青春の１ページだ︒
﹁夏休みの練習後は︑ほてる体を冷

一流の教師陣にも触発された︒
﹁歴史であればその人なりの歴史観

まそうと校内のプールに忍び込んだ
授業を通してもっと大きなものの見

ていく風景が記憶に残っています﹂

げた夏空︑夕日に染まった雲が流れ

ちについて︒解法を教えるだけでなく︑ ことも︒水 面にプカッと浮いて見上

を︑数学ならば数学的思考の成り立

方︑世界の多様性を伝えようとして
くれる先生ばかりでした﹂
英語の授業では﹁基本の５００文

日本銀行時代の活躍にもつながった︒

で暗記した︒たたき込まれた基礎は︑

がめまぐるしく変化する社会に臨ん

行へ︒金融業界の最前線から︑常識

東京大学経済学部卒業後に日本銀

武蔵の三理想は
時を経てさらに輝く

﹁当時学んだ文型は︑今でも覚えて

値の高まる生き方をこう見越す︒

できた︒その経験を踏まえ︑今後価

型をすべて覚えろ﹂と言われて必死

ズも︑のちに日銀で国際会議の議長

私 と 武 蔵

今になって感慨深く思います﹂

み︑時を経てさらに輝くものであるか︒

﹁武蔵の三理想がいかに先見性に富

蔵が掲げる三理想と見事に重なる︒

のリーダーに求められる資 質は︑武

界に雄飛﹂するということだ︒次代

前提に︑﹁東西文化融合﹂を試みて︑﹁世

言い換えるならば︑
﹁自調自考﹂を

へと進まなければなりません﹂

共通の解決策を見いだしていく方向

観を持つ者同士が互いを認め合い︑

す︒そのうえで︑多様な文化や価値

を見抜く力がより重要になってきま

からこそ情報に振り回されず︑真実

新しい規 範となりつつあります︒だ

インターネットの力が社会を変える

なかそ・ひろし／ 1973年3月卒、47期生。東京大学経済
学部卒業後、日本銀行入行。金融市場局長、理事として
国際決済銀行（BIS）市場委員会やG20の部会をはじめ
数々の国際会議を統括する。2013年から副総裁を務め
た。18年3月に退任、同年7月から大和総研理事長。

に教わっていたのだと思います﹂
﹁いきなりで衝 撃 的だった﹂のは︑

１９７０年︑高校から武蔵に編入
した︒ 倍の難関をくぐり抜けたが︑
入学早々に自信は砕け散った︒
﹁文学を深く語れる人︑芸術に詳し
い人︑将棋に強い人︒各分野でまぶ
しいほどの才能を放つ異才が︑綺羅
星のごとく同期生にいました︒人よ
りちょっとは勉強ができるほうだろ
うと思いこんでいた僕の自信なんて︑
もう木っ端みじんです﹂
自信を喪失した少年は︑当時続け
ていた通信教育のペンネームに自嘲
を込めた︒苦笑を浮かべ︑こう話す︒
クズ

しまお・あらた／ 1972年3月卒、46期生。82年に東京大
学大学院美術史学専門課修士課程を修了。東京都国立
文化財研究所主任研究官、多摩美術大学美術学部教授
などを経て現職。特に室町時代の水墨画家、雪舟の研
究で知られる。

います︒英 語 特 有のしゃれたフレー

日本銀行の理事や副総裁として世界を
飛び回った。そこで実感したのは、
武蔵の三理想の崇高さだった。

Shimao Arata

﹁
〝 武 蔵の 屑 〟
︑そんなふうに卑下し

﹁超高度情報化社会の今の時代は︑

Nakaso Hiroshi

20
写真＝植田真紗美

室町時代の美術史研究者として
なかでも水墨画の世界に魅せられる。
武蔵時代に磨かれた感性とは。
を務める際などに役立ちました﹂

中曽 宏

島尾 新

ていました︒ただ︑あの環 境に飛び

株式会社大和総研 理事長／
日本銀行 前副総裁

学習院大学 教授／日本中世絵画史研究家

込んだことで︑自分とは何かを深く

ク ズ

文＝稲田砂知子
写真＝加藤夏子
文＝阿部花恵
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13

同級生と先生から
刺激を受け続けた
武蔵の屑

先生たちは知識を
どう言語化するかを
考えさせてくれた

社長時代に
武蔵で学んだ
教えを実践
日本経済研究所 理事長／
日本政策投資銀行 前代表取締役社長

柳 正憲
Yanagi Masanori
バスの窓から見えた大講堂に
一瞬で魅了された。夢中に
なった水泳を通して、導く立場の
人間に必要なことを学んだ。
文＝粕川哲男 写 真 ＝ 加 藤 夏 子

どれだけ机と向き合っても６点し
史はすらすらと頭に入った︒中学１

か取れなかった物理と比較して︑歴
年次に取り組んだ自由研究のテーマ
どちらが勝ったか﹂
︒当時の武器や兵

人ととしまえんに行ったときに︑バ

﹁小学 校５年 だったかな︒いとこ数

れた︒

立つ大 講 堂の姿に︑一瞬で心を奪わ

一目 惚れだった︒美しい緑の中に

きに言っていました︒
﹃トップダウン

﹁日本政策投資銀行の社長だったと

きるべきかの答えを出す︒

られた︒自ら調べ自ら考え︑どう生

いう校風の武蔵では︑自主性が求め

先生も生徒もみんなで考えようと

それぞれが調べ︑自分の考えを持ち︑

スの窓からあの講堂が見えて︒あぁ︑
それが武蔵との出合い︒内なる思
それぞれのポジションで大 議 論して

もボトムアップも両方間違っている︒

いに素直に従い︑受験勉強を始めた︒
武蔵の教えが私の中に生きている証

方向性を決めるべきだ﹄と︒まさに︑

この学校に行きたいなって﹂

とほほ笑むのは謙遜だ︒
﹁小学生のと

やなぎ・まさのり／１９６９年３月卒、 期生。
東京大学教養学部卒。 年に日本開発銀行（現・
日 本 政 策 投 資 銀 行）入 行。関 西 支 店 長 や 社 長 な
どを務め、現在は日本経済研究所理事長。

拠だと思います﹂

﹁塾は週１回︒偶然受かっちゃった﹂
きの知能指数は１６５程度でした﹂
と話す神童は武蔵を選び︑
﹁私のとき
の理科の試 験は袋の中にコンセント
とドライバーがあって︑
﹃分解して機
能を説明せよ﹄というもの︒暗記型
ではなく︑その人の天性︑才 能を見
いだす感じでした﹂という記述中心
の試験を経て︑武蔵に選ばれた︒
６年間︑水泳部で汗を流した︒日
仲間と一緒に過ごす喜びを味わった︒

々の練習や合宿を通じて体力がつき︑
海浜学校では助教を務め︑東京大学
して後 輩の指 導にあたった︒その経

に進学以降も武蔵水泳部のコーチと
験が以降の仕事に生かされている︒
﹁指導者として成功する秘訣は二つ︒

もダメでしたが︑武蔵の環 境で︑人

武蔵にいた
時間が一番
面白かった
東京大学史料編纂所 教授／
歴史学者

本郷和人
Hongo Kazuto

野口英世に憧れて医者を志したが︑
フナの解 剖をためらって挫 折する︒
ることを決心した︒仏教書や哲学書

﹁体を治せないなら心を﹂と僧侶にな
を読み漁った青春時代を︑今となっ
﹁高校２年のとき︑僧侶になるにも

ては高らかに笑い飛ばす︒
かなりのお金がかかることを知るん
ですよ︒それであっさり 諦めた︒武
蔵の６年間で僕が学んだのは︑そう

めり込んだ︒音楽部で本格的に始め

自分にできることを残したら︑歴史

ことです︒できないことはできない︒

やって少しずつ身の丈をわきまえる

飄々とした口調で６年間を
振り返る。
「デタラメ」
だったと
半ばちゃかすが、個性が評価された
武蔵への愛はとことん深い。
学者になるしかなかったんです﹂

らぼうに人柄がいいか︒私はどちら

文＝細江克弥

ツァルトからワーグナーまで︑楽譜を

べらぼうに技 量が優れているか︑べ

を教え︑導く立場の人間に必要なこ

大学で医学を志し︑
やがて﹁睡眠﹂

自身もクラシック鑑賞と演奏にの

見て年代順に聴くだけの授業でした﹂

シン﹂を発見︒
﹁睡眠の謎﹂を解く手

マイコン製 作にも没頭した︒まだ

たフルートは︑今も趣味の一つだ︒
パソコンが存 在しない時 代︒秋葉原

現在︑創薬にも生かされている︒

がかりをつかんだ︒この脳 内 物 質は

写真＝掛 祥葉子
（写真部）

とを学べました﹂

年に睡眠と覚醒を制御する﹁オレキ

を研 究するようになった︒１９９８

﹁型破りな授業 で
﹂
研究肌が磨かれ︑
﹁睡眠の謎 に
﹂ 迫る

少年時代の夢は研究者︒武蔵の
﹁型

でマイクロプロセッサーを購入してマ

筑波大学国際統合睡眠医科学
）機構長・教授
研究機構（ WPI-IIIS

破りな授業﹂で研究肌が磨かれた︒

大作を仕上げた︒

ピューター言語を実装させた︒
﹁会話

イコンを自 作し︑文 字 列 処理のコン
は北杜夫や井伏鱒二をひたすら読む

高校卒業時に２代目校長の名を冠し
た﹁山川賞﹂を受賞した︒

系 列 処 理 言 語︑ ︲ MINI
︵マイクロ
・ミニ︶の試作﹂という論文にまとめ︑
００枚のクラシックのＬＰを保 管し

﹁
﹃三理想﹄の﹃自ら調べ自ら考える

明かさんとする研 究 者を︑ノーベル

自考﹂の精神で﹁睡眠の謎﹂を解き

今も前のめりで研究に励む︒
﹁自調

の人生の基礎になっています﹂

身にならず︑能動的に動く姿勢が私

考えてできる人間が多かった︒受け

風 があって︑やりたいことを自 分で

﹁武蔵には﹃ 自分でやる﹄という校

剣なまなざしを向ける︒

苦笑交じりに振り返り︑すぐに真

できるほど聞きましたから﹂

常に頭の中にあります︒耳にタコが

力ある人物﹄という３番目の言葉は

ていて︒中 学３年 間はそこからモー

など︑極める時間に身を委ねた︒

生物は教師のライフワークであるア

Yanagisawa Masashi
「先生も生徒も凝り性の人間が
多かった」。幼少期から研究者を
夢見ていた少年にとって、
のめり込める武蔵は肌に合った。
（写真部）
文＝池田敏明 写真＝掛 祥葉子

﹁音楽は名物教師が準備室に約５０

ユの生態学の授業が続いた︒国語で

柳沢正史

は
﹁ 世紀に西洋と東洋が戦争したら︑
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﹁そりゃあ︑内容は笑っちゃうくら

力をとことん調べ上げ︑自分なりの

74

い幼稚なものですよ︒でも︑
先生は
﹃発
想が面 白い﹄と褒めてくれた︒そこ
生徒の個性をしっかりと評価してく

が武蔵の面白さですよね︒先生たちは︑
れる︒だって︑上には上がいるんだ
もん︒成 績 だけを比べたって︑しょ
中高の６年間︑民族文化部に所属

うがないでしょ？﹂
した︒束縛のない気風を最大限に活
用し︑話しだしたら止まらないほど︑
たくさんの思い出をつくった︒
﹁ひとことで言えばデタラメ︒バカ
ばかりやって︑勉 強なんてほとんど
しなかった︒でも︑武 蔵に対する愛
はありますよ︒めちゃくちゃある︒
僕の人 生︑あそこにいた時 間 が一番
面白かったもの﹂
日本史研究の第一人者は︑どこま
でも自由に包み込んでくれる武蔵か

賞に推す声も多い︒
や な ぎ さ わ・ま さ し ／ １ ９ ７ ９ 年 ３ 月 卒、 期
生。筑 波 大 学 医 学 群 卒。米 テ キ サ ス 大 学 で 年
間 研 究 室 を 主 宰 し、２ ０ １ ２ 年 か ら 現 職。 年
に紫綬褒章。朝日賞、慶應医学賞など受賞多数。

私 と 武 蔵

16 24 53

ら誕生した︒
ほんごう・かずと／１９７９年３月卒、 期生。
東 京 大 学 文 学 部 卒。同 大 大 学 院 で 学 び、日 本 中
世 史 を 専 門 と す る 歴 史 学 者 と し て 活 躍。
『軍 事
の日本史』
（朝日新書）など著書多数。
53

22
23

13

加し、教養を深め
ていく意欲的な生

修先のパリで撮影したもの。右から

徒も多数います。

写真＝東川哲也（写真部）
、学園提供

現在の校舎のエントランス。
シンボルツリーが生徒たちの
成長を見守る

史

1987年には「国外研修制度」が制

歴

決めました。高校2年生から大学の講義に参

徽章の由来
768年に、校名の由来になった武蔵
国から吉兆を示す白雉（しらきじ）
が
献上されたという『続日本紀』
の記
述にちなみ、2羽の雉が「武髙」
を擁
戴する象（かたち）
となっている。
図
案は初代校長の次男、
一木隩二郎に
よる。
中央に置かれた文字は、
旧制高
等学校時代は「武髙」
、
現在は「武蔵」
となってロゴとして使われている

の

修生」として大学の講座を履修できることを

蔵

身につけて帰国してきます。

日に現 在の

3年生たちは異国の地で広い視野を

学との連携をより強めています。たとえば08
年には確かな学力を持つ高校生が
「科目等履

1990年、英国の名門イー
トン校への研修時の写真

15

根津嘉一郎は江戸時代末期︑万延

カ国にわたっており、参加した高校

根津公一が理事長に、
有馬朗人が学園長に
就任した2006年以降、同じ敷地にある武蔵大

元︵１８６０︶年６月

一郎は時代の要請に応じて社会貢献

ランス、イギリス、中国、韓国と６

武蔵大学との連携を強め
高校生の成長を促す

30

歳前後で村会

実業家として日本経済の発展に貢献

秀二先生です。現在、
「国外研修制度」
の提携先はドイツ、オーストリア、フ

7

山梨県で生まれた︒

事業家としても腕を振るい︑東京に

がこのプロジェクトを形にした大坪

定されました。右の写真は91年、研

構成＝菅野浩二

議員や県会議員︑村長を歴任︒一方︑

徒外遊基金団」を設立しています。

根津育英会を設立し︑七年制の武蔵

行を実施。同年に「武蔵高等学校生

を果たすべく１９２１年に財団法人

年目の1924年には有志による中国旅

が率いる渡米 実 業団の一員としてア

向こうに目を向けていました。創立３

3番目に少しだけ顔が写っているの

会の理事長を務め︑間もなく１００

三理想に掲げる武蔵は早くから海の

を育みます。

周年を迎える武蔵の礎を築いた︒

「国外研修制度」
では
６カ国の高校と提携

「世界に雄飛するにたえる人物」を

25

主 体 性や 協 調 性

本間則忠

建設中の旧制武蔵高等
学校校舎。大講堂と同
様、清水組の施工

していく︒１９０９年には渋 澤 榮一

ら運営まで手がけ、

1949年に武蔵大学を創設。
旧制高校の伝統を引き継
ぎ、ゼ ミ を 中 心 と し た
「考える授業」を重視

分家して東京市街鉄道を設立し︑東

いずれの行事も
生徒たちが企画か

高等学校を創立する︒１９４０年１

されています。

1936年、
根津嘉一郎
（右から
2人目）の喜寿にちなみ開設
した根津化学研究所内で撮
影。右 端 は3代 校 長 の 山 本
良吉

メリカを訪問︒利益を社会貢献に役

強歩大会は57年に始まりました。同年秋に
は体育祭に発展する体育大会が初めて開催

1922年、
第1回入学生の集
合写真。のちに寮の会合
室となる仮雨天体操場前
で撮影された

武鉄道や日清製粉の社長などを務め

秋の体育祭です。記念祭は1954年にスタート、

月４日に天寿を全うするまで同育英

記念祭と、約20キロを歩く強歩大会、そして

当時の日本は近代化に合わせて高

の三理想」を促進しました。

自主性を尊重する武蔵を象徴する伝統行
事は三つあります。いわゆる文化祭にあたる

80

25

立てる事業家の姿に感銘を受けた︒

を立ち上げたのも大坪先生で、
「建学

1950年代に、
自主性を
生かす三大行事が誕生

以降︑ビールやセメント︑紡 績や

ルな校風の礎を築き、
「国外研修制度」

5

26

た︒衆議院議員としても活動した︒

教授、教頭などを経て1975年から87
年まで校長を務めています。リベラ

6

20

等教育の拡大が求められており︑嘉

学研究科で学び、母校である武蔵に
数学科教員として赴任。武蔵大学助

正田貞一郎 根津啓吉

21

43

保険など多分野で事業を成功させた

の16期生で、東京帝国大学大学院理

佐々木吉三郎 宮島清次郎

25

44

２００８（平成 ）
年
履修するに十分な学力があ
ると認めた高校生を大学の
「科 目 等 履 修 生」に 追 加 す る
ことを決定。

武蔵の歴史において大坪秀二先生

北条時敬

26

60

48

「三理想」
を促進した
武蔵OBの大坪秀二先生

（写真）の存在は欠かせません。武蔵

一木喜徳郎 山川健次郎 岡田良平

29

２００９（平成 ）
年
中 学 入 学 試 験の
「社会」と
「理
科」の 試 験 時 間 を 分 離。配 点
も合計１００点からそれぞれ
点に変更し、４科目合計３
２０点とする。
「武蔵高等学校海外直接進学
奨励基金」を設置。

4

4

２０１３（平成 ）
年
法人名を学校法人根津育英
会武蔵学園に変更。

理事長の嘉一郎を
含め11人。官僚や
実業家、教育者など
エリートが名を連ねた。 平田東助

初代校長の一木（左）は文部大臣や内
務大臣を歴任。欧米視察の経験を持つ
初代教頭の山本良吉（右）らとともに、
「建学の三理想」を掲げた

2014（平成 ）
年
英語で科学を学ぶ「REDプ
ログラム」を開始する。

ふれ、感性を磨く授業を多く行っていました。
この伝統は現在の高中も受け継いでいます。

年
２０１７（平成 ）
理 科・特 別 教 室 棟（新 棟）が
竣工。

ば理科では植物観察や物理実験など本物に

２０１９（令和元）
年
校舎外構全体の整備が終了。

力を得て、設立準備が始まりました。

2022（令和 ）
年
創立１００周年を迎える。

ら調べ自ら考える力」を伸ばすべく、たとえ

94

62

１９５０（昭和 ）
年
旧制高等学校最後の卒業式
が行われる。

型は旧制高校時代にあります。三理想の「自

東助や文部省事務官の本間則忠らの協

12

１９５１（昭和 ）
年
財団法人から学校法人へ組
織変更。

です。臨時教育会議総裁であった平田

設立時の
法人役員

現在、武蔵大学は「ゼミの武蔵」と呼ば
れていますが、少人数の実践的な学びの原

16

１９１９（大正８）
年
根津嘉一郎が自邸に平田東
助、一 木 喜 徳 郎、山 川 健 次 郎、
北 条 時 敬、佐 々 木 吉 三 郎、宮
島 清 次 郎、正 田 貞 一 郎、本 間
則 忠 を 招 き、教 育 事 業 に つ
いて相談する。

あったといっていいでしょう。

19

10

１９６８（昭和 ）
年
高校・中学とも、入学試験出
願の際の出身校生徒調査書
を不要とする。

自分が校長にならず、有能な人材に
教育の現場を任せたのも嘉一郎の慧眼

3

１９２１（大正 ）
年
七年制高等学校設立の計画
を発表し、財団法人根津育英
会を設立。

いた創立当時の武蔵には先見の明が

97

11

１９６９（昭和 ）
年
高校・中学校舎落成。

360万円相当もの寄付を行いました。

創立当初から、本物にふれ、
感性を磨く授業を徹底

１９２２（大正 ）
年
七年制の武蔵高等学校を開
校。全 国 か ら １ １ ０ ２ 人 の
出願があり、 人が合格。

ている教育を約100年前に明文化して

80

年
１９７３（昭和 ）
第 二 外 国 語 課 程 を 変 更。独
語、仏 語、中 国 語 の ３ カ 国 語
とし、中３から履修可能に。

れる価値観を育む──現在重視され

嘉一郎は財団法人根津育英会の設立に

2

１９８７（昭和 ）
年
「武蔵高等学校生徒国外研修
制度」
を制定。

人の基本財産は50万円以上でしたが、

１９３６（昭和 ）
年
根津化学研究所を開設。

世界の中で自立して物事を考えら

11

1989（平成元）
年
英 国・イ ー ト ン 校 と の 生 徒
交換に関する合意が成立。

に1928年、今の形に整いました。

を考えます。当時、高校を設置する法

１９３９（昭和 ）
年
根津理事長が国民使節とし
て南米を訪問。

という信念に賛同し、教育制度の充実

25

14

１９９０（平成２）
年
大学と共同で
「日独国際交流
セミナー」
を開催
（ 年まで）
。

喜徳郎が教師陣に訓示した言葉を軸

15

１９９６（平成８）
年
校舎西側に接続して新棟が
完成。 年に竣工式を実施。

存在していません。初代校長の一木

大富豪が社会発展のために寄付をする

16

２０００（平成 ）
年
高 校 か ら の 編 入 を 廃 止。中
高の完全一貫校となる。

されたのはロックフェラー一家でした。

植村泰佳

う え む ら・や す よ し ／
1971年3月卒、45期生。慶
應義塾大学法学部政治学
科卒。サッポロビール開
発取締役などを歴任。

23

１９４０（昭和 ）
年
紀元２６００年を記念し現
在の埼玉県入間郡毛呂山町
権現堂に学校記念林をつく
る。

実は創立時に「建学の三理想」は

24

１９４１（昭和 ）
年
根津美術館を開館。

渡米した根津嘉一郎が特に心を動か

武蔵学園 理事

２００４（平成 ）
年
高 等 学 校・中 学 校 図 書 館 棟
の竣工式を実施。

初代校長の言葉をもとに

2 「建学の三理想」が完成

１９４８（昭和 ）
年
学 制 改 革 に よ り、新 制 武 蔵
高 等 学 校 を 開 設。４ 月 日
に入学式を行う。

渡米時に見た大富豪の
寄付活動が設立の発端に

２００７（平成 ）
年
電子顕微鏡を父母の謝恩金
で購入。

1

S T OR Y T EL L ER

１９４９（昭和 ）
年
新制武蔵中学校と新制武蔵
大学
（経済学部）
を設置。

6 3 4

独自性を生んだ 七 つの 歩 み

1927（昭和 ）
年
「武 蔵 高 等 学 校 生 徒 外 遊 基
金」に よ り、第 １ 回 外 遊 生 が
マレーに出発。

［ 武 蔵 の は な し 02 ］

武

F E A T U R E

設立の地がかつて武蔵国だったことから
校名が決まった。わずか 人の生徒で
開校した武蔵の歴史には多くの
「変化」
と
「不変」
が共存する。１００年の足跡をたどる。

O U R

創立者

根津嘉一郎
Nezu Kaichiro

文＝菅野浩二

写真＝学園提供

24

「はやぶさ」
に
日曜日でも学校に向かった︒自転車

﹁今日は晴れそうだな﹂と感じたら︑

をこいで太陽観測ドームに到着する
と︑すぐに望遠鏡を操作した︒
年から今も続く伝統があります︒黒

﹁私がいた太陽観測部には１９３１
点の数を観測し続ける取り組みで︑
学校に漂う自由闊達な風に吹かれ︑

太陽の活動の推移がわかるんです﹂
高校２年次には部長として新たな試
みに挑んだ︒電波で太陽を観測しよ
うと︑４カ月ほど試行錯誤を重ねた︒
人ほどでパラボラアンテ

﹁秋葉原で受信機などを買い︑中学
生を 含 む

﹁ロケットはもう研究は完了して開

の誇りが生み出した︒
からだ︒いや応なしに退路を断たれ︑

﹁らしい﹂とぼかすのは記憶がない

かけたが︑それでもやり抜いた︒

頭に血が上っていた︒捨て鉢になり

未完や未知のものに向き合わないと︑

発する︑という 時 代でした︒でも︑

を仕立て︑部員たちと福島県のスキ
好きでした﹂と言う︒教師陣は馴れ

﹁武蔵の﹃群れるな﹄という校風が
合いによる﹁集団的無責任﹂を嫌い︑

当 時のロケットエンジンは化 学 燃

真の研究者とはいえませんから﹂
焼が主流︒
﹁電気なら見込みがある﹂
個々の責任感と決意の重要性を説い

と覚悟の強さでできている︒

の一部は︑発奮した研究者の使 命 感

た︒
﹁はやぶさ﹂の電気推進エンジン

室でもがき続け︑降参しかけた︒
﹁はやぶさ﹂が切り離したカプセル

ただ︑何度も壁に直面した︒実験

という話に希望を見いだした︒

﹁研究主宰の栗木恭一教授に﹃もう
を約

人でオーストラリアの砂漠で

ました︒でも﹃電気推進なら國中と

やめさせてください﹄と言いに行き

の電気推進エンジンは研究者として

わった︒小惑 星探 査機﹁はやぶさ﹂

所が打ち上げたロケットの開発に携
研究室を出ていったらしいです﹂

そのとき私はゴミ箱を蹴っ飛 ばして

時代の青春の光景だった︒

部員みんなと空を見上げ続けた武蔵

言われるようになれ﹄と返されまして︒ 回収した︒そのとき頭に浮かんだのは︑

実際︑２００３年に宇宙科学研究

武蔵で学んだ責任感と
決意の重要性で発奮

を仰ぎ続けた武蔵で夢が定まった︒

宇宙に関わる仕事がしたい││ 空

軌道が見えたときは胸がはずんだ︒

ターが切られ︑波 線になって流星の

ー場に足を運んだ︒時間 差でシャッ

も自作︒８台をつないだ多 連カメラ

観測にも打ち込んだ︒こちらの機材

そう話す口調に暗さはない︒流星

くになか・ひとし／ 1979年3月卒、53期生。83年に京都
大学工学部を卒業。88年に東京大学大学院で工学博士
号を取得し、同年、宇宙科学研究所に入所。2018年4月
から現職。19年2月と7月に小惑星「リュウグウ」に着陸
した探査機「はやぶさ2」の陣頭指揮を執った。

側には︑自主性を尊重する自由さと

念祭に感じた﹁クレイジーさ﹂の裏

内 外でいくつかのバンドを掛け持ち

となってさらに︑夢は膨らんだ︒校

ミュージシャンを志した︒武蔵の一員

﹁根拠のない自信と根拠のある自信

訪〟まで 年以上の歳月を要した︒

その 記 憶 を 大 切 に す る あ ま り︑
〝再

という意識が定 着していた︒武蔵に

その代わりすべてにおいて自己責 任

﹁それからはほとんどの時間をベー

けるべき目標に変わった︒

校２年のある日︑夢は本気で追いか

上もするベースギターを購入した高

としかできなかったんです﹂

てしまうのが怖くて︑距離を置くこ

人間の軸となっている︒記 憶が壊れ

な時間で︑間違いなく僕自身という

楽家になった今に生きる哲学として

スの練習に費やしていましたね︒音

﹁多種多様で自由な環境に身を置け

後輩たちに優しい言葉を連ねた︒

らない空気を吸いながら︑記念祭で

年ぶりの武蔵︒かつてと変わ

とを知りました︒養われたのは自ら

武蔵で学んだのは︑準備することです︒

私 と 武 蔵

ごす時間は何よりも尊いはずです﹂

ながります︒だからこそ︑武蔵で過

てる︒それはきっと将 来の幸せにつ

ば︑自分の夢に幅や余裕︑遊びを持

間は︑音楽家の原点として胸に宿る︒

夢と本気で向き合った武蔵での時

う人がたくさんいました﹂

徹 底している︒僕の周りにもそうい

約
を律する力です︒教室は︑まるで大

やはり︑優秀な人ほどじつは準備を

を期待したが︑本人は中学時代から

両親は﹁お堅い仕事﹂に就くこと

自分の夢に幅や余裕、
遊びを持つことが大切

人の世界のジオラマでした﹂

〝規則がない〟というルールがあるこ

来て︑規則 がないことの面 白さと︑

﹁当時の校風は︑とにかく自由︒でも︑ して感覚と技術を磨いた︒

自己責任の精神があった︒

かめだ・せいじ／ 1983年3月卒、57期生。早稲田大学第
一文学部卒。2004年に歌手の椎名林檎らと東京事変を
結成し、12年まで活動。音楽の普及にも力を入れ、19年
6月には実行委員長としてフリーイベント「日比谷音
楽祭」を開催。2日間でのべ約10万人が集まった。

26
写真＝小暮 誠

高校からの編入組。太陽観測に
没頭した日々が、ロケットエンジンの
新機軸開発につながった。

が育まれた武蔵時代は︑本当に大切

おおらかな武蔵で養われたのは
自らを律する力。自己責任の精神を
知り、本気で夢に向き合った。

ナをつくりました︒でも︑台 風で壊
れてしまって︒大失敗でした﹂

回記念祭の

Kuninaka Hitoshi

万円以

Kameda Seiji

30

平成最後の４月︒第
講演会に講師として登壇した︒
﹁じつは卒業以来三十数年ぶりの訪
問でした︒あのころと変わらない雰
囲気を感じて︑とてもうれしかった﹂
高校から武蔵に通った編入組だ︒
装もヘアスタイルも自 由で奇 抜︒ク

中学３年次に足を運んだ記念祭︒
﹁服
レイジーな雰囲気に圧倒されました﹂
と笑顔を浮かべる︒
﹁武蔵まで徒歩３分のところに住ん
でいたので︑武蔵は﹃ 最も近所にあ
る難関校﹄でした︒あの雰囲気にす
てみようと思ったんです﹂

50

亀田誠治

30

國中 均

97

っかり 魅了されて︑受 験にトライし

音楽プロデューサー／ベーシスト

宇宙科学研究所（ISAS）所長／
宇宙航空研究開発機構（JAXA）理事

編入後︑あることに気づいた︒記

20

40

文＝菅野浩二
写真＝品田裕美 ヘアメイク＝NATSU.
文＝細江克弥
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教室は、
まるで
大人の世界の
ジオラマでした

生かされた
「群れるな」
の校風

「苦難のとき」
に
少年時代は﹁学者﹂や﹁星博士﹂
と呼 ばれていた︒望遠鏡を買って天

持 ち 歌はＴＵＢＥの﹃シーズン・イ
機会が少なくないという︒なかでも︑

現在も仕事で卒業生と顔を合わせる
〝武蔵の絆〟を感じた忘れられない出

ン・ザ・サン﹄です﹂
武蔵時代︑歌と同じくらい熱中し

年︑文部科学大臣に就任した︒学

２００４年︑衆議院議員に初当選︒
習指導要領の改訂や英語教育の改善︑
年９月まで

で英語力を磨き上げた︒
﹁柴山︑みん

英語 劇やスピーチ︑ディベートなど

﹁成功した人はさかのぼると必ず苦

れて︑キング牧師の名演説﹁ I Have それが自身の生き方を左右する〝運
命の一冊〟となった︒

なの前でやってみろ﹂と先生に促さ

労した時代がある﹂という言葉を支

彰宏の﹃不器用な人ほど成功する﹄
︒

同 級生に一冊の本を贈られた︒中谷

り勉強を続けていた﹁苦難のとき﹂
︑

期待をしています﹂

のように進化していくのか︑非 常に

年を目前に控える武蔵が︑この先ど

は︑何が必要なのか︒創立１００周

たちがより自発的に勉強するために

校風だけでは︑なかなか親 御さんの

﹁世相を考えると︑自由奔放という

教育再生担当として辣腕を振るった︒

充実などが進むなか︑

﹂を︑発音も抑揚もそのま
a Dream!
まに唱えて盛り上げた︒

えに奮起した︒努力を重ね︑約７年

たのがＥ．
Ｓ．
Ｓ．
という英語の部活動だ︒ 来事がある︒弁護士をめざしてひと

﹁海外出張の際︑英語でプレゼンテ
をかけて司法試験合格を勝ち取った︒

笑顔を見せていたが︑その瞬間だけ

〝武蔵愛〟にあふれ︑取材中は終始

理解を得られないと思います︒生徒

通訳の方や現地の方に評価していた
だけるのは︑武蔵で培った英語 力と
度胸のおかげだと思います﹂

﹁自分で言うのも何ですが﹂と︑遠

ものが配られるんです﹂

がない︒そこで︑武 蔵カードという

﹁僕らは男子校なので︑女子に免疫

は表情が引き締まった︒

慮がちに切り出した︒

字が書かれており︑男子と女子の数

カードには１から６３３までの数
字の合 計が６３４になるとカップル
﹁仲良くなった方と文通をしたり︑

親父が﹃ぬるま湯に浸かるな︑大学

相手の学校の文化祭に行ったり︒ア

です︒選択肢は三つあったのですが︑

入学に後ろ向きだったわけではな

ナログなやり取りですけど︑温かみ

成立となる︒む︑さ︑し︑だ︒

ても自 由な校 風 だよ﹂との一言が︑

があって楽しかったですね﹂
エスカレーター式ではない武 蔵で学
ぶ道を自ら選んだ︒
初日の出来事を懐かしそうに話す︒

それがウルトラセブンの主題 歌でし

ラスバンドの演奏があったのですが︑

過ごした自由でおおらかな６年間に

で活躍するマルチな才 能は︑武蔵で

ーを果たした︒ドラマやクイズ番 組

在学中の１９８３年に映画デビュ

た！ ここはホントに自 由な学 校な

よって形成された︒

﹁年４回発行の季刊紙ですが︑秋に

より熱を注いだ︒

いとの思いから︑新聞 部での活 動に

将来はマスコミ関係の仕 事に就きた

役者という仕事に役立っています﹂

を多様な角度からとらえる視点は︑

思います︒自ら調べ自ら考え︑物事

大人の社 会へ出してもらったのだと

ガミ言われることもない︒一足 先に

高校の卒業式は忘れられない︒大
校に入ったんだな﹂と言ってくれた︒

講堂での式に参列した父が︑
﹁いい学
﹁６年間で一番うれしかったですね︒

券が必要とか︑今ならネットで探す
段は見 向きもされない新聞が︑これ

私 と 武 蔵

柔らかくほほ笑んだ︒

活を謳歌することができました﹂と︑

父が勧めてくれたおかげで︑学園生
高校時代の記念祭はその一つだ︒

武蔵での思い出はいくつもある︒

だけはあっという間にはけました﹂

ような情報を自分たちで集めて︒普

で発行するんです︒この学校は招待

女子中高の文化祭カレンダーを号外

中学時代は野球部と新聞部に在籍︒ ﹁校則はほとんどなく︑先生にガミ

んだという印象を受けました﹂

﹁入学 式で大講堂へ入るときに︑ブ

一足先に大人の社会へ
出してもらった

少 年の心に響いていた︒大学までの

い︒知り 合いから聞いた﹁武 蔵はと

は受験したほうがいい﹄と﹂

て︑他校も受験して合格していたん

﹁小学校では神童と呼ばれていまし

創立１００周年を控える
武蔵の進化に大きな期待

ーションする機 会も 多いのです が︑

19

体観測を楽しみ︑ロケットや宇宙開
発に思いを馳せた︒
だが︑小学５年生の林間学校で転
機 が訪れる︒ハンドマイク片 手に西
城秀樹になりきり︑喝采を浴びた︒
念祭のたびにステージに上がり︑得

歌に目覚めた︒武蔵の６年間では記
意のハイトーンボイスを響かせた︒
﹁クリスタルキングの﹃ 大 都 会 ﹄や
細川たかしの﹃ 矢切の渡し﹄を歌い
ました︒大学１年次にはプロの歌手
を夢 見て︑オーディションで少し聴
かせる安 全地 帯の﹃ワインレッドの
武蔵の人脈は太く︑結束は固い︒

みやかわ・いちろうた／ 1984年3月卒、 58期生。在学中
の83年に映画「家族ゲーム」で俳優デビュー、松田優作
と共演。同作品で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。
多彩な表現力を生かしてテレビドラマや映画に多数出
演し、クイズ番組の解答者としても活躍する。

柴山昌彦

心﹄を歌ったら︑不合格 ⁝⁝︒今の

二つの名門校を蹴って武蔵を選んだ。
入学式でさっそく自由な空気を感じ、
かけがえのない６年間を過ごした。

28
文＝粕川哲男 写真＝加藤夏子
写真＝小黒冴夏
（写真部）
文＝戸塚 啓
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18

武蔵時代で真っ先に思い出すのは歌。
何事にも本気で取り組んだ６年間が
あるからこそ、今の自分がいる。

宮川一朗太

前文部科学大臣／衆議院議員

高校の卒業式、
父の言葉は
忘れられない

しばやま・まさひこ／ 1984年3月卒、58期生。東京大学
法学部卒。98年司法試験合格。2000年弁護士登録。04年
自民党公募新人第1号で初当選。外務大臣政務官、総務
副大臣、首相補佐官、自民党筆頭副幹事長などを歴任。
18年10月から19年9月まで文部科学大臣。

Miyakawa Ichirota

Shibayama Masahiko
俳優

鼓舞してくれた
武蔵の絆

湯浅 誠
Yuasa Makoto

なことはなかった︒学 力と経 済 力に

くなくても校内の風紀が乱れるよう

ンと音がうるさいから︒校則が厳し

﹁下駄は禁 止︒なぜならカランコロ

記憶している唯一の不文律がある︒

校則がほぼないことで有名だが︑

ーが違う︒
そのことにまず驚きました﹂

なく一目 置かれる︒プライオリティ

でも武蔵は勉強ができる人間が例外

る子がトップで︑次が面白い子とか︒

るじゃないですか︒スポーツができ

﹁公立校は多様な価値観で動いてい

転した︒

編入するや︑
〝普通〟のものさしが逆

地元の公立中学校から武蔵高校へ

社会活動家／東京大学 特任教授

恵まれたいい子が多かったですね﹂

その空気感が肌に合って︑
﹃研究者に
歳のとき︑

なれたら﹄
という思いが強まりました﹂
内科の研究者だった

会ったらどんな言葉をかけますか﹂
突いているからこそ︑わかる人間に

授業は難解だった︒だが︑本質を
ったものに向き合う理科の〝おみや

ファスナーやシート型の虫眼 鏡とい

持つ人間たちが︑伸びやかで学究的

﹁タイムスリップして当時の自分に

時間︑電荷などの最小限の定義さえ
な校風を強めてきたと読み解く︒

げ問題〟を含め︑思考と記述の力が

記憶すれば︑あとは数学的手段を使

がぐっと磨かれた︒
中学に入学直後︑余計な力みが取

話ですが﹂と切り出し︑こう続けた︒

抜けに﹁さっきのタイムスリップの

する普遍性﹂だ︒取材の終盤︑出し

今︑関心を抱くのは﹁全生物に関

って考えればいい﹄というものです﹂

は問 題じゃない︒調べれ ばわかる︒
ただ︑考 えないことは恥 ずかしいこ
とだ﹂と言われ︑目が開かれた︒

にかく知識﹄という姿勢より︑考え

思っていました︒武 蔵に入って﹃ と
校の根津化学研究所に通って渡辺範

﹁高校時代の夏休み︑友人たちと学

医師になるつもりはなかった︒

絶対に面白いはずですから﹂

れこそ全生物の共通性の探究ですし︑

だ？﹄と勧めるかもしれません︒そ

地球外生命の研究も意識したらどう

武蔵を卒業後︑
医学部へ進む︒ただ︑ ﹁当時の自分には﹃いずれ見つかる

ることのほうが大切だと認識できた
夫先生と実験に取り組んだんです︒

ことは大きかったです﹂

んだ﹄と﹂

失恋のショックで
近代文学に没頭
高校２年次︑人生を変える衝撃的

と話す教師たちの姿も好きだった︒
﹁火炎瓶を投げていた若かりしころ
の思い出を回転 椅子に座ってクルク
ル回りながら語る日本史 教師︑１日
戯曲を読む英語の授業︒どれも面白

３行しか進 まないシェークスピアの

カントの作品を読み漁るようになっ

以上の価値はないと強く思っている︒

少が指摘される︒だが︑自由な校風

最近の武蔵は東京大学合格者の減

な出来事を体験する︒失恋だ︒
財務省に進んだ吉野維一郎だ︒

龍之介の﹃鼻﹄の批評文を書いたら︑

て︒そんなときに国語の授業で芥川

とりわけ影響を受けたのは︑現在は

﹁王寺は僕にとって︑文学や思想面

﹁進学校なのに︑説教臭い大人がい

かったですね﹂

での師匠ともいえる友人︒彼に刺激

山崎元男先生が褒めてくれてクラス

晴らしいことですよ︒この自由な校

ない︒そして本当の自由がある︒素

﹁それがきっかけで森鷗外︑太宰治︑

を受けて柄谷行人や吉本隆明を読み

来事はすごく自信になりました﹂

私 と 武 蔵

風をずっと維持してもらえたら﹂

のみんなに配ったんですよ︒あの出
進学校にもかかわらず︑校内には

ふけりました︒吉野は高校生ながら
鏡が壊れたときも﹃まあ︑金で買え

に人生訓を垂れる面 白いやつで︑眼

京都大学准教授になった王寺賢太と︑

教科書を用いず︑持論や体験を延々

自由で緩やかな空気が流れていた︒

う変わり者の部類でしょうね﹂

た︒私もどちらかといえば︑そうい

雀 荘に入り浸っていたやつもいまし

ないことを苦に１学期でやめたやつ︑

﹁高校から入ったけれども女子がい

一方で︑変わり者もちらほらいた︒

ゆあさ・まこと／ 1988年3月卒、 62期生。東京大学先端
科学技術研究センター特任教授、NPO法人全国こども
食堂支援センター・むすびえ理事長。第8回大佛次郎論
壇賞、第14回平和・協同ジャーナリスト基金賞を受賞
した『反貧困』
（岩波新書）など著書多数。

だが︑尊敬できる友人にも出会えた︒

﹃問題は金では決して買えないものな

るものはいいんだよ﹄とさらりと言う︒

﹁入学するまでは知識量が重要だと

面白そうなことに迷わず
手を出す人間が多かった

れた︒複 数の先生に﹁知らないこと

は限りなく理解しやすかった︒

というのが持論だ︒武蔵の入試は︑

た〝武蔵らしさ〟を成熟させてきた︑

〝武蔵らしさ〟が人を育て︑人もま

発見には不可欠だと思っています﹂

うした姿勢こそ新しい価値の創出や

手を出す人間が多かったんです︒そ

があって︑面 白そうなことに迷わず

﹁関心事の幅が広く︑教養に柔軟性

〝武蔵育ち〟も影響している︒

分野に飛び込んだ︒即時の転身には

食作用﹂の謎に強く引かれ︑新たな

トファジー﹂
の存在を知る︒細胞の
﹁自

細胞が自分の一部を分 解する﹁オー

30

と尋ねると︑苦笑しながら﹁いやあ︑

みずしま・のぼる／ 1985年3月卒、 59期生。東京医科歯
科大学医学部医学科を卒業後、同大大学院医学研究科
で博士課程を修了。2012年から現職。細胞の自食作用
「オートファジー」研究の第一人者として知られ、論文
の総被引用回数は7万回を超える。

求められる︒そうした挑戦を﹁受け

祖父は化学者。父は武蔵出身の医師。
物理が好きで、夏休みに研究の楽しさを
知った自身は今、細胞の謎に向き合う。

﹁小林奎二先生の物理の授業がすっ

Mizushima Noboru

人の話は聞かないと思います﹂と答

水島 昇
と入りました︒
﹃物理は︑質量︑長さ︑ て立とう﹂と思える気概と好奇心を

東京大学大学院医学系研究科 教授

えた︒
﹁自調自考﹂の環境で︑主体性

人もまた
武蔵らしさ を
成熟させてきた
高校から編入した。３年間で感じたのは、
自由がある素晴らしさ。平凡な進学校に
姿を変えてほしくないと思う。

30
写真＝慎 芝賢
文＝菅野浩二
写真＝東川哲也
（写真部）
文＝阿部花恵

31

自由な校風以上の
価値はない。
武蔵は武蔵らしく

モットーは︑
武蔵時代に得た
﹁良識ある非常識 ﹂
ピアニスト／作曲家

ピアニスター
HIROSHI

今も変わらない︒心にあるのは︑
﹁聴

それは プロのピアニストになった

ために何かをするのが好きなことに

こう 話すピアニスターＨＩＲＯＳ

﹁子どものころから何かに縛られる

ＨＩさんの個性は︑武蔵時代も貫か
く人に楽しんでほしい﹂というエン

気づいたんです﹂

れた︒時は１９７０年 代の洋 楽ロッ
ターテイナーとしての純粋な思いだ︒

ことが大嫌いだったんです﹂

ールの 高いブーツといった︑こだわ

ク全盛期︒肩まで伸ばした長髪にヒ
だったのですから︑固 定 観 念に縛ら

﹁クラシック音楽も発表当時は新作
れなくてもいい︒でも︑基礎に忠実に︑

りのファッションに身 を 包み︑学 校
に通った︒
ん︒武蔵時代に得た
﹃良識ある非常識﹄

原 曲へのリスペクトは忘れていませ

私立高校にも合格していたが︑武蔵
をモットーにしています﹂

武蔵には高校から編入した︒他の
を選んだ決め手は制服がないことと︑
ピ ア ニ ス タ ー ひ ろ し ／ １ ９ ８ ０ 年 ３ 月 卒、 期
生。 年 に 東 京 藝 術 大 学 楽 理 科 を 卒 業。 年 か
ら東京文化会館でコンサートを毎年開催。２０
０１年、第 回日本レコード大賞企画賞受賞。
54

衆議院議員／自民党政務調査会
副会長兼事務局長

武蔵の環境は「やんちゃな私には
心地よかった」。衆議院議員は
４期目。あのころの知の手法が
政治家としても生きている。

﹁一緒に勉強をしたり︑話を聞いたり︑

てほしい﹂と頼まれたことがあった︒
親御さんと話をしたりして何とか進

ゼロベースで
考える力が︑
生き抜く力に
株式会社グロービス・キャピタル・
パートナーズ 代表パートナー／
ベンチャーキャピタリスト

高宮慎一
Takamiya Shinichi

写真＝小黒冴夏
（写真部）

中学までは父親の仕事の都合で
主に欧州で生活した。
広い視野で個を尊重する武蔵の
土壌が、生き方を豊かにした。
文＝池田敏明

父の仕 事の関係でシカゴやアムス
テルダムで幼 少 期を過ごし︑９歳で
背中を押したのは﹁君の性格には武

帰国︒公立小から武蔵に進学した︒
蔵が合う﹂という塾講師の言葉だ︒
見立ての正しさはすぐ証明された︒
﹁確か︑フリーアドレス制のように︑
私の時代は科目ごとに好きな席を自
由に選べたんです︒好きな授業なら
自由度も高かった︒各 自のやる気に

最 前 列で聞けるし︑カリキュラムの
応じた仕組みや校風が︑やんちゃな
私には心地よかったですね﹂

心にゼロベースで考 える︒その環 境

選挙で選ばれた記念祭小委員長が中

特に印 象に残っているのは国語の

イギリスとオランダで過ごし︑高

で育ったことが今につながっている︒
いわく﹁ベンチャーキャピタリス

由を謳歌できましたし︑居心地はよ
かったですね﹂と︑当時を振り返る︒

いわば未踏のルートの開 拓 者 だ︒フ

トは﹃ 不 確 実 性のかたまり ﹄
﹂
︒ベン

事に就きたいと考えていたんです︒

リマアプリの運営などを手がけるメ

チャーは︑新しい市場や事業に挑む︑

武蔵は﹃ 何をするにも︑自分で考え

同社の飛躍に尽力した︒友人数人が

ルカリを支援し︑社外取締役として

生を 歩める プロフェッショナルな 仕

役に立つならそれをやればいいんだ

起業した会社を︑２０１８年に初値

肌の教師が多く︑どの科目でも本質

決められた型や正解はありません︒

﹁ベンチャーやベンチャー投資には︑

場するまでに導いた︒

ベース時価総額６０００億円超で上

的に考える力と意義を示してくれた︒

世の中の問題そのものを発見し解決

﹁ 自分にとっての幸せは何か︑それ

力がこもった︒

方について話すとき︑言 葉にぐっと

から絶対にぶれない︒そうした生き

分の中に確固たる軸をつくり︑そこ

勇気は武蔵での生活で磨かれた︒自

の答えを見つけ︑実 行に移す︒その

正解のない問いに対して自分なり

けてもらえたおかげです﹂

歩むべきという姿勢を武蔵で植えつ

れたレールを外れてでも信じる道を

策をゼロベースで考 える力や︑敷か

行事も生徒任せ︒記念祭の方針も︑

ら考え︑議論する力を養った︒学者

武蔵では︑多様なテーマの中で自

よ﹄と背中を押してくれました﹂

た結 果︑いいと思い︑それが社 会の

﹁子どものころから自分の意思で人

校から武蔵に編入した︒
﹁節度ある自

写真＝東川哲也
（写真部）

文＝阿部花恵

Kihara Seiji

木原誠二

平和の尊さを
語った大坪校長を
よく思い出す

99

ロックバンドの 活 動 が盛んだったこ
と︒幼 少から続けていたクラシック
ピアノの腕を買われ︑キーボード担
当として三つのバンドを掛け持ちし︑
授業の出席数は卒業単位ギリギリ

記念祭などで活躍した︒
をあえてねらった︒学校に行くと︑﹁今
日は吉田くん︵ 本 名 ︶がいる！﹂と
ずらっぽい笑みで︑こう続ける︒

クラスメートが喜んでくれた︒いた
﹁
﹃自由﹄を謳歌しすぎましたね︒で
も武蔵だから︑自分らしくいられた
のだと思います﹂
東京藝術大学２年のとき︑高校時
代の担任の先生から︑
﹁学校に来ない

43

級してくれました︒このとき︑人の

高校からの編入生がいる︒面倒を見

86

Pianistar-Hiroshi
右手でポップス、左手で古典音楽。
独創的なピアノの演奏で知られる
ピアニスターHIROSHIさんは、
武蔵でも唯一無二の存在だった。
文＝稲田砂知子 写真＝加藤夏子

授業だという︒
ずし字︑あの読み方を学ぶ授業がす

﹁古文書にも見られる変体仮名のく
ごく楽しかった︒おかげで古 典を原
書で読めるようになりました︒親も
読めない︑自分だけがわかる文字で
昔の本を読む経験が新鮮でした﹂
血肉となった教 養は︑大人になっ
﹁３年前からお能を習っていますが︑

てから思わぬところで役立った︒
お能の本は変体仮名で書かれている
﹄と

んです︒初心者なのにそれをスラス
ラ読めるから︑
﹃なぜわかるの
先生に驚かれました︒苦手だった数
学も必死に食らいつきましたね︒幾
向けの参考書を懸命に読み込んで︑

何の問題が全然わからなくて︑教師
なんとか理解してやろうと奮闘した
記憶があります﹂
すべ

情報の集め方︑
論理の筋道の立て方︑
本質に迫る術︒武蔵で培った知の手
法は︑よりよい日本をめざして政治
家になった今も自らの内に息づく︒
﹁政治の世界に入ってから︑平 和の
尊さを繰り返し語られていた大坪秀
二校長のことをよく思い出すように
蔵で過ごした日々のすべてが今の自

63

は自分で決めていいはずなんです﹂
たかみや・しんいち／１９９５年３月卒、 期生。
２０００年に特選論文を受賞し東京大学経済学
部を卒業。 年にハーバード大学ＭＢＡ修了後、
グロービス・キャピタル・パートナーズへ。

私 と 武 蔵

69

なりました︒そういう意味でも︑武

16

分につながっているのでしょうね﹂

93

10

32
33

08

!?

きはら・せいじ／１９８９年３月卒、 期生。政治
家。 年に東京大学法学部卒業後、大蔵省（当時）
に入 省。２００５年、衆 議 院 議員 選 挙で初 当選。
年 月から 年８月まで外務副大臣を務めた。
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S T OR Y T EL L ER
武蔵学園 学園記念室
元室長

三澤正男

練馬区の登録文化財にな
っ て い る 大 講 堂。2階 に
は学園記念室があり、武
蔵の歴史を伝える資料な
どが展示されている

みさわ・まさお／ 1971年
3月卒、45期生。編集・制作
の三澤制作所代表。現在
も学園記念室で「学園百
年史」に向けた研究員を
務める。

人類のフロンティアを
切り拓く学び舎

武蔵の学びは近道を嫌う。素朴な疑問を
抱いたら、古代や中世の人間と同じように
考えに考え抜く。教育ジャーナリストが
人類の歴史を踏まえ、武蔵の魅力を語る。

からどこに向かうのかをまじめ

幸であるのだが、武蔵には、そ

に考える人たちが集う。生徒も

古代人に毛が生えた程度の状態

ることこそ、中等教育（中学校

保護者も教員も。旧制七年制高

疑問を持っていただろう。彼ら

中世になると、これらの素朴

・高等学校課程）の役割だと私

校としての生い立ちを持つ学校

「個体発生は系統発生をくり返

な疑問を、科学の力が解き明か

は思う。戦前においては、旧制

ういう人たちはやってこない。

していく。幼児期が古代人に相

七年制高校が見事にそれを具現

現在グローバルな規模で、人

自分たちがどこから来て、これ

の歴史をたどるように形態を変

当するとすれば、大人は現代人。

の宿命なのであろう。

にあった子どもを人類のフロン

える。同様に「おぎゃー」とこ

その端境期にあたる思春期は、

していた。

ティアに立つ現代人に育て上げ

の世に生まれ出てからも、個体

さしずめ中世から近代における

はやがて文字を持つ。

発生が系統発生をくり返してい

人類の知的進化を追体験する時

類の閉塞感が高まっている。そ

す」という。たとえば人間の胎

るともとらえられる。ただしそ

た知的財産の文字情報の部分だ

児は胎内で、まるで生物の進化

こから先は、人類の進化の歴史

期だ。人類が数百年をかけて獲

ただし、過去の人類が獲得し

をたどる。

02

こに風穴を開け、人類のフロン

構成＝粕川哲男 写真＝東川哲也／小山幸佑
（写真部）
、篠塚ようこ、学園提供

けを頭に詰め込んだり、最新機

しいという願いをもたれていました。

得した知的財産を一気に身につ

いずれ世界を変える傑物になってほ

齢 200 年以上ともいわれる大けやき

赤ちゃんは初め、言葉を持た

います。中庭にそびえ立つのが、樹

ティアを切り拓くのはおそらく、

り、濯川のほとりで学んだ生徒たちが、

器を用いて中世の科学者の試行

豊かな自然が不可欠という確信があ

うな古い世代は「旧校舎」と呼んで

けなければならないのだから大

ていたようです。アカデミズムには

学校の校舎として使われ、我々のよ

ない。知能も低い。その代わり

きました。1969 年までは高等学校中

を授けてくれる学校ではなく、

の由来となったケム川をイメージし

キラキラとした
〝現代人の仮面〟

日本大震災などの苦難も乗り越えて

錯誤をスキップしてしまったり

の大学都市であるケンブリッジの名

することは、古代人に〝現代人

秋に発生した関東大震災、空襲、東

そのとき大事なのは、実際に

蔵に勤務する前年に、アメリカ、欧
州を視察した山本教頭は、イギリス

変だ。

旧制武蔵高等学校の校舎（現大学
3号館）の竣工は 1923 年4月。同年

グラウンドから見た校舎。左にある
のが理科・特別教室棟

大概において真の現代人の表

良吉教頭が濯川と命名しました。武

いるのだから。

徒たちが川幅を広げ、1925 年に山本

一つ
「東西文化融合」
を醸しています。

に宇宙を全身で感じている。音

本来は幅 30 センチほどでしたが、生

の趣があり、学園が掲げる三理想の

心休まる濯川は現在の生徒にも人気
の場所。四季折々の自然が楽しめる
うえ、たぬきなどが姿を現す

楽や踊りに本能的に反応するこ

き戸、正面玄関扉の格子模様には和

すすぎがわ

学園の中央を流れるのが濯川です。

人類の進化を一歩一歩たどって

性を静かに物語っています。

きた真の現代人を育てる学校で

線が奏でる幾何学的な美しさに目を
ひかれます。高窓最下部のガラス引

の仮面〟をつけるようなものだ。

ーの振り子が、
「真理の探究」の重要

それでは人類のフロンティアを

地球の自転を証明する巨大なフーコ

窓の垂直線とキャットウォークの水平

中世や近代の人々が経験した試

おり、玄関を入ってすぐの場所では、

行錯誤を追体験し、その経験を

鉄骨トラス構造による緩やかなア
ーチ型の大空間、天井まで伸びる高

とを通して他者とのコミュニケ

なく伐採したけやきも再利用されて

ーションが増していく。原始の

象を広げています。建設の際にやむ

は少しも損なわれていません。

ある。

生徒たちは充実した環境で興味の対

切り拓く力は獲得できない。し

照明や冷暖房設備などは更新されま
したが、創建時の意匠や歴史的価値

かし残念なことに、手っ取り早

験室のほか、天体観測ドームを設置。

幸か不幸か。いや間違いなく

化学、物理など各分野に特化した実

2011 年の改修工事で耐震性が高まり、

ことだ。たとえばフーコーの振

中学校の理科・特別教室棟です。生物、

やがて言葉を獲得する。宇宙

一博士で、早稲田大学大隈記念講堂、
日比谷公会堂なども代表作です。

濯川は、かつては千川上水の分水。
これを豊かにしたのは生徒たちで、
川幅を広げ、橋を架け、島を築いた

人類がそうであったのと同じだ。 体じゅうの細胞に染み込ませる

2017 年に完成したのが、高等学校

情はキラキラなどしていない。

りました。

竣工は 1928 年3月。設計は佐藤功

だって、目の前には人類未達の

足を踏み入れても感動します。

く〝現代人の仮面〟をつけるよ

とけやきを眺めながら物思いにふけ

うな教育を「最新の教育」だと

する存在で、私も授業中にぼんやり

転、内部空間は明るく優美で、何度

り子をじーっと眺めて感じて思

重厚で威厳を感じさせる外観から一

索する時間を持つことだ。それ

室からも見える大木は心を穏やかに

を 理 解 し よ う と し 始 め る。
「な

学園全体の象徴といえるでしょう。

やきは、武蔵に学ぶ子どもたちの姿

ん で 空 は 青 い の？」「 水 平 線 の

に重なります。
「旧校舎」の、どの教

荒野が広がっているのが見えて

典でのみ使用される特別な場所で、

思っている人たちも少なくない。

です。若いときにぐんと成長するけ

をして初めて本当の現代人とし

蔵学園大講堂は基本的に入学

て人類のフロンティアに立てる。

武 式や卒業式、記念祭などの式

向 こ う に は 何 が あ る の？」
。お

旧制武蔵高等学校が建てられた当時の写真。中央
が校舎で、現在は大学3号館として使用されてい
る。左手の長屋状の建物は尋常科の寮

教 育 ジ ャ ー ナ リ スト が 見 る 武 蔵
そらく古代の人たちも全く同じ

たゆみない知をうたう建造物と自然

武蔵の学びは、伝統ある建造物と
小川が流れ樹木に囲まれた
豊かな自然を抜きには語れない。

35

知 の 歴 史 を 語る建 造 物

［ 武 蔵 の は な し 03 ］
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おおたとしまさ
Ota Toshimasa
1973年生まれ。麻布中学・高校出身。
東京外国語大学中退、上智大学英語
学科卒。中高の教員免許を持つ。
『受
験と進学の新常識』
（新潮新書）
、
『名
門校「武蔵」で教える東大合格より
大事なこと』
（集英社新書）
、
『名門校
とは何か ？ 人生を変える学舎の
条件』
（朝日新書）など著書多数。

文＝おおたとしまさ 写真＝小山幸佑／掛 祥葉子（写真部）
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次の100年を
さらに豊かに
学校法人根津育英会
武蔵学園 理事長

武蔵高等学校中学校
校長

根 津 公一 ×杉 山剛士

［ リ ー ダ ー 対 談 ］
初代根津嘉一郎が武蔵を立ち上げてもうすぐ 世紀が
経つ。その間、
「建学の三理想」を土台に優秀な人材を
多く送り出してきた。次の100年でさらに輝きを
増すために、武蔵はどうあるべきなのか。ともに
武蔵卒業生の理事長と新校長が言葉を交わし合った。
写真＝篠塚ようこ、学園提供

根津 私の父である２代目根津
根津 イギリス人の友人がこん

き合いたいですね。

生徒最優先の仕掛けを教職員が
生みやすい環境を用意したい
嘉一郎は、
「変わらないために変
わること」
の大切さを説きました。 なことを言っていました。
「パブ

に“変わらない武蔵のアイデン
とだ」と。彼らは、エリートを

番人気は出身校の教師になるこ

す職業の二番人気は外交官。一

ティティー”をより強固にする
育てるためにはエリートが必要

リックスクールの卒業生がめざ

という考え方です。
に同じ意味で本校に戻ってきて

であると考えます。私は、まさ

変化する時代に合わせて、教育

杉山 建学の三理想ですね。

も変わる。その姿勢が、結果的

根津 そのとおりです。約１０
くださった杉山先生に大いに期

けさせていただいた最大の理由

０年前に掲げられたものですが、

は、やはり母校であることでした。

杉山 私がこのお役目を引き受

杉山 私も、建学の三理想が持

待しています。

つ先見性は本当に素晴らしいと
それから、武蔵の設立に際して

武蔵の精神を表現する指針とし

感じています。現在の日本は少
家の繁 栄は育 英の道に淵 源 す

初代根津嘉一郎さんが抱いた「国

て色あせません。

子化問題やグローバル化の進展
る」という思いにあらためて共

えん げん

といくつもの変化に直面してい
ますが、建学の三理想は、この
感したことです。私自身も母校
真に信頼され、尊敬されるリー

のそうした活動に貢献したい、
ダーを育てたいという思いを強

教 育の 指 針 と なり 得 る。
「未来
をつくる」という教育の本質は、
く抱いています。

先行き不透明な時代においても

どのような時代においても変わ

りと維持していきたいと考えて

りません。建学の三理想が持つ

います。

根津 まさにそのために必要で

教師は生徒たちがワクワクする

あると考え、武蔵は早くからリ

育方針として揺るぎません。三

投げかけを準備し、生徒たちは

めながら、真摯に生徒たちと向

理想にある「自ら調べ自ら考え

メッセージをじっくりとかみし

ベラルアーツやアクティブラー
る力のある人物」を実現する手

根津 私の経験上、教育の現場

あると考えています。

段の一つとして、とても重要で

いる国外研修制度も、まさにそ

根津 １９８８年から実施して

のこそ自主性です。

と向き合う。そこで育まれるも

みんなで協力しながらワイワイ

にも向き合いながら、その結果、

望を叶えるという現実的な課題

もちろん、高校卒業後の進路希

杉山 私自身も同じ考えです。

「ワクワク」と「ワイワイ」です。 られた“武蔵らしさ”をしっか

場で実践してきたわけです。

杉山 私も身をもって体感しま
と思っています。たとえば、外

にはより多くの具体例が必要だ

年後、 年後に輝ける人材を

をし、対話をし、観察をし、討

した。生徒自らが主体的に実験
論をし、レポートを書くという

国人と真剣に対話しようとして

杉山 同窓会の方々にご支援い

の一環です。

ものに近づいています。だから

大学入試は武蔵の教育方針その

育てる教育を実現したいですね。

こそ、ご期待に応えられるよう

ただくことにより、近年は海外
人程度の派遣が

ば相手との関係性を築けないこ

提携校へ年間

初めて、自身に主体性がなけれ
とに気づくわけです。リベラル

からの武蔵においても主軸の教

20

志と意欲が大切

ニングという考え方を教育の現

すぎやま・たけし／1976年
3月卒、50期生。東京大学教
育学部教育学科を卒業後、
同大学院教育学研究科修士
課程修了。埼玉県教育局で
の勤務を経て県立浦和高等
学校長などを歴任。2019年
4月、梶取弘昌前校長の後
任として武蔵高等学校中学
校校長に就任した。

アクティブラーニングは、これ

10

構成＝細江克弥

nezu-muse.or.jp/

杉山剛士（右）
体例をもって示す場でなければ

はなぜ必要とされるのか。これ

アーツやアクティブラーニング

その仕掛けにハズレがない」と

蔵にはさまざまな仕掛けがあり、

面談で、こう言われました。
「武

実現しています。ある生徒との

目標に向かって奮闘と努力がで

根津 志と意欲があり、何より

組みたいと思います。

に私自身も気を引き締めて取り

（笑）
。その言葉は、武蔵の特長

柄ではなく、その人の奮闘と努

きる人材を育てていきたいです

力を重視していたそうです。

ね。初代根津嘉一郎は学歴や人

杉山 努力は嘘をつかない。そ

心してしまいました。
根津 確かに“自主性”を象徴

れは、予想が難しい未来におい

を言い得たものであると妙に感
心を刺激する教育であるべきで

私の仕事は、そうした生徒最優

する言葉ですね。理事長である

杉山 おっしゃるとおりです。

る武蔵の授業の最大の特長は、

根津 同感です。才能や人柄は、

ても真理である気がします。
努力の上に成り立つものと言っ

先の仕掛けを教職員が生みやす
尽きると思います。これからも、

ていいかもしれません。

私 と 武 蔵

努力は嘘をつかない。
それは、
予想が難しい未来においても真理

１００年間にわたって築き上げ

い環境を用意すること。それに

はないかと思います。私が考え

加えて、学びの根本にある好奇

ならないと思うのです。

からの学校とは、その答えを具

20

ねづ・こういち／1969年3月
卒、43期生。
祖父は武蔵創設
者の初代根津嘉一郎。慶應
義塾大学商学部を卒業後、
東武鉄道に入社。
2006年4月、
10代目として学校法人根津
育英会武蔵学園理事長に就
任。公益財団法人 根津美術
館理事長兼館長なども務める。
座線・半蔵門線・千代田線）
開館時間：午前10時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）
休館日：月曜日、展示替え期
間、年末年始（月曜日が祝日
の場合、翌火曜日）
HP： http://www.
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1

「目標に向かって奮闘と努力ができる
人材を育てていきたい」と根津理事長。
杉山校長は「好奇心を刺激する教育
であるべき」と話す

根津公一（左）
根津理事長が理事長兼館長を務める
根津美術館は1941年に開館した。1940
年に他界した初代根津嘉一郎の収集品
をもとにつくられ、国宝7件、重要文化
財87件、重要美術品94件を所有。絵画、
彫刻、陶磁、漆工など約7400件に至るコ
レクションを、各展覧会を通じて目に
することができる。

基本情報
所在地：東京都港区南青山
6-5-1
最寄駅：表参道駅（地下鉄銀

尾形光琳の国宝などを
所有する根津美術館

O U R

F E A T U R E

6 3 4

［ 武 蔵 の は な し 04 ］

S T OR Y T EL L ER

入試でも理解に至るまでの筋道を重視

単に知識量を求める入試問題はない。
いかに深く物事を考えられるか。
好奇心と探究心の強さが測られる。

糸巻きと板を使った
＂お
みやげ問題＂は2003年
に出題された。暗記力
だけでは解けない

高野橋雅之

たかのはし・まさゆき／
1985年3月卒、59期生。89
年に東京大学理学部数学
科卒業。数学科専任教諭
や進路情報部主任を経て
2015年から現職。

過去、入試の理科では、2本のひもが
配られ、なぜほどけ方が違うのかを
述べる問題が出された

事をまっさらな目で見て、本

物 質を見抜く。身近にあるもの

を観察して、新たな発見に感動する。

見いだすなど、手段は問いません。
肝心なのは理解に至る筋道を立てら
れているかどうかだと考えています。

創立当初から続く伝統は、現在の武

国語も同じです。どれだけ深く掘

蔵のアイデンティティーにもなって

り下げて理解し、言語化できている

います。

かを採点する側は見ています。字数

その象徴が入試の理科＂おみやげ

制限のない記述問題もありますが、

問題＂でしょう。過去には「糸を巻

長々と書き連ねることを重視してい

いてある糸巻きと細長い板があり、

るわけではありません。簡潔な文章

板に沿って糸巻きを動かしたとき、

が本質をとらえていれば正解になる

糸を引く方向を変えるとどんな動き

場合もあります。

が発見できるか」という問題が出さ

どこを丁寧に見ているのかは、公平

理的な特徴をつかめているか、向き

性を期すために説明会などを通じて

を変えたときの動きを分析的に理解

積極的に伝えています。努力の方向

できるか、構造の違うもの同士を比

性がわからないまま勉強させるのは、

較できているか、などを評価します。

子どもたちに申し訳ないと考えてい

私たちは、正しく見て、正しく伝える

るためです。小学校の調査書や面接

ことができる能力を重視しています。

を入試の判断材料にしないのも、公

入試は筆記のみの4教科。配点は

平性を保てなくなるため、という理

国語と算数が各 100 点、社会と理科

由からです。調査書や成績表は、ど

が各 60 点です。いずれも記述と論述

うしても各校で基準が異なってしま

の解答形式をとっているのは、
＂書く

います。面接を行わないのも、小学

力＂がある子を本校が求めているか

生の人間性などを短時間の対話だけ

した数字が正解になることもあり得

で公平に見極めることは難しいと考
えているためです。
武蔵が求めるのは、学ぶ意欲が高

ます。そこを見抜くために、記述の

い子です。好奇心と探究心と馬力が

過程でカギとなる数字がきちんと出

あり、武蔵の環境を 120％活用できる、

せているかどうかを判断しています。

そんな子たちにこそ、ぜひ入学して

計算、図解、表をつくって規則性を

ほしいと思っています。

写真＝片山菜緒子（写真部）
、学園提供

2枚の磁石の板が引き合う強さにつ
いて気づいたことを書く、という問題
も。図解は禁止という条件がついた

武蔵がどのような採点基準を設け、

れています。この解答を通じて、物

たとえば算数なら、勘でパッと出

構成＝阿部花恵

武蔵高等学校中学校 副校長

学 園 長 か ら の メッ セ ー ジ

構成＝菅野浩二

観察力を問うのは伝統。1922
年の第1回入試では3枚の葉の
違いを述べる問題が出た

ro m
ge f

H

a
ead m

st er

写真＝小山幸佑
（写真部）
、学園提供

力こそ、やがて「生き抜く力」になっ
ていきます。

きる力」です。ICT（情報通信技術）
や AI（人工知能）の進化によってめま

創立 100 年を間近に控えた今、武蔵

ぐるしく変化する世界で「生き抜く力」

は進学指導にもより力を入れています。

と言い換えてもいいでしょう。

各生徒の「学びたいこと」
「やりたいこ

私が武蔵高等学校に編入したのは

と」を、武蔵を卒業してからも最適な

1947 年のことでした。国語や数学とい

環境で極めてほしいという思いからで

った一般教科に加え、

す。たとえば高校生を

「 江 戸文 学」や「西洋

対象に、進路相談や授

哲学」といった授業も

業外の個別学習指導と

行われていました。す

いった体制を整え、一

ぐに役立つ知識の習得

人ひとりのさらなる飛

や大学入試のみを見据

躍を後押ししています。

えた学びでなく、幅広

中国の思想家である

い教養を養う伝統は今

孔子に「吾十有五にし

もしっかりと根づいて

て学に志す」という言

います。昨今、重要性

葉があります。
「自分

が指摘されている「リ

は 15 歳のとき学 問に

ベラルアーツ」
、いわば

志を立てた」という意

総合的な学修である
「教

味で、十代で抱く志の

養教育」を重視する環

重要性を指摘していま

境で、生徒たちは世界

す。教職員一同、
「学

史と日本史の学びを結

びたい」
「挑戦したい」
という強い志を持つ皆さんとともに、

びつけたり、数学を物理に巧みに応用

どの科目も記述式の問題が多い。本
質をとらえていれば、短い文章でも
正当に評価される

sa
M es

武蔵ではどのように成長できるのか。
入学志望者やその保護者に向け、
卒業生でもある学園長が言葉を届ける。

武蔵での６年間で育まれるのは「生

らです。
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思 考と 表 現 が 求 めら れ る入 学 試 験

したりしながら、
「自ら調べ自ら考える

好奇心と向上心を満たしながら「生き

力ある人物」に近づいていきます。
「自

る力」を育んでいく日々を心から楽し

ら考える力」を鍛えるためには、多分

みにしています。

野で知的好奇心を満たし、いくつもの
「わかった！」を絡めて教養を深めてい

武蔵学園 学園長

有馬朗人

くのが一番の近道にほかなりません。
豊かな教養に裏打ちされた柔軟な思考

Pro fi le

ありま・あきと／ 1950年3月卒、22期生。物理学者。58年に東京大
学大学院で理学博士号を取得。ニューヨーク州立大学ストーニー
ブルック校教授、東京大学理学部教授、東京大学総長、理化学研究
所理事長、参議院議員、文部大臣、科学技術庁長官などを歴任。
2006年4月から武蔵学園学園長を務める。10年に文化勲章を受章。

38

森 智浩さん

三谷聖一郎さん

山﨑俊德さん

（高校２年生）

（高校２年生）

（高校２年生）

「特別授業」は生徒の
希望に沿って行われる

もので、最近では「モテるとはどうい
うことか ？」という特別授業が印象に
残っています。各自が本や経験をもと
に意見を交わしました。これまでのテ
ーマは「世界史の諸問題」
「調理実習」
「漁業実習」など多岐にわたり、人間と
しての幅も広がります。
高校１年の政治経済の授業も刺激的
でした。英語で話される世界の政治ニ
ュースを聞き取って日本語で議論した
り、数学の知識を使ってデータを通し
て経済を見たりと、

教科横断型の授業で
柔軟な思考力が
養われました。

武 蔵 の 伝 統 に「自 ら 調 べ 自 ら 考 え
る」というものがあります。定期テス
トも記述式が多く、中学２年の歴史で
は「鎌倉幕府が設立された年には諸説
あるが、自分が考える年はいつか述べ
よ」といった問題が出ました。

どの科目でも論理的な
文章力が求められます。
だからといって、中学に入学してす
ぐに主体的な思考ばかり求められるわ
けではありません。

中学では
基礎固めも重視

されます。数学では基礎演習を積み重
ね、英語では基本例文をいくつも暗記
するなど、
「自ら考える」ための素地づ
くりをしっかり行います。

大学教授にも
ひけをとらないほど
豊かな知識を持つ先生方
が日々、好奇心を刺激するような授業
を行ってくださいます。高校２年の

国語の授業は
ゼミ形式で実施

されています。扱う小説や文章を生徒
たち自身で調べ、議論を重ね、解釈や
見解を発表し、疑問があれば質問をぶ
つける。三理想に記されている「自ら
調べ自ら考える」授業は、各自の知見
を広げてくれます。
学ぶ意欲を後押しする制度も整って
います。海外大学に進学を希望する生
徒に向けた奨励金制度もあり、僕自身
も「世界に雄飛するにたえる」人間に
なりたいと考えています。

會田幸樹さん

藤本夏輝さん

（高校３年生）

（高校２年生）

（高校２年生）

部活動は武蔵の特長の一つだと思い
ます。特に文化部は種類が豊富で、授
業外で自分たちの興味や関心を追求す
る場がそろっています。文化部は中高
合同の形が多く、特に

通常の授業を含め、本物にふれる機
会が多い点が魅力です。学校山林遠足
や民泊実習など、

小学生のころから理科が好きだった
ので、天体観測ドームをはじめ

中学時代は高校生の
知見を吸収できる

利点があります。僕自身は地学部に在
籍し、日本地球惑星科学連合の2019年
大会で「伊豆大島野増層における火山
砕屑物の堆積環境と噴火口の位置の推
定」という調査を発表する機会に恵ま
れました。武蔵では個人の自由度が高
く、いろいろなことに挑戦できます。
また、授業ではレポートの提出を求
められることも多く、

物事を論理的に考えて
言語化する力をつける

自ら体験して知識力や
人間力を磨く行事

が少なくありません。中学３年のとき
に山梨県の清里高原で行われる天文実
習は望遠鏡そのものの構造から学ぶも
ので、かけがえのない１泊２日を過ご
すことができます。

生徒のやる気に
応えてくれる校風

も成長を後押ししてくれます。僕自身
は先輩と３人で先生に掛け合い、クイ
ズ愛好会を立ち上げました。文化部は
特に自分たちで何事も決める場面が多
く、自主性や協調性が育まれます。

ことができます。

小網

12人の在校生が明かす

とことん楽しい、
僕たちの 武 蔵
100年近くも前から世界の多様性を
受け入れる精神と地球規模での活躍を説き、
近年重視されている生徒主役のアクティブラーニングを
実践してきた。12人の在校生が、時代に先駆けた
学び舎であり続けた武蔵の現在地を教えてくれた。
構成＝菅野浩二

涼さん

充実した設備がそろう
理科・特別教室棟

のある武蔵は僕にとって理想的な学校
です。国語や社会と同様に理科もレポ
ートを書く機会が多く、論理的思考が
求められる環境も肌に合っています。
部活では

長い歴史を誇る
太陽観測部の部長を
務めています。

國中均さん、庄司義和さん、佐藤毅彦
さんといったJAXA（宇宙航空研究開
発機構）で活躍する大先輩も在籍した
場所です。僕自身も将来は宇宙工学や
天文学などに関わる仕事ができればと
考えています。

写真＝高野楓菜（写真部）

小村旺輔さん
（中学３年生）

宮本恵太さん

菊池 亮さん

（高校２年生）
僕自身の夢は

「周りの人を笑顔に
できる人間になりたい」
というもの。誰かを幸せにするには
「自分ができることや知っていること」
が多いほうがよく、幅広い知識を持つ
先生たちや各自の関心事にのめり込ん
でいる同級生から得られる刺激は、間
違いなく自分の人間としての幅を広げ
てくれます。
高校１年のときに１年をかけて行った

「総合講座」も
印象に残っています。

僕自身は「ファンタジー入門」を受講。
映画を解釈したり、友人と意見を交わ
し た り し て「フ ァ ン タ ジ ー と は 何 か
？」について考察しました。

（中学３年生）
「やってみたい ！」という熱意を、し
っかりと支えてくれる環境が整ってい
ます。実際、
「日経STOCKリーグ」に参
加したいと言ったところ、ある先生が
顧問になってくださり、そのプログラ
ムにエントリーできました。先生のお
かげで、

大和証券の方の
講義を受けられた

のも貴重な経験だと感じています。
中高一貫校なので、

中学３年の１年間を
受験勉強に費やさなくて
いい点も魅力

中学３年間で打ち込んだ野球部の活
動では、チーム一丸となって練習に取り
組み、練馬区でベスト４という成績を
残すことができました。最近のサッカ
ー部は都大会の常連になっていますし、

「文武両道」を
実践する校風

が気に入っています。
授業では自分の意見が求められる場
面が少なくありません。

自分の頭の中の思考を
いかに的確に言葉に
変えるかが大切

です。そうした点では、小学生時代、中
学入試に際して大人の方が知識を得る
ような新書などを多読した経験が生き
ていると実感しています。

です。約２カ月の夏休みで「自分のや
りたいこと」にじっくり向き合う中学
３年生も多いようです。

伊藤 創さん
（高校３年生）
「かっこいい男とはどんな存在か」。これが入学
式当日、中学１年の最初に出された宿題でした。

「武蔵ってやっぱりこういう
学校なんだな」
と感動

したのを覚えています。今思えば、先生は今後
自分が進むべき道を考えさせてくれたような気
がします。
意欲に応えてくれる環境が整っているのも武
蔵の魅力です。僕自身は科目等履修生として

武蔵大学の英語の講義を受講。

加えて、大学の図書館を活用したり、国外研修制
度を利用してフランスに短期留学したりと、積極
的に自分の成長を促すことができています。

石井俊輔さん
（高校２年生）

中学３年の卒業論文では、以前から興味があっ
た言語学をテーマにしました。

中高生は武蔵大学の
図書館を利用できる

ため、他の学校の中学生ではめったに手にでき
ないような文献をいくつも参考にすることがで
きました。
自分にとって大きな意義を持つのはREDプ
ログラムです。中学１年から英語で科学を学ぶ
３年間を過ごしたことで、英語力が着実に伸び
たと実感しています。今ではインターネット上
に無料で公開されている海外の大学の講義を聴
講する力もつき、

国外の大学への留学も
視野に入れています。
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波多野 圭さん
（高校２年生）
武蔵伝統の記念祭では模擬店の企画運営をま
とめる役割を務めました。入学直後の中学１年
生を含む70人ほどを束ねながら、保健所に行っ
て出店の許可を得たり、原価計算をしたり、ど
うやったら売れるかを考えたりと、

実社会を疑似体験できました。
授業では中学３年の理科がとても印象深いで
す。教科書は使わず、１年を通してさまざまな
実験を繰り返しました。光の屈折など自然界に
存在する法則をグループワークで見つける取り
組みを重ねるなかで、

議論する力や伝える力も
鍛えられたと感じています。
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同 好 会 など

陸上競技 及び
サッカーグラウンド
6 野球グラウンド
5

9 テニスコート

大講堂及び
記念室

1928年に佐藤功一氏
の設計により建築さ
れた大講堂は欧州の
ゴシック様式の意匠
で、2016年に練馬区
の 登 録 文 化 財 に。2
階の記念室には、創
立からの貴重な資料
や物品が公開展示さ
れている。

13

8
テニスコートを含め、充実した
スポーツ環境が整う。人工芝の
サッカーグラウンドは雨でも練
習可能。
「ここでサッカーがし
たい」と入学する生徒もいる。

16

9
7 高中菜園
近年は主に中学2年
生が利用する。生物
の授業の一環として、
水やりや追肥も自分
たちで行いながらと
うもろこしやトマト
などを育て、収穫ま
での過程をレポート
にまとめる。

15
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6

2
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1

7

9

5
3

4

13 大学図書館
14 大けやき

2 理科・特別教室棟（新棟）

現在は大学3号館として使用され
る旧制高校時代の校舎（右下）に
隣接する大学図書館は高中生も利
用可能。65万冊の蔵書を誇る空間
で勉学に励む生徒も多い。窓から
見える大けやきは「ねりまの名木」
に指定されている。

3 高中図書館・生徒集会所（食堂）
3、
4階の高中図書館は約8万冊の本を収蔵。
約100席の閲覧席が利用できる。昼食は弁
当が基本だが、図書館棟1階の食堂では手
ごろな価格のランチも提供している。

4 階建てで、五つの実験室や天体
観測ドーム、気象観測装置などが
そろう。設計に理科教員が携わり、
化学実験室の床は薬品を拭き取り
やすい素材、地学実験室には石な
どが割れないようにじゅうたんを
敷くといった配慮が行き届く。

17 根津化学研究所

入試情報

武蔵高等学校中学校
所在地：東京都練馬区豊玉上
1-26-1

校外施設

ACCESS

募集要項や学校説明会の情報は
下記にてご確認ください。

https://www.
musashi.ed.jp/

中学入試
過去問題集を販売中
教員による解説・講評つきの中学
入試過去問題集を販売。ご希望の
方は武蔵高等学校中学校事務室ま
でお問い合わせください。
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16 濯川
江戸時代の中新井
分水がルーツ。春
は桜、初夏は新緑
や根津美術館の庭
園から株分けした
カキツバタ、秋は
紅葉と、四季の変
化を水面に映し、
生徒や教職員に安
らぎを与えている。

1936年に設置された。初代所長の玉蟲
文一は東京大学名誉教授を務めた理学
博士で、旧制高校時代に理科の教員と
して物理化学の学びの礎を築いた。

せいざん

赤城青山寮
群馬県赤城山の大沼湖畔に立
つ。主に中学1年生が山登り
や 自 然 観 察 を 行 う3泊4日 の
「山上学校」で利用する。

り

11

14

も

総合講座の一環として2011年からや
ぎを飼育。現在は30人ほどの高中生
が「やぎ班」として、5頭の世話と研
究を行う。多様な環境に適応できる
やぎは、武蔵の校風にも重なる。

12

10

イラスト＝中根ゆたか

4 やぎ小屋

書道同好会
軽音楽同好会
文芸同好会
クイズ愛好会

すすぎ が わ

太陽観測部
化学部
地学部
民族文化部
将棋部
奇術部

写真＝小山幸佑（写真部）、篠塚ようこ、横関一浩

気象部
物理部
生物部
音楽部
E.S.S.
鉄道研究部
ジャグリング部

武 蔵 とい う 環 境

文化部
バスケットボール部
水泳部
卓球部
硬式テニス部
剣道部
山岳部

学びの水 脈と対 話の杜

運動部
サッカー部
バレーボール部
野球部
軟式テニス部
陸上競技部
合気道部

文＝菅野浩二

11

学園中央を流れる濯川は、一世紀続く「学びの水脈」
の象徴。
豊かなキャンパスは、生徒同士が知的好奇心を刺激し合う
「対話の杜」。未来につながる濃厚な時間と空間が整う。

武蔵の部活動

学校山林

武蔵山荘

1940年から埼玉県毛呂山町で
育林を続ける。
毎年5月に中学
1年生が「山林遠足」を通して
交流を深める。

長野県白馬村の八方尾根黒菱
にある無人の山小屋。主に山
岳部が春や冬の合宿に使用し
ている。

・西武池袋線「江古田駅」から徒
歩６分、
「桜台駅」から徒歩８分
・都営大江戸線「新江古田駅」か
ら徒歩７分
・西武有楽町線「新桜台駅」から
徒歩５分
・中野駅から関東バス江古田駅
行「江古田駅」下車徒歩５分
・高円寺駅から関東バス・国際
興業バス赤羽駅行「豊玉北」下
車徒歩５分
・目白駅から都営バス練馬車庫
行「武蔵大学前」下車徒歩０分
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