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「水桜会だより」
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昨年度 OBOG 懇親会 大学競泳、関東ｲﾝｶﾚ 4 部優勝報告などを中心に。
・関東学生選手権男子競泳四部優勝、三部昇格が報告された。昭和 30 年前後に
一部にいたが、約 60 年ぶりに浮上することができました。
三部までの学校は運動部推薦入学が多く、四部優勝は大いに評価に値いします。
水桜会からお祝い金を贈呈しました。
・ご出席いただいた福井大学長から大学新設プールの件で、厳しい建築条例の
範囲で、計画立案に、多大な努力をいただいているお話をいただきました。
・青木成夫さん(S49 高)から、東日本大震災後、南三陸町で半年間医療活動をし、
被災地での貴重な体験談は、多くの出席者の心に感じるものを与えました。
・佐藤夏生さん(H8 大)から、現役に対して、社会人になる心構えとして、単な
る学力競争だけでなく、アイディア勝負が大切であるとの経験にも基づいた
話をいただいた。また、五部対抗参加賞として、「’2012 水桜会ピンバッジ」
をデザインしていただき、会場内で全参加者が胸につけました。いつまでも
思い出になるよう期待しております。
・現役は、毎年懇親会に全員出席しているが、就職活動にプラスと思われます。
本年は、9 月 1 日(日) 開催を予定しております。
昨年度 五部対抗戦
OBOG 懇親会当日、大学プールで、
「五部対抗水泳大会」を開催。OBOG、大学
水球チーム、競泳チーム、男子部、女子部の選抜チームも参加し、競泳リレー
や、親睦水球試合を実施しました。
・200m メドレーと 200m リレーを実施、全員が参加。特に 200m メドレーは、
大学競泳と男子高等科が 0 秒 5 差の接戦であった。
・水球 7 試合。大学女子、女子高等科も参加。OB 対現役は現役が勝利。
本年は、9 月１日(日) 開催を予定しております。
大学水球チーム
プレーヤー11 名、女子マネージャー8 名、計 19 名。
11 月から 3 月中旬まで、陸上トレーニングによる基礎体力作りや、早大、専修
大、首都大学東京などの室内プールをお借りして、他の学校や OB に練習相手
をしていただいている。夜間練習が多く、深夜帰宅になっている。
2 月 23 日より、東日本リーグ戦がスタート。中主将、関根副将を中心に、各学
年バランスの良い陣容になっている。特に、競泳チームと合同でスイム練習も
積み、泳力負けしないチームになってきた。プレーヤーを支えるマネージャー
も効率の良い練習ができるよう最善の努力をしている。5 月の連休には、大学プ
ールで強化合宿も予定している。期待してください。

尚、水球チームの近況は、下記ＨＰ（特にブログ）をご覧ください。
http://sports.geocities.jp/kki_ted/home.html
大学競泳チーム
3 月 8 日学習院創立百周年記念会館で開催される「平成 24 年度学習院桜友会輔
仁会課外活動優秀団体表彰式」において、「水泳部競泳部門第 85 回関東学生選
手権水泳競技大会男子４部優勝・３部昇格」の活躍が、団体部門賞として表彰
されることになりました。（父母会・桜友会褒賞金４万円）
本年もなお一層の飛躍をご期待ください。
8 月の関東インカレで、男子 3 部優勝、女子 2 部二桁得点を目標に掲げている。
一方、冬場の練習の環境は相変わらず厳しい状態で、男子部のほか、藤村水泳
教室、ルネサンス高田馬場、ビッグボックス高田馬場のご厚意により、営業時
間以外の早朝、深夜、営業休館日に、練習している。
4 月下旬には、伊東で、3 年目の強化合宿も予定している。
現役の頑張りに報うべく、充分な練習が出来る環境を OB として探してあげたい。
現在、部員数は 43 名の大所帯。今後とも引き続きご支援の程お願いいたします。
尚、競泳チームの近況は、下記ＨＰをご覧ください。
http://gakushuinswimteam.blog129.fc2.com/blog-date-20130218.html
男子部水泳部
昨年 6 月 2 日に高等科附属戦が目白の中高プールで行われました。石田悟主将
(高 3)を始め各種目のエースが活躍し、106 対 92 で学習院の勝利となりました。
夏季合宿に関しては、高等科が 7 月 27 日から 31 日まで校内合宿を、中等科は 8
月 4 日から 8 日まで河津での合宿を行いました。それぞれ中高水泳部 OB が指導
者として参加し、熱心に後輩の指導に当たってくれました。
夏季合宿後の 8 月 29 日に行われた中等科附属戦も 107 対 90 で勝利をおさめる
ことができました。特に 800m リレーでは、これまでの記録を 20 秒以上短縮し、
9 分 05 秒 35 の大会新記録を樹立しました。また、その他多くの対抗戦でも下記
のとおり成果をあげております。役員として支えてくれた中高水泳部の OB に感
謝いたします。
・4 月 30 日 成城学園中学との第 4 回定期戦 139 対 59 で対抗戦開始以来 4 連勝。
・6 月 9 日 早稲田中学との第 15 回定期戦 91 対 47 で念願の初勝利。
・8 月 2 日 強豪・立教池袋中学との定期戦 188 対 122 で久々に勝利を収める。
・2 月 9 日 立教池袋中高との中高合同新人対抗戦 中 172 対 97、高 155 対 125
でいずれも勝利。
末筆ではございますが、水桜会の皆様には毎年ご支援をいただき、心より御礼
申し上げます。来る 2013 年度もよいご報告ができますよう、部全体として、一
層力を尽くしてまいります。

女子部水泳部
今回は女子中・高等科水泳部コーチからのメッセージを掲載します。
ご縁があり戸山プールへ伺うようになり十数年が経ちます。
そして、こうして今も指導の機会を頂戴しておりますこと、この場をお借りし
皆様に御礼申し上げます。ありがとうございます。
私がコーチとしての指導にあたり心がけていることは、生徒との対話の機会
を多く創出すること、そして気付きを促し主体性を育てることです。
生徒がどのような意識で部活動に臨んでいるのか、それぞれの思いを引き出
し目標設定へと繋げる為、出来るだけ多く対話の機会を持つようにしておりま
す。
また、水泳という辛く厳しい己との戦いに取り組む上で、日々の練習におい
てどんな小さなことで良いので、気付き、成長を実感させることが、更なる向
上心・主体性の醸成に繋がると考え、更に対話を積み重ねております。
山本先生を始めとする顧問の先生方のご指導のもと、女子中・高等科水泳部
は、部員約六十人という多くの仲間が支えあう部となりました。
中高一貫教育という恵まれた環境を活かし六年間水泳部で活動した生徒達が、
多くの仲間と、主体的に考え自ら行動をおこす力を具え、新たな目標へ向け高
等科を巣立つ、そのお手伝いができることに感謝しつつ、このコーチという尊
い役割をしっかりと果たすべく今後も努力する所存でございます。
ＯＢ、ＯＧの皆様には、今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上
げます。
（寄稿：昭和 61 年高等科卒・平成 2 年 政治学科卒 時谷 一滋）
大学プール新設運動
学校側は、ＯＢ会と現役が、堅実で強固な組織力があるか、日頃から観察され
ております。
水桜会各理事は、学校幹部との接点を求めて、桜友会新年会、現役幹部交替時
の挨拶まわり、輔仁会 OBOG 代表者会議、桜友会ゴルフコンペなど、機会あるご
とに、ロビー活動を行っております。
大学の要請により設立したプール使用運動部 3 団体による「プール管理委員会」
に、毎月 1 回、オブザーバーとして出席。隔月開催の「水泳部水球・競泳合同
主務会計会議」にも出席し、マネージャー力の向上にも手助けし、部活動に汚
点を残さぬよう応援いたしております。
大学幹部は、総論では課外活動施設として室内プールやトラックなどは検討施
設としていただいておりますが、新設学部などの教育施設拡充と比較されます。
大学、桜友会、父母会幹部との接点の折は、お口添えをよろしくお願いします。
学校法人学習院を通して、水泳部への寄付ができます。税額控除されます。
本年度も、水桜会は、大学、男子部、女子部の各水泳部に計 60 万円を現役援助
金として、水泳部指定寄付を予定しております。
学校法人学習院では、平成 24 年度から５カ年間にわたる新中期事業計画「学習

院未来計画 28」の推進のために、寄付募金運動が行われております。
この寄付は、水桜会の日頃の現役に対する活動が認められ、各個人から、例え
ば「大学水泳部指定寄付」も可能となっております。各水桜会会員から学校法
人へ寄付金として直接入金いたしますと、寄付金の最高約４割の税額還付とな
ります。また、企業の場合は損金に算入して申告が出来ます。
水泳部が寄付金を使用する際は、事前に学校側と水桜会による使途承認手続き
が必要です。是非、ご検討ください。
詳細のお問い合わせは、水桜会事務局作山(昭和 44 年大卒)までお願いします。
℡090-8641-8086 PC：sakuyama22@nifty,com
〒359-1141 所沢市小手指町 3-16-Ｊ-510
大学プール練習環境向上のバックアップ
恵まれた緑に囲まれた屋外プールは、夏は快適であるが、油断すると藻が発生
します。大学で自動塩素供給機を導入していただきましたが、自然を相手に苦
労しております。
また、12 月~5 月にも、多くの試合や大会が行われ、練習場の確保が大きな課題
になっております。水球は、専修大学、東工大、東大、早大、防衛大学、首都
大学東京などのプールで試合形式の練習をしております。競泳は、他の施設を
交渉しておりますが、使用料が年間 60 万円前後になります。引き続き、現役の
相談相手として、ご協力ください。
訃報
昭和３３年大学水球 藤巻芳男様
昭和３８年高等科卒 宮沢栄一郎様
昭和５５年大学水球 尾木博様
謹んでご冥福をお祈りいたします。

平成 24 年 5 月 22 日逝去
平成 24 年 7 月 18 日逝去
平成 24 年 9 月 15 日逝去

以上

