


月日 行程等 宿泊等

12月11日 15:00 集合 成田空港第２ターミナル　JTBカウンター

　（木） 16:00 空港内・VIPルームに移動・結団式

17:50 成田発  日本航空JL711便にてシンガポールへ。　

00:30 シンガポール着

12月12日 【国際交流試合】 TECH WHYE SEC.S.CLUB
バス7:00～20：00

　（金） 08:30～ 男子、10:00～ 女子、12:00～ 懇親会
昼食・夕食

15:00～18：00 市内観光（ＳＣＧ他）

（15:00～15：15 代表者にて日本大使館表敬訪問）

18:00～ 夕食

12月13日 朝食後、ミーティング、昼食までフリー
バス14:00～22：00

　（土） 12:00～ 昼食
昼食・夕食

【国際交流試合】 南洋工科大学

15:30～ 懇親会、16:00～ 女子、17:30～ 男子

20:00～ 夕食

12月14日 【国際交流試合】 NORTHLAND SEC.S.CLUB
バス7:00～14：00

　（日） ＡＭ・試合時間確認
昼食

13:00～ 昼食

ホテル帰着後、フリー

12月15日 チェックアウト後、昼食までフリー バス　なし

　（月） 12:00～ 昼食 昼食

13:00～ 市内観光（現地学生の案内でグループ行動）

17:00 集合、空港にバス移動、空港内にて各自夕食

23:20 シンガポール発  日本航空JL710便にて成田へ。

12月16日 07:00 成田着

　（火） 解散

＊日本大使館訪問は、今野団長以下代表者。
＊1日目・2日目は原則団体行動とし、3日目以降にフリーの時間を設ける。
＊ＳＣＧ＝シンガポールシティギャラリー。
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会長挨拶                                 
 

＜シンガポール遠征＞ 
     

    桜杖会会長  内藤政武 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学習院ホッケー部は昭和１１年に台湾に遠征したのを皮切りに、途中３０年ほど中断しましたが、

昭和  年の韓国遠征を実施してから、ほぼ４年おきに海外遠征を行なってきました。 

 学習院は今「グローバルガクシュウイン」と銘打って、国際交流に力を入れています。学生が在

学中に国際交流の実を挙げることが、これからの日本の社会に貢献する大事な要素であるとの考え

からの事であります。学習院女子大学の国際文化交流学部英語コミュニケーション学科では２年生

になると、カナダの協定大学に全員留学します。学習院大学以下の各学校も海外の留学生を大勢受

け入れています。 

 その様な状況の中で課外活動としてスポーツに大半の時間を費やすと、とても海外交流どころで

はありません。しかしこれからの地球における日本の位置を考えると、やはり国際化の波に乗り遅

れることは出来ません。ホッケーを通じて国際交流に実を果たすことは一石二鳥であると考えまし

た。過去に海外遠征したＯＢの話しを聞いても、学生生活の思い出の中で一番印象深いのは、「海

外遠征」だった、という答えが多いようです。 

 今回の学習院大学ホッケー部シンガポール遠征は幾つかの成果があったと思います。まず普通の

海外旅行と違って、日本を代表する学習院大学のホッケーチームとしての立場で訪問しました。シ

ンガポール在日本大使館にも表敬訪問しました。また学習院大学福井学長のメッセージをもって、

シンガポール大学との交流が出来ました。部員諸君もシンガポールのホッケーレベルが良く理解出

来たと思います。シンガポールの街を歩いてアジアにもこのよう都市があるということも、アジア

の学生との交歓会を通じてアジア理解が進んだのではないかと思います。 

 これからも４年に１回のペースで実行すれば、大学ホッケー部に入れば必ず海外遠征に参加出来

る事になります。それには財源の確保が必要条件となりますが、理想としてその目標を持ちたいと

考えています。 

 遠征に際して大勢の櫻杖会員の方からの温かい、多額の応援金を頂戴いたしましたことに対しま

して、厚く御礼を申し上げます。お陰さまで大成功のシンガポール遠征になりました。 

                                   以上 



団長挨拶                                 
 

＜シンガポールで「感じ得たこと」＞ 
シンガポール国際交流試合団長  今野浩一郎 
（学習院大学経済学部教授・ホッケー部部長） 

 

 

今回のシンガポール遠征には、男子チームと女子チームがともに参加したこと、そのため多くの試合

を組む必要があったこと等、これまでの海外遠征にない難しさがありました。それにもかかわらず、大

きな怪我・病気もなく何試合もの国際試合を経験し、試合後にはシンガポール・チームのメンバーと交

流を深める機会をもて、大成功で終わることができました。これも学生の保護者の方々、桜杖会の OB・

OG の方々からいただいた暖かいご支援の賜であると感謝いたします。 
その気持ちを表すととともに、われわれが得たシンガポールでの貴重な体験を共有していただくため

に、この報告書を作成いたしました。是非、ご一読ください。学生たちが、同行した OB・OG が、ま

た私が「何に苦労し」「何に喜び」「何を感じたのか」を知っていただくことが、われわれが得た経験を

共有していただくことにつながると思っています。 
シンガポールのホッケー事情は日本とかなり異なり、その背景には、文化や歴史の違いがあると感じ

させられました。交流試合を観戦して印象に残ったことの一つは、両国のプレー・スタイルの違い、チ

ームがプレーヤーに求めることの違いです。シンガポールは個々のプレーヤーの技術で戦い成果を得よ

うとする「私のプレー」を重視するスタイル、日本はチームで戦い成果を得ようとする「私たちのプレ

ー」を重視するスタイルをとっています。どちらが望ましいスタイルなのかを決める等は野暮なことで

す。それより、こんなにスタイルが違うのかを感じ、それぞれの良さを理解して、これからの向上に結

びつけることが大切なように思います。 
国際試合のなかでシンガポールのプレーヤーと競い、試合後に彼らと交流するなかで、学生たちはこ

のようなことを感じ、「これから何をすべきなのか」を考える気づきを得たはずです。こうした学生たち

の変化をみて、あらためて海外遠征の意義を感じるとともに、これからも、学生たちにこうした経験を

提供したいという意を強くもちました。今後も、ご支援よろしくお願い申し上げます。 



同行ＯＢＯＧ                                 
 

＜はじめの一歩＞      副団長・桜杖会副会長 釈 洋一（Ｓ５１卒） 
 

 

 

この度の国際交流試合は、学習院ホッケー部８０周年の記念事業の一環です。２０年前、６０周年の

時は、高等科生と大学男子でお隣の韓国へ参りました。今回は、大学男女で仲良く一緒にシンガポール

へ行って来ました。女子にとっては、創部初めての海外試合となります。付け加えると私は、６回目の

最多の参加となります。桜杖会の内野企画委員長の下、多くのＯＢ，ＯＧ そして御父母の方々 のご理

解と御支援を頂き、大成功のうち無事に帰国することができました。心より感謝申し上げます。 

学生諸君は、１１月に本年度の公式戦を終えて新チームで海外試合に臨みました。初めての試合が、

シンガポールの地となったわけです。何と素敵な素晴らしい事なのでしょう。彼等は、現地の多くの選

手や学生と交流をしてきました。またシンガポール桜友会の諸先輩方と親睦を持つこともできました。

このことは、彼等を一回りも二回りも大きくしたことでしよう。 

２００９ 年は、ホッケー部創部８０周年、女子創部１５周年に当たります。この記念すべき年に向

け、初めの一歩の国際交流試合に参加できましたことに感謝し、厚く御礼申し上げます。 

 

＜シンガポールで印象に残ったシーン＞       重岡 昇（Ｓ６２卒） 
 
今回の海外親善試合で私が強く印象に残っていることが、いくつかある。男子チームの南洋工科大

学戦の後半、ＬＨからＣＨへのパスがＲＩに渡りＲＷへ、RW のセンターリングが通って、ＬＷ水本君

がシュートしたシーン。シュートは枠を外れ、惜しくも得点にはならなかったのだが、このシュートに

至るまでの流れ、展開はとてもスピーディで、華麗だった！女子チームは、最終日の NORTHLANDO 

SEC．S．CLUB 戦。後半に入ってしばらく、サークル内に学習院の選手が大勢なだれ込んでいき、強

引にゴールへボールを押し込んだ。決して綺麗なシュートとは言えなかったが、全員で一生懸命走って、

やっともぎとった得点シーンに胸が熱くなった。 
私自身も女子の４年生チームに入り、親善試合に参加する機会を得た。雨の中だったが、なんだか楽

しく、私は、テンションが上がり、ウオーッと叫びながら、思わず頭からスライディングタックルをし

てしまった。インド人もびっくりの「マーライオンタックル」だ！ 
「イエーイ！ピース！」と言って、異国の仲間達と一緒に写真を撮り合い、ものおじすることなく、

溶け込んでいっている学生達。こうしてホッケーを通じて知り合った仲間達と、一生懸命に接している

その姿をとても頼もしく思った。そして、私は、学習院ホッケー部がますます好きになった。 
 



同行ＯＢＯＧ                                    
 

＜企画から同行まで＞               中林 啓明（Ｈ８卒） 
 今回のシンガポール国際交流試合が、私にとってＯＢになって

はじめての海外遠征参加になりました。学生時代には高等科１年

の韓国と大学２年のシンガポールの２回、参加させていただいて

おります。過去２回は、ただ楽しかった思い出と数枚の写真が残

っているだけですが、今回の遠征は、本当にいろいろと勉強させ

てもらいました。５０人近い人数が大学の代表として海外に行き

試合を行う、このたいへんさを企画立ち上げから携わり、同行ま

でできたことは、本当に貴重な体験でした。 
準備では、学生とＯＢの遠征に対する意識のギャップに戸惑いを感じました。説明会や壮行会を行い、

『この遠征を成功させたい』と意思統一をしていきました。特に学生代表の４人とはこの遠征準備で共

に一回り成長できたと思います。現地では細かいスケジュール調整やお金の管理などを任せていただき、

怪我や病気・事故など一切なく日程を終了できたときは、本当に嬉しかったです。 
最後に、この遠征の一番の功労者である内野さん、お疲れ様でした。次回も出来る限り、協力させて

いただきたいと思います。 
 

＜シンガポール親善試合を終えて＞            井上 晶雄（Ｈ８卒） 
 『まさか自分が学生の海外親善試合に同行することになろうとは・・・』 卒業して１３年が経とう

とし、学生の練習や試合にもすっかり御無沙汰をしており、桜杖会の活動でもゴルフコンペの幹事くら

いしかしていなかった私が、桜杖会の企画委員ということで海外親善試合に同行することが決まったと

きに思った率直な感想です。ただ、大学２年生の時と卒業してから３年目に計２回海外親善試合には参

加して楽しい思い出が強かったので、『仕事を休めるか？』とか『妻は許してくれるだろうか？』という

不安要素も頭をよぎりはしましたが、参加することが決まったらシンガポールに行くことを結構楽しみ

にしている自分がいたのを覚えています。 
私は３泊４日で途中帰国しましたが、行ってみて思うのは『無理しても行ってよかった！』というこ

とです。シンガポール桜友会の皆さん（ホッケー部卒の畠中くんがいたのにはビックリ）や試合相手の

学生たちとの交流も素晴らしい経験でしたし、３０歳台半ばで学生たちと数日間だけでも行動を共にす

ることによりフレッシュなエネルギーを与えてもらえました。ぜひ、また行きたいですね！ 
 

＜シンガポール親善試合を終えて＞           加藤 紗知（Ｈ１７卒） 
女子にとっては初めての経験となる今回の国際親善試合に、右

も左もわからない私でしたが、準備の段階から携わらせて頂きま

した。準備から今に至るまで、現役のことを第一に考えながら親

善試合が成功するようにご奔走されていた桜杖会の皆様と一緒に

準備し、シンガポールにも同行させて頂いたことを大変光栄に思

います。初めはなかなかいい結果を収めることができなかった女

子チームも、三試合目には勝利を収めることができ、選手一人一

人から、この貴重な経験を実のあるものにし、新チームの土台作

りをしようとしている意気込みが伝わってきました。初めての国際親善試合でしたが、選手の真剣さと

桜杖会の温かさを改めて感じることができる体験となりました。 



監督コメント                            
 

＜シンガポールを成功させよう！＞  男子監督代行 清水 哲朗（Ｈ２卒） 
 

 私が大学男子の監督を務めさせていただいた

約 10 年間は、海外遠征の空白期間となってし

まいました。従来は、夏に海外遠征を行ってき

たので、秋のリーグ戦を考えると、どうしても

「国内合宿での戦力充実」となってしまったか

らです。が、私自身、大学 1 年，４年の２回の

遠征を通じ、貴重な体験をさせていただきまし

た。今でも、ＯＢで会うとその話になったりし

ます。今回の海外親善試合の話を聞き、過去 10
年間の償いをしたく、ＯＢ，ＯＧの方々とのコ

ミュニケーションを図るべく、応援サイトを立ち上げ、その勢いで現地への同行を希望し、さらに仕事

の都合で参加できない佐々木現監督にかわり、男子監督の大役を務めさせていただきました。 
今回の海外親善試合の特筆すべきは、男女合同であったこと、現地での交流を重視したことと思いま

す。ホッケーの面においては、従来の「合宿」「試合中心」的なものとは違い、やや物足りなかった面も

あった感はありますが、男女ともに春リーグの結果が、成果を表していると信じております。 

 

＜初めて尽くし＞          女子監督 櫻井奈々子（Ｈ１２卒） 
 

この冬、女子チーム創部 14年目にして初めての国際

親善試合が実現した。桜杖会の長い歴史の中で１ペー

ジを刻めたことはとても意味深いものであったと思う。 

シンガポールは全てに於いて「初」が付く初めて尽

くしの旅。ただ、監督である私が最もこだわったのは

「初勝利」だった。新チームで臨んだ私達にとってこ

の親善試合での「一勝」は大きな糧となるに違いない

と思っていたからだ。 

初戦は逆転負け、二試合目は引き分け。勝てない苦

しい試合が続いた。そして最終戦にして漸く「初勝利」

を収めた。選手全員が勝利の為に強い意志を持ち続けたこと、「一勝」を追い求める中で経験した悔しさ

はチームに団結をもたらした。帰国後に待ち受ける関東一部での厳しい戦いにこのシンガポールで培っ

た団結は必ずや大きな力となってくれると確信している。 

最後に、全ての経験が「初めて」というこの旅で、私は改めて桜杖会の温かさを感じた。これほどまで

に現役を大切に思う組織があるだろうか。準備段階から今に至るまでの過程でも色々な方々にご尽力頂

いた。私自身、試合に勝てず苦しんでいる時に諸先輩方から温かい励ましの言葉を頂いた。お世話にな

った全ての皆様に心より感謝いたします。私にとっての「初」国際親善試合は、改めて選手の強さを感

じたと共に、その現役を支える桜杖会の大きさを感じた旅でもあった。 

 

 



戦績報告・男子                            

 

４年生が引退して新チームでのぞむ最初の試合。前日の移動疲

れ、気温 30 度近い暑さの中どれだけやれるのか。しかし、相手

は中学生ということもあり負けるわけにはいかない。 
試合開始から本院のペースで試合が進む。しかし、本院の課題は

決定力の低さ。この試合では決定力の向上をテーマに掲げた。案

の定、敵のサークル内に幾度となく入るもゴールが遠い。そして

迎えた前半 10 分。こぼれ球を初川が押し込み一点目。このゴー

ルにより気持ちが楽になったのか、14 分、16 分、25 分にも追加

点。後半も休むことなく攻め続け、試合は 9-0 で本院が勝利した。

試合では勝てたものの、やはり運動量が少なく、本来本院が目指

す、パスホッケーではなく個人技中心となってしまったことを反

省したが、決定力不足を感じさせなかった面においては収穫があ

った。                （２年・小野 旭登） 
 

 

２試合は相手が大学チームということで気合も一段と入れて

試合に臨んだ。試合開始直後、相手のテクニックやスピード、フ

ィジカルに圧倒されていて攻められ気味だった本院だったがす

ぐに対応し、自分たちのホッケーで形勢逆転することに成功した。

その後前半10分での得点を皮切りに、19分でも得点を決め、後半

も開始直後10分以内に立て続けに3得点を挙げ、終始相手を圧倒

し５‐０と言う結果で試合を終了することができた。5得点中4得

点がフィールドゴールという、決定力の面でも申し分ない結果を

得ることができた。前日の試合で浮かび上がった問題点をしっか

り修正し、一歩前進することができた結果だったのだと思う。 

    （1年・水本 興太郎） 

 

シンガポールでの最後の試合。勝って有終の美を飾りたいと、結

果だけではなく内容も重視してこの試合に臨んだ。序盤は相手に

攻め込まれる場面があったが前半７分、センタリングを斉藤が落

ち着いてゴールに流し込み先制。ここからは完全に本院のペース。

個人技に走ることもなく、しっかりパスをつなぎ敵陣に攻め込み

得点を重ね、前半は５－０。さらに後半も気持ちがきれてしまっ

た相手に対して、本院は相手に合わせることなく今まで通り攻め

続け得点を重ねていった。しかし、試合終了間際に自分たちのミ

スからボールを奪われ失点しまった。結果は９‐１で勝利したも

のの最後の 1 失点が悔やまれる形となった。今回の国際交流試合

は新チームにとって課題もみえたし、有意義な試合となった。こ

の経験を無駄にしないよう、来年の春リーグにつなげていきたい。 
     （２年・小野 旭登） 

 

 

 
１試合目 １２月１２日 
TECH WHYE SEC.S.CLUB 
前半４－０  
後半５－０  
合計９－０ 本院の勝ち 

 
２試合目 12 月 13 日 
南洋工科大学 
前半２－０  
後半３－０  
合計５－０ 本院の勝ち 

 
３試合目 12 月 14 日 
NOTHLAND SEC.S.CLUB 
前半５－０  
後半４－１  
合計９－１ 本院の勝ち 
 



男子・主将コメント                            
 

 
 

＜シンガポール親善試合を終えて＞  ３年 天明 浩史 
昭和 48年の韓国から始まり、今回は 11 年ぶり 6回目となる海外親善試合。今回も多くの諸先輩方の

ご尽力により伝統ある海外親善が実現したこと感謝しております。私も夏からこのプロジェクトに参加

させていただき、内藤政武会長を始め多くの OBの方々に助言を頂き支えていただきました。 

新チームとして部員 13 名で臨んだ今回の親善試合は、すべての試合において勝ちたいという気持ち

を前面に押し出してプレーをしました。また、部員一人一人が自分で考え、最後まで集中を切らさず持

つ力の限りを出してくれました。それが全試合勝利という結果に繋がったのだと思います。この試合に

臨む姿勢を春のリーグ戦でもみせ、1部昇格を成し遂げたいと思います。 

この遠征を通し、ホッケーの楽しさはもとより学習院大学ホッケー部の素晴らしさ、そして仲間の大

切さを改めて感じさせていただけたシンガポール親善試合となりました。 

学習院ホッケー部が８０周年を迎えた記念すべき年、ＯＢの方々が積み上げてこられた伝統に感謝し、

そのバトンを次へ受け継いでいきたいと思います。 



戦績報告・女子                            
 

 チーム 2009 の幕開けとなった TECH WHYE SEC.S.CLUB と

の国際交流試合。海外の地で、結成されて間もないチームで挑む

試合に、私たちは少しの緊張と大きな期待で胸はいっぱいだった。

もちろん私たちが目指すものはただ一つ『勝利』だけ！前半６分、

植村からのボールを菊池が決めた。その後も、相手のゴールを何

度も脅かすものの、惜しくもシュートは決まらず、前半１点のリ

ードで折り返した。しかしシンガポールの灼熱の暑さが未熟な私

たちの判断力と体力を奪っていき、気が付けば１－２で逆転負け。

試合後のあの悔しさは今でも忘れられない。あの時、決めていた

ら･･･。また、後輩の涙も忘れられないものだ。でも!!この思いや

涙がきっとこれからの私たちを強くしてくれると信じている。こ

の試合は、私たちに課題を与えてくれたと同時に、大きな希望も

与えてくれた大事な試合となった。   （３年・菊池由梨奈） 
 
 試合当日の午前中、入念なミーティングをして臨んだ試合。是

が非でも初勝利をと試合に臨む。前半はＣＨを使ったパス回しが

出来、学習院のペースで試合が続く。果敢に攻め上がり数多くの

ＰＣを奪うが、なかなか得点出来ずそのまま前半終了。 
後半速攻により逆にＰＣを取られる場面が続くが、前日の反省を

活かしたディフェンスで何とかこれを防いだ。五分五分の展開で

得点に結びつかず、結局決着がつかぬまま試合終了。守る一方で

なく、攻め込む時間も多かった分、残念な結果となった。得点ま

でのあと一歩の決定力、ＰＣの精度向上が今後の課題として挙げ

られる。しかし、前日の試合に比べ連携した守りがとれ、失点０

で抑えられたという点では、成長が感じられる試合となった。 
                    （３年・山本真理） 
 
 まだ勝利を挙げていない私達は勝ちにこだわり、気持ちを一つ

にすることを目標とし遠征の集大成となる最後の試合を迎えた。 
前半、後半共に学習院のペースで試合運びをし、攻め込むこと

ができた。前半はなかなかＦＧには結びつかなかったがＰＣで１

点、後半はＦＧで３点を決め、前２戦の様な決定力不足という課

題から一歩前進したように思う。選手一人一人が勝ちたい気持ち

を持ち、個としてではなくチームのために何をすべきかを考えて

挑んだ事で４‐０と、女子チームにとって遠征初の勝利を収める

事ができた。チーム一丸となって成長することができた試合であ

った。 
       （３年・植村茜） 

 

 

１試合目 １２月１２日 
TECH WHYE SEC.S.CLUB 
前半１－０  
後半０－２  
合計１－２ 本院の負け 

 

２試合目 １２月１３日 
南洋工科大学 
前半０－０  
後半０－０  
合計０－０ 引き分け 

 

３試合目 12 月 14 日 
NOTHLAND SEC.S.CLUB 
前半１－０  
後半３－０  
合計４－０ 本院の勝ち 



女子・主将コメント                            
 

 
 

＜シンガポール遠征を終えて＞  ３年 土田 梨奈      

女子ホッケー部の１４年間の歴史の中で、今回が初めての国際親善試合。夏休み前から準備を始め、

たくさんのＯＢ・ＯＧの方々、ご父兄の皆様、学生部の方に支えられた国際親善試合でした。誰一人怪

我もなく無事に帰ってこられたことは本当に良かったと思います。 

女子は代交代したばかりの新チーム、私自身主将になったばかりでどのようにチームをリードしてい

くか試行錯誤の中でのスタートでした。初戦、中学生が相手でした。中学生相手に負けられないと意気

込むも結果は１‐２で惜敗。先制点を挙げたのは本院でしたが、最後のつめが甘く自分たちの弱い所が

出てしまいました。しかし、３戦目は４－０と国際親善試合初勝利を挙げます。部員の勝ちたいという

気持ちが強く表れ、それまでの歯がゆさを吹き飛ばした試合でした。初戦はとても悔しい結果となりま

したが、これが私たちＴＥＡＭ２００９の本当のスタートだった気がします。１試合ずつ成長出来たと

感じられる３試合でした。 

私はこのシンガポール親善試合を通じて、日々自分達の課題に向き合って、立ち向かうことの大切さ

を学びました。ホッケーのプレースタイルの違いを体験し、現地の学生との親睦を深めた時間は私達に

とってかけがえのない時間でした。この貴重な経験を後輩に伝えて学習院ホッケー部の更なる発展の手

助けをしていきたいと思います。 

 



女子・出発まで                            
 

ホッケー部女子３年 あべ木美乃梨 

 １１月１４日に行われた壮行会で、男子の佐々木監督にエール

を送って頂いている様子です。なんと福井学長にも来て頂きまし

た。壮行会はとても盛大に行われ、男女ともにとても気合が入り

ました！！こんなにたくさんの方々に支えられ、私達は本当に幸

せだと思います。皆様本当にありがとうございました！！ 

 

 

ホッケー部女子４年 真崎絵理 

人生初！！成田空港内ＶＩＰ室にて結団式が行われました。試

合には引率されない多くのＯＢの方も来てくださり、改めてこの

海外親善試合がホッケー部の歴史に残る大きなものであることを

実感しました。男女主将からの挨拶では少しだけ英語で話す場面

も見られ、いよいよ始まる！！と、気持ちが高揚してきました。 

 

 

ホッケー部女子３年 志岐沙織 
ホッケー部創立 80周年、女子 15周年の記念事業として行わ

れた今回のシンガポール海外国際交流試合。準備段階から、過

去の遠征の資料を基に膨大な書類の作成や、学生主体で遠征を

作り上げることが出来るようプロジェクトリーダーとして尽力

を努めて下さり、この海外遠征を影から支えて下さった内野成

浩さんには、現役一同心から感謝しております！！どうもあり

がとうございました！！ 

 

ホッケー部女子３年 五十嵐有紀 

シンガポールの空港に到着です。飛行機内はみんな元気で、

寝ている人が少なかったように思います。この写真はチャンギ

空港にて入国前の一枚です。左から植村、鈴木、山田、五十嵐

です。山田さんはパスポートの顔写真と現在とでだいぶ雰囲気

が変化したため、入国が危ぶまれる場面がありましたが、無事

入国が出来てよかったです♪ 

 

 

ホッケー部女子２年 宮本 絵梨香 

シンガポールの空港からホテルまでバスで移動しました。バス

の中でＪＴＢの方がシンガポールについて色々と教えてくださり、

とても勉強になりました。バスからは日本にあるようなマンショ

ンがたくさん見えて、シンガポールは日本に似たところがあると

いう印象を受けました。 



男子・出発まで                           
 

ホッケー部男子３年 今井 英章（ＭＧ） 
海外遠征初日、飛行機に乗る前に、ＶＩＰルームをお借り

して結団式を行いました。 

結団式の為に、見送りにいらして下さったＯＢの方や、同行

してくださる監督・コーチ、更に両主将、のそれぞれから挨

拶がありました。色んな方々に支えられている事を実感し、

改めて身を引き締め、飛行機に搭乗致しました。 

 

 

ホッケー部男子２年 山田直弘 

結団式での写真です。このときまで海外遠征という実感が

あまり湧かなかったのですが、ＯＢの方々や両主将のスピー

チを聞いているうちに、遠征への期待と緊張が生まれました。 

このために来てくださったＯＢの皆様、本当にありがとう

ございました。 

 
 
 
ホッケー部男子１年 榊原 明寛 

シンガポール出発前の結団式の一枚です。ビデオ係でした

が、緊張が伝わってきました。初めての海外だったため、あ

まり実感がなかったのですが、話を聞いていくうちに「始ま

るんだなあ」と感じてきました。天明さんのスピーチよかっ

たですよ。 

 

 
 
ホッケー部男子２年 小野 旭登 
シンガポールの空港に到着しました。０時をすぎ、飛行機

にも長時間乗っていたため疲れていると思いきやみんなテン

ション高いです。これからシンガポールでホッケーできると

思うとテンション上がりますよね。 



男子・初戦                            
 

ホッケー部男子１年 佐藤 博光  
緊張の第一戦でした。慣れない気候の中、この試合に勝利でき

て勢いがついた気がしました。 

いいホッケー場で、うらやましかったです。 

 
 
 

 
 
男子ホッケー部２年 山田直弘 
初戦の T.W.S.S.とのペナント交換の写真です。相手チームのみ

んなは素直で気さくな良い人ばかりでした。 

でも、試合では手を抜かずお互いベストを尽くしました。 
 

 
 

 
 
ホッケー部男子１年 柴田良 
シンガポール合宿初戦、T.W.S.S.との一戦。４年生引退後、新

チームで臨む初めての試合であるせいか、試合前に円陣を組む先

発メンバーの表情からは、緊張の様子が窺える。 

「ピーッ」 

試合開始のホイッスルとともに、主将・天明率いる新生学習院

ホッケー部の歴史の幕が開いた・・・ 

 

ホッケー部男子３年 千村麻衣 

Ｔ．Ｗ．Ｓ．Ｓの女の子たちは、みんなすごく元気で積極的に

話しかけてくれました。誰が１番かっこいいと思う？と聞くと、

「リーダー！！」と。 

天明くんを呼んでくるとみんな恥ずかしそう。これはそのとき

に撮った記念の写真です。 

 

 

ホッケー部男子３年 阿部健太郎 

初日の交流試合後の懇親会の様子。現地の中学生に大人気だっ

た小野。シンガポールについてから初めての現地学生との交流で

緊張しましたが、時間が経つにつれ日本のマンガ等共通の話題を

通じて非常に仲良くなれたと思います。唯一の心残りが向こうは

中学生なのに大学生の威厳をみせることができなかったことです。 



女子・初戦                           
 

ホッケー部女子４年 長尾 恵梨子 

 記念すべきシンガポール国際交流試合の初戦、TECH WHYE 
SEC.SCHOOL CLUB のみなさんと試合をしました！！私達は

OBOG チームとして試合をして、日本とは真逆の暑さの中でした

が、引退以来のホッケーを思う存分楽しみました！GK の私とし

ては、相手選手の GK の上半身が身軽なことにびっくり！！ボー

ルが当たったら痛くないのかな…と少し心配になりました。 
ホッケー部女子３年 あべ木美乃梨 

当初は現地の人とうまくコミュニケーションをとれるか不安でしたが、言葉は通じなくとも理解しあえ

たことがとても嬉しかったです！そしていよいよ試合開始！！日本と違って蒸し暑い気候の中の試合で、

残念ながら敗戦してしまいましたが、自分自身たくさんの課題が見つかり今後につながる有意義な試合

だったと思います。 

ホッケー部女子３年竹田玲奈 

ＴＥＡＭ２００９で始まった初戦！！国が変わっても、ホッケ

ーは世界中どこでも変わらないのだ、と改めて感じ、とても感激

しました！ 

この写真は左サイドの２人です。手前が＃２０福田（ＬＩ）、奥

が＃３竹田（ＬＨ）。この３戦を通じてコンビネーションが徐々に

良くなりました！！ 

 

ホッケー部女子２年 宮本絵梨香 

初戦後の懇親会では、現地の子どもたちと話したり、一緒にゲ

ームをしたりしてとても楽しく過ごせました。また、現地の子ど

もたちと触れ合う機会は個人旅行ではあまりないと思うので、貴

重な体験が出来て嬉しく思います。 

 

 

ホッケー部女子１年 山田咲季 

初戦の懇親会の最後に撮影したものです。みなが積極的に話し

かけ、友達を増やしていました。シンガポールの子どもたちは中

学生でしたが、意気投合して、笑いの絶えないひとときでした。 

ホッケー部女子４年 登地祐子 

言葉はなかなか通じない事も多く、自分の語学力のなさにがっ

かり・・もしましたが、ジェスチャーや表情で通じる事も多く、

そんな小さな一つ一つを幸せに感じました。ほんの数十分前まで

試合で戦っていたとは思えないほどわきあいあいと交流ができ、すごく貴重な経験ができました！！ 

ホッケー部女子４年 鈴木文乃 

この学校の子達は人懐っこく、笑顔の絶えない可愛い子達ばかりでした。自分の語学力のなさを痛感

させられつつもこの懇親会を楽しめたのはお互いがコミュニケーションを取ろうという気持ちがあった

からだと思います。普段海外に行って、現地の人とコミュニケーション取ることがあまりなかったので

貴重な経験になりました！ 



女子・大使館訪問、観光、桜友会                            
 

ホッケー部女子３年 あべ木美乃梨 

 初戦試合後に一部の学生で大使館を表敬訪問。大使館だけ

に、セキュリティは万全で驚かされました。短い時間ではあ

りましたが、大使の貴重なお話を伺うことができ、一生に一

度のとても思い出に残る経験ができたと思います。 

ホッケー部女子２年 小平麻未 

緊張の初戦を終えた後、日本大使館を表敬訪問しました。

大使は、お忙しにもかかわらず、大人数で訪問した私達を優しく迎えてくださいました。スポーツを通

して国際交流を深めてほしいというお言葉を頂き、「今回のシンガポール国際親善試合、充実したものに

しよう！」と心に誓いました。とても良い経験をさせて頂いきました。 

 

ホッケー部女子４年 登地祐子 

初のマーライオンに感激し、マネをしてライオンポーズをとってい

るところです！テレビでしか見た事のなかったマーライオン、実際目

にすると迫力がありました！周辺は高層ビルや建設中の現場も多く、

これからさらに発展していくシンガポールの勢いを感じました。 
ホッケー部女子４年 吉池由佳里 

観光で行ったシンガポールのシンボル、マーライオン。写真や遠く

から見ただけでは、その大きさや流れ出る水の音は分かりませんでしたが実物は想像よりも大きく、水

も勢いよく流れていました。マーライオンは勇ましいようなかわいいような、そんな顔をしています。 
 

ホッケー部女子２年 佐々木麻貴 

試合だけでなく観光もたくさんすることの出来た今回の海外遠征。なかでも、

世界一の観覧車は強く印象に残っています。一度にたくさんの人が乗れる観覧

車の大きさと高さには驚きました。約 30分があっという間で、みんなで楽しく

見たシンガポールの景色は今も忘れられません。 

ホッケー部女子２年 山口絵美 

楽しみにしていた世界最大の観覧車！！頂上から見下ろすシンガポールの街

並みはとても迫力がありました。このように、試合や交流だけでなく、観光を

通しても仲間と過ごした 6日間はかけがえのない思い出となりました。 

 

ホッケー部女子２年 福田裕理子 

シンガポールに在住されている学習院卒の桜友会の方々と一緒にお

食事をしました。皆さん、今回シンガポールに来たことを喜んで下さ

って、楽しい会となりました。国を越えて学習院のネットワークが広

がっていることを実感し、すごいなと思いました！ 

ホッケー部女子３年 菊池由梨奈 

シンガポール在住の桜友会の方々が、忙しい中仕事帰りに集まって

下さいました。一緒にご飯を食べたり、お話をしたりと本当に楽しい時間を過ごすことができました。

そして、『学習院の繋がり』は国境や世代に関係なく、とても強い絆で結ばれていることをこの交流を通

じて改めて感じることができました。 



男子・大使館訪問、観光、桜友会                            
 

ホッケー部男子３年 天明浩史 

シンガポール大使館にて。大使館ではこれでもかという

ぐらいセキュリティーが厳しかったです。プレゼントの記

念ペナントをホテルに忘れるというハプニングもあり、新

チームで初バップをつけた記念の瞬間です。ペナントは後

日、千村さんの達筆な文章を添えた手紙とともに送らせて

いただきました。 
 

ホッケー部男子３年 谷内克哉 

大使館訪問の様子です。右が山中大使。後から聞いた話ですが山中大使の息子さんと高等科コーチ河

嶋さんは同じ会社で、デスクが隣同士らしいです。 
 
ホッケー部男子３年 今井英章（ＭＧ） 

シンガポールの象徴とも言えるマー・ライオンの観光の

時の全体集合写真です。各々の楽しみ方で、この場所を満

喫致しました。すぐ横に小さなマー・ライオンも居ました。 
ホッケー部男子３年 千村麻衣（ＭＧ） 

すぐ後ろにも小さいマーライオンが、セントーサ島にも

水を出さないマーライオンがいました。 
 

ホッケー部男子１年 柴田 良 

世界最大の観覧車への搭乗を今か今かと待つ皆さん。この搭乗

口もかなりの高さにあるので、高所恐怖症の自分はこの時点でも

かなり弱っていたのですが、思い切って乗ることに。世界最大と

言うだけあって、頂上はとてつもない高さでした。しかし、こん

な心地を味わえるのも、世界最大の観覧車がある、ここ、シンガ

ポールならでは。貴重な経験ですね。 
 

ホッケー部男子３年 阿部健太郎 
シンガポール桜友会の方々。みなさん非常に忙しいなかこんな

にも沢山の方に集まっていただき、今回の遠征は沢山の方々に支

えられているのだなと思いました。今世界は１００年に一度の経

済危機ですが日本で就職できなかったらシンガポ－ルで就職する

のもいいなとも思いました。 
 

佐々木監督から重岡さんのエールは歴代３本の指に入ると聞い

ていましたが、正にその通りでした。ピンと伸びた背筋、張りの

ある声、キレのある動き、 
是非現役にエールの指導もお願いします。 



女子・２戦目                           
 

ホッケー部女子３年 志岐沙織 

南洋工科大学の広大で立派なキャンパスの中にあるフィールド

で行われた２戦目は、攻守にわたり良いプレーは多かったものの、

最終的に”勝ち”には結びつかず悔しい結果となりました。けれ

どそれと同時に新チームとして少しずつではあるものの着実に成

長していることも感じられました。 

 

ホッケー部女子３年 五十嵐有紀 

第２戦目の相手はクラブチームの高校生や中学生でした。１戦目の反省を生かし、無失点に押さえる

ことが出来ましたが、得点に繋げられないという課題が残ってしまいました。試合終了後に相手チーム

と笑顔で握手を交わしたことは忘れられない思い出です。初戦試合後に学生の代表が大使館を表敬訪問。

大使館だけに、セキュリティは万全で驚かされました。短い時間ではありましたが、大使の貴重なお話

を伺うことができ、一生に一度のとても思い出に残る経験ができたと思います。 

 

ホッケー部女子４年 上野亜希子 
OBOG２戦目はナイターでした。１戦目の時のようなむし暑さ

はなく、やりやすい気候でした。２戦目も勝利をおさめる事がで

き、とても嬉しかったです。今回は相手チームも OBOG チーム

で、すごく楽しんで試合をする事が出来ました。「スポーツは国境

を超える」と本当に思いました。 
試合終了後はもうバテバテでした･･･。でもやっぱりホッケーって

楽しい！！と思いました！！ 

 

ホッケー部女子３年 山本真理 

お互いに全力で戦った後の懇親会はとても楽しく、すぐに打ち

解けました。彼女達の元気で明るい笑顔が印象に残っています！

言葉が違っても、ホッケーを通じて、仲良くなれたことが嬉しい

です。 

 

 

 

ホッケー部女子３年 竹田玲奈 

みんなの笑顔に癒されました！！試合後ということを微塵も感

じさせません！ホッケーもすごく楽しんでやっていたので、見習

わなければならないですね。１人、母親が日本人という子がいて、

日本語を少し話せたのでびっくりしました。最高の笑顔をありが

とう！！ 

 

ホッケー部女子３年 五十嵐有紀 

お互いにいい汗を流した試合後の懇親会はとても楽しかったです。みんなフレンドリーに接してくれ

て、仲良くなれて、とてもいい思い出になりました。ありがとうございました♪ 



男子・２戦目                           
 

ホッケー部男子３年 熊木 智彦  
新チーム２戦目です。相手が同じ大学生ということもあり、結

果にこだわった結果５－０で勝利を収めることができました。  
試合前のペナント交換です。両主将ともいい笑顔で写っていま

すね～。個人的にはこのとき、こんないいグラウンドで早くプレ

ーがしたいワク②感と相手が強かったらどうしようというドキ②

感でいっぱいでした!! 

 

ホッケー部男子２年 小野 旭登 
 南洋工科大学との試合。向こうのユニフォームが格好よくて、ひょっとしたら負けるんじゃないかと

試合前思ってしまったのは内緒です（笑）でもその分頑張ること

が出来て、無事勝つ事が出来、楽しめた試合でした。でもたくさ

んシュート打ったのに点取れず、恥ずかしかったです（笑） 

 

ホッケー部男子３年 谷内 克哉  
２戦目、南洋工科大学戦で見せた阿部の高速プレス。このプレ

スで敵を封じ込めて、シンガポールでは強豪といわれていた南洋

工科大学に６－０で完勝した。 

 
ホッケー部男子 3 年 天明浩史 
第 2 戦目南洋工科大学との懇親会。女子代表の土田による英語

でのスピーチの様子です。あまりに流暢な英語でのスピーチにみ

んな聞き入ってしまいました。 

 

 

 

 

ホッケー部男子 3 年 齊藤陽介 
大学生ということもあり歳も近く、また何人かは日本語を軽く

話せたため会話も弾みました。日本の漫画、アニメを良く知って

いるなという印象も受けました。また私自身メールアドレスを交

換し、写真の交換等の約束も交わしました。 

 

 

ホッケー部男子 1年 水本興太郎 

 試合後に対戦相手と一緒にバイキング形式の食事をしました。

どれもおいしかったですが、特にケーキと焼きそばがおいしかっ

たです。ピンク色のジュースもとてもおいしかったです。なんの

ジュースなのか全く分かりませんでしたが・・・ 



女子・自由行動、ナイトサファリ                            
 

ホッケー部女子３年 志岐沙織 

最終日の自由行動の時間には、同期８人でタクシーを乗り継ぎ

チキンライスを食べに行ってきました（この写真では左から志

岐・竹田・五十嵐・菊池です）。日本人の口にも合うマイルドな味

でとても美味しく、無料でスープまでついて値段は８ドルほどで、

大大大満足でした！！ 

 

ホッケー部女子３年 菊池由梨奈 

シンガポールへ出発する前から是非みんなで行きたいなと思っていたら、最終日の自由行動の際に行

くことができました。チキンライスの味は全く変わっておらず、また同期みんなが美味しいと絶賛して

くれたので、行って本当によかったなぁーって思います!! 

 

 

ホッケー部女子１年 鈴木小百合 

昼食に行ったときの写真です！ 

この日は天気も良くカラっと晴れていて気持ちよく感じられまし

た。シンガポールの空好きです。お昼は中華を食べました。とて

も量が多くて、決して少食ではない私も満腹になりました！ 

 

 

ホッケー部女子２年 篠原聡美 

シンガポールの街は緑が多くて気持ちがよかったです。昼食は中華料理で、量が多く満腹でした！シ

ンガポール滞在中は毎食つい食べ過ぎてしまう日々でした。 

 

ホッケー部女子４年 鳥海 結 
自由行動の時間に男女共に向かったのは、ナイトサファリ★夜の動物園ということで、普通の動物園

とは全く違うムードでした。圧巻は夜のトラ！堂々としている様がカッコイイ！！！！日本では味わえ

ないような感動に溢れる動物園でした！！ 
 

ホッケー部女子４年 長尾 恵梨子 
野生の動物達を間近で見ることができ、まるでアフリカのサバンナにい

るかのような気分でした！！ 
中でもハイエナが２０メートルくらいの距離から見ることができて驚

き！！人間の気配に気付いて襲いかかってくるのではないか…というドキ

ドキ感と興奮で、シンガポールらしい熱い夜でした★ 



男子・自由行動、ナイトサファリ                            
 

ホッケー部男子３年 齊藤陽介 

近くのインド料理の店に食べに行った時の 1枚です。阿部、山田、

初川、水本、そして私がとても世話になった榊原の 6人でいきま

した。阿部が店員に絡み厨房の中まで案内してもらいました。 

実際の味は十分満足の出来るものでしたが、辛さが尋常ではなく、

お酒がとても進んでしまい、ナイトサファリの観光の際はホロ酔

いでした。 

 

ホッケー部男子３年 千村麻衣（ＭＧ） 

清水さんが夜の屋台に連れて行ってくれたときの写真です。ウ

ォッカ飲んでだいぶ酔いましたが、とっても楽しかったです！！

清水さんは、歴代監督やコーチを含め、誰がかっこいいのかしき

りに聞いてたけど、覚えてるかなぁー？ 

 

 

 

ホッケー部男子３年 今井英章（ＭＧ） 

無事に全ての親善試合を終えた後、部員全員でナイトサファリ

に行きました。本物のライオンを見たり、ドクターフィッシュを

体感したりと、サファリを十分に満喫して参りました。左の写真

はナイトサファリに入った直後、同期で撮った写真です。 

 

ホッケー部男子３年 高田龍太郎 

ナイトサファリでの１枚。同期で撮りました～！！！でも僕は「単位は１年だろ、写真入んな笑！」

という同期からの温かいヤジを受け、すっかりテンションが下がっている、フリをしています。 

 

ホッケー部男子１年 柴田良 

シンガポールと言えば、マーライオンかナイトサファリ！と滞

在中お世話になったガイドの方がおっしゃていました。そのナイ

トサファリでの１枚。 

ナイトサファリとは、窓のない解放感あふれる専用車に乗って、

半ば放し飼い状態の動物たちの中を巡回するというもので、身の

危険を感じ恐怖に震えつつも、その危機感を通して日常生活では

まず出会わない多種多様な動物たちの力強さや可愛らしさなど、魅力を発見することができました。ほ

ら、画面右上の方も、動物たちの迫力に我を忘れて驚いてるようです。ムササビが飛ぶ姿を生で見るこ

とができました。幼少時代、テレビアニメで人間がムササビの如く飛ぶ映像を見て以来、ムササビは気

になる存在でした。見事に飛んでいたので感動しました。 

 

 



女子・３戦目                          
 

ホッケー部女子２年 佐々木麻貴 

３戦目は、絶対に勝ちたいと思って臨んだ試合です。前日までの

自分を反省して、私がこのチームのためにできることをしっかりや

ろうと頑張りました。みんなの強気な気持で勝利することができ、

心から嬉しかったです。あの喜びを忘れず、これからも練習に励み

たいと思います。 

ホッケー部女子３年 土田梨奈  

３戦目は親善試合の中で一番心に残った試合！初勝利を挙げられて本当に良かったと思います。最初

は雨が降っていましたが、試合が終わる頃には私たちの心を映すかのように晴れていました。 

 

 

ホッケー部女子２年 山口絵美 

自分にできることは何か、を考えて臨んだ３戦目！この海外遠征

でＴＥＡＭ２００９として結果を残せたことが、今後の自信となり

ました。また、今回の試合を通して“全員戦力”、自分のプレーに責

任を持つことの大切さを改めて感じることができました。 

ホッケー部女子２年 篠原聡美 

絶対に勝ちたい、と強く思って臨んだ３戦目は、雨の中の試合でしたが、４－０で念願の勝利を味わ

うことができました！初得点を挙げられた時は本当に嬉しくて心に残っています！！シンガポールでの

３試合を忘れず、「全員戦力」というスローガンにあるように、もっと責任と自覚を持って、強くなって

いきたいです。 

ホッケー部女子２年 福田裕理子 

３戦目は絶対に勝つんだ！と思って試合にのぞみました。そして

結果試合には勝つことができ、何とか初得点することもできました。

今回のシンガポール遠征では、改めてフィールドに立ってプレーす

ることの責任の重さを感じ、これからは今までの何倍もの努力と自

覚が必要だと痛感しました。 

ホッケー部女子２年 小平麻未 

シンガポールでの最終試合は、雨の中での試合となりました。未だ勝利を挙げることができていなか

った私達は、「絶対に勝つ！」という強い思いを持ち、一致団結して試合に臨んだ結果、４－０と最終戦

を勝利で終えることができました。新チームで臨んだシンガポール国際親善試合は、様々な経験をし、

たくさんのことを考え、悩み、とても充実した時間を過ごす事が出来ました。 

 

ホッケー部女子４年 鳥海 結 
OB・OG チームは現役のときの試合とは違い、ポジションも動き

方も自由にプレーしたのが印象に残っています。ＦＷが疲れたら後

ろに下がってくるのが当たり前のようなプレースタイル。全員で支

え合って試合をしていたように感じました。私個人では、ＰＣで中

林さんの完璧なプッシュをタッチしてシュート！！という、人生初

タッチシュートを決めることができました★ 
因みに OB・OG チームは３連勝！私も３得点することができ、最高な思い出となりました★ 



男子・３戦目                            
 

ホッケー部男子３年 阿部健太郎 

シンガポール親善試合最終戦を前に両チームでの集合写真。 

試合自体は前半はこれまで戦ってきたシステムで戦い有利に展

開しました。しかし、後半はいつもと違うシステムで戦った為一

瞬の隙を突かれて失点してしまったのは来期に向けていい勉強に

なりました。 

 

 

試合中でのワンシーン。本院得意の熊木（＃９）の高速ドリ

ブル。後ろに写っているのは元マレーシア（？）代表選手らし

く、物凄いテクニックを持っていました。 

 

 

ホッケー部男子１年 初川 達弥 

３戦目は雨の中での試合となり、僕自身何回も滑りました。ま

た思うように中盤でプレーすることができず、この写真のように

先輩方にアドバイスをもらいながら、反省点が多い試合となりま

した・・・ 

この写真は熊木さんが点を取って喜んでいる間に天明さんにア

ドバイスをもらっている写真です。 

 

３戦目のワンシーンです。ようすけさんの赤い靴が目立ってい

ますね！この試合で遠征唯一の失点を喫した男子ですが、それは

僕が右端の人にするりとボールを奪われたところから始まりまし

た・・・ごめんなさい。 

ちなみにこの試合柴田くんが FWデビューを果たしました！！ 

成人おめでとう！しばっちゃん！！ 

 

 

ホッケー部男子３年 高田龍太郎 

３戦目、審判のおっちゃんと小野！ 

おっちゃん楽しそうですね～それにひきかえ、小野は試合中と

あって表情は真剣そのもの！イケメン！ 

 

 

 

ホッケー部男子 1年 水本興太郎 

３日目も試合のあとに対戦相手の大学生と一緒に食事をしまし

た。話が盛り上がるネタは全国共通だということが分かりました。

バッジやユニホームやお菓子をいただいて、とても仲良くなるこ

とができました。 



女子・現地学生との交流、自由行動                          
 

ホッケー部女子３年 竹田玲奈 

最終日の思い出は、シンガポール大学に通う Cookieちゃん（１８才）

との出会いです！シンガポールを案内して貰い、チャイニーズテンプ

ルなどの歴史も肌で体感しました。人間の繋がりに国境は全く関係な

い、と改めて思いました。もっと英語やっておけば良かった・・・（泣） 

ホッケー部女子３年 植村茜     

クッキーちゃんの案内でイザ観光へ★印象深いのはシンガポール名物食パンにはさんだアイスで

す！ シンガポールはいろんな町があってそこの雰囲気や人が全然違うことに驚きました。 もっとクッ

キーちゃんと話せればよかったな…と自分の語学力に反省しながらも、楽しんだ１日でした★ 

 

ホッケー部女子１年 鈴木小百合 

現地の学生の方々との写真です。本などでは知ることができない、

様々な観光スポットをまわることができました。更に、私たちを空港

まで送ってくれて、涙が止まりませんでした…。今でも彼女たちとは

メールでやりとりをしていて、本当に良い思い出となりました！ 

ホッケー部女子１年 山田咲季 

国や言語を超えて、プリクラを撮ったり、好きなアイドルの話をし

たりして盛り上がりました。最後におそろいのキーホルダーをつけて、固い絆を結びました！！ 

 

ホッケー部女子３年 山本真理 

５日目のフリータイム、シンガポール最大のイスラム寺院サルタン

モスクを見学しました。肌を隠すため、茶色や緑の上着をお借りしま

した！中は広々としていて、静かで神聖な雰囲気が漂っています。み

んなでガイドさんの英語での説明を一生懸命聞き取りました。 

ホッケー部女子３年 植村茜  

モスク寺院へ３年生８人で行きました！ このお寺の屋根は町の人

が持ち寄ったペットボトルでできているそうです！！ お金がないけど、寺院を建てよう、となったから

だそうです。日本とは違って明るくオープンな寺院で文化の違いを感じました。 

 

ホッケー部女子４年 真崎絵理 

午前中の自由行動で女子４年はオーチャードロードに行きました。ぶ

らぶらと買い物をして駅周辺に戻り、カフェで食事中です。私はビス

コッティを食べたのですが、おいしかったです。飲み物はやっぱり日

本よりビックサイズで、日本のショートサイズは向こうではキッズサ

イズのようです！ 

 

ホッケー部女子４年 鈴木文乃 

最終日の自由時間（午前中）にオーチャードまで行きました！ 

日本の表参道みたいな雰囲気の街です。この写真はオープンカフェで

ランチをしているところです！マフィンなどもいっぱいあってかなり

悩みました。 



男子・現地学生との交流、自由行動                          
 

ホッケー部男子３年 高田龍太郎 

シンガポール大学の学生の案内で観光＆交流ということで、僕

たちの班はチャイニーズタウンへ行き、買い物をしたりして現地

の雰囲気や空気を肌で感じることができました。 

この写真は高校生のカイウェイとバスで移動中の１枚です。（２

階立てバスの２階）我が国日本が誇るゲーム機、ＰＳＰをカイウ

ェイは取り出し、ビーマニ系の音楽ゲームを始め、そのあまりの

指の速さに、「コイツやるな・・・」と思った瞬間です。 

 

ホッケー部男子２年 小野旭登 

日本語学校に通っている生徒さん達とシンガポール市内を観光し

てきました。途中、「ＯＭＥＣＡ」っていう２１０円の時計を買っ

たらすぐに壊れてしまいました。どうやったらこんなに弱い時計

がつくれるのかとても不思議です（笑） 

 

 

ホッケー部男子３年 千村麻衣（ＭＧ） 

私たちの班は、ｂｅｌｌにセントーサ島を案内してもらいまし

た。昆虫王国に行ったり、ロープウェイに乗ったりととても充実

した時間を過ごせました。会話は全て英語でしたが、なんとか通

じ合っていたはず！！今でもｂｅｌｌとメールのやりとりをして

います。玲子ちゃんから返信ないって言ってたよー！笑 

 

ホッケー部男子２年 笈田玲子（ＭＧ） 

私たちのグループを案内してくれた、bell です。始めはお互いなかなか話すことができませんでした

が、片言の英語でもゆっくりゆっくりと言って一生懸命聞き取ってもらい、最後には日本に来たときは

連絡するねと言ってくれました。メールが来てたので早く返事を送らなければ… 

 

ホッケー部男子２年 小野旭登 

 

もう、シンガポールでの楽しかった日々も終わりを

迎えています。よっぽど楽しすぎて疲れたのか、男子

の皆さんには笑顔がないですね（笑） 

 この後、この日の昼行動を共にした現地の学生さん

が見送りに来て下さいました。中には涙を流す人もい

ました。僕もすごい嬉しくて、とても感動しました。

はやくシンガポールに戻りたいです！ 



会計報告                                 
 

会計報告 
シンガポール国際交流試合 

（平成 20 年 12 月 11 日～16 日） 
参加者 47 名 

収入の部 支出の部 

項目 金額 項目 金額 

 
１．参加者負担金 
２．桜杖会助成金 
３．桜杖会員寄付金 
４．その他 

     円 
4,955,000 

  500,000 
4,727,000 

173,650 
 

 
１．旅行代金 
２．記念品代 
３．報告書作成費 
４．その他諸経費 
５．桜杖会会計繰入 

円 
7,989,655 

388,840 
500,000 
467,909 

1,009,246 
 収入合計 10,355,650  支出合計 10,355,650 
 

費用明細 
１．旅行代金 

  旅行代金 

  空港税等 

  燃油サーチャージ 

  バスチャーター代 

  食事代 

  保険料 

２．記念品代 

  ペナント（現地へ） 

  ポロシャツ作成（学生着用） 

３．報告書作成費 

  報告書印刷代 

  郵送代 

４．その他諸経費 

  現地学生ガイド謝礼 

  グランド使用料 

  審判謝礼 

  観覧車代金 

 飲料水 

  その他 

 

 

JTBに支払い 47名 

3,980円×46名＊ 

40,000円×46名＊ 

480,000円×2台 

懇親会経費を含む 

4,000円×47名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,018,000 

183,080 

1,840,000 

960,000 

800,575 

188,000 

 

52,000 

336,840 

 

450,000 

50,000 

 

120,000 

67,500 

67,500 

85,600 

52,060 

75,249 

＊現地合流の 1名を除く 



寄付者名簿                                 
 

【男子ＯBOG】  102 件 1,420,000 円   

飯島裕三 渡邊廣海 窪田裕一 黒川眞幸 小坂登 

田倉忠 矢部実 伊藤輝雄 内藤政武 角田達俊 

上野照博 木越安興 野口修男 熊野修孝 青木宏之 

河副真廣 黒田健 岩立和雄 山田実 奥寺道彦 

野崎博典 横溝宏昌 釈洋一 亀田尚裕 竹口友章 

渡辺一幸 薦野潔 井上英利 鵜梶明 菊池誠 

高井通昌 安養寺透 吉岡聡 外山寛美 髙木和彦 

浜口孝文 一柳直宏 高田良太 重岡昇 内野成浩 

右川誠治 加藤久晴 清水哲朗 伊能賢次 坂本安子 

平井太郎 岡部隆則 新井勉 植坂謙治 田中亮 

小久江冨士郎 長司重明 小林達哉 河合洋樹 栗原剛 

岡田富夫 小田切知久 佐々木佑仁朗 黒瀬光庸 柳川伸二 

太田英彦 京野雅 野田佳秀 今井幹雄 遠藤真人 

中林啓明 鳥海智嗣 井上晶雄 橋本昌幸 奥家浩史 

宮本昌明 狩谷宣良 山田昌範 京極高大 池田昌隆 

熊谷崇之 竹尾洋平 平田洋彦 野田東男 今岡良信 

中島慎吾 関口岳 中森紫乃 上西雄介 片山祐佑 

三橋貞純 清水達紀 横溝伸門 斉藤慶介 小野宗慧 

関陽一郎 伊藤友香 横溝佑来 安藤太郎 榎本高明 

須藤勇作 小川雄基 河嶋謙太郎 宍戸幸哉 久保田隼人 

初川良輔 ＭＧ一同（H16～20）   

     

【女子 OG】  61 件 307,000 円   

大嘉康子 木村玲子 天野彩恵子 桂彩子 栗原晃子 

井上裕子 江崎泉 笠井あづさ 栗田友子 栄真由美 

大原知子 須磨映理子 三山綾子 矢ケ部恭子 押野聖子 

桜井奈々子 下村紀子 荒木郁子 佐々木真弓 佐藤さつき 

谷まり子 浅川尚子 大川里枝 松本京子 菱川昌子 

田中さやか 宮澤梢 黒田真理子 鈴木恵理子 佐藤桂子 

野口祥子 齊藤さやか 大谷智美 小関ゆかり 神奴暁子 

田口千代 平松麻奈美 堤彩子 諸佳美 加藤礼美 

江原亜矢子 加藤紗知 伊藤さくら 上西亜紗子 川村知加 

山下李理子 行田千里 永井いずみ 小林春奈 八木美帆 

境真奈美 弥永舞 山岸朋子 蕪木絵実 根上慧子 

小山愛 田村公美子 金澤美智子 杉松かおり 藤田みのり 

星崎友里     

  （敬称略・平成 21年 1月末受付分まで） 

 
 



事務局覚え書                                 
 

桜杖会・国際交流試合事務局長 内野成浩（Ｓ６２卒） 
 

内藤会長の強い意志ですべてが始まった 
内藤政武・桜杖会会長が３期目の任期を迎えるに当たり、３月の理事会で「私の会長在任中にぜひ国

際交流試合を実施したい」と力強く仰った。海外遠征が具体的に動き出したのは、この会長の一言から

である。さっそく平成 20 年度の桜杖会事業計画に「海外強化遠征」の１項目が加えられ、4 月 13 日の

総会で承認された。しかし、この時点では海外遠征はまだ雲を掴むような話であった。 
 
プロジェクトチームスタート、当初はマレーシアを考えていた 

5 月 13 日の理事会で、企画委員会を中心に国際交流試合プロジェクトチーム（以下ＰＴ）を設けて具

体案を作成することが決まり、不肖・内野が事務局を仰せつかった。5 月 28 日に第 1 回のＰＴ会合を行

ない、時期と訪問国を「12 月 11 日～16 日・マレーシア」とする原案を作成。先ず、高井通昌強化委員

長がアジアホッケー連盟副会長をお勤めの上田宗良先輩を訪問し、マレーシア協会への打診をお願いし

た。また今野浩一郎先生を訪問して経緯を報告し遠征の実施にご賛同を得た。訪問先をマレーシアとし

たのは、ホッケーが盛んで且つ日程費用ともに負担が軽微、という現実的な理由である。 
 

国際交流試合の実施が正式に決定 ～ 訪問国はシンガポールとなる 
 6 月 24 日、アジアホッケー連盟の会合から帰国された上田先輩から、「マレーシア協会は同時期にジ

ュニアの国際大会開催のため、本院の訪問に対応できない。シンガポール協会に打診したところ、本院

の訪問を歓迎するとのこと」という連絡をいただいた。緊急にＰＴで話し合い、訪問先をシンガポール

に変更して 7 月の理事会に原案を提出した。理事会では翌年に延期との意見もあったが、春リーグで男

子が 1 部昇格、女子も 1 部残留という好成績を収めたことが追い風となり、「12 月 11 日～16 日・シン

ガポール」で国際交流試合を行なうことが正式に機関決定されたのである。 
 
国際交流試合事務局スタート 
 理事会の正式決定の後、いよいよ国際交流試合事務局を立ち上げて役割分担をした。過去の遠征の経

験豊富な横溝宏昌先輩・竹口友章先輩・野崎博典先輩の御三方に加わっていただき、事務局を渉外・総

務・学生の 3 つのグループに分けた。渉外グループは、高井強化委員長を横溝先輩が補佐しシンガポー

ルとの折衝を担当。学生グループは、中林啓明君・井上晶雄の両君を野崎先輩が補佐し、男女の佐々木

佑仁朗・桜井奈々子両監督と連携して学生たちの指導に当たる。総務グループは、内野を竹口先輩が補

佐し、全般に責任を持つとともに、財務の太田英彦君・植坂謙治君と協力し会員に寄付のお願いをする。

最初に竹口先輩が「まずは組織図を作るべき」と仰ったときにはピンとこなかったが、後々多くの若手

中堅の諸君に協力してもらうに当たり、組織図が明確だったためスムーズに進めることができたと思う。

経験豊富な竹口先輩ならではの貴重なご助言だった。その後も御三方には多くのご助言をいただいた。 
 
実施時期を 12 月にしたことについて 
 過去の海外遠征はすべて夏休み期間中の 8 月だったが、今回 12 月としたのは強化・現場サイドと学

生の意向を優先したものである。目の前の秋のリーグ戦を第一に考えれば国内の合宿の方が効果的であ

り、せっかくの海外遠征も短期的な強化とは両立しにくいという意見には大いに肯けるところがあった。

こうした議論を経て、今回は実施時期をシーズン終了前の 12 月とし、「学生の国際交流の経験」と「長

期的な視点でのホッケー部の強化活性化」を目的とすることを理事会で確認したのである。 
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多くの会員の皆さんから多大なご援助、ご寄付をいただいたこと 
 今回の遠征は、当初から学生の金銭面の負担を最小限に抑えるという方針で計画した。人工芝ホッケ

ーの時代となって、自前の人工芝グランドを持たない本院ホッケー部は、有料のグランドを借りての練

習や人工芝グランドを求めての国内遠征・合宿を多く行っているので学生の経済的負担が平素から大き

い、と言う事情に配慮したのである。加えて、年初来の原油価格の急騰で航空料金に一人当たり 4 万円

の「オイルサーチャージ」が付加される状況で、予算組みには大いに苦労した。内藤会長・上野照博参

与、そして桜友会理事の三田由美様から学校法人学習院の課外活動助成金の制度を通じて多額のご芳志

を頂戴して概ねの目途が立ったとはいえ、少なくとも 100 万円の寄付を会員から募る必要があり、いさ

さかの不安を感じながら 9 月 16 日桜杖会員宛に趣意書と寄付のお願いの文書を送付した。募金に当た

っては、太田・植坂の両君が煩雑な事務に献身的に尽力してくれた。その結果、予算を大きく上回る

1,712,000 円のご寄付を頂戴した。ご協賛いただいた皆様には厚く御礼を申し上げます。 
 
シンガポールとのやり取り～～上田先輩のご助力、OG の活躍、JTB のサポートなど 
 遠征の準備で最も懸念されたのは現地との折衝である。過去の遠征では、先方との郵便のやり取りに

多大な労力と時間を費やしたが、今回はすべて E-mail による交渉で大いに助かった。メールのやり取

りでは、英語に堪能な OG の加藤紗知さん・小林春奈さんが活躍した。上田先輩のアジアホッケー界で

の人脈と、英文担当の 2 人の存在あっての今回の遠征だったと思う。また、手配の一切を JTB に依頼

し、旅行の手配のみならず、協会との折衝・対戦相手のクラブとの懇親会の打ち合わせ、現地学生との

交流企画など全面的にサポートしていただいた。JTB 日本橋支店の新田課長、植竹氏に謝意を表したい。 
 
シンガポール大使館訪問の経緯、在星桜友会の方々との交流のことなど 
 在シンガポール日本大使館訪問は、波多野敬雄学習院院長が外務省時代のご縁で山中誠大使に依頼し

てくださり実現したものである。11 月 14 日輔仁会館西館で行なった壮行会には福井憲彦学習院大学長

にご出席いただき、「学習院のみならず日本の大学生を代表していく気概を持って行って来なさい」との

お言葉を頂戴した。これらの経験は、普通の旅行では決して得られない貴重な体験として、学生ひとり

ひとりの胸裏に深く刻まれたことと思う。さらに、現地では在シンガポールの桜友諸兄が学生を激励し

てくださった。ＵＢＳ銀行勤務の姉小路公康君に同級の誼で連絡を取り、野村證券の青柳篤宣氏、JTB
の畑中邦夫氏など次々に在星の桜友諸兄を捜し当てて協力をお願いした。唐突な申し出に驚かれたこと

と思うが、海外で活躍する先輩との交歓は学生たちにとって有意義な経験になったのではないかと思う。 
 

この報告書のあとがきにかえて 
さて、この遠征報告書をまとめるに当たっては、男子監督代行として現地にも同行してくれた清水哲

朗君が、学生の原稿や写真の取りまとめなど大いに尽力した。その後諸般の事情で遅れてしまったが、

７月に作業を再開してどうやら刊行にこぎつけることができた。事務局長としてようやく方の荷を降ろ

すことが出来てホッとしている。 
最後に、この国際交流試合を通じて本当に多くのＯＢＯＧ、関係者の皆様のお世話になりました。こ

の覚書の中では全てのお名前を挙げることは叶いませんが、あらためて厚く御礼申し上げます。今回参

加した学生諸君も十分そのことは理解していることと思いますが、その感謝の気持ちはこれから、自分

たちの経験を後輩たちに伝えることで表してほしいと思います。遠征を通じて成長した学生の姿を見て、

あらためて海外遠征の意義を感じるとともに、これからも、学生たちにこうした経験を提供したいとい

う意を強くもちました。今後も、ご支援よろしくお願い申し上げます。 



団員名簿                                 
 

 

【役員】 
団 長  今野 浩一郎  学習院大学経済学部教授 

副 団 長  釈 洋一 （Ｓ５１年卒） 

男子監督代行  清水 哲朗 （Ｈ２年卒） 

男子コー チ  中林 啓明 （Ｈ８年卒） 

総 監 督  重岡 昇 （Ｓ６２年卒） 

女 子 監 督  桜井 奈々子 （Ｈ１２年卒） 

女子コー チ  井上 晶雄 （Ｈ８年卒） 

女子コー チ  加藤 紗知 （Ｈ１７年卒） 

 

【大学男子】 

阿部 健太郎 法学部３年  （主務）    熊木 智彦  経済学部３年 

斉藤 陽介  経済学部３年 （副将）    高田 龍太郎 法学部３年 

谷内 克哉  法学部３年  （副将）    天明 浩史  経済学部３年 （主将）               

今井 英章  経済学部３年 （ＭＧ）    千村 麻衣  経済学部３年 （ＭＧ） 

小野 旭登  法学部２年          山田 直弘  経済学部２年  

笈田 玲子  法学部２年  （ＭＧ）    榊原 明寛  経済学部１年 

佐藤 博光  法学部１年          柴田 良   経済学部１年 

初川 達弥  法学部１年          水本 興太郎 経済学部１年 

  

【大学女子】 

上野 亜希子 法学部４年          鈴木 文乃  経済学部４年 

登地 祐子  経済学部４年 （前主務）   鳥海 結   経済学部４年          

長尾 恵梨子 法学部４年  （前主将）   真崎 絵里  経済学部４年 

吉池 由佳里 経済学部４年         棈木 美乃梨 経済学部３年 （主務） 

五十嵐有紀  経済学部３年 （副将）    植村 茜   法学部３年  

菊池 由梨奈 法学部３年  （副将）    志岐 沙織  法学部３年 

竹田 玲奈  経済学部３年         土田 梨奈  文学部３年  （主将） 

山本 真理  文学部３年          小平 麻未  法学部２年 

佐々木麻貴  文学部２年          篠原 聡美  法学部２年 

福田 裕理子 経済学部２年         山口 絵美  文学部２年 

宮本 絵梨香 文学部２年  （ＭＧ）    鈴木 小百合 理学部１年 

山田 咲季  文学部１年 
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