
第二回「北大寮歌をうたう会」次第 

平成３１年３月２３日土曜 15:00～19:00 沖縄県自治会館 那覇市旭町 

 

 

 

 

 

 

開会の辞  嘉数 光一郎  実行委員会幹事 

会長挨拶  上江洲 安宏  北海道大学沖縄エルム会会長 

校  歌  永遠の幸     明治３３年 有島武郎君作歌 G.Root 氏曲 

乾  杯  木村成二     恵迪寮同窓会理事・西日本恵迪寮同窓会副幹事長 

 

☆第一部 青春の寮歌・・・あこがれ、春を待つ懐いを、 

＊津軽の滄海の・・・・・昭和１３年、＊藻岩の緑・・・・・・明治４４年、 

＊蒼空高く翔らむと・・昭和２年、＊春来にけらし・・・・・昭和１７年   

＊春雨に濡る・・・・・大正１２年、＊春未だ浅き・・昭和１２年第３０回記念祭歌 

   ＊湖に星の散るなり・・・昭和１６年、＊瓔珞みがく・・・・・大正９年桜星会歌 

 

☆第二部 愛唱される寮歌・・・人工知能 緑咲香澄、かわゆくも歌う 

＊噫玉杯に花うけて・・第一高等学校、＊紅もゆる丘の花・・第三高等学校 

＊北帰行・・・・・・・旅順高等学校、＊惜別の歌・・・・・中央大学予科学生歌 

＊坊がつる讃歌・・・・広島高等師範学校、＊琵琶湖周航歌、人を恋うる歌・・三高 

 

☆第三部 歴史の足音を寮歌に・・・戦争の時代があった 

＊魔人の呪い・大正６年、＊噫妖雲は・昭和１０年、＊時潮の波の・昭和２１年 

   ＊手をとりて美しき国を・・昭和２８年、＊昭和８年・・・タンネの氷柱（つらら） 

＊花繚乱の・・・・・・昭和３２年、＊我楡陵（おか）に―行秋哀歌―・・平成 2年 

＊別離の歌・・・・昭和 6年閉寮記念寮歌、＊郭公（かっこう）の声に・・昭和３年 

＊水産放浪歌・・・、＊黒潮（くろしお）鳴（な）れる・・・昭和４年  

     

☆歌いたい曲をリクエスト（裏面一覧）・・・ 

お知らせ      大嶺修     沖縄エルム会幹事 

ストームの歌（動画みながら） 肩組みて 

終幕 都ぞ弥生・・・・明治４５年  横山芳介君 作歌 赤木顕次君 作曲 

閉会の辞    平良 健康    沖縄エルム会幹事長 

記念撮影・・・・・・・参会者すべて     ☆後片付け 

寮友(とも)よ  
徒(いたず)らに明日の運命(さだめ)を 嘆かんよりは 

楡林(ゆりん)に篝火(かがりび)を焚(た)きて 
去りては再び帰らざる 若き日の感激を謳歌(うた)はん 

 
昭和 11 年寮歌「嗚呼茫々の」宍戸昌夫君 作歌 楡陵謳春賦より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寮歌成立年  作歌  作曲  歌名 

明治３３年校歌  有島武郎   George Root氏曲  永遠（とこしえ）の幸（さち） 

明治 40年寮歌  田中義麿君 作歌  高松正信君 作曲  一帯（いったい）ゆるき 

明治 44年寮歌  松山茂助君 作歌  柳沢秀雄君 作曲  藻岩（もいわ）の緑 

明治 45年寮歌  横山芳介君 作歌  赤木顕次君作曲  都ぞ弥生（やよい） 

大正 6年寮歌  佐藤惣之助君作歌  上村泰二君  作曲  魔人（まじん）の呪（のろい） 

大正 9年桜星会歌  佐藤 一雄 君 作歌   置塩 奇 君 作曲  瓔珞（ようらく）みがく 

大正 12年寮歌  高橋 北雄君 作歌  西田 貫道君作曲  春雨（はるさめ）に濡（ぬる）る 

昭和 2年寮歌  土井恒喜君 作歌  長谷川 吉郎君作曲  蒼空（そうくう）高く翔らむと 

昭和 3年寮歌  古河 勝夫君 作歌  宮本 正治君 作曲  郭公（かっこう）の声に 

昭和 4年寮歌  須田 政美 君作歌  森  忠文君 作曲  黒潮（くろしお）鳴（な）れる 

昭和 6年閉寮記念寮歌  大槻 均 君作歌  中村小弥太君作曲  別離（べつり）の歌 

昭和 8年寮歌  ト部 清 君 作歌   白石祐義君 作曲  タンネの氷柱（つらら） 

昭和 10年寮歌  川村  真 君 作歌  萩野辰夫 君 作曲  噫（ああ）妖雲（よううん）は 

昭和 12 年第 30 回

記念祭歌 

 平城鷹男君作歌  宍戸昌夫君作曲  春未（はるま）だ浅き 

昭和 13年寮歌  二階堂孝一君作歌  高橋  寛 君 作曲  津軽（つがる）の滄海（うみ）の 

昭和 16年寮歌  切替辰哉君作歌  岡田和雄君作曲   湖（みずうみ）に星の散るなり 

昭和 17年寮歌  橋爪秀雄君作歌  杢子一雄君作曲   春来（はるき）にけらし 

昭和 21年寮歌  渋谷富業君作歌  寺井幸夫君作曲  時潮（じちょう）の波の 

昭和 28年寮歌  山本玉樹 君 作歌  三河勝彦 君 作曲  手をとりて美しき国を 

昭和 32年寮歌  前島一淑君   前島一淑君   花繚乱（はなりょうらん）の 

昭和 35年寮歌  三浦清一郎 君作歌  前野紀 一 君 作曲  茫洋（ぼうよう）の海 

昭和 40年寮歌  金子公良君 作歌  西雪弘光君 作曲  新しき陽（ひ）は 

昭和 53 年第 70 回

記念祭歌 

 朝倉仁樹君 作歌  田坂幸平君 作曲  草は萌（も）え出で 

昭和 54年寮歌  鶴原文孝君 作歌  高田和重君 作曲  うす紅（くれない）の 

昭和 57年閉寮記念

寮歌 

 植木貴昭君 作歌  串田厚司君 作曲  
寮友（とも）よ永遠に謳歌（うた）わ

ん 

昭和 55年寮歌  新井桂一君 作歌  奥田和人君 作曲  楡（エルム）は枯れず 

昭和 60年寮歌  角田 勤  君 作歌  佐々木徹也君作曲  沈黙（しじま）の杜（もり）に 

平成 2年寮歌  木村正明 君作歌  田口  拓君作曲  我楡陵（おか）に―行秋哀歌― 

平成 4年寮歌  美濃成夫君作歌  美濃成夫君作曲  熱（あつ）き街（まち） 

もと蒙古放浪歌  仲田三孝作詞  川上義彦 作曲  水産放浪歌（ほうろうか） 

明治      ストームの歌 

謝辞：本日は第二回「北大寮歌をうたう会」にご参会くださり誠に有難うございます。 

今を生きる我々に心の癒し、励まし、勇気を与えてやまない寮歌、それを歌う場が欲しいと久しく

願ってきました。が、昨年に続きこうして歌うことができるのは嬉しき極みです。 

ひたすら青春の輝きを寮歌に結晶させた先人の心に敬服の念を抱くとともに、文化遺産として未来

へ歌い継ぐ責務をも感じます。 

ご参会の皆様すべてに感謝。恵迪寮同窓会のご支援に感謝。実行委員会一同伏して。 

 

 


