梧桐会総会開催

ご支援をいただき、教育活

同窓会員の多くの皆様から

動の充実・発展に向けて、

昨年度は、本校の教育活

この１年間の生徒と教員の

取り組んできたところです。

フな人間」の育成に向けて

推進校への指定を受け、
「タ

度に重点支援校や防災教育

「大崎高校の新しい風」

動が充実した１年でした。

は、正に、誇り高き生徒です。 教 職 員 や 生 徒 と と も に

を逞しく生き抜いていくた

している具体的な教育活動

に関する講話 ・地域と

互の授業参観・研究等

内研修の実施 ・教員相

とした教育活動を推進して

を重視し、進学指導を中心

の生き方を考えさせる教育

動の実施

活動等による社会貢献活

・環境活動 ・地域防災

活用した教養教育の実施

の歴史教育や外部人材を

・
「江戸から東京へ」へ

③教養教育の推進

連携した健全育成会議等

行きます。特に、規範意識

③社会貢献活動の実施

の事例を紹介します。

フな人間」とは、困ってい

間でありました。本校には、 組んできたところです。
「タ

向けて取り組んできた１年

る人を助け、社会のルール

の醸成、生き方を考えさせ

まず、本校は、人として

めに必要となる「タフな人

の宿泊防災訓練に、最後ま
規範意識の醸成、基礎学力

やマナーを守る高い規範意

間の育成」を目指して取り

でやり遂げた多くの生徒が
の向上、家庭学習時間の確

識があり、そして、社会貢

」に
Change OSAKI

いたこと。防災活動支援隊
保、進路実現など、まだま

③防災においては、２度 「

に参加しリーダー合宿、地
だ課題が山積をしておりま

ら授業や家庭学習に真剣に

④成績の面では、普段か

これも誇り高き生徒です。

のご支援をよろしくお願い

同窓会員の皆様には、一層

題に対応するために、さら

してくれた生徒がいました。 す。今年度は、こうした課

間になることです（
「知・徳・

取り組んでまいりますので、 が身に付いた知性のある人

に教育活動の充実に向けて

体＋志」の教育）
。今年度は、 貢献活動、そして進学実現

強く逞しく鍛え、基礎学力

どを通して自らの心と体を

献、スポーツや文化活動な

の活性化、防災教育、社会

の推進、部活動や学校行事

時間の確保、キャリア教育

基礎学力の向上、家庭学習

る教育（道徳教育の推進）
、

己鍛錬を図る

体指導の実施

・礼儀作法の学習 ・全

リア教育の推進（カタリ

・語学研修（海外体験）

本校の生徒の様子や今後の

取組み、成績の良い生徒も

この「タフな人間の育成」 などに取り組んでまいりま

化理解教育の推進

④国際交流事業の推進

域の総合防災訓練や町会で

④柔剣道等の日本の伝統文

会報の紙面をお借りして、 の防災訓練に積極的に参加
教育活動について紹介させ

多くいたこと、漢字検定２

いたします。
本校は、重点支援校の指

んでまいりますので、計画

に向けて、本格的に取り組

は、次のような内容です。

す。教育活動の事例として

■本校の誇り高き生徒

できる訳ではありませんが、 の運動会や保育園でのボラ

定を受け、これからの社会

さらに、⑤中学校訪問に

また、②部活動では、部

徒・教員の取組を見ていま

でありました。こうした生

教育推進校の指定を受

会 か ら 重 点 支 援 校、 防 災

さて、本年も同窓会総会

厚く感謝申し上げます。

を頂戴しておりますことに

対し、大きなご理解ご支援

日頃より同窓会の活動に

にて総会開催が出来なく

更要望が有った際や、学校

した。唯、今後も多くの変

とさせて戴くことと致しま

ることも有りますので継続

り、会員にも周知されてい

年から続いている経緯も有

集記事の企画編集等に大変

して、掲載原稿の依頼や特

については事務局を中心と

梧桐会では、会報の発行

好転した程度でした。

ましたが昨年度よりは少し

会の呼びかけをさせて頂き

務負担増ともなり、仲々厳

これ以上は幹事の方達の労

費削減を計っておりますが、

掛ける費用や郵送料等の経

て賄われております。
出 し 合 い な が ら、 総 会 に

自律心と共生をはぐくみ、

健全育成・規範意識の醸成、

社会貢献の推進

①大崎高校生活指導スタン

ダードの作成、実践によ

る生活指導の徹底

一．時を守り、遅刻をし

ない 二．場を清め、清

掃をする 三．礼を正す、

挨拶をする など

②道徳教育・健全育成の推

進

・体験活動 ・道徳教育

リクラブ、
等との連携 ・

バの活用）
・国際ロータ

・３年間を見通したキャ

⑤キャリア教育の推進

・２０～４０キロ強歩遠

①体づくり鍛練行事の実施

社会人基礎力の育成

・トレーニング等の強化

実施 ・漢字・数学・英

・計画的な補習・補講の

試験等の実施

⑥補習・補講の強化、検定

により全国平均の上回り

活動の推進

語検定等の実施 ・読書

防災活動支援隊の継続

・文化部 ・運動部 ・

促進

③部活動等への全員入部の

・体力自己目標の設定

②体力の向上

足等の実施

「心と体」を強化し、自

・外国学校との交流等

誇りある生徒として活躍
級に合格した生徒、小学校

ていただきます。

している生徒全てを紹介
ンティア活動に参加してく

いていることを感じます。 その例をいくつか紹介した

れた生徒なども誇り高き生

から午後の遅くまで何日も

より本校のＰＲに取り組ん

徒です。

粘り強く参加し、進学実現

でくれた生徒など、沢山の

まず、①補習や講習に朝

いと思います。

に向けて真剣に取り組んで

活動を１年間、或いは２年

すと、
本校に「新しい風」を

いた生徒と教員がいました。 誇りある生徒がいた一年間

間、辞めないで、今日まで

吹いていることを感じます。

部活動の練習を続け、また

け、 新 し い 風 が 薫 る 中、

昨 年 度 は、 都 教 育 委 員

教育活動の推進

「知・徳・体＋志」の

■新しい風を吹き込み、

継続してきた生徒、大会で
ブロック優勝等を果たした
生徒、ＯＢやＯＧとの共演
による演奏に猛練習で取り
組み、演奏会を行ってきた

朝７時から、もう練習をし

会員他の方々からのご寄付、

生徒、連休中も休みなしで

ている生徒、こうした生徒

総会の際の会費収入に依っ

を五月十二日（日）母の日

幹事会でも色々と知恵を

に母校大崎高校にて第七六

頑張ってもらっております。 しい財政状況と成っており
平成十九年から梧桐会の

ます。

志の育成

①大崎志クラブの設置

などです。こうした教育活

大崎高校をさらに発展・充

「知」を広め、深める

実させてまいりますので、

動を通して、１０２年目の

やすい授業の実施

同窓会員の皆様からの一層

①授業規律の確保、分かり

・チャイムと同時に始め

のご支援を今後ともよろし

くお願いいたします。

る授業の実施等

・授業力向上に向けた校

②授業力向上の推進

いますが、梧桐会の運営費

誠に心苦しい事ではござ

毎年ご寄付のお願いにて

感謝申し上ます。今後とも

戴致しました事改めて深く

数々のご意見やご要望を頂

住所変更のご連絡を始め、

方々にアクセスして頂き、

深めて頂きたいと願ってお

用頂き、会員相互の交流を

梧桐会ホームページをご活

インターネットをご利用し

Ｘも稼働しておりますので、 へ是非皆様方のご意見等を

ります。尚、事務局のＦＡ

公式ホームページを開設

一九六名の方々に梧桐会新

用は、新入会員から戴くお

致しました所、大変多くの

会員として入会をして戴き

一人様七千円の終身会費と

長を中心に全員にて準備を

さて、昨年に会員の方か

ました。卒業生は二三三名

お寄せ頂ければ幸いです。

ない会員様には、こらの方

ら総会の開催日を変更出来

でしたので、残念な結果と

進めているところです。

事会を何度も開催し、副会

又総会につきましては幹

なった場合には総会日時の

平成二十五年三月八日に

致す事と致します。
お誘いの上多数ご出席下さ

は、 大 崎 高 校 の 第 六 四 回

（4）

百周年記念に発行された「大崎の百年」が若干の残数があります。
ご希望の方は、下記の要領でお申し込みください。
頒布価格は2,100円（送料込み）です。
発送時に払込取扱票を同封します。
①梧桐会事務局へメールを送る aogiri_kai@yahoo.co.jp
②梧桐会事務局へＦＡＸを送る ０３－３７３０－８１１７
③梧桐会事務局へはがきを出す
〒144-0054 大田区新蒲田３－１８－１－５０７
梧桐会事務局あて
※電話は受け付けません。
以下をお伝えください。
（すべて）
①会員番号
（宛名に印字してある５桁
（旧職員は４桁）の数字
わからない場合は卒業年度
②氏名（フルネームで）
③郵便番号、住所（正確に）
④電話番号・ＦＡＸ番号（急な連絡の時に連絡のつく番号）
在庫限りです。完売の場合はご了承ください。
できるだけ多くの卒業生の手に渡るようにしたいと思います。
すでにお持ちの方はご遠慮ください。また、一部装丁が異なる
場合があります。
ないか？とのご提案が有り

卒 業 式 が 行 わ れ、 今 年 は

（2）

（3）

（1）

大崎高等学校創立百周年記念誌について
ました。幹事会にて話し合

し上げます。

います事を心より御願い申

同級・同期・先輩・後輩を

会員の皆様方には是非、 変更を再度幹事会にて検討

回総会を開催致します。

しょうか。

なりました。在校生への梧

当日、お手伝いをしていただける方がいらっ
しゃいましたら１０時３０分までに会場にお
集まり下さい。よろしくお願いします。
桐会報配布や、一月には入

プログラム

取組みを見ていますと、確

渡 部 良 彦
川 村
治
㈱ 英
進
編 集 人
発 行 人
印 刷 所

い検討を致しましたが、五

場
費

ここに、同窓会員の皆様に

会

桐

梧

月母の日開催は、昭和三九

会
会

実に、本校に新しい風が吹

事務局・東京都大田区新蒲田
3-18-1-507
渡部良彦方
TEL/FAX 03(3730)8117

の皆様には如何お過ごしで

時

５月１２日（日）母の日
１２時３０分（受付開始）
１３時～１６時
大崎高校 １階食堂
２，
０００円（新卒者 無料）
当日会場でお支払いください。
会長の挨拶・学校長の挨拶
会務報告・会計報告・その他
日

深く感謝を申し上げます。
また、本校は、平成 年

拶
ない寒暖の差が大きな春と

挨

なりましたが、梧桐会会員

ご
今年は、桜の咲く時期

都立大崎高等学校長
がことのほか早く、例年に

24
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聡

来 峯

牛

梧桐会総会
第７6 回

第 59 号
とし
みね
らい
ご

治
村
川
梧桐会会長

５月12日（日）
於・大崎高校
第７6 回

第５９号

報
会
桐
梧
平成２５年４月１日
（１）

た「田んぼ」と農家の家々

変 わ っ て お り ま し た。 内

は壊れ、荒れ果てた原野に

陸側はこの国道６号線が

多くがシャッターを閉めて

復興を呼びかけて、一昨

防波堤となったため幸い

若い人々さえが、県内外の

年７月 ― 日には６００

にも被害を受けず、
「田ん

シウムにあると報道が変わ

年続いる伝統の祭り、騎馬

ぼ」と建物、そして紅葉に

ロ（μ） ／ｈ程の放射能

世間の風評被害は例えよう

武者行列「野馬追い」が再

輝く「山々」がみられまし

いた。

もなくひどく、福島県産の

開され、その日のみは街が

原発の影響の少ない地域に

かになったのです。福島市
作物は売れなくなり、経済

「にぎわった」ようです。

自主避難してしまいました。

は危険と定めているが、米
の街角の要所には白いポス
的に大きな被害を受けてい

ってきて、何とその半減期

科学アカデミーでは子供に
トのような放射線測定器が
ます。原発から ㎞以上離

は約 年であることが明ら

は癌リスクが高いと述べて
立てられ（写真１）
、除染

は年間 ミリ（ｍ） 以上

れた飯舘村の上空、さらに
された地域では μ ／ｈ

（注：文部科学省の基準で

えており、いかなる災害に
素は半減期が８日ほどであ

は ㎞以上離れた二本松市、 いる）であり、放射性ヨウ

あれから２年 ― 今の福島は、
小生の第２の人生として
対しても安全であると、言

金子 史男 （昭和 年度卒）

年間余勤務した福島県

の人生として過ごした北海

年が過ぎた。つまり、第１

の皮膚科医師として既に７

万人）の総合病院の現役

た今、福島県郡山市（人口

に定年退職して 歳を越え

立医科大学を平成 年３月

てしまい、大きな危機を迎

子炉のメルトダウンが起き

いに水蒸気爆発、そして原

原子力発電所も被災し、つ

通地方は大津波に襲われて

す。しかし、震災直後の浜

を誰しもが信じていたので

拠を無視した悲劇で、大き

た。これは政治が科学的根

避難を誘導してしまいまし

拡散地域」に多くの住民の

わち地上の風上の「放射能

視して、その方向に、すな

するという学者の意見を無

い続けてきた「安全神話」 福島市、伊達市にまで拡散

小生らのような老人の受け

素に関しては子供と大人、 いわば一都市が消えて亡く

ていました。しかし、ヨウ

体には影響ない」と報道し

る行政府は「低放射能で人

と、当時の民主党政権によ

るため人体に影響は少ない

なるような民族大移動が原

形で現れるのか不明です。

能の有害は今後どのような

人体に対する低レベル放射

からの避難命令に答えて帰

人講師がそれぞれの大使館

県立会津大学からは、外国

ての講義が行われている電

津若松市でさえ、英語で全

の「八重の桜」の故郷の会

程度に下がっていますが、 れているＮＨＫ大河ドラマ

２０１１年３月 日、午

の後は時勢の波に翻弄され

わなかったことが起き、そ

のように２年前に夢にも思

過ごしていました。ご周知

臨床と研究に平穏な日々を

に皮膚免疫・アレルギーの

後もこれまでの続きのよう

住み、 年目になり、定年

ウムは大熊・双葉地方から

がった放射性ヨウ素とセシ

原発から吹き出て、高く上

しかし、上方の上昇気流は

の 気 候 に 近 く、 北 西 か ら

当時、地上の風向きは冬

ら大人まで家族全員で水を

ら一人２リッター迄と制限

ライン」を失い、給水車か

に向かって吹いていました。 所により電気などの「生活

南東に、すなわち陸から海

受けるために外に長い列を

いたようです。したがって、 を受けていたため、子供か

逆に南東から北西に吹いて

作り、スーパーマーケット

は震災により水道、ガス、

れ福島市民（人口約 万人） れてきた放射能の主体はセ

ています。

療崩壊の危機を迎えていま

師、看護師などが去り、医

院、渡邉病院では多くの医

る市立南相馬病院、大町病

一方、同市の大病院であ

手は無残にも折れて、下に

入り、その上げた祈りの左

は地震のため、顔にひびが

ある磨崖仏「百尺聖観音像」

た。しかし、相馬市郊外に

で、東電から支給された補

に見切りをつけて避難先

過すると、真にゴーストタ

せられた無人の飯舘村を通

みました。途中強制避難さ

ら相馬市までドライブして

内の他の地域の病院も医師

に去ってしまいました。県

名以上の若い医師が県外

しています。福島県からは

ことで、地元の住民は感謝

日の診療を続けているとの

応援に駆けつけ、何とか毎

テイア医師などが短期的に

亀田総合病院、他にボラン

東大医科研病院、千葉県の

川浦」は流された車、船な

国定公園として美しい「松

と「海釣り」で親しまれた、

真４）
。そして、
「潮干狩り」

りと繋がれていました（写

漁出来ない漁船」がぎっし

く津波の難を逃れたが、
「出

能に汚染されたために運よ

れ（写真３）
、近海が放射

相馬港は関連施設が破壊さ

。
す。しかし、小人数ですが、 落ちていました（写真２）

らないという、笑うに笑え

償費をもとに生活を切り替

ウンの感がありました。南

どがいまだに海中に沈んで

県内では約 万人の人々、 子工学の大学として有名な

道大学病院のある札幌市か
発地域から強制避難させら

ない状態が起こりました。

え、元の地区に戻る様子は

相馬市の中心街は原発地

作られた「松川浦大橋」は

問題を投げかけています。 おり、また近代的に立派に

不足で「火の車」で深刻な

修復されることもなく、壊

国してしまい、日本人同士

一 方、 い わ き 市、 福 島

なくなったようです。しか

に近い位置ですが、前述の

余談ですが、大崎高校の若

れ、低レベル地区であるは

市、郡山市、会津若松市に

し、一方では仮設住宅に住

ように放射能はそれより南

い後輩の皆様が医療の世界

ります。その後各地域に流

は多くの仮設住宅が建てら

の内陸側を流れたため、小

で英語講義をしなければな

れ、県内避難されている人

み着き、仕事もなく、毎日

高地区を除いて住民が避難

ずの福島市、郡山市に住む

故郷に「いつ戻れるのか」
、 パチンコ屋などで時間を過

達が入所され、それぞれの

は、これからどうなるので
昨年 月に、既に１年半

も頭を垂れる事なく顔を毅

流された社員一同は誰一人

失い、又、子を失い、家を

の話題に取り上げられてい

より）
、本社機能マヒの為、 月程通いました。社員一同

マイク

心を一つにして立ち上げて

当時福島市は

は各メーカーより心温ま

そのような中、各商社又

事に感謝と誇りを持ちまし

を挙げて取り組んでくれた

折からの不景気も影響して

ている）
、街中の商店街は

駅間のみで折り返し運転し

理駅、茨城県勝田駅―上野

たため、美しく広がってい

にわたって津波が押し寄せ

と、その海岸側は幅約４㎞

ずる国道６号線を北上する

南相馬市から相馬市に通

（平成 年３月 日、記）

うか。

ば元に復活出来るのでしょ

など、各自治体内で闘争が

近 く な る 被 災 地 を 訪 ね て （注：常磐線は仙台駅―亘

会員だより
東日本大地震と津波

ました。

では店外に長い人の列とガ

みようと浜通の南相馬市か

ソリンスタンドでは延々と

ます。しかし、特に避難民

維持と交通整備、防犯活動

地上の風とは逆に上昇気流

の青年層の方々は既に故郷

等々被災地を守っていただ

後２時 分未曾有の大震災

コンピューター本体は八・

きました。小雪降る中、ボ

が東北地方を襲ったのです。 に乗って南相馬市の小高地

一ｍの波たかにも合わず無

ランティアの人達によって

橋爪 幸平 （昭和 年度卒）

「復興」は、何年かかれ

対策本部」となり、会社再

事でしたので、すぐに分解

瓦礫処理が進められて行き

れたままでした。

支店は全員無事避難、高田

建に向けて社員一丸となっ

し、北上支店のサーバーと

ました。身を切るような寒

に大いにチャレンジされる

支店のみ一名行方不明者が

て取り組んでいくことにな

合体し色々な面での若干の

ことを真に願っております。

立っている事が困難な状態

出た事は誠に残念でありま

りました。常時三十名位の

支障はありましたが、無事

として下さった事に感謝し

稼働する事が出来ました。 さの中での辛い仕事を黙々

せず住んでいますが、ＪＲ

で、机にしがみついている

す。私の自宅は高台にあっ

一番最初に取り組んだ事

社員が詰めて居りました。

これによって本社機能を一

原ノ町駅は閉鎖されており

のが精一杯でした。今まで

たので津波の被害はなかっ

は、 社 員 家 族 の 住 居、 安

事務所、倉庫等を手配した

いきました。

この大震災に遭って親を

り、電話（携帯も）は不通

のが四週間程過ぎてからで

既に道路は渋滞、列に入る
一台の車から合図があり入

で他と連絡が取れず、色々

した。

ことが難しい状態でしたが、 は全滅し、水、電気は止ま
ることが出来、高台にある

な面で不便な生活を強いら

然と上げ、社の復興に全力
自宅まで無事帰ることがで

この震災を可として街も

る物品両面の御支援を頂き、 た。
人もより一層強く前進して

仮店舗での業務は場所が

いってほしいと考えていま

市の南北に分かれていまし

ります。又、自衛隊のいち

す。

れました。暖房器具は反射

早い出動によって道路網の

式ストーブが一台のみ、食

不便をかけながら再建に向

確保、全国の警察官の治安

我が社では、
「地震の時

きました。

けての一歩を踏み出しまし

心から感謝するところであ

た。幸い本社三階に在った

たので、何かとお客様にご
地震大津波の翌日から私

料の乏しい中、三週間過ご

の家は急遽、会社の「災害

はまず高台に逃げる」こと
本社は全員、南三陸支店、

が社命としていましたので、 しました。

29

しょうか。

経験したことのない強い揺

たが、地震によって屋内の

否の確認として、二人一組

28

27

行われており、テレビ放送

地震発生十四時四十六分。 れ、揺れが収まって事務所

壁、或は外壁を全部取り替

感動しました。

車の列を作って並び、自ら

まもなく大津波の襲来と危 （二階）に出て見ると天井

えることとなりました。

時北上支店に置き、大船渡

橋爪商事㈱は主に建設資材や工業資材を提供することで、
物流の担い手として地域社会へ貢献できる企業を目指し
ており、取扱う商品は、鉄鋼製品、土木製品、セメント、
住宅資材、施工用具、工業薬品、事務用機器などの他に
も多種多様な商品を取り扱っております。
本社は大船渡市にあり、盛岡・北上・一関・高田・釜石・
宮古・久慈・三戸・大曲・仙台・南三陸にの各支店と奥
州営業所があります。

家を流された親戚の三家

放射能を浴びる事態になり

や暖房器具等が落下し、書

より毎日、女子社員を含め

区を上限に浪江地区をへて

当日、私は釜石に行って

類等が散乱している中を階

の班を数組作り、行動を起

五台程の車に分乗し、一ヶ

福島県は東京電力の原発地

い ま し た。 大 船 渡 に 帰 っ
険な状態でした。私は自分

段を下り、外に出て車で避

こしました。その為の燃料

帯を浜通りの双葉地方に抱

した。当社釜石支店に寄り、 の部屋に入ってパソコンを

て来たのが十四時十五分で

立ち上げ何かをしようとし

の 確 保（ 秋 田 県 大 曲 支 店

北西に運ばれ、 ― ㎞離

三十分でも話をしていると

が始まりました。交通機関

ていました。地震発生の時、 難をすることにしましたが、 族を含め十名での同居生活

50

（同社ＨＰを参考に記述しました）

写真１

そうとは知らず、われわ

る度合いと吸収事情が異な

30

な人災でもありました。

Sv

Sv

20

えました。

Sv

33

1.2

釜石支店、宮古支店、久慈

21

0.2

16

72

11

橋爪幸平さんは同社の代表取締役会長です。

25

60

ら昭和 年に福島市に移り

100

「除染はいつ行われるのか」 ごしている若者や中年者達

写真２

19

36

大変危ないところでした。

40

29

10

写真３（上） 写真４（下）

27 62

46

70

18

（２）
平成２５年４月１日

報
会
桐
梧
第５９号

川島（伊藤）美紀 （昭和 年度卒）

・同期生一言ずつ挨拶

・平出先生より一言

しました。

たことを乾杯しました。

頭を取って頂き、皆で会え

田先生より一言、乾杯の音

井上先生の挨拶の後、平

意されるほどでした。高校

うに騒ぎすぎお店の方に注

いるのに、高校生の時のよ

りました。皆 歳を過ぎて

話など近況の話で盛り上が

の話、仕事や家庭、子供の

再会でしたが、すぐに当時

う間でした。 数年振りの

にいたのですが、あっとい

実際は３時間半近くお店

今回参加できなかった方

プレゼントしました。

まとめ、後日、井上先生へ

木）さん、川島（伊藤）が

酒井（吉沢）さん、
大渡（茂

村）さん、
安田（坂本）さん、

ード＆個人写真を今須（松

生の先生へのメッセージカ

した。それらの写真と同期

柴山さんが協力してくれま

③大崎高校はどんな高校で

合えたこと

昭和

すか？

⑧現在の勤務場所はどこで

②思い出に残る行事又は思

時代が変わったことはある

⑬スキーはいつまで続けま

うのでよくは解らないが、 自分で調理する。

魚拓にもすることもあり、

する？

い出は何ですか？

帰ってきました！

ざいます。

縣 昌稔 （平成 年度卒）

「はじめまして！」とい

らかれこれ

気持ちを教えて下さい。

⑮来年、定年を迎える今の

質実剛健

はありますか？

⑭座右の銘またはモットー

身体かつ動けるうち

すか？

都立第三商業高等学校に

うのか、
「ご無沙汰してま

し、人も時代も世間も大き

勤務しています

す！」というのかイマイチ

なかなか我々と同じレベル

を食べています。

に考えていますか？

⑯定年後の予定はどのよう

願いいたします。

します。何卒、よろしくお

稔（あがたまさとし）と申

う！」 と。
「こうして帰れ

何かで大崎に恩返ししよ

分にできることでいいから、

ッカー、野球、公園など
⑪趣味は何ですか？
マダイやヒラマサなどの
釣りとアルペン競技スキー

りすると思います。

るけど、２月頃にははっき

らの「一緒にやらないか？」 に母校に帰り、できる限り

年次の同級生であるＯ君か

たきっかけは、現幹事で３

現在の職場を希望してい （？）を受けることとなっ

この度、幹事という大役

生に後押しされるかのよう

でしょ！」と、どこかの先

ん だ な！」 と。
「 そ う、 今

る母校が、オレにもあった

勤務すると思う

⑰最後に井上先生が大崎高

の一言でした。

ワイン１本どころではあり

京都へ行ったり、ヨガを一

旅行！」とかでグループで

「大人の修学
馬鹿にしていたのですが、 子は女子で、

めるわけないだろう！」と

上で見る会」を開催したり、 です。

緒にやったり、
「花火を屋

教え子が集まっているだ

そして慰め合う内容ばかり

ティに関しては、発言の道

ンターネット上のコミュニ

ールの勢いとノリで承諾し

ますが。われわれは、もう、 ラのグラスも重ねつつ、結

徳性などが問題になってい

たわけではありません。

楽しませ、そして勇気づけ、 います。もちろん、アルコ

大人。発言内容は、仲間を

ると、シラフで冷や汗をか

討議を重ねつつ、そしてカ

か？」などともろもろ考慮、

情の 男にお役目勤まるの

情報交換しようということ

いるクラスメートは約 名

以上、グダグダな挨拶と

います。

のことで貢献致したいと思

校で教えた教え子の皆さん

た際、二人で近況報告を兼

ません。とてつもなくすご

けでなく、教え子が大人に

です。

年ほど経過

⑩お孫さんとは何をして遊

たと感じたことはあります
良い生徒に出会えたこと

か？

⑥教師をやめたいと思った （今年度、東京都スキー連

彼とは某ＳＮＳで数年前

から繋がっており、お互い

ねて一杯
（いや、がっつり）

昨年の話になりますが

報告しあっております。

このように活動的にでき

じ顔と言葉になり、大変な

しや、
新手の勧誘か（笑）
？」

とまで勘ぐったものの、詳

まだ手がかかる私たちの年

い数のワインボトルが空に

大カラオケ大会を開いたり。

になりました。

１９９７年に卒業してか

定年でも仕事を続けるつ

わからない状況にて、この

く変わり、齢もアラフォー

⑨家族構成を教えて下さ

もりなのであまり変化はな

におよそ近くなった今、
「自

が多い学校

奥様との娘の３人暮らし。 いかと思うけど、強いて言

たび母校同窓会の幹事を受

びますか？

い？

えば一区切りがついたよう

けることとなりました縣昌

高校生らしく素直な生徒

したか？

素晴らしい生徒達に巡り （近況について）

旅行

球技大会、体育祭、修学

と思います

学校によっても大きく違

・還暦のお祝いにちゃんち
時代と体型や顔が変わらな

たか？

ゃんこをプレゼント
も含めメッセージ書きや個

年～平成９年の

“ →初めは躊躇っていまし
い人、面影が微かに残って

年間

たが着て頂き、あまりに似
人写真提供など協力して頂

近くに娘夫婦と孫２人がお

な気がします。

井上先生へのインタビュ

頂きました。
ー内容です。

す。

盟公認石打スラローム優勝、 にメッセージをお願いしま
フリーカップ優勝）
⑫釣った魚はどうします

彼が住んでいる地域のお祭

、
した前日にも、ヨガと飲み （なるべく端折りますよｗ）

ありません

ことはありますか？

か？ 魚拓？ 自分で調理

に神輿の担ぎ手として行っ

（大崎高校について）

あと、５年現在の高校に

担任だった先生の影響。沢

いた同期生の皆様に感謝す （教職について）
④教師になろうと思ったき

り、毎日うちで一緒に夕食

人など４半世紀の年月を感
るとともに、また、いつの

っかけ、動機は何ですか？

宴の合間に以下のことを

合っていたので、
（カメラ） いる人、貫禄がありすぎる

日かみんなで会える日を楽

小学３年から６年までの

フラッシュの嵐でした。
”
また、それぞれが様々な
しみにしたいと思います。

じました。

謝を込めて表彰状授与
職業に就き誇りを持って働

・長年の教員生活を讃え感
・ジャージ上下、帽子、カ

先生にもお付き合い頂き二

自動車、プラレール、サ

山のスポーツや色んなこと

井上先生ですが、とても

いていたり、育児に家事に
勤しんだり、家族を大切に

バンをプレゼント
・ソムリエをしている田中

お忙しく原稿を書くことが

次会が開かれました。

を教わったているうちに

思っていることなど、みん

仕事の関係で二次会から

嬉しく思いました。

きていることが垣間みれて、 インタビュー形式にさせて

さんより（個人的に）ワ
・梧桐会より頂いた「大崎

難しいとのことでしたので、 ⑤教師をやっていて良かっ

の百年」を同期生に回覧

な自分の人生を頑張って生

しあい準備が進められまし
後、プレゼント

インのプレゼント

た。難しいプレゼント選び

日（日） さんを筆頭に同期生が協力

時～ 時、品川の青漣に
を中川さんが担当してくれ

月

て大崎高校昭和 年度卒３

年

年Ｄ組＆一部Ｈ組、先生方
平出先生にもプレゼント

す。われわれ幹事は嬉しく

会のセット企画が開催され

と大嶋に連絡をし、
「おい、 時に転校したのですが、楽

で盛り上がることができな

る の は、 ま だ ま だ わ れ わ
できればみんなに会いたく

盛り上がりとなりました。 に、

まだ何十年も一緒に遊べる

代です。クラス会のスケジ

なっていきます。最終的に

その後のクラスでの活動を

て様々なイベントが企画さ

るところ盛りだくさんでご

自身の現役時代を振り返

果快諾いたした次第でござ

30

いいたします！

後ともどうぞよろしくお願

近況などを（ウェブ上で） なってしまいましたが、今
⑦教師成り立ての頃と今で

て、飲みすぎて、ほとんど

ました。
しかったクラスのことが忘

なんとかするぞ」と投げか

しぎこちなかったのですが、 いつの間にか誰かが仕切っ

元気でやれー！！
①大崎高校在職期間、年数

は生徒の性質は変わりまし

記憶がないというのが本当

・お店の外で記念撮影

贈呈

・来ていただいた平田先生、 の参加者もいたため、井上

色々なお店を探しまわって

Ｈ組の平田先生にもおいで

当時３年Ｃ組の平出先生、

くれました。

３名の総勢 名で同期会が
来年３月に定年退職を迎

開かれました。

える井上雅博先生をお祝い

家庭も大変な時期である。 ンガポールから自費で駆け

はどのくらいですか？

久しぶりなので、クラス

のところですが、３次会は

今回撮った写真の管理を

い仲間も多いだろう。また、 会 が 始 ま っ た と き は、 少

山岸です。大竹は２年生の

今ちょうど、人生の中で一

番号だけは知っている津野

けると、
「なんとかしよう」 れられず、卒業後数年実施

つけた男もいます。

と即答。この反応の速さが、 していたクラス会に毎回参
クラスメートへの連絡は、 ートであり、企画をやらせ

ない、という仲間もいるだ

クラス会前に、
「飲み物は、 れ、実施されていきました。 幸せです。

ろう。だから、 年、 年後、 店を紹介してくれた大竹が

ュールを合わせるだけで大

何本になったかは、恐いの

細を聞くに従い、「オレ風

変でしたが、２０１２年１

で聞いていませんが。

のようなイ
Facebook

会を開催することができま

な仕事にかかっていたので、 月 日、久しぶりのクラス

ました。あの大震災直前の
を始めると、 発起人の一人である大嶋
Facebook
２０１１年初旬のことです。 大嶋の名前を見つけた一人 は ち ょ う ど そ の 頃、 大 き

した。

いてしまうほどそれはそれ
場所は月島。雨が降り、
風が強い寒い寒い日でした

に 掲 載 し て、
Facebook

津野、山岸、大竹、長久保

は恥ずかしくまたもったい

ある日のこと、急に小生

です
Facebook

こ と で、 撮 影 し た 写 真 を

となり…、「一体ナニを一緒

れが若いからだと思います。 呑んでいたときにその話題
れば天下一品。山岸はその

みんなが落ち着いた歳にな

若いうちにみんなに連絡し
後、
「引きの山岸」と呼ば

このクラス会をきっかけ

てくれていたようです。

いろいろと辿って行けばな

れるほど、多くの人を集め

ひとりワイン１本くらいの 「 写 真 部 を 作 る 」 と い う

番つらい時を過ごしていて、 時間が進むにつれ、昔と同

んとかなるでしょう。しか

った時に笑顔で会えるよう

計算でいいかしら？」と言

加していた大事なクラスメ

し、
「みんなの広場」があ

る才能を見せ、クラスメー

な基盤を作る方向でやって

わがクラスの特色です。

ったほうがいい、というこ

トの行方がどんどん分かる

と疑い、
「も
てよかったと思っています。 にやるのだ？」

とになり、その頃流行り始

「そんなに飲
ようになりました。現在、 いこう！」と決めたのです。 うのを私が、

を利用し
Facebook

めたネットコミュニティの

の女子が、まず、勇気を出

の４人が幹事となって、ク

なったことを、天国の伊佐

ないものだったなと反省す
ったのは

みんなで褒めあったり、女

して大嶋の会社まで電話を

書き始めたら、本会報の紙

先生はとても喜んでいてく

が「高校時代の仲間を集め

20
ぐに反応してくれた大竹と 「我々の歳の頃は、仕事も

今が働き盛り、子どもに

今から思えば、来るべき大

してきました。実に 年ぶ

面をすべて埋め尽くしてし

れていると信じています。

でつながって
Facebook

佐憲二先生の担任の下３年

震災を前に「大事な仲間を

１次会が終わり、２次会

まうかもしれません。この

」を利用して
Facebook

間同じクラスで過ごした私

集めなければ」という動物

ラス会を企画することにな

に行き、そして、話が尽き

文章を梧桐会の方にお送り

「

どものクラスの現況を報告

りの連絡。インターネット

り ま し た。 そ し て、 幹 事

ないので３次会へ。３次会

昭和 年度卒業、故・伊

させていただきます。

的な勘が働いたかもしれま

の凄さを感じます。大きか

でも 名近くいたと思いま

そこで、もう何年も会っ

せん。

ス会が開催できました。シ

会と称する大酒飲み会で、 が。 名の参加となるクラ
て い な い け ど、 携 帯 電 話

８

20

40

同 期 会 報 告

平成

62

なければならないのではな

梧桐会からのお知らせ

14

62

いか」という不安に駆られ

20

21

21

20

58

16

平成元年度以降に卒業された方にお知らせです。
これまで、５ケタの会員番号上二桁に 71XXX～93XXX と付けてまい
りましたが、あと数年で一巡してしまいます。そのため、空いてい
た 64XXX～70XXX を使用し、70000 番繰り上がります。ちなみに、
昭和に書き換えると、昭和○年度の卒業となります。

10

34

60

12

20

21 24

久しぶりのクラス会

するため、今須（旧姓松村） 頂きました。

定雄（昭和58年度卒）
長久保

10

18

第５９号

報
会
桐
梧
平成２５年４月１日
（３）

史の第一歩を踏み出してい

平成 年４月から新たな歴
の７月から行われる東東京

も可能になりました。今年

のではなく現実になること

都立大崎高校野球部は、 いた甲子園も、夢で終わる

ます。

初期の芸術家が求めた美と

味わえる貴重な存在です。 るまでに贅を凝らし、昭和
れた方も増えましたので趣

今回は現役をリタイアさ

日本家屋の美しさを基調と

えない緑豊かな和風庭園や

てきました。市街地とは思

多くの文豪の宿泊客を迎え

駒になったことと思います。

影しましたので思い出の一

などでは集合記念写真を撮

「起雲閣」や「伊豆山神社」

催しました。

木々の量も多く、緑溢れる
向を変え、年末なので赤穂

天井、壁面、ガラス窓に至

毎年５月に行われる梧桐会
建築家の高度な伝統技術が

ながら野山を歩く雰囲気が

の総会以外にも時折、有志
空間は鬱蒼としており、自

昭和 年度の卒業生では

による同期会を開催し、高

還暦を過ぎたら、
“教育”

した本館と離れ、日本、中

散策してからお茶会のあと、 国、欧州などの文化を融合

浪士に因んで泉岳寺界隈を

見学しました。

然の形態が保たれています。 融合した素晴らしい装飾を
ここでは里山や山道のよ

校時代の懐かしい話や趣味
の話、健康の話など、いろ
には鎌倉で「秋の有志同期

うな風景を見ることができ、（ ２） 昨 年

と“ 教 養 ” ＝『
“ 今日行

暫し都心であることを忘れ
会」
を行い、
武家の古都の歴 （ ４） 今 年 ２ 月

く ”ところがある、
“ 今日

いろな情報交換をして親交

には「春の有志同期会」で

させた独特の雰囲気の洋館

を深めています。この１年
てしまいます。道の左右に
史と文化を訪ね、高校時代

熱海の名所観光と観梅と湯

を行い９名が参加しました。 などは歴史的・文化的遺産

間では４回の有志同期会を
は路傍植物園があり、野草
に戻って楽しい時間を過ご

月 ９ 日（ 日 ） 品川インタシティで忘年会

行いました。
の花を楽しみながら進むこ

で、健康で充実した毎日を

心の知れた仲間との高校時

次には満開の「熱海梅園」 過ごしたいものです。

一見に値します。

日（ 日 ） としても貴重な存在であり、 用”がある』が大事だそう

（１）昨年の悟桐会総会が

鎌倉は何度も訪れている

昼食は見晴らしの良いレ

を利用した池や小川もあり

代の思い出や健康、趣味の

ストランで取り、健康のた

ます。
散策では、
園の事務局
方も多いため、漫然と散策

話など、有意義で楽しい情

なお、各イベントのスナ

の午前中には「東京都自然
雅叙園の美術見学」を行い、 にボランティアガイドさん
するのではなく、
「鎌倉ガ

ップ写真は毎回、オンライ

は多くの美術品や立派な日

また、
「目黒雅叙園」に

ら東に向かって史跡を訪ね、 が参加しました。

いしました。鎌倉の中心か

男性７名、女性３名の 名

が参加しました。
本庭園があります。床柱や

朝９時に熱海駅前に集合

海の源泉である「走り湯」 きますが、現在は「大崎高

コンやスマホからも閲覧で

目指しています。

交換もできるような企画を

をお願いしました。
（写真）

報交換会になってきました。 め、尾根伝いに「伊豆山神

ンアルバムに掲載し、パソ

男性５名、女性５名の 名
イド協会」にガイドをお願

社」経由の徒歩で温泉施設

東京都自然教育園は約

10

６万坪もあり、都心にあり

金沢街道に沿った古刹は一

2

2

2

2

編集後記

2

◇あれから二年、復興が進

んでいるのかいないのか分

からない状況で、原稿依頼

をしてもいいのか悪いのか、

悩みに悩んだ結果、岩手・

宮城・福島の三県の会員の

方々に原稿を依頼しました。

正直言って、本当に書いて

いただけるのかいただけな

いのか、連絡をしてもいい

のか悪いのかためらった挙

句、恐る恐る電話をかけて

みると、よかった、ご本人

が出られた。近日中にお送

りいただけるとのこと。も

う一方はメールでのやり取

りで早々にご執筆頂けた。

あと一人、私の同級生（た

しか小・中も一緒だったは

たことと思います。帰路の

たので思い出の一駒になっ

集合記念写真を撮影しまし

「杉本寺」や「報国寺」では

箇所に停車しますので、知

ド付き、乗り降り自由で

しました。バスは説明ガイ

ス「湯～遊～バス」を利用

り、次回の再会を期待して

二次会を開催して盛り上が

ました。夕刻からは駅前で

経由で終点の熱海駅に着き

意されてお元気にお過ごし

くなりますが、健康には留

これからは日増しに暖か

からご覧になれます。

校Ｓ

ますので奮ってご参加くだ

会総会』が母校で開催され

例の大崎高校同窓会『梧桐

の「母の日」の午後には恒

なりました。いいことだと

◇同期会関係の記事、多く

なのでしょうか？

ご返信いただけず、お元気

大山高校

新規採用

期会を載せたいですね。私

年も経ってしま

の年代はどうしたのでしょ

うか？

河野郁子（英語） 新規採用

やく会長の原稿が届き、最

◇４月 日 時 分、よう

後に編集後記を執筆中（？）

です。今年は原稿が集まる

のかどうなのかハラハラし

上野高校

ましたが、
「長文」が多く、

らせ」を一つ二つ削るか？

い。しょうがない、
「お知

入らない。寄稿文は削れな

教育庁 「お知らせ」の類がうまく

期限付任用教員

本宮香子（技能）

新規採用

いうご意見もあるかもしれ

ませんが、それだけは…ち

ょっと…まずいなぁ。編集

人だって書かねばならない

こともたくさんあります！

とがない方、いつか出席し

（日）です。まだ出席したこ

ゃる方、今でしょ！ 今年

（なべちゃん）

っています。絶対来てね！

小山台高校（非常勤） もいつものように受付で待

土屋 実（英語））

（非常勤） てみようと思っていらっし

南多摩中等教育学校

鈴木達樹（生物）

大崎高校（再雇用） ◇今年の同窓会は５月 日

森本吉一（国語））

退 職

川越捺末（栄養士）

田園調布高校 「編集後記」を削れば？と

桜井 豊（主任））

産業労働局

寺田香織（主事）

友成和弘（経営企画室長）

高野 舞（養護）

伊藤 進（物理）非常勤

大崎高校（定） いました。反省しています。

伊藤いつ子（養護）

思います。幅広い年代の同

熱海名所を満喫した一日と

糸川沿いの「あたみ桜」を

東 綾子（主事）

北本美津江（経営企画室長）

らない内容や新発見が沢山

裏通りでは平山郁夫邸や大

ありました。

見物後、熱海の三大別荘と

日本の早咲き桜である、

佛次郎邸の前も通り、いろ
なお、散策後は鎌倉駅近

いろな新発見がありました。
くのファミレスで二次会を

教職員の転退

さい。

なお、今年５月 日（日） ず）であるが、残念ながら

寄 付 の お 願 い

下さい。

卒のホームページ」

梧桐会の運営は、卒業生の終身会費によってまかなわれ
ています。その中から梧桐会報の発行、郵送料（これが
大半を占めます）、総会などに使われています。つきま
しては会員の皆様方にご寄付を頂戴したいと存じます。
同封のお名前を打ち込んだ払込取扱票をご利用いただ
き、最寄りの郵便局にて払い込みをお願いします。金額
はお気持ちで結構です。宜しくお願い致します。
なりました。

度は訪れたい所ばかりです。 し、名所案内の周遊観光バ

湯治で寛いだあとは、熱

に向かいました。

教育園の散策 」と「目黒

行われた、５月

毎回の有志同期会はリー

都の予選に１，２年生を中

を散策し、梅の香りを楽し

心に参加します。まだまだ、

治を行いました。有志同期

一昨年１００周年と言う
練習不足の面や３年生がい

しました。男性５名、女性

大きな節目の年終え、次へ
ないというハンディはあり

日（日） とができ、湧き水やそれら

の１００年に向けての第一
ますが、一生懸命全力を尽

ズナブルな費用で皆さんが

歩として野球部が軟式野球
くして頑張りたいと思って

楽しめて、いろいろな情報

部から硬式野球に変わりま
います。そして、甲子園を

みましたが、すごい人混み

す。卒業生の念願もあった
目指すのは当然ですが、ま

でした。

ことと聞きます、長い間の

３名の８名が参加しました。 会は回を重ねるごとに、気

思いがようやく実を結びま

出

港区立東町小学校

大田祐史（主事）

教育庁総務部教育政策課

川田博統（技能）

青鳥特別支援学校

田畑昭男（栄養士）

荻窪高校

小林孝行（副校長・体育）

転 入
城東高校

松原高校

30

転

富士森高校
両国高校兼同付属中

大島かや子（国語）

勝山康英（日本史））

江戸川高校
山上輝喜（理科実習助手）
宮良哲也（音楽） 一橋高校

西井輝男（国語） 忍岡高校

田園調布高校

菅野明彦（国語））

武藤衣美（国語・司書）

新規採用

青山洋一（日本史））

三原高校

市川典央（生物）） 蒲田高校

伊藤靖明（理科実験助手）

浅草高校

津府子百合恵（英語））

第三商業高校

37

20

称された名邸が基となる

33
5

17

開催し、昔懐かしい話や情

28
7

ずは、公式戦１勝を目指し

加藤 隆（副校長・物理））

専門学校
就職

す。

報交換で盛り上がりました。 「起雲閣」を見学しました。

19

て行きたいと思います。同

小笠原高校校長

2

高校野球と言えば、甲子

月 １ 日（ 土 ） 「起雲閣」はその昔、熱海

2
1
6
9

1
0
7
13
1
1
4
11

（ ３） 昨 年

合計数

窓会の暖かい応援、支援を

10
30

を代表する宿としても栄え、 松野輝明（国語）

13短期大学

56

園を思い浮かべると思いま

24

45%
45%
39%
18%
21%
36%
32%
31%

には恒例の有志忘年会を開

1
1
1
専攻
経営、現代タウンビジネス
家政
生活科学
被服芸術
合計数
秘書・医療事務
英語コミュニケーション
幼児教育保育
歯科衛生、保育
生活科学
ものつくりサイエンス、建築・生活
生活科学
こども教育
現代コミュニケーション

お願いします。

2
短期大学
亜細亜大学短期大学部
大妻女子大学短期大学部
共立女子短期大学
戸板女子短期大学
39大学
自由が丘産能短期大学
実践女子短期大学
洗足こども短期大学
鶴見短期大学
帝京短期大学
日本大学短期大学部
目白大学短期大学部
有明教育芸術短期大学
立教女学院短期大学

Ｓ41卒のホームページ
http://www.geocities.jp/osakihss41/
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硬式野球部顧問 橋本

す。今までは夢で終わって

41

阿部加緒里（音楽）
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5
3
1
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1
1
2
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2013
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2011

2012
2013
1
2
早慶上智MARCH
0
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成成獨國武明学
7
6
日東駒専
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9
大東亜帝国
1
1
4
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早慶上智MARCH
成成獨國武明学
日東駒専
大東亜帝国

男子

計
76%
84%
87%
77%
79%
82%
90%
83%

専門就職

年度年度 学短大進学専門就職 大学短大進学率
計
２００５年度
45%
76%31%
２００５年度 31%
２００６年度
45%
84%39%
２００６年度 39%
２００７年度
39%
87%48%
２００７年度 48%
２００８年度
18%
77%59%
２００８年度 59%
２００９年度
21%
79%58%
２００９年度 58%
２０１０年度
36%
82%47%
２０１０年度 47%
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32%
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31%
83%52%
２０１２年度 52%
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合計数

12

13
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12
56
39大学

勇美（昭和41年度卒）

生駒

都立大崎高校野球部から
同窓生の皆さんにお知らせ
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有志同期会

（４）
平成２５年４月１日

報
会
桐
梧

大学
学部
男子
女子
亜細亜大学
経済
1
1
江戸川大学
社会
1
神奈川大学第５９号
経済、法、工、理、外国語
5
5
平成２４年度卒業生進路
平成25年３月末現在 3
鎌倉女子大学
児童、家政
平成24年度卒業生進路
関東学院大学
経済、理工、人間環境 平成25年 34月末現在
共立女子大学
家政
1
大学
学部
男子
女子
國學院大學
神道文化
亜細亜大学
経済
1
1
国士舘大学
文、政経、法
1
江戸川大学
社会
12
産業能率大学
経営
神奈川大学
経済、法、工、理、外国語
52
5
城西国際大学
経営情報
1
鎌倉女子大学
児童、家政
3
聖徳大学
児童、文学、音楽
4
関東学院大学
経済、理工、人間環境
4
高千穂大学
経営、経済、商
8
共立女子大学
家政
12
玉川大学
農
1
國學院大學
神道文化
1
鶴見大学
文
国士舘大学
文、政経、法
21
12
帝京大学
経済、文、薬
1
産業能率大学
経営
2
帝京平成大学
ヒューマンケア、こども、現代ライフ
1
城西国際大学
経営情報
12
田園調布大学
こども未来
聖徳大学
児童、文学、音楽
41
東海大学
文
12
高千穂大学
経営、経済、商
8
東京医療保健大学
医療保健
玉川大学
農
1
東京家政学院大学
現代家政
鶴見大学
文
1
2
東京工科大学
デザイン、メディア、医療保健
帝京大学
経済、文、薬
25
1
東京女子体育大学
体育
帝京平成大学
ヒューマンケア、こども、現代ライフ
2
1
東京造形大学
グラフィックデザイン
1
田園調布大学
こども未来
1
東京都市大学
メディア情報
1
東海大学
文
1
東京富士大学
経営
東京医療保健大学
医療保健
1
東洋学園大学
グローバルコミュニケーション
東京家政学院大学
現代家政
21
東洋大学
ライフデザイン
1
東京工科大学
デザイン、メディア、医療保健
5
二松学舎大学
国際政治経済
1
東京女子体育大学
体育
1
日本工業大学
工
東京造形大学
グラフィックデザイン
1
日本大学
経済、法、文理、理工
1
東京都市大学
メディア情報
14
文京学院大学
外国語、経営
2
東京富士大学
経営
13
法政大学
経営
2
東洋学園大学
グローバルコミュニケーション
1
武蔵野大学
文、グローバルコミュニケーション
東洋大学
ライフデザイン
13
横浜商科大学
商
1
二松学舎大学
国際政治経済
1
美術、ビジュアルデザイン
2
横浜美術大学
日本工業大学
工
1
横浜薬科大学
薬
1
日本大学
経済、法、文理、理工
4
立正大学
文、経営、法、地球環境
3
12
文京学院大学
外国語、経営
了徳時大学
看護、健康科学
12
2
法政大学
経営
和光大学
経済
1
武蔵野大学
文、グローバルコミュニケーション
3
横浜商科大学
商
1
美術、ビジュアルデザイン
2
横浜美術大学
横浜薬科大学
薬
1
立正大学
文、経営、法、地球環境
3
1
了徳時大学
看護、健康科学
1
2
和光大学
経済
1

