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たのは、平成二十一年九月

念事業実行委員会が開かれ

第一回目の創立百周年記

祝賀会が挙行された。

典、および創立百周年記念

て、本校創立百周年記念式

日、 大 井 町 き ゅ り あ ん に

平成二十三年十月二十九

点をご寛恕いただきたい。

綴ったものではない。この

思うが、それらを踏まえて

事やご苦労があったことと

れぞれの立場で様々な出来

る。同窓会、ＰＴＡは、そ

させていただいたものであ

記念事業の道程について記

た一教員の視点で、百周年

本文は、実行委員を務め

申し上げたい。

桐会の皆様に心よりお礼を

員会の一員として、まず梧

側の百周年記念事業実行委

ことはできなかった。学校

しては、決して成功させる

熱意に支えられることなく

は梧桐会、ＰＴＡの皆様の

進めてきたが、この大事業

が三位一体となって準備を

は、梧桐会、ＰＴＡ、学校
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しかし可能ならば卒業生を

祝賀会のアトラクションの

な っ た の は、 記 念 式 典 と

実行委員会でまず話題に

しだいに打ち解けていった、

をお招きすることもできる。 緊張した面持ちでいたが、

内容であった。外部から人

練習時間は、先輩と後輩が

れの大先輩を前にして最初、

いただいた。生徒たちは憧

に立つ生徒たちのご指導を

足を運んでいただき、舞台

ている。これは二三年八月

に金属製の校章が設置され

生徒昇降口中央のドアの上

かなくてはならない。本校

記念樹についても触れてお

贈していただいた校章と

創立百周年を記念して寄

できる。同窓生から「新幹

線の車中からも見ることが

立大崎高校」の文字は新幹

ている。爽やかな青色の
「都

七階東側の外壁に設置され

設置された。校名版は校舎

にステンレス製の校名板が

なされ、二十三年九月初旬

線の窓から校名の文字を見

招きたい。本校の同窓生の

て懐かしくなって電話しま

三十日、梧桐会とＰＴＡの

ご厚意によって寄贈され

交流する、かけがえのない

たものである。正門を入っ

した」という電話をいただ

なかには各界で活躍されて

式典に向けての生徒指導

て、正面の校舎に目を向け

いる方が多数いらっしゃる。 貴重な時間となった。
俳優、アナウンサー、ミュー

のなかで、学校がまず取り
る。本校の校歌は格調高い

「多くの先輩方や先生方が

いた。

からおほめの言葉をいただ

をはじめとする多くの方々

生徒たちには式典前日、 教育委員会の内館牧子委員

う自覚を深めている気がす

見て大崎の生徒であるとい

も、生徒たちはこの校章を

る。はっきりと意識せずと

がら階段を上り校舎にはい

は日々この校章を目にしな

編集の過程では少なから

についても触れておきたい。

集者として、記念誌のこと

さて、百周年記念誌の編

ことである。

すことができるのは嬉しい

いたりもした。学校として

ジシャン、ダンサーなどの

が難しく、しっかり歌える

築かれてきた伝統の上に君

式典前半、生徒たちは私

る。

は、本校の名を世に広く示

なんといってもビッグネー

生徒は多くない。二十三年

たちはいるのだ。その自覚

語を発することなく、真摯

るとすぐに気付く位置に校

ムは、ギタリストにしてシ

度は、始業式、終業式では

に登壇された方々の言葉に

子は大変に素晴らしいもの

重みである。二十二年四月、 ン ガ ー、 音 楽 プ ロ デ ュ ー

もとで校歌の練習をした。 を新たにして明日は先輩方

音楽科の宮良先生の指導の

に喜んでいただける素晴ら

譜面を基にして練習し、Ｃ

サーである昭和 年度卒の

しい式典にしよう。君たち

同窓生の名が浮上したが、 組んだのは校歌の指導であ

Ｃｈａｒ（竹中尚人）さん

また、式典前の一ヶ月ほど

章は輝いている。生徒たち

小巻校長が、赴任された直

である。ぜひＣｈａｒさん

前から昼休みに校内放送で

であった。来臨された東京

後、校長室で「百周年記念

を呼びたい。それが実行委

Ｄに収録した。

事業、身の引き締まる思い

員会、全メンバーの一致し
祝賀会にＣｈａｒさんに

声合唱団に依頼してＣＤへ

校歌については、東京混

前半は難しい言葉の交じっ

といえばウソになる。式典

について心配をしなかった

生徒たちの式典に臨む姿勢

そう話しはしたものの、

やかな時間を過ごすことが

が一体となって、楽しく和

舞台の上と会場の生徒たち

のこもった演奏に 惜しみな

後半は本校吹奏楽部の熱

は随分とご苦労をされたよ

しいアオギリを見つけるの

んと生徒が協演した際には、 会長は植樹するのにふさわ

い拍手を送り、Ｃｈａｒさ

うだ。アオギリは正門前の

オギリが植樹された。川村

て、その名となっているア

周年を記念し同窓会によっ

十月十四日には、創立百

宅の近くのコーヒーショッ

で学ばれた同窓生に、ご自

である。戦後まもなく本校

たのも、同窓生のお話から

ーチであったことが分かっ

を記念してつくられたブロ

ていたものが、校章の制定

いただいた。校章だと思っ

ぬ同窓生の方々にご協力を

がするね」と言われたのが

来ていただく方向で、梧桐

の吹き込みも行った。その

た挨拶や祝辞が続く。その

耳を傾けていた。

を迎えている学校は数える

会副会長の齋藤さんにＣｈ

過程で東京混声合唱団の団

時間、背筋を正して静粛に

を信じている。
」と話した。

ほどしかない。準備にあた

ａｒさんの事務所との折衝

長の奥様が本校の卒業生で

校歌を流し、校歌に親しん

ったアドバイスを求めたく

にあたっていただいたとこ

あることが分かったという

た思いであった。

とも、本校近隣には、百周

ろ、嬉しいことにＣｈａｒ

でもらった。

年を迎えた学校はない。そ

さんご本人から、式典で生

明晰な思い出話を伺い、大

こで平成二十一年に創立

変にありがたかった。また、

六十周年を迎えた田園調布

この木は生命力が強くて成

体育館側に植えられている。 プでお話を伺った折には、

長がはやく、天に向かって

できた。終了後、舞台裏で

Ｃｈａｒさんといっしょに

嬉しい驚きもあった。また、 過ごすことができるかどう

写真を撮ってもらっている

徒たちと一緒に演奏し歌い

だがこの心配は杞憂に終

かが心配だった。

じた。

高等實修女学校時代の校歌
た。だがご多忙な身である。 も本校のコーラス同好会の

校のさらなる発展を祈って

顧みて、次なる百年に向け

ーが赴き、お話を伺った。 たいとの申し出をいただい
だが、本校が迎えるのは百

植える木として大変にふさ

あらためて梧桐会の方々の
式典当日、時間をつくるこ

式典後の祝賀会も大変に

わしい木といえよう。すく

生徒のうれしそうな姿が微
とが可能かどうか、事務所

和やかに進み、盛況であっ

母校を深く愛する思いを感

周年である。六十周年を迎

からすぐに返事をいただく

た。あちらこちらで、恩師

まっすぐに伸びていく木で
える学校と同様に記念事業

ことはできなかった。最終

て、大崎高校をさらに発展

ある。次の百年に向けて本
を行えばよいというもので

的には、Ｃｈａｒさんには

すくと育ち、生徒たちを見

笑ましかった。
はない。記念誌一つをとっ

と生徒、旧友同士、旧教職

作ってくださり、式典の舞

の も の、 あ わ せ て 二 曲 も

メンバーが、残されていた

ても体裁、内容ともに 百

式典と祝賀会の両方に出て

守ってほしいと願っている。 させていきたいと決意を新

同窓生や本校に勤務され

台で披露してくださった。

員会から特別に予算措置が

たにしている。

百周年記念事業の道程を
周年にふさわしいものとし

員と現教職員が旧交をあた

た先生方が絆を深めること

披露時には生徒に向けて、

二十二年度に本校ＰＴＡ会
長を務められた難波芳雄氏

さらには、東京都教育委

いただけることとなり、皆

ができる記念事業。そして

ユーモアある中にも後輩を

ためのものと同窓生のため

在校生が本校への帰属意識

思う心に溢れたお話しをし

が就任。記念式典は本校第

た。

なければならない。

タリスト」として活躍され

ため、歓談する姿がみられ

ている昭和 年度年度卒の

また、
「落語もできるギ
うのではなく、今後百周年

立川志隆（濱崎隆）さんは

の喜びもひとしおであった。

を迎える都立高の手本とな

本校の応援歌を、在校生の

実行委員会は、他校に追

るような記念事業を行おう

随して百周年記念事業を行

という気概を持って準備を

を深め、大崎高生であるこ

てくださり、祝賀会では落

委 員 長 に は、 平 成 二 十 ～

ような記念事業。そのよう

式典の準備段階では、Ｃ
通した思いであったと思う。 ｈ ａ ｒ さ ん に は 学 校 に も

同窓会、ＰＴＡ、学校の共

な事業にしようというのが、 語も演じていただいた。

二十二代校長・小巻明先生、 とに誇りを持つことがてる
そして記念祝賀会は梧桐会
会長・川村治氏を中心とし
準備を進めるにあたって

て準備が進められてきた。

わった。式典時の生徒の様

高校に実行委員会のメンバ

都立高校ですでに百周年

印象に残っている。

まず感じたのは、百周年の

「大崎の百年」編集委員長
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を迎えた大崎高校の歴史と

今後は、昨年１００周年

等に努めてまいりました。
のない高校生活を本校で学

ます。生徒には、かけがえ

で心を込めて育ててまいり

出

教職員の転退
転

高校改革を推進してきまし

都の教育施策に関わり都立

活指導、学習指導、進路指

これまで取り組んできた生

歩んでまいります。本校が

新たな前進に向けて着実に

ます。

長してほしいと願っており

担えるたくましい人間に成

と知性を磨き、社会貢献を
矢吹健治（地歴・日本史）

大森高校

「行と志」で大崎高校は
さらに変わります
この４月に赴任してまい
た。昨年度までは、東京都
導、部活動、学校行事等を

南平高校

丸山雅代（公民・現社）

美原高校
宮川朋一（理科） 神津高校
杉浦育子（理科・化学）
目黒高校
中村文男（英語）退職
上野高校
雪谷高校

小山しのぶ（英語）退職

芝商業高校

つばさ総合高校

久松正春（情報）

小石川中等教育学校

安藤芳江（養護）

転 入

牛来峯聡（校長）

中部学校支援センター

世田谷泉高校（定） 加藤 隆（副校長）

青木喜和（英語）

寄 付 の お 願 い

城東高校

外川 寛（地歴・日本史）

田園調布高校

倉田美雪（公民・倫理）

日野台高校

安井弘明（数学） 狛江高校

松尾拓哉（数学） 新規採用

新規採用

小野寺裕司（理科・物理）

蔵前工業高校

北川寿郎（理科・化学）

松本麻子（英語） 国際高校

新規採用

大槻未希子（英語）

佐野君代（英語） 鷺宮高校

大森高校

橋本泰徳（保健体育）

葛飾南高校

梅沢正樹（保健体育）

鈴木勝雄（情報） 大森高校

芸術高校

小野村樹美（養護）

④電話番号・ＦＡＸ番号（急な連絡の時に連絡のつく番号）

小巻 明（校長） 翔陽高校

りました校長の牛来峯聡で
中部学校経営支援センター
さらに深化させ、地域住民、 す「 行 と 志 」 で す が、 こ

金子 端（保健体育）

③郵便番号、住所（正確に）

都築 功（副校長）

す。同窓会の皆様におかれ
において、学校経営支援担
八木橋一樹（数学）

②氏名（フルネームで）

良き伝統を受け継ぎながら、 ぶことにより、豊かな感性

ましたは、前任の小巻校長
当課長として、学校訪問等
れは幕末期の志士で思想

昨年10月、
百周年記念に発行された「大崎の百年」が、会員の皆様用に若干の部数があります。

大森高校

先生と同様によろしくお願
都民から期待される学校づ
くりを目指してまいります。 家、 教 育 者 で あ る 吉 田 松

東京都立大崎高等学校創立百周年記念誌について

さて、タイトルにありま

いいたします。
を通して学校経営支援、教

簡単な自己紹介ですが、
これまで教育行政で 年間、 育活動支援、人事関係支援
の基本的な考え方の一つで、

具体的には、
「時を守り、 陰（１８３０―１８５９）
場を清め、
礼を正す」スロー
かって本気で実践し（行）
、

ガンを継続・発展させ、遅 「 今 あ る 場 所 で 目 的 に 向
また本心から念じて取り組

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

刻防止、茶髪の改善、清掃・

人数によっては抽選になることもあります。予めご了承ください。

むこと（志）
」の大切さを

わからない場合は卒業年度（昭和５１年３月卒業ならば昭和５０年度卒）

美化の徹底、挨拶の励行な

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

教えているものです。本校

メール、手紙、ＦＡＸにて

以下をお伝えください。（すべて）

ど、生活指導の充実に向け

事務局までお寄せ頂ければ

ましたので、その方々の意

※電話は受け付けません。締め切りは平成２４年５月３１日（木）です。

は、この「行と志」の精神

若い卒業生は、学校に対

幸いです。

見もよく取り入れて更なる

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。

梧桐会事務局あて

全校あげて取り組み社会性

国家や社会に役立つ人間に

梧桐会は会員相互の親睦

する愛着心とか価値観の

毎年五月の第二日曜日に

③梧桐会事務局へはがきを出す

をはぐくんでまいります。

成長できることを願ってお

力強いご支援を末永くお願

対し御理解と御支援を頂

交流と、併せて母校発展に

変化が考えられると思いま

開催される総会は、出席者

活性化を計って参りたいと

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。

をもつ生徒の育成に努め、

学力の向上、道徳心の育成

い申し上げ、ご挨拶とさせ

いておりますことに厚く感

寄与する事を目的として設

の年齢が年を追う毎に増加

思っております。

ご希望の方は、下記の要領でお申し込みください。

また、基礎学力を重視した
と道徳的実践力、文化・ス

ります。

ります。そのため、全教職

ていただきます。

今後とも同窓会の皆様の

ポーツ活動や学校行事など

員が一丸となり、きめ細や

の活性化に取り組んでまい

かな指導を心がけ、生徒一
人一人が社会的自立に向け

謝申し上げます。特に昨年

す。また、個人間での親睦

て成長できるよう、卒業ま

は大崎高校創立百年の式典、 立され、今日まで活動して

が有る事は嬉しい限りです。 意見、お考えを事務局まで

りましたが、梧桐会の皆様

に付いても、同期会やメー

拶

桜前線も北の方に移り、

参りましたが、近年、卒業

ル等で日々深められている

生が必ず同窓会会員である

為、同窓会の意義が薄れつ

祝賀会が盛大に行われまし

という構図が大変難しく成

て、数多くの梧桐会会員の

挨

※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。

日頃より同窓会の活動に

ご

プログラム

とし
みね

には如何お過ごしですか。

りつつ有り、本年は五十名

さて、私達の同窓会梧桐

ける贈物と思っております。

の傾向ですが、出席の方々

を通じて大崎高校同窓会に

ください。また、一部装丁が異なる場合があります。

都立大崎高等学校長
東京でも木々の緑が一段と

皆様から多大なるご寄付・

つあるように思われます。

会は、昭和 年に正式発足

は旧交を温め、皆楽しい一

相応しい会員相互の親睦と

０３－３７３０－８１１７

14

眼に染みる季節となって参

応援を頂戴し、心から厚く

以上の卒業生が梧桐会への

を呼びかけておりますが、

会報により総会への出席

御礼を申し上げます。

時代の変化と共に卒業生

入会を否とされました。

幸いにして、ここ数年若

効果は不十分のようです。

百周年記念に学校に寄贈

の同窓会への価値観も変

してより七十五年の歳月を

時を過ごして頂いておりま

連携を検討して行きたいと

させて頂きました「校章」
と「梧桐」の苗に付きまし

わってしまったのは大変残

経て、今日では会員数二万

す。卒業して数年の会員さ

い幹事の方達が増えて参り

ては、今後の大崎高校生に

念に思えてなりません。

名を超える大きな組織と

んの出席数が昔に比べ大変

考えておりますので、会員

12

大田区新蒲田３－１８－１－５０７

〒１４４－００５４

も少なからず心に残って戴

成って参りました。そして

皆様方の同窓会に対する御

今後とも「会報」
「総会」

多くの会員の方々が実社会

少ないのは残念ですが、そ

②梧桐会事務局へＦＡＸを送る

場
費

の色々な分野にて大いに活

aogiri_kai@yahoo.co.jp

会
会

躍されている事と存じます。 の分を補う中高年のパワー

①梧桐会事務局へメールを送る

時

５月１３日（日）母の日
１２時３０分（受付開始）
１３時～１６時
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

梧桐会総会
第７5 回

峯 聡

来

ご

らい

牛

治
村
川
梧桐会会長

５月 13 日
（日）
於・大崎高校

第75回 梧桐会総会開催

（２）
平成２４年４月１日

報
会
桐
梧
第５８号

辞

しかし、明治、大正、昭和、 当局に掛け合い、献身的な
ご努力により廃校の決定が

惜しみない支援をいただい

いますが、様々な障害や困

止め、先輩たちがそうして

を高める絶好の機会と受け

た同窓会やＰＴＡ、そして、 難こそは、
自らを鍛え、
自ら
都当局、区、地域の皆様の
きたように、逞しく乗り越

そして平成と、激動と波乱
お陰であり、深甚なる敬意

撤回されたということもあ

の渦巻く時代の中で社会の
と感謝を申し上げます。

また、昭和二十四年には

変化に時に翻弄されながら、 りました。
学制、校名、教育内容、教

私が大崎高校に入学した翌

思っております。

申し上げられるんだろうと

見せ始めて参りました。豊

の価値観が大きく変化を

二十一世紀となり、人々

年が創立五十周年でござい

式典や記念の文化祭「名称

ました。当時も五十周年の

を学園祭と申しておりまし

えていって欲しいものです。

かな生活が求められると共

そのためにも、人生の基

に、人と人との心の結びつ

また、二万五千人近い卒
礎固めの時期である青春の

たが 」が行われまして、私

業生が本校で多感な青春時
日々を無駄に過ごすことな

当時の校長先生及び後援会
願う強い意志と行動により、 代を過ごし、自主自立の精

く、知性と感性を豊かに磨

き「これを絆と言うのでし

神を重んじた校風のもとで

き、思いやりと共生の精神

平成と百年の歴史を刻み、 十年間ずっと親しくお付き

もその時、生徒会の役員を

勉学やスポーツに励み、生

を美しく育み、心と身体を
只今ご紹介を戴きました

創立以来、現在の校名に

も懐かしく思い出されます。 大切にしていく事が大事だ

今日この歴史的な場面に立

を表しますとともに、都当

様の多大なるご功績に敬意

をはじめとする旧職員の皆

終わりに、歴代校長先生

上げます。

まして心からお祝いを申し

に対し、同窓会を代表致し

創立百周年を迎えました事

かでも私たちの先輩は、学

おります。

各方面にてご活躍をされて

本だけではなく、世界中の

た 今 年、 日 本 で は 東 日 本

大崎高校が百周年を迎え

ような苦難があったのです。

今の言葉で置き換えるなら

イヤモンドも磨かなければ

た大崎高校の校章には、
「ダ

ダイヤモンドをかたどっ

私の宝物となっております。 を積み重ねて行かれます事

変わるまで実に九回校名

ち会い、本校の歴史を再確

芸会を行っていました。や

大崎高校におきましても、

と思います。

代化の歩みを一層加速させ

認するとともに、先輩たち

大崎高校は、創立百周年

っと持ち寄った衣装をそれ

この当時の仲間とは、五

ていた時代であり、教育こ

変化に苦労することとなり

間借りの時代が続きました。 構造物となり、教育環境の

区内の小学校や中学校での

ました。

局、区、同窓会、ＰＴＡ等
を迎えました。今日はその

本校が、明治・大正・昭和・

各界から多数のご来賓、並
そが近代化推進の鍵を握る
途中、独立校舎が建設され

関係各位のご芳情に衷心よ

記念式典です。私たちはこ

きますことは、このうえな
い慶びであります。在校生、 もあります。

が建設されるという異例の

さて、在校生の皆さん、

きます。

ば、学生時代の「友人の絆」 てお祝いの言葉とさせて頂

私事かもしれませんが、 がいま持って続いていると

この度、都立大崎高校が、 まして、数多くの方々が日

びに、同窓会、ＰＴＡ、関
という確信のもとで、我が
るも、数年後の昭和二十年

がこれまで本校の伝統を築

り感謝申し上げ、併せて今

その翌年には、都教育委

切に願っています。

係各位のご臨席を賜り、こ
国の将来を担う有為な人材

き、充実発展に寄与した足

後とも本校に対しまして一

るところです。

こに東京都立大崎高等学校
の育成に向けた教育の大改
このように多くの曲折を

跡を辿ることにより志を新

明治の近代化政策の一環
として、本校は重要な意義

創立から四十年近くは、 人工地盤の上にグラウンド

創立百周年記念式典をかく
五月には空襲で全焼し、す
経ながらも、本校が一世紀

たにする機会にしてもらい

教職員を代表いたしまして
厚く御礼申し上げます。

荏原郡大崎町立大崎女子実

チルとミチル」などの劇を、 震災のために東北から避難

セージが込められているそ

らない」
、そのようなメッ

て大変な時代を生きていま

今、私たちは復興に向け

るのではないかと気づきま

を教えようとしてくれてい

は、逃げずに前に進む姿勢

っています。

亡くした生徒もいたことで

す。その時代の中で、私は

うですが、私は、この校章
でも知りたいと思い、昔の

しょう。昭和二十年五月に

います。
明

は、大崎高校の校舎が全焼

戦争で家族や大切な人を

苦労して行っていたのです。 してきた生徒も共に学んで

光らない。それと同じよう

百周年を迎えるにあたっ

大震災で多くの尊い命が失
皆さんがこれから歩む時

式辞といたします。

て、私は母校の歴史を少し

なりにうまく使い、「若きウ

揺るぎない歴史を重ねて今

代は、世界的規模の経済不

東京都立大崎高等学校校長

平成二十三年十月二十九日

の大きな節目に在校するこ

日を迎えることができまし

況、
情報化時代への対応、
東

層のご指導、ご鞭撻を賜り

員会から本校を大森高校に

たのは、労を厭わず、理想

日本大震災の復興、原発問

たいものです。

併合し廃校とするという通

の教育を貫かれた歴代の校

をもって誕生した学校であ
知が届きました。これに対

長先生、生徒を愛し真摯に

本校の創立は、遠く明治

四十四年四月十三日に溯り、 り、その一世紀にわたる歩
して、当時の校長先生及び

業補習学校の校名で大崎町

われました。大崎高校では、 に人の心も磨かなければ光

みはほとんどの年月を我が
後援会長、並びに品川区長

立第一日野尋常小学校の一

小巻

ェルテルの悩み」や「チル

国の興隆期にあたる二十世

教育に取り組んだ教職員、 題など多くの課題を抱えて

言えます。

ますようお願い申し上げ、 とができ、とても嬉しく思

紀に軌を一にしてきたとも
など多くの本校関係者が都

部を借りて、生徒数僅か十

資料を開いてみました。
資料を見ていくと、昭和

した。

暖房完備、七階建て校舎と、 一五〇年、いや二〇〇年と

苦しみの中でもくじけるこ

一〇〇周年を祝う花電車が

ました事を、重ねて御礼申

するという悲しい出来事も

でこの行事に取り組み、今

本日、ここに、東京都立

ありました。

さて、
『自主自律の精神

ました。その間、二つの世

歴史と伝統を継承して参り

に支えられながら、脈々と

卒業生、そして地域の皆様

楽をする事が出来る、と言

力のお陰で、今の私たちが、

ます。これは、昔の人の努

涼を得』と言う言葉があり

爾来百年、多くの教職員、 『前人木を植えて 後人

無く、学校と言う教育の場

伝統に胡坐を掻くのでは

予測することは出来ません。 員されていました。低学年

うな時代となるのか、誰も

で頂きたい。この先どのよ

はゴム工場や電機工場に動

当時は戦争中で、上級生

ていた先輩方の様子に、私

れずに精一杯生きようとし

悲しみを乗り越え笑顔を忘

そのような中にあっても

ができました。

から大きな勇気を得ること

いた、かつての先輩方の姿

ということを感じています。

包まれて、ここにあるのだ

の温かい思いに支えられ

今、私たちは多くの方々

二十年の春に赴任された若

日まで準備して参りまし
と、誠実な人間の育成』を

となく立ち上がろうとして

い女性の先生の文章に目が

走る、東京都電が誕生した

伝統を重ねて行く事になり
年で、いろいろな出来事が

ます。その中心は常に生徒

日、この日を迎える事が出

この上ない学習環境にも恵

来ました。この良好な関係

まれています。

この記念すべき大事業に

あった事に、驚かされます。

た。その過程で、
多くの方々

し上げます。

を、この先も継続し、学校

大崎高等学校創立一〇〇周
備 え、 学 校、 Ｐ Ｔ Ａ、 梧

とまりました。

一重に皆様方のお力添えの

桐会と共に二年以上前から、 発展の一助になればと、考

諸君である事を、忘れない

賜物であると、心から感謝
公私共にお忙しい中、ご来
との交流を図り、三位一体

東京都立大崎高等学校
創立百周年記念事業実行委員会

教育目標に掲げる大崎高校、 界大戦を挟む、苦難の時代

れ た、 大 崎 高 校 の 学 習 環

う 例 え で す。 現 在 の 恵 ま

ます充実・発展することを

く輩出し、大崎高校がます

できる人材を、一人でも多

を通じ、社会や地域に貢献

そのような厳しい状況のな

見て授業を受けていました。 崎高校百年の歴史の中には、 明るく強い心で生きていき

の生徒のみが空襲の合間を

はとても感動しました。大

いように、未来に向かって

私たちも先輩方に負けな

そして先輩や保護者の方々、

先生方や経営企画室の方々、

教育委員会、地域の方々、

私は、二年生の時に生徒

すべてに頑張ることに疲れ

は部活動、勉強、生徒会の

こまでも高く、まっすぐに、

アオギリの木のように、ど

窓会の名前に使われている

し っ か り と 受 け 止 め、 同

私たちは先輩方の思いを

す。

てしまって、大変なことか

え、それから達成感、充実

戦しようと気持ちを切り替

大変なことに自ら進んで挑

させていただきます。

ちまして生徒代表の言葉と

くことを決意し、これをも

生徒代表 森下里菜

平成二十三年十月二十九日

した。

感を実感するようになりま

いました。けれどもある日、 これからの百年を歩いてい

ら逃げることばかり考えて

会長を務めました。その頃

本当にありがとうございま
もあり、食べるに事欠く世

境 は、 先 人 の 苦 労 が あ っ

祈念すると共に、ご来臨の

委員長 難波 芳雄

生徒代表挨拶

ます。
ご存知の通り、一九一一年

の中でも、向学の志に燃え

て、築かれたのだと、確信

えています。

賓の皆様を始め、各方面よ

祝

私たちには想像もつかない
（明治四十四年）
、大崎町立

しています。そこを巣立っ

生は、日本全国・津々浦々、 ご支援、ご協力をお願いし

る生徒と、多くの先生方に

それぞれの分野で活躍され、 まして、ご挨拶と致します。

支えられ、百年の年輪を刻

平成二十三年十月二十九日

大崎女子実業補習学校とし

一方、現状の大崎高校に

ここに集いし後輩の大きな

て、生徒一〇名で開校致し

目を向けると、回遊式庭園

目標と、励みになっている

皆様に、今後とも変わらぬ

として有名な、戸越公園に

東京都立大崎高等学校創立

た一万八千人を超える卒業
で あ っ た か、 そ の 歴 史 を

隣接する、恵まれた地域環

ところです。

んで参りました。

紐解くと、ノルウェーのア

境と、先の東日本大震災の

百年前がどのような時代

ムンゼンが、人類史上初め

際にも、物一つ落ちなかっ

ました。

て南極点に立ち、日本橋が

た、全国初の免震構造・冷

百周年記念事業実行委員会
現在の石造りになり、帝国

我が大崎高校は、この先
劇場が開場、また、本日も

里莱

森下

芳雄

難波
委員長

辞

申し上げます。また本日は、 実行委員会を立ち上げ、今

り大勢の方々にご臨席頂き

年記念式典が出来ます事は、

を心からご期待を申し上げ

も盛大に執り行うことがで
革を推し進めていた時代で
べての書類を焼失するとい

進め、磐石の重みをもって

時は、まさに我が国が世

梧桐会会長

艱難に遭遇し、前進と停滞、 の皆様の教育環境の改善を
都当局及び区のご理解とご
涯を貫く強靭な精神を培わ

たくましく鍛え、社会の発
同窓会梧桐会の会長を仰せ

ょうが」が一層大切になっ

支援を得ることができ、旧
れ、その時代その時代にあ

展に貢献し、明るく充実し

この百周年という、長い歴

しておりました事から、学

栄光と苦難が絶えず交錯し

三井家別荘跡地であった現
って社会の期待に見事に応

た生活を営める生きる力を

史と伝統を受け継ぎながら、

て参りました。

在の地を得ることができま
え、各界で優れた能力を遺

合いをさせて戴いてててお

園祭の企画や準備に同期の

た本校百年の道のりは、決

した。
憾なく発揮され社会の発展

現在は同窓生も二万五千名

仲間と共に、下校の時間に

して平坦なものではありま

近年においては、敷地内

つかっております川村でご

教育の現場におきまして

せんでした。

を都道二六号線が通るとい

身につけ、次なる本校の百

尚一層素晴らしい教育活動

も、やはり絆というものを

を変え、所在地を五回移し、
に貢献されてきたことは本

りまして、大崎高校での出

なりましても学校に残り、

昭和二十五年九月に現在の
う問題が具体化し、グラウ

会いが、一生の友人として

一生懸命頑張った事が今で

吹き渡り、錦秋の訪れを間
地に落ち着いて六十一年を

にせまる規模と成っており

学校長
う災難にも見舞われました。 にわたり常に逞しく歩みを

都心にも爽やかな清風が
近に感じる今日の佳き日に、 界の中の日本を目指し、近

ざいます。

育環境の転変など、幾多の

治

川 村

年の歴史を彩って欲しいと

名で誕生しました。

辞
祝

明
小 巻

ンドの下をトンネルが通り、 校にとって大きな誇りとす

式

経ました。

第５８号

報
会
桐
梧
平成２４年４月１日
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有志同期会のご報告
補は千葉県の「佐原と水郷
康には良かったと思います。 べき年で、 月 日
（土）
に

歩近く散策しましたので健
展開されており、今回は特

楽と落語の宅配便」を全国

立川志隆氏は精力的に「音

校創立１００周年の記念す

巡り」でした。しかし、現
は大井町にある品川区立総

地は東日本大震災による液

男性８名、女性４名の
で記念式典と祝賀会が盛大

合区民会館の「きゅりあん」 別企画の「３，０００回突

生駒 勇美 （昭和 年度卒）
名が参加し、久しぶりに高
破記念公演」ということも

校時代に戻って楽しいひと
ぎわい座」は大盛況でした。

あり、
会場の横浜野毛の「に

私は残念ながら所用で欠

に行われました。
すでに予約満席の状況でし

喜多院では集合記念写真
席いたしましたが、同期で

時を過ごしました。

状化現象の被害が大きく、

る「川越の小江戸巡り」に
を撮影しましたので思い出

このほか、敷地内ではプ
なりました。

の総会以外にも時折、有志

ときを過ごしました。なお、

たが、ご厚意の特別枠で参

終演後は同期皆さんと野毛

加させて頂き、楽しいひと

川越は江戸幕府の北の守
旧友からは、久々に厳かで

名（男性５名、女性５

りとして栄え、商工業や学
感動的な式典だったとの感

名）が参加し、出席された

ロレスで懐かしい力道山の
なお、二次会は川越駅近

は

墓なども見学できます。当
くのファミレスで行い、昔

の一駒になったことと思い

同期会を開催して親交を深
問の盛んな城下町です。江

有志同期による「池上本門
した。皆さまも一度、散策

いろいろな新発見がありま
ため、小江戸とも呼ばれま

スの重臣が配されて栄えた

想が寄せられました。

めて情報交換もできるよう

なってからも立川さんのよ

もうと思いました。大人に

たゆっくり夢に向かって進

立川さんのお話を聞いてま

を迎える事が出来たという

なご苦労があって、この日

関係者の皆様の本当に大変

あたり、同窓会役員の皆様、

叶うようなきがします。本

わせ後片付けまで、皆様の

思います。準備から打ち合

うに夢を追い続けていれば、 事も付け加えておきたいと

当にありがとうございまし

お陰で本当に素晴らしい

無責任に夢を追い続けな

た。
」

周年を迎えられた事、そし

どんなに歳を取ろうが夢を

し上げます。

下さった事、心より感謝申

さい、とは言えませんが、 て私のような者にお声がけ

持ち続ける事はできる。そ

る事なのではないか、そん

る事は、充実した人生を送

より活躍して行けるように、

ら に 発 展 し、 後 輩 た ち が

これからも大崎高校がさ

して夢や目標を持って生き

いを込めて歌わせていただ

陰ながら応援し続けたいと

昭和 年度卒業生の濱崎

隆（立川 志隆）と申します。 きました。後日、私のブロ

な問いかけに見事に答えて

思っております。関係され

食会で歓談いたしました。

グにこのような書き込みが

くれて本当に感激いたしま

今年の３月 日
（火・祝）

ありました。

した。

毎回の有志同期会はリー

「私は今大崎高校に通っ

式典があった。半世紀過ぎ

三年生、その前年五十周年

今回の

て、本当に不思議なご縁で、
同期の皆様、これから日
増しに暖かくなりますが、
健康には留意されてお元気

周年に関わらせて

Ｓ

卒のホームページ」か
らご覧になれます。

周年
式典において歌を、そして

ている高校１年生です。私

かと言って下さったが、次

この度の大崎高校
真はオンラインアルバムに

祝賀会でトークと歌を披露

は夢を諦めていたのですが、

の祝賀会にも出演するとの

各イベントのスナップ写

立川志隆（濱崎隆）氏の「音

掲載してパソコンや携帯か

させていただきました。数

も良く起立、礼、着席の繰

いただいた事を心より感謝
申し上げます。

濱崎

隆

～大崎高校一〇〇周年に

作詞・作曲

一 一人の小さな 熱い思いが
静かに広がって 新しい道を作る

りがとうございました。

たすべての皆様、本当にあ

楽と落語の宅配便」を同期

多くの諸先輩方を差し置い

り返しにもよく耐えた。

方がかなりいても不思議で

名Ｃｈａｒといえばご存知

卒業生は竹中尚人さんで芸

った。生徒と共演したこの

生による軽音楽の演奏があ

かし、もっと多くの先生方

心配りが有り難かった。し

できた。実行委員の方々の

じテーブルになり、お話も

上木先生、塩沢先生等と同

校群制度の時代で、合同選

された頃は、合同選抜か学

この方々が大崎高校に入学

おり、とても嬉しかった。

の方々がかなり参加されて

当時ごいっしょした卒業生

われた。旧職員の田島先生、 感じさせられた。

なられたと聞いている。も

だった。もう大分前に亡く

年のときの担任は宮城先生

話を一つ披露した。彼が一

登壇して彼の在学時代の逸

だけると幸いです。

ろな機会に口ずさんでいた

ざいましたら、ぜひいろい

作ってみました。機会がご

たい、という思いを込めて

いう彼の呼びかけに応じ、 も忘れずに誇りを持ち続け

どんな時にも

真っ直ぐ生きる

三 笑顔があふれる 戸越の街に
集う人々 明日への道
校舎や景色は 変わり行くとも
決して 変わらない この友情
曲、在校生のために「絆」

堅い約束を

今回の式典の際にもう一

顔を上げよう 前に進もう
われら 大崎 誇りを胸に

あなたの夢が

かないますように

かなうように

いつまでも

あなたの夢が

持ち続けようよ

あなたの夢が かなうように
いつでも いつまでも
見守っているよ
夢はどんなに 遠くても
追いかけよう どこまでも

切れることのない 新しい絆となる
考えて止まらずに
走り出そう 前に向かって
一人では 届かない声も
二人なら 届くだろう

大切な人のために
にお過ごし下さい。
式典と祝賀会で披露させ 一 緑の影濃き 戸越の森に
生きてみよう なりふり構わず
響く歌声 懐かしき人
なお、今年５月 日
（日） ていただいた「大崎高校応
一人では 出来ないことも
どんなに 遠く 離れようと
の「母の日」の午後には恒 援歌」は、これまでにもオ
二人なら 出来るだろう
心 通い合う 友がいる
例の大崎高校同窓会『梧桐 リジナル曲を作成して来ま
共に過ごした 輝く日々は
会総会』が母校で開催され したが、こんなに最後の最
あなたの夢が かなうように
時は流れても 心の中に
ますので奮ってご参加くだ 後まで、細部に渡って悩み
いつでも いつまでも
さい。
抜いた曲は初めてです。昨
応援しているよ
顔を上げよう 前に進もう
年の梧桐総会に出席させて
夢ははるか 遠くても
われら 大崎 誇りを胸に
いただいた際に、我々が通
追いかけよう どこまでも
っていた時とはまったく変
を心から感謝したい。
持ち続けようよ いつまでも
アトラクションで再びＣ わってしまった校舎や町並 二 朝日に燃ゆる 戸越の空に
力みなぎる 希望の歌
ｈａｒと彼の友人がロック みに驚きを感じましたが、
二 一本の細い 糸が重なり
思い迷って 眠れぬ夜も
を演奏して会場を沸かせた。 出身校に対する思いはいつ
悩み 分かち合う 仲間がいる
私はこの手の音楽が苦手で、 までも変わらないものだと
語り明かした 熱き夢は
今も変わらず 心の中に

だと思う。彼は二年のとき

と会えると思っていた。よ

しこの場におられたら、ど

いう事、私たちは大崎高校

私が担任だった。後でわか

く考えてみると当然のこと

んなお話をなさったであろ

出身だという事をいつまで

ったが、グループを作ると

抜では、大崎高校を第一志

うか。

大音量に閉口したが、演奏

きのオーディションやその

でもうかなりの方々が他界

望とする生徒は少なかった

という曲を披露させていた

私も懐かしくなり、演奏が

あの当時のことを思い浮

前に進もう

心の中に
崎になじませるために我々
終わってから幕の下りた舞

けでも堀江先生、中山先生

ご案内をいただいたとき、 牧子さんがおいでになり、

顔を上げよう

が亡くなられている。

大崎高校を母校とし、百周

いた。

だきました。これから未来
台を訪ねた。彼は共演した

年記念の式典や祝賀会にも

かべ、今日は出席してよか

教育委員としてのご挨拶の

私が着任したのは昭和

多数参加して下さったこと

職員は苦心した。しかし、

どなたか懐かしい方にお会

三十八年四月で、その時、

われら 大崎 誇りを胸に

生徒達にとりまかれ楽しそ

現同窓会長の川村治さんは

のある高校生たちに、どう

中に自分と大崎高校とのつ

うだった。後片付けをして

ったと思いながら帰路に着

いできることを期待して参

いた人がお呼びしましょう

われら 大崎 誇りを胸に

ながりにもふれられ、親し

か希望と目標を持って生き
みを感じた。生徒達の態度

て行って欲しい、という思

旧職員が少なかった反面、 の合い間にだれか知人はと

後の練習でも何度も足を運

のである。その生徒達を大

はない。改めて時の流れを

今回の式典を開催するに

らも閲覧できるようにしま

HP http://www12.plala.or.jp/siryu/
ブログ
http://ameblo.jp/tatekawa-siryu/
メール bukokko@s04.itscom.net

有志９名（男性６名、女性

には縁あって大崎同窓生の

川越には歴史的な建造物
な企画を目指しています。

濱崎
隆（昭和52年度卒）
（立川志隆）

３名）で拝聴いたしました。 したが、現在は「大崎高校

ズナブルな費用で皆が楽し

り上がりました。

懐かしい話や情報交換で盛

ます。

めています。
戸時代には大藩としての格

昨年の悟桐会総会が行わ

寺見学会」を行い、男性８
されてはいかがでしょうか。 した。
が多く現存しており、喜多

大崎高校応援歌

年は私の存じ上げているだ

場所を変えて祝賀会が行

場を去った。

ているのだから、他界した

第二部では、吹奏楽部の
演奏、卒業生の落語家の応

を散策してから二次会の会

日は事前に大堂参拝部にガ

も必見に値します。

でしたので、第２候補であ

http://www.geocities.jp/osakihss41/ 完全に復興していない状況

29

イドをお願いし、詳細な説

毎年５月に行われる梧桐会

昭和 年度の卒業生では、「大坊本行寺」の日本庭園

Ｓ 卒のＨＰ

10

20

れた５月８日
（日）
の午前中、 明をして頂きましたので、 式を誇り、大老・老中クラ

名、女性４名の 名が参加
昨年 月９日
（日）
には埼

いたしました。
高校時代、近くにあって
院、
五百羅漢、
蔵造りの街並

殿などの見どころを回遊バ

昨年２０１１年は大崎高

玉県の川越で「秋の有志同
み、時の鐘、蔵造り資料館、

意外と行かなかったのが大

総会時に行き先について希
スも併用して１１，０００

菓子屋横丁、川越城本丸御

史を持ち、身延山久遠寺と
望を募ったところ、第１候

当初、昨年５月の梧桐会

田区にある池上本門寺です。 期会」を行いました。
池上本門寺は７５０年の歴
共に日蓮上人を祀った由緒
敷地内には数々の寺社建

ある日蓮宗の大本山です。
造物のほか、大名庭園の祖

形とも言われる立派な松涛

園があります。広大な松涛
園の庭園内には茶室が４箇
所にも点在し、幕末に勝海

舟と西郷隆盛が会見した東

屋の跡などもあります。ま
た、日蓮聖人が昇天された

10

（4）

100

12

ことなので、会わずにその

川越城本丸御殿園

100

41

加の返事を出した。
式典では都教委より内館

13

12

52

41

41

（1）

百周年記念式典に
参加して

（3）

び力を貸してくれたらしい。 しておられるのである。昨

援歌、一部有志生徒と卒業

41

10

松宮 清治

立川志隆さんの3,000回突破記念公演会
横浜野毛 にぎわい座

（2）

旧職員

松濤園
池上本門寺

100

（４）
平成２４年４月１日

報
会
桐
梧
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しました。

この度は、表題のとおり、 に書かせていただくことと
式場において連鎖的に思い
めぐらせた心の内を、素直

うな、真に生きた力の存在

を確信したのです。
四十四年。私ごとですが、
「僕の瞳の色を知ってい

した。

しく働いているだけの母で

に倒れ、翌日他界するとい

直前に、在校生が部活動中

は挙行を待つばかりという

た経緯がありました。

百周年にとその思いを込め

たが、両式典とも中止し、

大崎高校の創立は、明治
郷里に健在の私の母は、明

2
2

2

2

2

編集後記

2

◇この一年、ほんとうにい

た私は、
「同窓生の力」とい

うものをこれだけ感じたこ

とはありませんでした。式

でも、紙面の都合（本号は

百年前の生徒像への思い
不安に駆られながら問い

二
治四十二年産まれ。ですか

行数がいつもより多いが） がそれぞれの分野でこれだ

の場面でした。

偶然にも式典当日のドラマ
母については、忘れ得ぬ思

に他ならないのです。その

ことは・・！」というのが、 の変遷そのものを知ること

くれました。母乳を飲ませ

までも、笑いながら答えて

のその微妙な瞳の色の違い

っぱくしていたのです。

そのことが鼻孔の奥をしょ

内に、改めて思いを致し、

ありました。

の方々の熱い思いの結集で

生、歴代の教職員、ＰＴＡ

◇平成 年 月 日（土）
、 の中で最も大変だったのは、

りません。

これだけは触れなければな

者の手で行われました。そ

てきました。すべてこの三

は、学校・ＰＴＡ・同窓会

ら、大崎高校の百年の沿革

継いでくださった、梧桐会

ろいろなことがありました。 典・祝賀会の準備に関して

聞く。しかし、地方都市岸

て亡くなった生徒の、無念

で特には触れません。でも、 けの大事業を企画・実行し

今回の百周年式典は、当

和田から東京の専門学校に
掛けました。母は、私の瞳

の会長をはじめとする同窓

時のそうした思いを受け

学校の沿革で、一口に百
を概観することは、奇しく

であったであろうとの心の

う、大変痛ましい事故に見

年と聞いても、
獏
（ばく）と
通うことなどは、夢のまた
の色だけでなく、四人兄弟

舞われました。その若くし

しているものですが、この
も、母の生きてきた世の中

る？」

日は少々違っておりました。 夢。そこで糸子が決断した
く前にＮＨＫの朝の連続ド

子が主人公です。

三姉妹の母親こと、小原糸

日本が世界に誇る、コシノ

物語は、周知のように、

りましょう。実際、この頃

校」そのものだったのであ

原郡大崎町立大崎實修女学

そが、大崎高校の前身「荏

い洋裁の専門学校の一つこ

東京にあったという数少な

ん。君たちの瞳の色は何色

たらお母さんに聞いてごら

い？ でも、今日家に帰っ

かっているのか？ 知らな

っ黒なのか、少し茶色味か

の色を知っているか？ 真

で す。
「 君 た ち、母 親 の 瞳

私が中学生のときのこと

い出があります。

ぜか私は母への思いに、鼻

ンの演奏を聴きながら、な

との見事なコラボレーショ

ャン、Ｃｈａｒと生徒たち

卒業生でもあるミュージシ

式典のアトラクション、

のそんな幸福な思い出です。

でよかった」と涙の出る程

た瞳だといいます。「母の子

るときに、毎日見つめてい

害用の備蓄倉庫等の説明・

した。免震構造の校舎、災

程学校の施設見学に訪れま

手県下の学校関係者が三名

新校舎が落成した年、岩

五

苦渋の選択ではありまし

ではないでしょうか。それ

尊い命を落さずに済んだの

一一の東日本大震災におい

らば、今回の未曾有の三・

舎がかの地に出来ていたな

んが、ただ、随所で「同窓

人、否何百人という人々が、 なのでこの欄では触れませ

ても、間違いなくあと何十

生の力」を発揮できたとい

した。詳細はご報告の通り

百周年記念行事が行われま

すが、わが大崎高校の創立

わたって関連記事がありま

日でした。この号の全頁に

にとって、忘れ得ぬ長い一

この日は私たち梧桐会幹事

祝賀会の後半から会場に入

とができなかったのですが、

をしていてほとんど見るこ

次第です。当日、私は受付

ていただけることになった

交渉し続けたおかげで、出

齋藤副会長がかなり前から

で は な い で し ょ う か？

席できるようになったこと

同窓生のＣｈａｒさんが出

その日私は、式典に出向
ラマ「カーネーション」を

その朝、ドラマは大崎高
のこの学校のカリキュラム

かと、そう聞いてごらん。

さて最後は、落成した新

孔の奥をツーンとさせて、

見学を一通り終えたとき、

を考えると私は、何とも忸

いのです。
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味噌蔵の酵母菌の話に思い
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対来てね！ （なべちゃん）

一〇一年目の大崎高校に絶

に、 母 校 で 同 窓 会 で す。
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平成23年度卒業生進路
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専門学校
就
職

―百周年記念式典当日に、
思いめぐらせたこと―
学
部
男子 女子
マネジメント
1
経済、法、工、人間科学、外国語 8
3
児童
1
総合政策
1
経済、法、人間環境
4
3
人文
2
工、情報
2
経営、政経、理工
4
1
人間健康
1
人間社会
1
経営
2
総合福祉
1
国際人文
1
工
2
服飾
1
1
文
1
児童、通信教育
1
2
看護
1
経営、商（Ⅱ）
2
外国語
1
経営、経済、商
6
経済、国際
2
農
1
経営情報
1
造形表現（Ⅱ）
1
社会システム
1
子ども
1
医療技術、外国語、経済、文
2
3
ヒューマンケア、医療メディカル
4
スポーツサイエンス、法
1
1
工、情報通信
3
医療保健
経済
1
医療保健、コンピュータサイエンス 1
人文、応用心理
1
1
工
1
人間科学
1
経済、経営
1
1
文（Ⅱ）、経済（Ⅱ）
2
国際経済
1
通信課程
経済、法、芸術
2
1
服装
2
経営
1
グローバルコミュニケーション 1
1
政治経済、
不動産、経済
1
2
技能工芸
1
理工
1
こども教育
1
薬
2
文、経済、経営
3
2
外国語
1
合計数
64 47
大
学
跡見学園女子大
神奈川大学
鎌倉女子大学
関西学院大学
関東学院大学
恵泉女学園大学
工学院大学
国士舘大学
駒澤女子大学
相模女子大学
産業能率大学
淑徳大学
城西国際大学
湘南工科大学
杉野服飾大学
清泉女子大学
聖徳大学
西武文理大学
専修大学
大東文化大学
高千穂大学
拓殖大学
玉川大学
多摩大学
多摩美術大学
千葉工業大学
帝京科学大学
帝京大学
帝京平成大学
桐蔭横浜大学
東海大学
東京医療保健大学
東京経済大学
東京工科大学
東京成徳大学
東京電気大学
東京都市大学
東京富士大学
東洋大学
二松学舎大学
日本女子大学
日本大学
文化学園大学
法政大学
武蔵野大学
明海大学
ものつくり大学
横浜国立大学
横浜創英大学
横浜薬科大学
立正大学
麗澤大学
53大学

専
攻
男子 女子
英文
1
社会文化システム
1
エアラインホテルトラベル
1
サービスマーケティング
1
美術
1
幼児教育保育
1
歯科衛生、保育
2
保育
1
被服芸術
3
幼児教育
1
児童生活
2
英語キャリア
1
ビジネス社会
2
合計数
0
18

短期大学
大妻女子短期大学
カリタス女子短期大学
国際短期大学
自由が丘産能短期大学
女子美術大学短期大学部
洗足こども短期大学
鶴見短期大学
貞静学園短期大学
戸板女子短期大学
東京立正短期大学
新渡戸文化短期大学
文京学院短期大学
目白大学短期大学部
13 短期大学
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Char さん
記念式典第１部

校長式辞

↑ 記念式典第２部

吹奏楽演奏 ↓

来賓祝辞（内館牧子さん）

Char さんと生徒有志の協演

立川志隆さん

創立１００周年記念式典・祝賀会写真集
校歌斉唱

鏡開き

星野元校長による乾杯

「歌と話」立川志隆さん

式典に続き祝賀会の Char さん

年度卒業組、晴れて還暦を迎えました。

これを記念して、母校色のタオルを作りました。

掲載の写真で、当日出席できなかった方も友人を探してみてください。
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馬頭琴を演奏する梅木秀徳さん

恩師と Char さん（当時はいろいろと…）

出席された
方々の様子

出席者にお渡し
した記念品等

