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　同窓会会員の皆様及び学校法人上野塾上野雅子理事
長、東京高等学校教職員・旧教職員の皆様には、日頃よ
り同窓会活動に多大なるご理解とご支援を賜りまして、
厚く御礼申し上げます。
　この１年は、新型コロナウィルスが拡大することによ
り世界中の多くの方々に多大なる災いが降りかかってお
ります。
　２０２０年の２月に新型コロナウィルスが拡大し、学
校の重要な行事である卒業式も各クラスでの開催となり
ました。その後も入学式等の重要な行事も中止や変更を
余儀なくされました。卒業生や新入生にとっては東京高
等学校に於ける一生に１回だけの出来事なのに残念に思
う次第です。そして、在校生の皆さんにとっても貴重な
時期を制限されてしまいました。非常に残念です。
　同窓会の事業もこの１年は殆ど遂行することが不可能
となってしまいました。毎年４月下旬に開催されており
ました幹事協議員会、及び６月に開催されておりました
同窓会総会は緊急事態宣言の為に中止とさせて頂きまし
た。その後も重要な事業である、いちょう祭の展示も中
止とさせて頂きました。
　幸いにももう一つの重要事業であります、この同窓
会報の発行は、佐藤副会長をはじめとする編集委員の
方々、及び事務局のご努力によりまして、発行すること
が出来ます。
　この１年は、本当に大きな時の流れに翻弄されて、一
人の人間として贖う事が出来ず無力を感じておりまし
た。唯々、時の流れに身を任せてひたすら耐える事しか
出来ないのが歯痒いばかりでした。

　昨春、まだ新型コロナウィルスの拡大が始まった頃に
知人よりウィルスの感染は終息するまでに通常３年はか
かると聞きました。３年もかかるのであれば世界中の社
会、経済はどのように変化してしまうのかと本当に心
配になったことを覚えています。その時思っていた３年
も掛かるとすれば今まで経験してきたオイルショックや
アジア危機、リーマンショックを上回る企業の破綻や倒
産、経済危機が来るかもしれないと心を引き締めたこと
が、今日の世界を見ていると現実になりつつあると危惧
しております。
　今後、ワクチンの接種が始まったとして半年以上かか
らないと全体としての結果は出ないと思います。
　このような厳しい時代になってしまいましたが、希望
だけは持ち続けて必ず注意深く耐えていればコロナ禍は
過ぎると信じております。
そしてその為に努力している皆さんがいらっしゃいま
す。同窓生の中にもそのような仕事に従事している方も
多くいらっしゃると思います。　
　是非、同窓生の皆様にもそのような努力を信じて未来
を信じて、家族の為にも今こそ努力・我慢を積み重ねて
いって頂きたいと思っております。
　私ども同窓会役員・事務局一同も２０２２年の学校創
立１５０周年に向けて、コロナ禍の下ではありますが引
き続き努力を積み重ねて行きたいと考えております。
　最後になりましたが、同窓生の皆様、学校法人・高等
学校教職員の皆様には引き続き同窓会へのご支援を賜り
ますよう、宜しくお願い申し上げます。

会長　昭和５２年卒　柴田 夏男

大きな時の流れに身をまかせる

会長挨拶
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　令和２年の始まりは、横浜港入港のダイヤモンドプリ
ンセスの乗船客から新型コロナウィルスの感染者が出て
徐々に大きなニュースとなったことから始まりました。
それでも当時はそんなに大事とは思わず、推移している
状況を見守っていたように思われます。２月に入りウィ
ルスが今迄のものと違う事、肺炎を起こすと死に至る事
が判明し、マスク着用、外出自粛、三密を避けるなどが
発表され、大変な事態となりました。世界でも感染者が
増大し、多くの国々でいろいろな制約が始まり、日常生
活を送る事が困難な状況となりました。学校でも卒業式
は各クラスで校長、理事長の祝辞が放送され、令和元年
度の卒業生にとっては、保護者、来賓の方々の出席がな
い淋しい卒業式となってしまいました。その後もコロナ
の猛威は治まらず、４月の入学式も中止となり、いつ学
校が再開されるのかも分からないまま５月が過ぎ、６月
になってやっと再開となりました。マスク着用、消毒、
体温測定など厳重な管理のもと短縮授業の形式で長かっ
た休み明けの身体を徐々に慣らしてゆき、コロナ感染予
防に徹しました。
　長い歴史の中では、戦争、大地震、大水害、火山噴火
など思いもよらない出来事が生じますが、病原菌のよう
な目に見えない敵と戦う事は非常に難しいものだという

事を世界中の人々が知ったのではないでしょうか？
　今、若い世代が、自分達の将来を見つめて賢い日常生
活を送り、この地球を守るにはどうしたら良いかを考
え、食品ロスを減らす、プラスティック使用を減らす等
エコな生き方を追求する活動を行っている事に将来の希
望を見る思いがします。確かにコロナ禍は、人々の生き
方を変えています。今迄の常識が常識ではなくなり、新
しい生き方を探さなければならない時代なのかもしれま
せん。コロナ禍は依然として混沌状態で、専門家はあ
と２年位は続くのではないかと言っています。マスク
着用、手洗い、うがい、消毒もこれからは当り前の日常
になるでしょうし、私達はいろいろな事で注意を払わな
ければならないでしょう。教育の現場としては、生徒達
が快適に過ごせ、未来に夢を持てるような社会であって
ほしいと願うばかりです。未来に生かせる知識・学問を
どうやって教え導くか、一人一人がこの地球を守り、い
かに幸せを勝ちとっていくか、この混沌とした世の中で
強く生き抜いていく人材を育てていかなければなりませ
ん。それには今迄以上に、教師という職業を選んだから
には若者達の手本になるような誠実で誇り高い人間に自
らがなるよう努力する事を私達が自覚する必要があると
改めて感じています。

理事長挨拶

理事長　上野 雅子

令和２年の災厄

本校体育館活躍する部活動
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　「箸が転んでも笑う」などと表現することがあります。可
笑しくて思わず笑う「笑い」とか、それとはやや性質は違
いますが「微笑む」というような人間の表情も、我々にはと
ても関係深いものです。そこで「笑い」について考えを巡ら
せたことを、ここでは二点にしぼってご紹介しましょう。
　まずもっとも美しい笑い、あるいはもっとも純真な笑い
について述べましょう。ドストエフスキーは『罪と罰』の中
で、「神は幼児の両眼に宿る」といっています。皆さんも経
験があると思いますが、たとえば職場で嫌なことがあり、
心がムシャクシャしているときに電車に乗り、赤ちゃんが目
の前で、手足をバタバタさせながら微笑みかけて来たとし
ます。その瞬間、心の中の不快感が吹き飛んで、つい「か
わいい」とあやしたくなる。このように幼児の微笑みは人
間の心をなごませ、純化してくれるのです。「神は幼児の両
眼に宿る」というのはこのようなことでしょう。大脳生理学
者の時実利彦氏によれば、これが人の心をなごませる理由
は、「微笑む幼児の顔は左右対称になっている」からだそ
うです。大人の笑い顔は、左右がいびつです。それは相
手を軽蔑するとか、相手の歓心を買おうとするとか、大人
の笑いの背後には複雑な心理作用があるためだと説明し
ています。ニタッと笑う、あるいはニヤッと笑う、その「笑
顔」に私たちはある種の下心を推定してしまうわけです。
　第二には、人間の笑いには、民族的特色がついてまわ
るということです。日本人には、よくいわれるジャパニーズ
スマイルというある種のテレ笑いがあります。この背景に
は、他人の前で感情をあらわにしないことが品の良いこと
だとする日本の伝統的な教育があります。たとえば皆さん
も笑う時には、口を手のひらで隠すように教えられていると
思います。「涙を飲む」「顔で笑って心で泣いて」などとい
う表現があるのも露骨な感情を好まないこの伝統の証拠で
す。日本の国技の相撲も、この典型です。相撲では勝って
も負けても、勝った喜びや負けた悔しさを顔に表しません。

　狂歌や川柳、また源氏物語や万葉集といった文学に
も、実に多くの笑いが取り入れられており、このことだけを
見ても私たち日本人は個性的な「笑いの伝統」を持ってい
ると思われます。たとえばあの能面も微笑みなどは実に幽
玄であり、優美なのですが、能面に刻まれて変化しないは
ずのその微笑みが、舞い手によって怒りの表情に変わると
いうことがあります。私たちはこのように実に深い「笑いの
文化」を持っているのです。
　さて、話は変わりますが、昔から人気のある職業に看護
師があります。それでは、患者に一番人気のある看護師さ
んはどんなタイプなのでしょうか。実は「よく笑う人」なの
だそうです。看護師さんの笑顔によって、患者さんの笑顔
が自然に呼び起こされ、元気になれるという効果が生まれ
ます。確かに、笑うと「ナチュラルキラー細胞」などの働
きで体の痛みや癌にさえに効果をあげるということは今や
常識になっています。最近では何と糖尿病など、生活習慣
病にも大きく影響を及ぼすことも発表されています。笑うと
いうことは、どれだけ体に良いか、免疫細胞を活発にして
くれるか、そして何よりも周りを明るく、元気にしてくれる
か、ということです。いつも笑顔で生きていきたいもので
すね。
　この前テレビで放映していましたが、不幸続きの人が、
意識的に口角をあげて生活したら、いつしか幸福が来るよ
うになったそうです。口角をあげて笑いを装うだけで、幸
せが向こうからやってくるということです。みなさんも試して
ください。
　最後になりますが、同窓会の皆様には、各部活動の大
会出場に際するお祝いや、卒業生への記念品等、母校の
教育振興と在校生の激励のために、平素より特段のご後
援とご協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。今後とも
変わらぬご支援のほど、よろしくお願いいたします。
 

校長挨拶

学校長　伊藤 詔一

笑いについて
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　昭和５４年・１９７９年に奉職、上野幸一校長先生から始まり、
現・伊藤詔一校長先生までの７期にわたり４２年間務めさせていただ
きました。４０年はなんと長い月日なのでしょう！今は五年ひと昔の時
代ですから、４０年は太古のことになってしまいますね。
　私事になりますが、母の実家は下丸子にありました。環状８号線
新設での立ち退きがあり、今は存在しておりません。また、祖母は鵜
の木（前・京金蕎麦屋の隣、現・丸二青果店の辺り）で理容店を
経営しておりました。そんな関係で在職期間だけでなく、私自身と鵜
の木や下丸子との繋がりは古く、それこそ生まれて以来なので６５年
になります。
　かつて一号館の４階にはＬＬ教室がありました。そこで週に一度カ
セットテープを使っての一年生の英語を担当したところからが、我が
青春のスタートでした。今はＣＤを使うのが当たり前で、ネイティヴの
先生もいらっしゃいます。リスニングではＩＣレコーダーを使い、さらには
ＩＣＴ活用による教育活動からＡＩによる可能性を広げようとする時代で
す。特に今年度は自粛期間中に行われた映像授業・ユーチューブ
配信、電子黒板、パワーポイント、と何もかもが大きく変化しました。

私もこの歳になって、映像授業をすることになるとは全く予期していな
いことでした。変化したのはもちろん授業だけではなく、施設の面でも
ほとんどが新設され、時代に即して使いやすくきれいになりました。
　忘れられないのが、創立１１０周年記念式典でそれまで歌われて
いた『生徒の歌』に替わる『校歌』が発表され、これを機に正式
な校歌として切り替わったことです。
　ダイバーシティーが叫ばれるこの時代の中で、私がとても誇らしく感
じるのは、経済界だけにとどまらずプロスポーツ界においても多くの日
本人が活躍するというこのグローバルスタンダードな社会の下で、長ら
く英語の教鞭を執ってこられたという事実でしょうか。
　この４０年間、時代はかくも大きく遷り変わり、東京高校も大きく発
展してきました。その中にいられたことをとても嬉しく思っています。と
は言え、学校は立ち止まっている訳にはいきません。生徒はいつも若
く、エネルギーに満ち溢れているのですから、常に前に進まなくては
なりません。この先もきっと大きく変化していくことでしょう。そんな、新
たな姿を今度は外から見られることを楽しみにしております。
　私自身これからは「アナログな自分を鼓舞しながら、ひたすらにた
だひたすらにノーチャイムの放課後を楽しんで行きたい。」と、悪あが
きをしながらも切に願っております。４２年の永きにわたり、皆様方の
温かいご支援を賜ったことに心から感謝し、厚くお礼申し上げます。
同窓生の皆さまのご健康とご活躍を心よりお祈り申し上げます。

令和２年度定年退職者

野村 誠

『わが青春のはじまるところ♪』

　多摩川の土手から望む風景も、以前は富士山がはっきりと見え
ました。しかし武蔵小杉駅の近くに高層マンションが次 と々建ち、
今では建物と建物の間からわずかに見える程度になってしまいまし
た。これも時代の流れなのかと、少しさびしい思いがします。
　それでも春になると桜の花が咲き誇り、さわやかな風がほおをな
でる、土手に座って川面を眺めながら人生や夢を語り合う、放課
後には部活動の生徒が真っ赤な夕日に染まりながらグランドを走り回
る、夢を育み、青春の大切な時間を過ごす場所が、変わらずここ
にあるのです。
　昭和50年（1975）4月東京高等学校に奉職し、46年が経ちま
した。色 な々事がありました。楽しい事も苦しい事もありました。一
日がとても長く感じた時もありました。一日がとても短く感じた時もあり

ました。しかし過ぎてしまえば早いもので「あっ」という間でした。
　昔、若い時に、先輩の先生からアドバイスを受けたことがありま
した。「困難に直面した時、人は二通りの対応をする。最悪を予
測して落ち込む人と、挫折は一時的なものであり、必ず切り抜け
る事ができて、むしろ、やりがいのある試練ととらえる人がいる。
いうまでもなく、苦境から脱出し、再起を果たすことができるという
人は、圧倒的に後の方の人です。あきらめない、負けないことが
人生の希望を生みます。楽天主義に生きる時、未来は大きく開け
る。君はどちらかというと楽天主義者だと思うから、未来は大きく開
けるよ。」
それ以来、私は「ケセラセラ（なるようになる）」でやってきました。
　私が副校長になった平成18年（2006）以来、同窓会の皆様
には特にお世話になりました。
　内藤会長、矢澤会長、そして柴田会長を始め、各役員の方々
には15年の間、本当に色 と々お世話になり有難うございました。
心からここに感謝申し上げます。

伊藤 詔一

光陰矢の如し
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　令和２年８月７日、進藤 健
たけし

さんがお亡くなりになりました（享
年79歳）。
　彼は昭和16年（1941）１月９日に大田区で生まれ、昭和
28年東京中学校に入学。中学時代は卓球部に所属し大田
区の大会でダブルス３位になりました。まだ小さかった弟（鴻
さん）を良く面倒を見て連れて歩いていたそうです（弟さんも
東京中学校、東京高校卒業）。
　昭和31年東京高校に入ってからは、田沼道雄先生と共に
瑞
みずがき

牆山や飯
い い で

豊連峰の縦走など登山に夢中になり、また新聞
部で「東京高校新聞」の原稿、割付、編集、校正、印
刷、発行などをしていました。昭和34年（1959）３月卒業後
は神奈川大学に入り、カントリーミュージックのバンドを結成し
演奏会をしていました。

　社会人になってからは鎌倉材木座でヨットに没頭して地元
の競技大会に参加したり、帆船日本丸等の行事にも出かけて
いたようです。
　「飲料自動販売機」の普及に伴い、（株）公津社を立ち上
げ、自販機メンテナンス、修理などで各地の酒屋を回って活
動しました。一方で落語が好きで先輩の立川談志さんや古今
亭志ん輔さんとも親交があり、家（小料理屋）で落語会を開
いていました。
　人並み以上に母校愛が強く、同窓会事務局の事務をし
て、同窓会の名簿の整理、同窓会報の編集などの雑用をし
ながら、ラグビー部が東京代表になるとラグビー部後援会長
になり、毎年「花園」へ一番乗りで駆けつけて、勝ち進ん
だ時は近くに宿を取り、残って応援していました。菅平高原の
合宿に行けなくなった頃からの少しずつ元気がなくなってきたよ
うな感じがしました。
　少林寺拳法を51歳で５段になり、子供たちに教えることが

「生き甲斐」と言っていたとのことです。
　改めて進藤健さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

追悼

追悼

進藤 健氏

昭和33年卒　内藤 頴二

進藤健さんの死を悼んで

　東中四七会（昭和24年中卒、昭和27年高卒の同期会）
は平成17年に岡部孝君の引退後、太田隆紹君が引き継が
れ、以降毎年開催されて参りましたが、令和元年に閉会いた
しました。
　太田君は会員の希望もあり参加者がいる限り開催する事と
して、高齢及び遠方移住者が出席出来るように配慮して、
毎年11月、母校の近くの蒲田駅から歩いて３分の料亭を会
場にして開催するようにしてくれました。お蔭で毎回大勢の参
加者を得て昔話に花を咲かせ、愉しい時間を過ごす事が出
来ました。
　平成30年の春、田沼道雄元校長先生から銀座で写真展
をやるから来ないかとお誘いを受けて太田君と一緒に伺いまし
た。とてもお元気なご様子でコーヒーをご馳走になりながら写
真談義等をいたしました。
　田沼道雄元校長先生は私共と同じ頃に東中に赴任された

為でしょうか、我々の同期会には毎回欠かさずにご出席して
戴きました。
　そしてその年の10月に東中四七会開催のご案内をしたとこ
ろ、体調を崩して入院して退院したばかりなので出席できるか
どうかと云うご返事を頂きました。そこでご出席いただけないと
思っておりました。開催当日、お元気なご様子でご出席下さい
ました。ところがそれから一ヶ月後に他界されました。これはきっ
と我々の同期会にお別れに来て下さったものと感慨無量です。
　太田君は同窓会の幹事もしており、八十路に入ってから足
腰を痛め歩行困難になったにも関わらず、会合には毎回欠か
さず出席していました。私は出過ぎたこととは思いましたが、
何度か「そろそろ引退されては」とアドバイスしましたが、何
時も「大丈夫」と云う返事ばかりでした。彼の自分のことより
人のことを優先して考える人柄に感服していました。お陰様で
東中四七会も会員が八十半ばになるまで開催出来たことは彼
のお蔭と思っております。その彼があまりにも突然に他界され
無念残念の思いのみです。
　田沼道雄元校長先生、太田隆紹君、岡部孝君、御三方
のご冥福をお祈りいたします。　　　　　　　　　  合　掌

昭和27年卒　浅井 信義

同期の友を偲ぶ

太田隆紹氏
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東京中学校・高等学校同窓会報副校長・学校近況報告

　令和２年度は、318名の新入生を迎え、全校生徒949名
（男子488名〈51.4％〉・女子461名〈48.6％〉）でスタートい
たしました。以下、学校の近況をご報告致します。
　【１学期】本年は新型コロナウィルス感染症の拡大に
よる「非常事態宣言」により、入学式が中止となり、約二
か月の臨時休校を強いられる波乱のスタートとなりま
した。臨時休校中は担任からの電話連絡やオンラインで
のホームルームを実施するなど、生徒とのコミュニケー
ションを図りました。また、YouTubeやClassroomを利用
しての授業配信も行いました。
　学校の再開は６月１日（月）になり、始業式の後２日間
オリエンテーション、２週間の分散登校（出席番号奇数
or偶数の半数登校）を経て、６月18日（木）から全員登校
となりました。１学期の定期試験は７月下旬に行われ、終
業式は８月８日（土）に実施するなど、通常より遅い夏休
みを迎えることになりました。
　【２学期】例年は始業式の後、１年生は白馬村で２泊３
日の農業体験、２年生はカナダ・沖縄・北海道３方面へ分
かれての修学旅行、３年生は野外活動（体育コースは富
士登山）からのスタートとなります。しかし、今年は授業
時間確保の観点から始業式は８月31日（月）に早め、１年
生は来年３月中旬に（12月に予定していた大田原方面も
順延）、２年生は修学旅行を来年３月15日（月）より、北海
道・沖縄２方面からの選択へと変更、３年生の野外活動は
中止のやむなきに至りました。なお、１学期より順延した
体育祭は10月29日（木）に半年遅れで開催、今年度全校生
徒が一堂に会する最初の機会となりました。なお、いちょ
う祭は【３学期】に予定しています。
　最後になりますが、本校は2022年に創立150周年という
大きな節目を迎えます。この長い年月のうちには、今回の
コロナ禍以上の苦難も多々あったことと推察します。今
回も一日も早く本来の日常を取り戻し、生徒たちが充実
した高校生活が送れるよう教職員一同取り組んでいく覚
悟です。同窓会の皆様には日頃から多大なご協力を頂い
ておりますが、向後益々のご支援を宜しくお願い申し上
げます。

副学校長　鈴木 徹

学校近況報告
2020年度東京高等学校 
大学・短大合格者数（総合型選抜・学校推薦型選抜）

進路状況

大学名 合格者数 大学名 合格者数

横浜国立 1 東京国際 1
青山学院 2 東京女子体育 1
育英 1 東京造形 1
桜美林 3 東京都市 11
神奈川 7 東京農業 5
神奈川県立保健福祉 1 東京未来 1
金沢学院 1 東京理科 1
鎌倉女子 1 東洋 1
関東学院 6 東洋英和女学院 1
共立女子 1 新潟医療福祉 1
杏林 2 日本 4
國學院 4 日本獣医生命科学 1
国際武道 2 日本女子体育 1
国士館 9 日本体育 7
駒澤 2 白鷗 2
駒沢女子 1 福岡 1
埼玉工業 1 文化学園 1
相模女子 1 法政 1
産業能率 2 星薬科 1
実践女子 3 武蔵 2
芝浦工業 1 明治学院 9
順天堂 1 明星 ２
松陰 1 横浜薬科 1
城西 1 立教 1
昭和女子 3 立正 3
女子美術 1 立命館 1
駿河台 1 了徳寺 1
成城 2 和光 2
聖心女子 3 計 174
専修 5
洗足音楽 2 東京保健医療専門職大学 2
創価 1 計 2
崇城 1
大東文化 1 短期大学名 合格者数

高千穂 1 国立清水海上技術短期大学校 1
拓殖 2 洗足こども短期大学 3
玉川 3 戸板女子短期大学 1
中央 3 東京立正短期大学 1
帝京 6 目白大学短期大学部 1
帝京科学 2 計 7
帝京平成 1
桐蔭横浜 2
東海 7
東京医療保健 4
東京家政学院 1
東京工科 2

２０２１年１月現在

１月以降の合格者数につきまし
ては、学校ホームページでご覧
になれます。
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東京中学校・高等学校同窓会報部活動報告

母校、東京高等学校は2022年に創立150周年を迎えます。 
母校では皆様の後輩（新入生）を募集しています。 
勉学と部活動を３年間頑張れる後輩をご紹介ください。

部活動報告 同窓生の皆様、
後輩募集中です！

生徒募集

東京高等学校　2022年度　生徒募集要項

区 分
推薦入試

推薦Ⅰ 推薦Ⅱ

試 験 日 1月22日(土)

開門・集合 7：40開門・8：30集合

募集人員 120名 30名

試験科目 作文･面接
適性検査

（国語･数学･英語）
面接

出願方法 Web出願
（パソコン、スマートフォン、タブレット端末から可能）

区 分
一般入試

第一回 第二回 第三回

試 験 日 2月10日(木) 2月13日(日) 2月17日(木) 

開門・集合 7：40開門
8：30集合

7：40開門
8：30集合

9：00開門
10：00集合

募集人員 125名 20名 5名

試験科目
国語・英語

又は数学･英語
面接

国語･数学・
英語･理科・

社会から1科目
面接

国語・数学・
英語から1科目

面接

出願方法 Web出願
（パソコン、スマートフォン、タブレット端末から可能）

＊下記の生徒募集要項は次年度の予定（未定版）です。
　詳細につきましては５月以降、学校にお問い合わせ　
　をお願いします。

男子陸上競技部
東京都新人大会総合優勝（36 年連続 37 回目）200 ｍ優勝、棒高
跳優勝、砲丸投優勝、円盤投優勝、関東高校選抜新人大会４名出場、
全国高校選手権　砲丸投第６位、やり投第８位、東京都高等学校駅
伝競走大会第７位

女子陸上競技部
東京都新人大会総合優勝（８年連続 27 回目）100 ｍＨ優勝、走高跳
優勝、砲丸投優勝、やり投優勝、全国高校リモート大会 2020　砲丸
投優勝、走高跳第５位、三段跳第２位、関東高校選抜新人大会１５名
出場、全国高校選手権　200 ｍ第８位、400 ｍ第５位、走高跳第２位、
砲丸投第６位、東京都高校駅伝第３位、関東高校駅伝第１２位

チアリーディング部
第 22 回関東チアリーディング選手権大会　チアリーディングスピ
リッツ Division １高等学校の部準優勝、チアリーディングスピリッ
ツ Division ２ 高等学校の部準優勝、チアリーディングスピリッツ
Division ３ 高等学校の部第５位・第６位、チアフルダンス Division 
１高等学校の部準優勝、チアフルダンス Division ２ 高等学校の部準
優勝・JAPAN CUP 2020 チアリーディング日本選手権大会　チア
リーディングスピリッツ Division １　高等学校部門第５位、チアリー
ディングスピリッツ Division ２　高等学校部門第５位、チアリーディ
ングスピリッツ Division ３ 高等学校部門第 9 位、チアフルダンス高
等学校部門第６位、スモールグループス演技競技女子部門 Division 
１ 第７位、スモールグループス演技競技女子部門 Division ２ 第２位

ラグビーフットボール部
第 100 回全国高等学校ラグビーフットボール大会　東京都予選　第
二地区　ベスト４

女子硬式テニス部
第 59 回東京都新人テニス選手権シングルス第５位、ダブルス優勝、
東京都選抜高校テニス大会第３位、第 45 回東京都私学大会団体優勝、
全国私学テニス選手権大会東京都予選大会優勝、第 43 回東京都城南
テニス大会優勝

サッカー部
第 99 回全国高校サッカー選手権大会　２次予選２回戦進出（都ベ
スト 16）、ＴＦＡ　Ｔ　ＬＥＡＧＵＥ　Ｕ－ 18　Ｔ４リーグ　Ａブ
ロック　第３位、地区Ⅰ部リーグ　第１位（東京Ｂ）

硬式野球部
2020 年夏季東西東京都高等学校野球大会東東京大会ベスト 16

女子バレーボール部
全日本高等学校バレーボール選手権大会予選ベスト 16、東京都ジュ
ニアビーチバレー大会第３位、関東ジュニアビーチバレー大会出場

男子バスケットボール部
関東大会東京都予選３回戦進出、私学七支部大会第４位、アースフ
レンズカップ大田区高等学校バスケットボール選手権大会第３位

女子バスケットボール部
Tokyo Thanks Match ２回戦進出、新人大会ベスト 56

女子バドミントン部
新人大会（団体）東東京ベスト 16 

書道部
第１８回和洋女子大学競書大会（特選・金賞・銀賞）、第３３回東京
都高等学校文化連盟書道展（会長奨励賞）

軽音楽部
2020 夏季特別企画「音楽の力」奨励賞、第 13 回東京都高等学校対
抗バンドフェスティバル特別賞
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東京中学校・高等学校同窓会報

第1章　東京高校入学編
同期の皆様、こんにちは。ご無沙汰しております。
はじめに、私は2012年に脳出血で倒れて三途の川からは生還しました
が、左半身麻痺の後遺症が残り、現在はリハビリの毎日です。いつの
日か昔の様に歩けるようになる為にリハビリを続けております。

第2章　在学期
1年時野口多門先生・2年時秋葉秀和先生・3年時伊藤雄亮先生
お世話になりました。

　　まずは入学式後のホームルームでの出来事で、自己紹介でふざけてい
たS.T君に先生の怒りの鉄拳で全員シーン！（笑）私は、部活に入らず
帰宅部に在籍、通学の途中の蒲田駅の駅ビルのレストランの厨房で毎
日アルバイトに精を出して働き小銭を稼ぎました。それでも毎月10万円
近く月収がありました。初めの給料でベッドと自分専用のテレビを買いま
した。（決して我が家が貧しい訳ではありません）親のスネを齧らずに
欲しいものを買いたい一心で働きました。その収入で趣味の旅行（北海
道、沖縄の船旅）やステレオやレコード、洋服を買うのが楽しみでした。
周りの友人がオートバイや遊技場で遊んでいるのを横目で見ながら、我
慢して365日働いていました。厨房で働いたお陰で普通の主婦よりは料
理は上手くなりました。当時の蒲田駅前広場には、バナナの叩き売りが
いたり、夜になるとギターを持った流しのおじさんが居酒屋を回ってリク
エストに応えて1曲500円で弾いてくれました。駅前の商店街には友人
Ｎ君の母親が営むスナックが有り、バイト帰りに毎夜の様に通った記憶
があります。それでも試験前には、厨房の中で教科書を開いて勉強もし
ました。その甲斐あって学校推薦で三流大学に進むことが出来ました！
当時のアルバイトの時給は、高1の時が330円、大学 4年時が880円、
7年間勤続！

【卒業】
　　入学して直ぐに谷川寮事件も有りましたが、何とか無事に卒業式を迎

える事となり、式の前日もアルバイトに行き、帰りにS.T君の家に強引
に泊まりに行き、翌朝卒業式当日は彼の車で悠 と々学校に向かいました
が、何と大渋滞で式に遅刻！後に列席していた父親に怒鳴られたのは
当然の事！卒業式終了後、車数台で集団走行して江ノ島まで、記念ド
ライブへ行った思い出も有ります。３年間で遅刻したのは、この日のみ
で、皆勤賞で英語の辞書を頂きました（笑）

【持つべきものは友】
　　病に倒れて新横浜の病院に入院した時S.T君は毎日のようにお見舞い

に来てくれ、スターバックスのコーヒーを差し入れしてくれて、とても嬉
しかったです。

第３章　同窓会
　　今でもS.T君を始め20人くらいの同窓会の名の下で呑み会（特にH君

の営む廻らない寿司屋で開催）や旅行を毎月の様に開催しておりまし
たが、コロナ禍の中で最近は集りが無く寂しいです。旅行に行くと当初
は、私は車椅子でしたので、代わる代わる車椅子を押してくれて、涙が
出るほど嬉しかったです。かれこれ同窓会を始めてから20年ほど経つ
と思いますが、毎年のように参加者が増えて在学中は話した事がない
学友も今では酒を酌み交わして昔話に花を咲かしております。最近はと
ても仲の良かったＫ.S君とK.Ｙ君をＳＮＳで見つけ、旅行や食事をして
昔話に花を咲かせております。

【何故か縁がある東京高校】
①　仕事でタイに1人で行った時の夜、暇なので、本場のキックボクシ

ングを観にルンピニースタジアムへ行った時、前席に後輩のラグビー
で有名な斎藤裕也君が居て記念撮影したり。（斎藤君は、全日本の
合宿でタイに）

②　入院中の病院の担当看護婦Tさんが私が持っていたS.T君から
貰ったラクビー部のタオルを見て、私の家にも同じタオルがあると言
われ、よく話を聞くと息子さんが東京高校のラクビー部に在籍してい
るとの事。☆S.T君は、ラグビー部の後援会長です。

③　勤めていた会社の社長の息子が、東京高校の陸上部に在学中との事。
④　大学の時のダスキンの営業のアルバイトで集合住宅を回った時に、

奥さんと話していたら、奥から出て来たご主人が何と体育の佐々木
先生でお互いにビックリ??

⑤　会社の指定スタンドの所長が元クラスメートのN.木君だったり。不
思議に縁が有るんですね！

第4章　私生活
　　私生活では、大学を卒業して一般企業に就職して、2年後に幼馴染

（幼稚園、小学校の同級生）と結婚して３人の子宝（男３人）に恵まれ、
倒れる前に３人とも大学を卒業して社会人に。何と長男の結婚式の1週
間前に倒れたので金は出しましたが、挙式（偶然にも式場は病院の目の
前）には参列出来ず（笑）今では、その長男にも子供が2人生まれて、
孫の成長が楽しみな今日この頃。

【仕事】
　　倒れるまでは、年間の約半分を海外で過ごすガーデニング商品の開発

とデザインを業務として励んでいましたので、倒れた時は海外からわざ
わざ病院や自宅に、取引先の外国人がお見舞いに来てくれて、言葉が
分からず看護婦は大騒ぎ（笑）言葉が分からないと言えば、入院中早
朝に婦長が「河端さん、訛りの酷いおじさんが来ています」と言うと、
夜行バスで山形県から来た大学の友人が立っていました。（笑）

【最後に】
　　順風満帆に生活していた私は、倒れたことにより180度人生が変わっ

てしまいました。本当に何が有るか分からないのが、人生ですね。東
京高校の在校生、卒業生の今後の活躍に期待しております。皆様にお
かれましても無理せずお体を大事にご自愛ください。特に私みたいにな
らぬ様に、血圧の高い方は充分に注意して下さい。　　　　　　 再見

☆誤字脱字が有りましたら御免なさい。（脳の病気ですので許してください）

昭和５２年卒　河端 龍彦

青春回顧録

卒業生の近況



9

東京中学校・高等学校同窓会報教育実習報告 卒業記念品報告

　教育実習を終えて一番印象に残ったことは、教育実習生
から見た「教員」と生徒から見た「先生」はかなり見え方
が異なるということです。生徒の時には分かりませんでし
たが、先生方の授業は１つ１つ目的を持って工夫された授
業展開になっていて、それが生徒目線での「安定感のあ
るいつもの」授業なのだと思います。生徒たちにわかりや
すく教えるための準備を重ね、試行錯誤を繰り返してより

良い授業にしようとしていることを感じました。私からする
と、その安定感のある授業をすることがすごく難しかった
です。
　また生徒との関わりでも、気さくに話しかけたかと思う
と、教員としてダメなところを指摘する場面もあり、褒める
ところと叱るところの切り替えをして接する姿を見て改めて
教師の凄さを感じました。実習で実際に経験できた仕事は
半分にも満たないかもしれませんがそれでも忙しいと感じま
した。しかし生徒たちにも恵まれ、充実した３週間を過ご
すことができました。この経験を生かして４月以降、教壇
に立てるよう努力を続けていきたいと思います。

（東京理科大学理工学部・数学）

　例を見ない感染症が広がる中、対策をとりながら私たち
実習生を受け入れてくださった東京高等学校へ感謝申し上
げます。
　大学で学んだ教職課程を活かし、実践力を身につけると
いう目標を立て教育実習に臨みました。実際に50分間の
授業をひとつ作るためにはその何倍もの時間がかかり、生
徒へかける言葉ひとつで伝わり方や捉え方が変わってきて
しまうのを身をもって感じ、教壇に立つことは大きな責任

　今年度の卒業記念品（マグカップ）のデザインは次のように決定し、２学期終業式後に表彰状と副賞として図書券を贈呈いたしました。

佳作　（図書券２，０００円）
　３年１組　石堂 愛実さん、根岸 優希さん
　３年３組　入部 唯里さん
　３年７組　荊 　麗奈さん、桶谷 駿介さん

優秀賞　（図書券１０，０００円）
　３年２組　竹村 恒志郎さん

会長特別賞　（図書券５，０００円）
　３年３組　小畑 春菜さん

を伴うことだと学びました。また実習期間中に体育祭が実
施され、保健体育科教員としての役割を果たしながら、感
染症対策を取り生徒の健康と安全を確保しようと努めまし
た。今後、新しい生活様式に沿った教育方法を模索して
いかなければならないと感じました。授業に限らず学校生
活の様 な々場面で生徒と関わることはとても楽しく、やりが
いを感じられる瞬間でした。進路や生活のこと、より良い
授業を作るために生徒とコミュニケーションを取り生徒理
解を深化させる大切さを学びました。来春から教員になる
にあたり、母校で貴重な経験を積めたことは今後に繋がる
大きな自信となりました。実習を通して明確に描くことがで
きた理想の教師像に近づくため、この経験を活かし精進し
てまいります。

（日本体育大学体育学部・保健体育）

平成２９年卒　草野 夏咲

平成２８年卒　伊東 大地

教育実習報告

卒業記念品のデザイン　選考結果



10

東京中学校・高等学校同窓会報

　この度は、会報の場をお借りして、我が軽音楽部の紹介
をさせていただくことを非常に光栄に思っております。軽音
楽といいますと、古いイメージではあまりよくないように思う
方もいらっしゃるかもしれませんが、現在では、健全な高
校生の芸術活動のひとつとなっております。
　本校の軽音楽部は、2003年５月に創部されました。
そのきっかけは、軽音楽部を設立したいと思う生徒たち
がよく職員室に来て、顧問の先生を探していたことによ
ります。当時は、「軽音楽は不良のやるもの！」という
認識の方が強く、実際に軽音楽部のある学校も少なく、
理解も少ない時代でしたので、引き受け手がなかなかい
ませんでした。しかし、生徒たちは礼儀正しく一生懸命
でしたので、私自身可愛そうになり、半ば根負けして引
き受けたことから始まりました。創部当初は、苦難の連
続でした。練習場所が確保できず、機材も足りなく、
基本練習法など確立していなかったので、練習の仕方で
対立したり、音を出せば周りからうるさいと厳しく注意
を受けたり、さらにはバンドをやっているというだけで
偏見を持たれ、活動しづらい状況でした。部としての体
をなすには難しく、なかなか軌道に乗せることはできま
せんでした。そのような状況が変わり始めたのは、2007
年に東京都高等学校軽音楽連盟が発足したことによりま
す。その後、程なくして高文連の専門部もでき、軽音
楽の世界もようやく公式大会が行われるようになりまし
た。我が軽音楽部も2012年にようやく部に昇格してか
ら軌道に乗り始めました。
　高文連主催の軽音楽の大会は、夏と秋の年２回実施さ
れています。高校の軽音楽の世界は一言でいうと「オリ
ジナル曲の世界」です。それぞれのバンドが自分たちの

オリジナル曲を作り、かなり厳粛なムードの中、その曲
の完成度や演奏力、演出など様々な面で厳しい審査が行
われます。その審査を突破した一握りのバンドが決勝大
会に出場することができ、最高賞のグランプリ獲得を目
指します。本校は2016年に「Elect Rock」というバン
ドが初めて決勝大会に駒を進めることができ、これまで
延べ６回決勝大会に進出しました。昨年度は創部17年
目にして「神も仏もいない世界」というバンドが決勝大
会で特別賞を受賞しました。
　本年度はコロナ禍でかなり苦労を強いられています
が、「タイショクトドケ」というバンドが夏の代替大会

「音楽の力」で奨励賞、そして「でてふてふ」というバ
ンドが秋大会で特別賞を受賞し、２年連続の決勝大会
入賞を果たしました。軽音楽部は毎年20名以上が入部
し、各自の目標を持ち、音楽を楽しみながら、最大週５
日活動しています。今やかつてのような偏見で苦しむこ
ともほとんどなく、合同ライブ「東響祭」開催など様々
な活動に取り組んでいます。これからも、生徒たちが楽
しさだけでなく充実感を持ち、豊かな高校生活の思い出
の１ページとなるように活動していきたいと思います。
今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。

軽音楽部　顧問　関口 太二

軽音楽部は健全な芸術活動です！

部活動報告
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東京中学校・高等学校同窓会報 会計報告

　同窓会では２０２１年度総会及び懇親会を下記の通り開催致します。
　当日懇親会には、本校教職員及び旧教職員の皆様にもご出席をいただけるようお願いをしておりますので、会員の
皆様にはお誘い合わせの上、多くの皆様にご出席をいただけますよう、お待ち申し上げております。

日時	 ２０２１年６月１９日（土）
受付開始	 １７：３０　　　
総会開始	 １８：００　懇親会は総会終了後、直ちに開催と致します。　
場所	 川崎日航ホテル（JR川崎駅東口）
	 URL：	https://www.kawasaki-nikko-hotel.com
総会議案	 ①　２０２０年度事業報告及び会計報告、会計監査報告
	 ②　２０２１年度事業計画及び会計予算
	 ③　役員改選
懇親会（ブッフェ料理・着席）　総会終了後に懇親会を開催致します。
懇親会費	 ６，０００円　尚、本校卒業後４年間は会費を免除致します。

＊２０１９年度第４６回総会・懇親会にご出席いただいた教職員の皆様
	 元教職員　　塙先生、桐生先生
	 現教職員　　伊藤校長先生、鈴木副校長先生、森友先生、江原先生、関谷先生
	 　　　　　　松下先生、平野先生、和田先生、花田先生、竹広先生、國次先生
＊２０２０年度第４７回総会は、新型コロナウィルス感染拡大予防のため、中止させていただきました。
＊今年も多くの先生方にご出席いただく予定です。

＊２０１９年度事業報告は昨年６月の同窓
会総会開催中止のご案内に添付致しまし
たので、省略させていただきます。

第４８回総会及び懇親会開催のご案内

２０１９年度会計報告書

記

収入の部 （単位：円）

項　　　　目 決　算　額 予　算　額 備　　　　　　　考

	会　　費 3,730,000 3,740,000 新卒者　１００００円×３７３名

	総会会費 210,000 240,000 ６０００円×３５名　　

	寄	付	金 102,000 120,000 総会ご祝儀・寄付金

	預金利息 177 100
	雑収入 70,784 0 交流会剰余金

 基金より繰入 0 0
 小        計 4,112,961 4,100,100

	前年度繰越金 1,747,314 1,747,314
合　　	計 5,860,275 5,847,414

支出の部 （単位：円）

項　　　　目 決　算　額 予　算　額 備　　　　　　　考

	総		会		費 941,185 1,000,000 ８０名参加　会場費・景品代・総会通知印刷等

	会		報		費 11,120 750,000 年１回発行・会報寄稿お礼

	助		成		費 848,000 1,200,000 部活動助成金

	会		議		費 69,740 80,000 役員会・幹事協議員会・委員会

855,557 870,000 会議通知・総会通知及び会報郵送費等

93,887 75,000 携帯電話・回線モデム使用料

	渉		外		費 140,039 200,000 東実同窓会・東北高校同窓会・校史銘板

24,693 30,000 事務用品等

23,778 50,000 システム保守費

	事務委託費 723,000 750,000 事務職員給与

	雑						費 10,361 25,000 振込み手数料等

	予　備　費 0 0 　

 小        計 3,741,360 5,030,000
	次年度繰越 2,118,915 817,414

合　　	計 5,860,275 5,847,414

主な予算・決算差額の要因：(1) 会報費　会報印刷代 729,190円 の次年度支払い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 助成費　卒業記念品 マグカップ代 383,350円 の次年度支払い

　資　産　残　高　　　　￥１３，１５５，５０８

２０２０年３月３１日現在

（単位:円）

資	産	明	細 繰越基金明細 一般会計

金融機関名 定期・普通預貯金 普通預貯金残高

芝信用金庫 5,032,651 193,317

三井住友銀行 4,000,000 1,925,586

三井住友銀行 2,003,942 0

ゆうちょ銀行 0 12

合　　　　計 11,036,593 2,118,915

２０１９年度会計報告書

	事		務		費

	通　信　費

収入の部 （単位：円）

項　　　　目 決　算　額 予　算　額 備　　　　　　　考

	会　　費 3,730,000 3,740,000 新卒者　１００００円×３７３名

	総会会費 210,000 240,000 ６０００円×３５名　　

	寄	付	金 102,000 120,000 総会ご祝儀・寄付金

	預金利息 177 100
	雑収入 70,784 0 交流会剰余金

 基金より繰入 0 0
 小        計 4,112,961 4,100,100

	前年度繰越金 1,747,314 1,747,314
合　　	計 5,860,275 5,847,414

支出の部 （単位：円）

項　　　　目 決　算　額 予　算　額 備　　　　　　　考

	総		会		費 941,185 1,000,000 ８０名参加　会場費・景品代・総会通知印刷等

	会		報		費 11,120 750,000 年１回発行・会報寄稿お礼

	助		成		費 848,000 1,200,000 部活動助成金

	会		議		費 69,740 80,000 役員会・幹事協議員会・委員会

855,557 870,000 会議通知・総会通知及び会報郵送費等

93,887 75,000 携帯電話・回線モデム使用料

	渉		外		費 140,039 200,000 東実同窓会・東北高校同窓会・校史銘板

24,693 30,000 事務用品等

23,778 50,000 システム保守費

	事務委託費 723,000 750,000 事務職員給与

	雑						費 10,361 25,000 振込み手数料等

	予　備　費 0 0 　

 小        計 3,741,360 5,030,000
	次年度繰越 2,118,915 817,414

合　　	計 5,860,275 5,847,414

主な予算・決算差額の要因：(1) 会報費　会報印刷代 729,190円 の次年度支払い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 助成費　卒業記念品 マグカップ代 383,350円 の次年度支払い

　資　産　残　高　　　　￥１３，１５５，５０８

２０２０年３月３１日現在

（単位:円）

資	産	明	細 繰越基金明細 一般会計

金融機関名 定期・普通預貯金 普通預貯金残高

芝信用金庫 5,032,651 193,317

三井住友銀行 4,000,000 1,925,586

三井住友銀行 2,003,942 0

ゆうちょ銀行 0 12

合　　　　計 11,036,593 2,118,915

２０１９年度会計報告書

	事		務		費

	通　信　費

総会のご案内

川崎日航ホテル
神奈川県川崎市川崎区日進町一番地

TEL：044（244）5941

ＪＲ川崎駅 中央東口　徒歩１分

京急川崎駅　徒歩５分
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東京中学校・高等学校同窓会報新協議員／物故者 蔵書寄贈／編集後記／事務局

２０２１年３月卒業の新協議員をお知らせ致します。

新協議員のお知らせ

中崎 沙耶
差波 亜衣
増元 里茜
濱田 水琴

東京中学校・東京高等学校同窓会　同窓会報編集委員会

責　任　者　　佐藤　達也　　（副会長）

委　　　員　　門脇　正　　　（常任幹事）

　　　　　　　西村　リサ　　（常任幹事）

　　　　　　　田口　美紅　　（常任幹事）

　　　　　　　渡邉　崇広　　（常任幹事）

　　　　　　　大橋　薫　　　（常任幹事）

　　　　　　　金子　実咲　　（常任幹事）

　　　　　　　中村　祐吾　　（協議員）

　　　　　　　馬庭　日向子　（協議員）

　　　　　　　有働　陽也　　（協議員）

発　行　日　　２０２１年３月1日

編　　　集　　東京高等学校同窓会　同窓会報編集委員会

発　　　刊　　東京中学校・東京高等学校同窓会

事　務　局　　〒146－0091

　　　　　　　東京都大田区鵜の木2－39－1

　　　　　　　TEL　　03-3750-2635

　　　　　　　FAX　　03-3750-2644

　　　　　　　e-mail　dosokai_tky@tokyo-hs.ac.jp

[携　　帯]   　TEL　　090-4823-9337

　　　　　　　e-mail   tokyo-hs.dousoukai@docomo.ne.jp

発　行　人　　柴田　夏男　　(会長)

編　集　人　　佐藤　達也　　(副会長)

制　　　作　　株式会社　日報

同窓会事務局のご案内
同窓会事務局の連絡先をご案内いたします。住所変更その他のご連絡は、

事務局までお願いいたします。尚、事務局は週に３日程度出ております。不在

の場合には、お手数ですが高校事務所へご連絡をお願いいたします。

住所
〒１４６－００９１
東京都大田区鵜の木２－３９－１　東京高等学校内
電話 ：０９０－４８２３－９３３７　（事務局直通）
 ：０３－３７５０－２６３５    （学校事務所）
e-mail ：dosokai_tky@tokyo-hs.ac.jp
事務局 ：佐藤裕美子

（火）（水）（金）出勤 （ただし、出勤曜日は変更になる場合がございます。）
＊学校の休校日は、事務局も休みとなります。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）

物故者

昭和２２年旧中
昭和２３年旧中
昭和２７年
昭和３４年
昭和５５年

鳥海 正博
細越 高敏
太田 隆紹
進藤 健
坂本 敏也

令和元年５月
令和２年４月
令和２年３月
令和２年８月
平成３０年

卒業年度　　　　		氏　名　　			　	没　年

令和２年４月から令和３年１月までにご連絡いただいた方です。

編集後記
　同窓会会員の皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか。

　この度、東京中学校・東京高等学校同窓会報、令和3年発行No52号が発

行の運となりました。これもひとえに皆様のご協力のおかげと編集委員一同、

心より御礼申し上げます。

　昨年2月以来、新型コロナウイルス感染症の発生で社会生活、経済活動で

大混乱が発生し緊急事態宣言の発出されておりますが、まだ終息の兆しは見

えておりません。1日も早い終息を願いたいと思います。同窓会の活動でも、

新型コロナウイルスの影響を受け事業計画の中止又は変更を余儀なくされまし

た。昨年6月20日予定されていた、同窓会総会の中止はとても残念でした。

　本校は、2022年に創立150周年を迎えます。長い歴史の中で予期せぬ出

来事はこれまでにも何度も起こって来たと思います。是非皆様で力を合わせ

て新型コロナ禍を乗り越えて今後共、母校同窓会へのご協力をお願いしたい

と思います。

　最後になりますが、同窓会では皆様の近況報告を会報にてお知らせさせて

頂いております。どのようなテーマでも結構です

ので、どうぞお気軽に同窓会事務局にご連絡を

下さい。

　コロナ禍が終息して、今年6月19日（土）川

崎日航ホテルで開催される　同窓会総会で皆様

にお会い出来る事を楽しみにしております。

　　　　　　　　　  昭和52年卒   佐藤 達也

蔵書を寄贈して頂きました
　2020年12月、昭和53年卒業の小林淳郎様より貴重な蔵
書を321冊、高校の図書室に寄贈して頂きました。新品同様
に丁寧に保管されていた書籍で、本校生徒にとって良い刺
激になります。母校に貢献頂き、厚く御礼申し上げます。


