
1

東京中学校・高等学校同窓会報

発 行 所 〒 146-0091
東 京 都 大 田 区 鵜 の 木 2-39-1

発　行　人 三 枝 香 容 子
題字 竹 沢 四 郎（ 昭 16 年 卒 ）

東京中学校・東京高等学校同窓会
T E L 0 3 ( 3 7 5 0 ) 2 6 3 5

No.53
２０２２年 3月 1日

　同窓生の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと
お喜び申し上げます。
　また、日頃より同窓会活動にご理解とご支援を賜り、
誠にありがとうございます。
　令和3年6月の総会で柴田前会長の跡を継ぎ、８代目の
会長を仰せつかりました昭和５４年卒業の三枝香容子で
す。私が入学した当時は、男女共学になって６年が経っ
ていましたが、男子が約２８０名に対し女子が１９名
で、ほぼ男子校のようでした。４０数年後の現在では男
子より女子が多い年も珍しくはありません。生徒数も増
え勉強や部活動も盛んです。
　今年は学校創立１５０周年の節目を迎えます。会員数
も１万人を超え歴史の長さと伝統の重さを感じておりま
す。しかしながら、一昨年来コロナウイルスの感染が国

内でも拡大し、大変な状況となりました。計画していた
行事や懇親会も中止を余儀なくされました。会員の皆様
はもとより幹事の間でもなかなか集まることが出来ず活
動も制約を受けました。
　このような状況の中で歴史ある学校の同窓会活動をよ
り活性化させるには、若い世代の同窓生にいかに参加意
識を持ってもらえるかということです。それには若者の
感性と手法を取り入れながら先輩方のアドバイスに耳を
傾け行動に移していけるかだと思っております。
　同窓会発足以来、初めての女性会長ということで女性
ならではの視点からもお役にたつことが出来ればと考え
ております。母校と同窓会の発展のため、微力ではござ
いますが一生懸命務めさせて頂きます。

会長　昭和５４年卒　三枝 香容子

同窓会会長就任の挨拶

会長挨拶・常任幹事顧問

役職 氏名 卒業年度 備考
会　長 三　枝　香容子 昭和５４年 新任
副会長 佐　藤　達　也 昭和５２年 留任
副会長 松　浦　み　き 昭和５８年 留任

副会長兼会計 西　村　リ　サ 平成　４年 新任
会　計 清　原　克　己 平成　５年 留任

常任幹事 浦　口　欣　久 昭和５７年 留任
常任幹事 小　野　　　聡 昭和５７年 留任
常任幹事 寺　尾　いず美 昭和５８年 留任
常任幹事 佐　野　清　香 平成　６年 留任
常任幹事 柳　生　みや乃 平成２１年 新任
常任幹事 渡　邉　崇　広 平成２７年 留任
常任幹事 田　口　美　紅 平成２７年 留任
常任幹事 大　橋　　　薫 平成２８年 留任
常任幹事 中　村　祐　吾 平成２８年 新任
常任幹事 金　子　実　咲 平成２９年 留任
会計監査 古　寺　　　博 昭和２５年 新制中学卒業 留任
会計監査 門　脇　　　正 昭和６２年 留任

役職 氏名 卒業年度 備考
顧　問 山　本　晴之介 昭和２２年 旧制中学卒業 留任
顧　問 宮　川　正　雄 昭和２２年 旧制中学卒業 留任
顧　問 河　津　章　夫 昭和２７年 新制中学卒業 留任
顧　問 矢　澤　秀　一 昭和３０年 留任
顧　問 内　藤　頴　二 昭和３３年 留任
顧　問 冨　田　充　保 昭和３３年 留任
顧　問 柴　田　夏　男 昭和５２年 新任

学内幹事長 松　下　浩　志 平成１１年 留任
学内幹事 和　田　洋　輔 平成１２年 留任
学内幹事 花　田　麻奈美 平成１９年 留任
学内幹事 竹　広　美　和 平成１９年 留任
学内幹事 國　次　亮　輔 平成２０年 留任
学内幹事 渡　邉　千　洋 平成２８年 新任

事務局
事務局 佐　藤　裕美子

２０２１年度常任幹事・顧問氏名 新同窓会歴代会長
昭和49年（1947）11月再発足

初代 近　藤　　　廣
昭和54年　6月

２代 小　畑　一　夫　
昭和59年　6月

３代 山　本　晴之介
平成12年　6月

４代 河　津　章　夫
平成17年　6月

５代 内　藤　頴　二
平成21年　6月

６代 矢　澤　秀　一　
平成27年　6月

７代 柴　田　夏　男
令和　3年　6月

８代 三　枝　香容子
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東京中学校・高等学校同窓会報

　一年半以上に渡りコロナウィルス感染症が続く中、同
窓生の皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょう
か？昨年も同じような事を書いたと思いますが、人間は
思ってもみなかった天災に遭遇する時、何と無力な動物
なのかと思わずにはいられません。コロナウィルスに対
するワクチンは、発生するとすぐに開発され、承認も素
早くなされて接種が始まりました。その効果が現われた
のでしょうか、患者数、重症者数も随分減ってきてほっ
としておりますが、皆が安心して手洗い、消毒、マスク
着用などの習慣をやめてしまうと又、ウィルスが盛り
返し再び緊急事態になってしまうのではないかとの不
安もぬぐいきれません。昔の人々は、「地震雷火事おや
じ」と怖いものの順番をつけていましたが、今恐ろしい
ものは、地震、水害、そして得体のしれないウィルスか
もしれません。ウィルス感染症は、紀元前九千年頃、エ
ジプトメソポタミアの大河流域で人々が農業を始めるよ
うになり、人が増え始めた為に人々の間で広がるように
なったと推測されるそうですが、ウィルスの数はとても
多く、近年ではSARSが私達の身近なウィルスだと思い
ます。いつどこで発生するか分からない病原菌というの

は、いつの時代でも脅威に違いありませんが、今迄のあ
る地域の動物や虫などの媒介によるウィルス感染症が、
地球温暖化によって全世界に広がっていく恐れがある事
を私達は、認識しなければならない時代に入ったのかも
しれません。
　新型コロナウィルスによる私達の生活の変化は沈静後
も残っていく事と思われますし、それに合わせて生き方
を見直す事となります。学校教育も又、積極的にオンラ
インを普及させなくてはなりませんし、生きていく術も
昔のような教え方ではなく、自立出来る自信を持たせる
事、自己肯定感を身につけさせる実践的な授業のありか
たを教師達が工夫しなくてはなりません。日本のように
小さな国で、火山帯の上に成り立っている国は、地震、
水害等天災を受けやすく多くの人々が被害者となりま
す。テロや戦争など人による災害は、防ぎようがありま
すし、CO2削減、原発廃止等も各国首脳を含め私達が出
来る範囲の事を心がけてこの地球を守り次の時代を生き
る若い人々により良い地球を受け継いでいってもらいた
いと改めて感じたコロナ禍の年でした。

理事長挨拶

理事長　上野 雅子

令和３年、徒然なるままに

生徒通用門活躍する部活動
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東京中学校・高等学校同窓会報

　日本では、政治や社会のことを大っぴらな場で発言すると嫌
がられるから、気遣わねばならないという空気がまだまだ強い。
しかし、である。平成２７（２０１５）年に公職選挙法が改定され、
選挙権年齢が２０歳から１８歳以上に引き下げられてからはや
７年近くが経過した。在籍中の高校３年生が選挙権年齢に達
し、国政選挙・地方選挙で１票を投じられるようになっている。そ
こで、表題のように嘆く前に、まず自分がこの立場から責任を取
るような意味で思うところを書いてみたい。
　まず、学校の授業（特に地歴・公民科）は以前にも増して、細心
の配慮が必要になった。もちろん、従来から特定の政党に偏向す
ることも、また特定の政治家（歴史上の人物として検証されるべき
なのか、否かの線引きは誠に難しい……）に対する毀誉褒貶も許
されないことではあるが、より注意が必要になったと思われる。
　例えば、立憲主義を理解していない（と思われるような発言を
した）元首相がいたとしたら、その発言そのものが「いい〈生き
た〉教材」になると思うのだが、実際にその授業を成立させるこ
とは難しい。また、『政府があらゆる記録を克明に残すのは当
然で、議事録は最も基本的な資料。その作成を怠ったことは国
民への背信行為』と自著に書いた政治家がいたとして、自身が
政権の中心にいた時に文書の作成はおろか（もちろん仮の話
ではあるが）改竄までさせていたとしたら「教材」としての突っ
込みどころ満載なのだろうが、これを取り扱うことも甚だ難しい。
ただ、自分の書いた本の一節を引用されて、著者を聞かれて

「知りません（だったか、「承知していません」だったか）」と答え
たのは笑えるネタだとしても、かなりブラックな授業内容にならざ
るを得ない。昔、某アイドルが『今度、本を出しま～す。皆さんも
読んでくださ～い。私もこれから読みま～す（笑）』と宣伝してい
たのは心の底から笑えたことだが……。

　次に、投票率の低さにも責任を感じるべきだろうか。先人が
どれほど頑張って選挙権を獲得してきたか、などと言うつもりは
ないが、日本でも１８８９年大日本帝国憲法が発布され衆議院
議員選挙法が制定された。もちろん制限選挙で男子普通選挙
が実現したのが今から約１００年前の１９２５年、血の滲むような
努力というより本当に運動で落命した人も数知れずの結果であ
る。そして完全普通選挙が１９４５年、公職選挙法が制定され
たのが今から約７０年前の１９５０年である。
　そして今日、「投票しても、何も変わらない」と考える人の増加
した結果が……。確かにこの複雑な社会において「１票」では
自分の考えを託せない（要するに自分の考えと全てが一致す
る候補者などいない）のかもしれない。しかし、そこが教育の出
番だろうと思う。政党に偏向することなく、政治家個人の毀誉褒
貶でもなく、民主主義とは何なのか、平和であること、自由である
ことの大切さ等々の考えをしっかり継承していかなければなら
ないと感じている。
　閑話休題（それはさておき）。本校は日本に立憲政治が誕生
する以前の、１８７２年から歴史を刻み始め、本年（２０２２年）創
立１５０周年の大きな節目を迎えます。この気の遠くなるような年
月のうちには、数々の苦難があったことと推察します。ただ、かつ
ては塾生が、今は生徒たちが、充実した学校生活を送れるよう
に教職員一同で取り組む姿勢が原点なのだと思います。同窓
会の皆様には日頃より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て結びとさせていただき
ます。

校長挨拶

東京高等学校長　鈴木 徹

誰がこんな世の中にしてしまったの？

２０２１．１０．２０（水）
東京高等学校表敬訪問

（夏休みを中心に本校体
育館で練習を行い、親交 
を深めました）

２０２０東京オリンピック 
女子バスケットボール 
銀メダリスト 
東京羽田ヴィッキーズ・
本橋菜子選手
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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３年度は、319名の新入生を迎え、全校生徒917名（男子500名
＜54.5％＞女子417名＜45.5％＞）でスタートいたしました。以下学校の近
況を報告致します。
　【1学期】本年は新型コロナウイルス拡大による2回目と3回目の緊急事態宣
言の間である4月7日の始業式からのスタートとなりました。翌8日には２年ぶりと
なる入学式を、「密」を避けるために午前1組～５組・午後6組～10組の2部制
で行いました。3回目の緊急事態宣言（4月25日～6月20日まで）下の5月28日に
実施された体育祭は、全校生徒が一堂に会する今年度最初の機会となりま
したが、例年よりは競技数をずっと少なくし、お揃いのマスク着用での開催でし
た。マスク越しとはいえ、久しぶりに生徒のいい笑顔を見ることができ、心がほっ
こりしました。修学旅行などの２年次の行事がことごとく中止になっている3年
生の「校外活動」を、７月13日1・2・5・6組、14日3・4・7・8組の日程で八景島シーパ
ラダイスにて実施し、体育系クラスの9組のみ７月13日に奥多摩渓流にてラフ
ティング体験を果たし、1学期を終了いたしました。
　【２学期】放送での始業式の後、1年生は長野県白馬村で2泊3日の農業体
験、2年生はカナダ・沖縄・北海道3方面に分かれての修学旅行の予定でした
が、4回目の緊急事態宣言（7月12日～９月12日）により延期となりました。毎年
10月上旬に行われる「いちょう祭」においては、外部のお客様は入れずに「オ
ンラインいちょう祭」として実施いたしました。これは各クラス・各部などが動画
を撮ってそれを編集、オンライン・クラスルームにて内部公開、審査の上で選出
した優秀作品を広くホームページで一般公開するというものです。校門装飾
や学校内数か所にインスタ映えを狙った撮影スポットなども登場しました。延期
した行事については、現在、1年生の校外活動はA班3月14日～15日、B班15
日～16日の日程で千葉県において、2年生の修学旅行は3月13～16日に北海
道・沖縄・九州の3方面において、年度末ぎりぎりの【３学期】に実施予定です。
　さまざまに規制のかかる中、部活動にも数々の目覚ましい活躍がありました
が、ここでは割愛させていただきます。
　最後になりましたが、東京高校は2022年創立150周年を迎えます。同じく東
京実業は創立100周年を迎えます。今現在両校合同の周年行事準備委員
会によって企画が進行しており、2022年10月1日(土)に両校合同の記念式典
を開く予定です。本稿執筆現在(2021年12月現在)新型コロナウイスによる感
染者数も減りつつありますが、まだ先の見通しがつき辛い状況が続いており、
式典開催の無事を祈るばかりです。　
　同窓会の皆様には日頃から多大なご協力頂いております。まだまだ不安な
世情ではありますが、この状況を供になんとか乗り越えていきたいと思っており
ます。益々のご支援を宜しくお願い申し上げます。

副学校長　熊谷 文博

学校近況報告
2021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

青山学院大学 3
桜美林大学 2
大妻女子大学 1
神奈川工科大学 1
神奈川大学 10
鎌倉女子大学 2
関東学院大学 4
共立女子大学 2
国士館大学 3
こども教育宝仙大学 1
駒澤大学 1
駒沢女子大学 1
産業能率大学 6
芝浦工業大学 1
順天堂大学 1
城西大学 3
昭和女子大学 4
女子美術大学 1
駿河台大学 2
成蹊大学 1
成城大学 2
専修大学 4
洗足学園音楽大学 3
洗足学園大学 1
拓殖大学 1
玉川大学 1
中央大学 1
鶴見大学 1
帝京大学 5
帝京平成大学 5
東海大学 4
東京有明医療大学 1
東京医療保健大学 3
東京家政学院大学 1
東京家政大学 4
東京都市大学 8
東京農業大学 4
東京未来大学 1
東京理科大学 1
東京工科大学 1
東洋英和女学院大学 3
東洋大学 2
獨協大学 1
二松學舍大学 1
日本体育大学 8

大学名 合格者数

日本ウエルネス
スポーツ大学 1

日本女子体育大学 1
日本体育大学 8
日本大学 7
梅花女子大学 1
文化学園大学 1
文京学院大学 2
文教大学 1
法政大学 1
明治学院大学 5
明星大学 1
目白大学 2
ヤマザキ動物看護大学 2
横浜薬科大学 1
立教大学 1
立正大学 5
立命館大学 1
了徳寺大学 2
和光大学 1
計 161

短期大学名 合格者数

産業技術短期大学校 1
洗足こども短期大学 1
帝京短期大学 1
戸板女子短期大学 2
計 5

大学校名 合格者数

職業能力開発総合
大学校 1

計 1

2022 年 1 月現在
1 月以降の合格者につきましては、
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、東京高等学校は今年創立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

＊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。

東京高等学校　2023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(日)

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（金） 2月13日（月） 2月17日（金） 

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)

男子陸上競技部
東京都高等学校陸上競技対校選手権大会総合優勝（20 年連続 36 回目）／関
東高等学校陸上競技選手権大会 15 名出場、3 種目入賞／全国高等学校総合
体育大会 8 名出場／東京都私学高等学校陸上競技対校選手権大会総合優勝／
東京都高等学校新人陸上競技対校選手権総合優勝（37 年連続 38 回目）／関
東高等学校選抜新人陸上競技大会 16 名出場、200m 優勝、他 8 種目入賞／
U18 日本陸上競技選手権大会 300m 第 4 位、110mJH 出場、円盤投出場／
東京都高等学校駅伝競走大会第 6 位／関東高等学校駅伝競走大会第 21 位
女子陸上競技部
東京都高等学校陸上競技対校選手権大会総合優勝（10 年連続 28 回目）／関
東高等学校陸上競技選手権大会 21 名出場、走高跳優勝、棒高跳優勝、他 4 種
目入賞／全国高等学校総合体育大会 6 名出場、走高跳第 2 位、棒高跳第 8 位
／東京都私学高等学校陸上競技対校選手権大会総合優勝／東京都高等学校新人
陸上競技対校選手権総合優勝（9 年連続 28 回目）／関東高等学校選抜新人陸
上競技大会 7 名出場、6 種目入賞、U16 日本陸上競技選手権大会　走幅跳第
8 位／ U18 日本陸上競技選手権大会 100mYH 出場、円盤投出場／東京都高
等学校駅伝競走大会第 3 位／関東高等学校駅伝競走大会第 14 位／東日本女子
駅伝競走大会出場／第 40 回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会出場
チアリーディング部
東京都高等学校総合体育大会第 8 回チアリーディング大会 LARGE 部門優勝、
SMALL 部門準優勝／第 23 回関東チアリーディング選手権大会 Division1 第
5 位、Division2 第 2 位、エキシビション奨励賞／ JAPANCUP2021 チアリー
ディング日本選手権大会 Division1 第 6 位、Division2 第 4 位、チアリーディ
ングスピリッツ第 4 位、第 10 位
ラグビーフットボール部
東京都春季大会第 3 位／第 69 回関東ラグビーフットボール大会 D ブロック優
勝／第 8 回全国高等学校 7 人制ラグビーフットボール大会東京都予選準優勝／
第 101 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準優勝
女子硬式テニス部
第 61 回東京都高等学校テニス選手権大会シングルス第 5 位、第 9 位、ダブ
ルス第 5 位、第 9 位、団体第３位／第 74 回関東高等学校テニス大会団体ベ
スト 16 ／第 12 回東京都私学リーグ戦 TOP リーグ優勝（6 連覇）／第 38 回
東京都ジュニアチームテニスチャンピオンリーグ戦 TOP リーグ優勝（6 連覇）　
第 38 回東京都ジュニアチームテニスチャンピオンシップ優勝／東京都新人テ
ニス選手権シングルス第 3 位、第 8 位、ダブルス第 3 位／第 1 回新人団体戦
第 4 位／第 46 回東京都私学大会団体優勝（6 回目）／全国私学大会東京都予
選準優勝／第 44 回東京都城南テニス大会優勝
男子硬式テニス部
第 61 回東京都大会個人戦シングルス予選 5 回戦進出／第 38 回東京都ジュニ
アチーム大会ベスト 16 ／東京都私学リーグ 6 部 A 優勝
サッカー部
新人戦 4 地区第一代表　関東都予選ベスト 16　T4 リーグ優勝　地区Ⅰ部リー
グ第３位　地区Ⅲ部リーグ優勝
硬式野球部
秋季東京都高等学校野球大会ベスト 32
女子バレーボール部
春季大会兼関東大会予選ベスト 8 ／第 75 回関東高等学校男女バレーボール選
手権大会出場／東京都高等学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会予
選兼国民体育大会予選ベスト 16 ／第 29 回関東私立高等学校男女バレーボー
ル選手権大会出場／全日本高校選手権一次予選ベスト 16 ／第 27 回全国私立
高等学校男女バレーボール選手権大会兼第 30 回東京私立高等学校男女バレー
ボール選手権大会ベスト 16
男子バスケットボール部
新人戦支部大会ベスト 16
女子バスケットボール部
東京都高等学校女子バスケットボール春季大会ベスト 56 ／東京都高等学校総
合体育大会ベスト 56
女子バドミントン部
大田区春季ダブルス大会Ⅲ部準優勝／関東予選大会（団体）4 回戦進出／イン
ターハイ予選大会団体東東京ベスト 16 ／夏季高校生オープン大会団体Ⅲ部準
優勝、Ⅳ部準優勝
吹奏楽部
第 61 回東京都高等学校吹奏楽コンクール A 組　銀賞
書道部
第 14 回江戸書道展奥野かるた店賞／第 55 回高野山競書大会銅賞／第 37 回
高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会大会奨励賞／第 62 回大東文化大学競書
大会入賞／第 19 回和洋女子大学競書大会入賞／第 34 回東京都文化連盟書道
展会長奨励賞
軽音楽部
第 14 回東京都高等学校軽音楽コンテスト優秀賞／全国高等学校総合文化祭優
秀校東京公演選抜
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　昭和６０年に数学科教諭として奉職、３７年間務めさせてい
ただきました。他校も含め教員生活も４１年。思えば、あっと
いう間に過ぎ、充実した日々 を過ごせましたこと、皆様には心
より感謝いたします。
　当時は、新校舎（現２号館）が完成して２年目。受験者
数は２千名を超え、入学生徒が激増した頃です。その校門
の桜並木も若 し々い木々でした。現在は老木となり台風によ
る被害を被った桜は整備され、老木と若木との混在が過ぎ
去った歳月の長さを感じさせます。特に、生徒通用門に新た
に植え替えられた桜を見ては、いろいろな思い出に浸っていま
す。生徒数激増を受け、４号館（現体育館敷地内）の建
設に合わせコンピュータ教室が整備されました。その時代にコ
ンピュータ室を常備した普通科高校は数少なく、その企画か
ら設置に関われたことはよい思い出の一つです。私学大会で
は、その当時ではまだ珍しいコンピュータを利用した研究授業

を行うことができ好評を得ることができました。授業参観してい
ただいた諸先生方からの批評は、誠にためになりました。
　私が教員を志したのは、中学生のころです。『音楽』の
教員になりたかったのですが、私は歌がへたくそ一般的には
音痴というやつで、その夢は断念し、それでも教員への夢は
持ち続けました。中学３年生でとある数学の先生との運命的
な出会いがありました。その授業は本当に面白く楽しく、それ
を今でも鮮明に記憶しています。その先生を目標にし、自己
の励みにしながら数学の教員を目指し、結果として教壇に立
てたことを今も感謝しています。思えば私の目指した数学は、

『数楽』でありました。その目標はこれからも永遠に続きます。
　『邂逅』とは思いがけない出会い、めぐり逢いの意ですが、
毎年繰り返す新入生との出会いは楽しみでした。学校の記録
として今まで撮りためた写真は十数万枚に及びます。その一
枚一枚を見ながら素敵な邂逅を想いだし、また今後どこかで
お会いできることを楽しみにしております。今こうして定年を無
事に迎えられるのは、同窓生と教職員の皆様のおかげと感謝
しております。
　東京高等学校のさらなる飛躍と発展、同窓生の益々のご
活躍を祈念しております。

令和３年度定年退職者

早川 達之

心より感謝

　この学校には最初非常勤講師として働き始めて、３年目に
専任講師、７年目に教諭として採用していただいた。私は小
学校のときはサッカー、野球をして、中学校では野球部で３年
間朝から晩まで野球漬けの毎日を送った。高校に入るとバレー
ボール部に入り３年間熱中した。大学時代には少林寺拳法部
で４年間、そのあと３年間道院通いをして７年間修業した。部
活動中心で学生時代を過ごした経験から、この学校では最初
男子バレーボール部の副顧問として指導した。そのうち女子の
希望者が出たので女子バレーボール部を創った。男女両部活
の指導で最初は休日がほとんどない状態であった。しかしなが
ら、歴史の教員として、遺跡などを実際に自分の目で見る必
要があると考え、時間をつくっては旅行した。２５歳のときオート
バイで日本一周をし、その勢いで海外にも行きはじめ、いつの

間にか世界１０５か国を巡った。その経験が授業に反映された
かというとそんなことはなかった。私みたいな口下手が、外国
に行ったからと言って授業がうまくなるわけではなかった。つま
らない授業して生きたくはなかったので、年齢の節目（３０歳、
４０歳、５０歳）には辞めることばかり考えていた。そういうとき
に生徒や先生方から何気ない思いやりの言葉をいただいたこと
で奮起し、続けることができた。この４０年以上、常に授業の
ことばかり考えていた。もっと良い授業ができないかと、落語の
寄席に通い、話し方の間やコツを勉強し、外国から名画が来
ると美術館や博物館に出かけ、実際に名画を観て感じ、その
背景などを探ったりした。板書の字が生徒に少しでも見やすく
読めるように、練習しては毛筆検定を受け続けた（検定は何
度も２級を落ち続けている）。こうして教員生活を終わることにな
るが、相変わらず下手な授業で最期を迎えることになり、今ま
で教えた生徒たちに、もっと良い授業をしてやれたらよかったと
反省し、申し訳なかったという懺悔の気持ちでいっぱいである。
　こんな駄目な教員で学校側に役に立たない教員でしかな
かったですが、給料面で支援していただいたことを深く感謝す
る次第です。本当に、本当に有難うございました。

齋藤 秀雄

退職にあたり
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なかった。義務教育の区立中学委託生として入学した私ども昭和
２２年入学生にとって、東都高校は進路選択肢の一つでしかな
かった。私自身、都立高校に進み、「私達は東京中学という私立中
学の伝統ある教育を、授業料を払うことなく享受した公立中学生
だった」と駄文を平成２年の同窓会報に寄稿している。
　新制高校が設立されると、旧制東京中学は高校と中学の２つ
の組織に分かれた。中高一貫の教育をまとめる教頭は引き続き森
貞作先生が務め、高校・中学には主事がおかれた。石田博先生と
石川公博先生がそれぞれ高校・中学の主事になられた。中学生
の生活指導は中学の主事の石川先生が中心になって行われた。
学校生活、クラブ活動をまとめる旧制中学からの学友会は東都高
校に引き継がれ、中学には新たに学友会が組織された。学友会
の会長は堀越三郎校長、副会長を石川先生が務められ、学生が
運営する委員会や各部の活動を指導された。会務を担当する総
務科、文学部などの学術科、音楽部などの芸術科、陸上競技部
などの体育科、報道部などの社会科をおき、クラブ活動の部の数
は昭和２４年度に２０を数えた。石川先生は総務科長の労をとられ
た。昭和２４年度に私は３年生、最上級となり、学友会委員長を務
め、総務科の委員となった。石川先生は、学校・学友会のシンボル
に学生旗を作ることの検討を提案された。総務科の委員会で数
回の検討の後、製作することになり、石川先生と、私が製作交渉に
当たった。先生のお供をして、２～３回、日本橋の三越を訪ねた。学
生旗は年内に出来上がり、翌年３月の卒業式の雛壇に飾られた。
また、先生の指導の元に、新制中学初の学友会誌が編纂・発行さ
れ、各部の活動記録、次年度役員の抱負などがまとめられた。
　石川先生に触れる機会は、授業よりも学友会でのものが多かっ
た。石川先生は、いつも背筋を伸ばした謹厳な雰囲気の中に生徒
への思いやりを感じさせた。当時、戦時中の中断が続き同窓会とい
う組織はなかった。しかし、先生の生徒、卒業生を想う気持ちは強
く、同窓会のこともよく話されていたように思う。その中で、今から６０
年前の１９６２年、創立９０周年の記念式典に新制中学最初の入
学生が集まったのが冒頭の写真である。同窓会は石川先生のご
尽力の元に１９７４年に再建された。令和４年、２０２２年の学校創
立１５０周年を前に、改めて戦後の教育改革激動期と生徒思いの
石川先生を思い起こした。

　古いアルバムを見る機会があり、「３７.１１.４ 東京中、東京高　
９０周年記念同窓会　昭２５年中学卒業生」とメモ書きされた写
真を見つけた。中央に立つ石川公博先生を、十数人の昭和２５年
新制中学卒業生が囲んでいる。
　昭和２０年の第二次世界大戦の終戦を受け、昭和２２年４月
に教育制度は小学校６年に中学校３年を義務教育とする「六三
制」に移行した。初等中等教育の教育行政を担う地方自治体は
急遽、中学校を新設して昭和１６年４月から昭和２２年３月まで国
民学校と称していた初等教育修了生を進学させた。新設といって
も新制度の法律成立の翌日施行だから、新しい施設はなく、小学
校などの間借りでの開校となった。私立の麻布中学、開成中学な
どは、自由募集と称してそれまで通り生徒を募集、選抜、入学させ
た。これに対し、東京中学は、東京都、大田区の要請のもとに義務
教育の重要性を鑑みて地域の義務教育中学生の委託を受け入
れた。私たち、東調布第一、第二、第三国民学校の男子卒業生、
二百数十人が東京中学に入学した。教育費は大田区が負担す
るから、私たちは授業料を払わずに伝統ある私立学校の教育を
受けることができた。その後に編入する生徒は自由募集扱いで授
業料を払うので、公立と私立の生徒が一緒に学ぶようになった。
教育・学校生活に公立生と私立生の区別はなく、一体で行なわれ
た。委託生受入は、昭和２３年は東調布第一と第三、昭和２４年は
第三小学校（分離設立の嶺町小学校を含む）から、と受け入れ先
を減らし、昭和２５年には全て自由募集の私立学校に戻った。
　新制高校は旧制中学を母体に昭和２３年４月に設立された。昭
和２５年までは旧制東京高校が存在したため、東京中学を母体と
する新制高校は東都高校と名付けられた。昭和２３年度以降の
中学３年生は新制中学を卒業して、東都高校に進学できることに
なった。しかし、一部の卒業生は他の高校に進み、学業を終えるな
ど進路を異にした。このため、同じ年に入学した生徒は新制中学
卒業生と３年後の高校卒業生に別れた。１９９１年発行の同窓会
名簿を見ると、昭和２４年３月の新制中学卒業生は、大部分の生
徒が東都高校に進んだので、昭和２７年３月の高校卒業生に比
べ、著しく少ない。ところが、昭和２５年新制中学卒は２０４人に対
し、昭和２８年３月高校卒は８０人、昭和２９年二部卒業２７人を加
えても同年代卒業は１０７人と半分程度。卒業アルバムには２７０
人ほどの生徒が写っているから、２／３以上が東都高校には進ま

昭和２５年新制中学卒　古寺 博

石川公博先生と新制東京中学

卒業生の近況

筆者は前列右端
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　私は、令和２年４月より体育教師として着任いたしまし
た。母校である東京高校で、教壇に立って授業をするとい
うことに、学生時代は想像をすることが出来ませんでした。
　私は、平成２８年３月に東京高校を卒業しました。高校
では新しいことを初めてみたいという気持ちから、チアリー
ディング部に所属しました。未経験から始めたということも
あり、先輩方が一から丁寧に教えてくださった事を今でも
覚えています。また、当時は私と同じように未経験でチア
リーディングを始める子が多くいたため、わからないことも
助け合いながら練習をすることが出来ました。
　部活動を通して学んだことは、仲間を思いやる気持ちで
す。私が悩みや不安を抱えていた時に、多くの仲間が話を
聞いてくれました。そのような支えがあったからこそ、辛い
時も乗り越えることが出来たと思っています。もし、仲間
が悩みや不安を抱えている時には、私も同じように支えた
いと思います。
　また、クラスの友人も明るく元気な子が多かったため、
体育祭や文化祭などの行事も楽しく取り組むことが出来ま
した。高校3年生最後のお昼休みには、全員でお弁当を
持ち寄ってご飯やおかずの交換会を行うなど、男女関係な
く楽しい時間を過ごすことが出来ました。
　東京高校で過ごした３年間は、私にとってとても楽しく

かけがえのない時間です。卒業した今でも高校時代の友
人に会うなど、一生付き合える友人と出会うことが出来ま
した。このように楽しい学校生活が送れたのも、暖かく見
守ってくださった先生方のおかげです。私もそんな先生方
のようになりたいと強く思いました。
　現在は体育教師として母校に戻り、チアリーディング部
の副顧問をしております。着任した当初は、新型コロナウ
イルスの影響で約２ヶ月間休校をしていた期間が続き、動
画配信で授業を行いました。学校が再開されてからも分散
登校が続き、体育の授業でも接触が伴わない種目を行うな
ど、感染対策を徹底して行いました。
　また、部活動の大会なども中止となり、これまで部活動
に覚悟を持って取り組んできた生徒の思いを考えると、残
念でなりません。１つの見えない敵によって、私達の生活
がこうも左右されるとなると、恐怖を感じました。
　最近では、新型コロナウイルスのワクチンも開発されて、
少しずつ以前のような生活に戻りつつあり、1日でも早くマ
スクを外した生活を送れるよう祈っています。
　教師としてまだまだ未熟ではありますが、私自身も成長
し続け、高校生活が楽しく充実できるような環境作りに努
めて参りたいと思います。よろしくお願い致します。

平成２８年卒　渡邉 千洋

東京高校での青春

卒業生の近況
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東京中学校・高等学校同窓会報

　今年度を振り返り、保護者の皆さま並びに学校関係者、卒
業生そしてＯＢの皆さまなどたくさんの方々にご理解ご協力を
頂けましたこと、深く御礼申し上げます。
　今年度の活動は、３年生１４名、２年生２０名、１年生１９名、
計５３名の大所帯のチームとしてスタートしました。部員は、「高
校三年間で多くの経験をし、また、野球を通して人間性を磨く。
さらに周りから応援され高校球児の夢である甲子園出場を果
たすチーム。」を目標・使命に掲げております。また、「Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ～
可能性を信じろ～」をスローガンに掲げ、何事にも動じない精
神力を身に付けるとともに無限の可能性を信じ、夏季大会で目
標を達成できるように日々 努力しました。２０２０年の秋季大会で
は悔しい思いを抱きそのリベンジのため厳しい冬を乗り越えて
春季大会へ準備を進めてまいりましたが、残念ながら新型コロ
ナウイルスの感染拡大の影響を受け大会が中止となってしま
いました。それでもチームは後退することなく甲子園大会への
出場することを目標に夏季大会へ向け日々 活動を続けました。
２０２１年７月３日コロナ渦で行われた第１０３回全国高等学校
野球選手権大会東東京大会ではチーム力の向上だけでなく
体調管理にも気を使いながらの大会となりました。地元大田スタ
ジアムで一回戦対都立大森高校と試合に臨みました。投手戦
となり最終回まで試合は０-０の展開でありましたが、最後は０-１
と力尽きてしまいました。コロナ渦で戦い抜いた３年生は忘れる
ことのない学年となりました。新しいチームとなり９月に行われた
秋季大会では下級生が力を発揮し東京都大会ベスト３２の結

果を残しました。第６ブロック一回戦対都立青梅総合高校１０-
３（７回コールド）、ブロック決勝対日本学園高校４-１ブロック優
勝、本大会一回戦対東亜学園高校（シード校）５-３、二回戦対
都立城東高校１-４敗戦。
　東京高校野球部は１９３１（昭和６）年、夏季大会に初出場
しました。今年で創部９０年目を迎えております。９０年の歴史が
続いている背景には、多くの先生方や諸先輩方のお力があっ
たと毎年大会を行うたびに感じております。長い歴史のある野
球部は、これまでにプロ野球界に進んだ偉大な先輩がおりまし
た。東急フライヤーズで活躍された神谷定男（かみやさだお）
さん、東映フライヤーズで活躍された田村友美（たむらともよし）
さん、イーグルス・黒鷲軍の監督として活躍された沢東洋男（さ
わとよお）さんです。近年では、２００９年に卒業した板谷和（い
たやかずさ）さんが独立リーグの新潟アルビレックスＢＣ・富山サ
ンダーバーズで活躍しました。このように歴史ある東京高校野
球部の中で日々 活動できることは誇りであり幸せを感じておりま
す。
　最後に、この一年間を振り返ると新型コロナウイルスの感染
が拡大する中で何が今できるかを常に考えていました。オンライ
ンミーティングやオンライントレーニングなどの新しい活動に取り
組んできました。これからも輝かしい道は必ず開けると信じてお
ります。東京高校野球部は多くの方々に支えられていることに
感謝し、必ず目標達成を成し遂げます。今後とも変わらぬご支
援、ご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

硬式野球部顧問　松下 浩志（平成１１年卒）

東京高校野球部

部活動報告
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東京中学校・高等学校同窓会報 教育実習報告総会報告

平成４年卒　西村 リサ

　２０２１年６月１９日（土）第４８回東京高等学校同窓会総会を
行いました。今年は、コロナウィルス蔓延を考慮し、大規模な会
場での開催ができませんでしたので、学校での開催とさせて頂
きました。
　皆様とお会い出来なかった事はとても残念でありましたが、安
心した環境でお会いできる日を信じております。
　今年は、長きに渡り、我が母校の同窓会の活動に尽力頂い
ておりました柴田会長が退任されました。
　柴田会長は、きめ細やかな配慮やアドバイスをし、同窓会と年
間行事をスムーズにまとめていかれました。会長のお声がけによ
り、新しい若いメンバーが参加するきっかけを作っていただきま
した。また、同窓会に関わる年間費用においては、コスト削減を
検討し進める原動力にもなりました。
　会長退任はとても寂しく思いますが、しばらくはアドバイザーと
してサポート頂けるので、心強く思っています。
　柴田会長の後任としては、三枝香容子（昭和５４年卒）さん
が就任されます。三枝さんは副会長として同窓会の運営サポー
トに尽力頂きました。日頃から温かい心配りをされる方で、今後
も同窓会を発展すべくご尽力される方であると確信しています。
　新しい体制の下、私西村（平成４年卒）も副会長兼会計を務
めさせて頂き、三枝新会長と同窓会をサポートする事となりまし
た。まだ未熟な所が多々あるかと思いますが、人と人との繋がり
がもてる温かく楽しい同窓会にしていきたいと思います。
　思えば２０２０年１月よりコロナ禍の落ち着かない状況が続い
ておりましたが、日本国内の努力により、最近では感染者も終息
していきました。未だにコロナ禍に不安を覚えている諸外国もあ
り、引き続き自助努力を要する時期が続くと感じています。
　しかしながら、この不安定な世の中であっても、人と人とのつ
ながりや助け合いはとても大切です。同窓会がお互いのつなが
りを作りつつ、心を支えていける場であれば幸いに思います。
　来年、コロナ禍が落ち着くことを祈っています。これからも同窓
会に新しいメンバーの参加を募り、より改革を進めていきます。皆
様からの自由な発想やご意見を賜りつつ、お力添えを賜りたい
と思います。

教育実習報告総会報告

 本年度音楽科の教育実習生として3
週間お世話になりました。
　高校３年生までピアノを全く弾くこと

ができなかった自分にとって、音楽科の教師を目指す以前に、教
育実習を成し遂げることは、とても大きな挑戦でした。音楽科の教
師に憧れをもった理由の一つに、「音楽の楽しさを生徒に教えた
い」という思いがあったのですが、実際に教える立場になると、そ
れがどんなに難しいことか痛感しました。しかし生徒たちが、歌っ
たことのなかった曲を、３週目の授業で楽しそうに二部合唱をして
いる姿を見て、音楽を楽しんでくれているかなと感じたとともに、感
動を覚えました。
　また、教育実習中、受験勉強や部活動に一生懸命励む東京
高校生の姿を多く見ました。自分の夢や希望に向かって励む生
徒たちと３週間共に過ごし、教育実習を終えられたことを嬉しく思
います。
　最後になりますが、未熟な私を熱心にご指導くださった先生
方、受け入れてくれた生徒たちに感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。          （玉川大学芸術学部芸術教育学科・音楽）

　私は、三週間を通して教えることの
難しさを痛感しました。
　実習前は、大学の講義内でも模擬

授業等の準備をしていたために、ある程度まで授業として成立さ
せることはできるだろうと考えていました。しかし、現実はそう甘く
はなく、専門科目の知識をさらにつけなくてはいけないことはもち
ろん、授業中に話すことや書くことをコントロールすることの難しさ
や、生徒を注目させるための働きかけはどうするのが効果的かと
いうことが、実際に教壇に立ちながら授業をしたことで課題とし
て浮き彫りになりました。そして、生徒が理解できるように教えるこ
とはとても難しいことであると改めて感じました。
　授業実践において学んだことは、一回一回の授業の中で教
師としてこれは必ず伝えたいという核となる部分を持ち、それを楽
しく生徒に伝えてあげることの重要さです。ただ、淡 と々授業を
されるよりも、教師の側が授業の核となる内容について楽しそう
に話している方が、生徒の心にも届きやすいのだと感じました。
　今後は、三週間の中で実際に自分の目で見たり、感じたりし
たことを糧に、生徒の心に届く授業のできる立派な教師になりた
いです。　　　　　　　　　　　（専修大学文学部・国語）

平成３０年卒　熊谷 菜津

平成３０年卒　高木 凌
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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２０２２年度同窓会総会及び懇親会を下記の通り開催いたします。
　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	 ２０２２年６月１８日（土）
	 　受付開始　　１７：３０
	 　総会開始　　１８：００
	 　懇親会は総会終了後、直ちに開催といたします。

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	 ①２０２１年度事業報告及び会計報告、会計監査報告
	 ②２０２２年度事業計画及び会計予算
	 ③その他　

懇親会	 総会終了後に懇親会を開催いたします。

懇親会費	 ６，０００円　尚、本校卒業後４年間は懇親会費を免除いたします。

※尚、本年度においてもコロナウィルス感染拡大（予防）により急遽中止とさせていただく場合もございます。
　また開催､ 非開催につきましては、学校ＨＰより同窓会欄内にてお知らせいたします。

２０２０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 3,420,000 3,420,000 新卒者　１００００円×３４２名

	総会会費 0 240,000
	寄	付	金 0 100,000
	預金利息 178 100
	雑収入 0 0
 基金より繰入 316,900 1,000,000 紅白幕寄付

 小        計 3,737,078 4,760,100
	前年度繰越金 2,118,915 2,118,915

合　　	計 5,855,993 6,879,015

支出の部 （単位：円）

項　　　　目 決　算　額 予　算　額 備　　　　　　　考

	総		会		費 64,350 1,000,000 総会中止案内印刷

	会		報		費 740,230 1,500,000 会報費(2019年度)・会報寄稿お礼

	助		成		費 730,850 2,000,000 卒業記念品(2019年度)・部活動助成金

	会		議		費 11,865 70,000 委員会

896,391 870,000 幹事協議員会中止・総会中止案内及び会報郵送費等

35,905 45,000 携帯電話

	渉		外		費 0 150,000 感染予防のため交流は中止

22,799 35,000 事務用品等

41,700 110,000 システム保守費

	事務委託費 658,129 750,000 事務職員給与

	雑						費 323,402 20,000 紅白幕・振込み手数料等

	予　備　費 0 0 　

 小        計 3,525,621 6,550,000
	次年度繰越 2,330,372 329,015

合　　	計 5,855,993 6,879,015

主な予算・決算差額の要因：(1) 会報費　会報印刷代 582,835円 の次年度支払い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 助成費　卒業記念品 マグカップ代 353,078円 の次年度支払い

	事		務		費

	通　信　費
　資　産　残　高　　　　￥１３，０５０，６７４

２０２１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 5,032,909 55,559

三井住友銀行 4,000,000 2,274,801

三井住友銀行 1,687,393 0

ゆうちょ銀行 0 12

合　　　　計 10,720,302 2,330,372

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

令和３年３月、本校体育館の紅白幕を本年度卒業生と合同で
新調させていただきました。

第４９回 ｢上野塾 東京中学校 東京高等学校｣ 同窓会総会及び懇親会開催のご案内
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東京中学校・高等学校同窓会報新協議員／物故者／会報委員会 卒業記念品報告／編集後記／事務局

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　　西村　リサ　　（副会長）
 門脇　正　　　（常任幹事）
 柳生　みや乃　（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）
 中村　祐吾　　（常任幹事）
 金子　実咲　　（常任幹事）
 馬庭　日向子　（協議員）
 有働　陽也　　（協議員）
発　行　日　　２０２２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　　三枝　香容子　（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。

編集後記
　同窓会の皆様には、日頃より同窓会活動のために、ご理解ご
協力頂き誠にありがとうございます。
　今年も新型コロナウイルスの影響が残る１年のスタートとなり
ました。ワクチン接種が進み、終息の気配が見え始めた中でオ
ミクロン株の感染拡大が、急速に進む中、今後も不透明の状
況であります。
　今年は我が母校は、創立１５０周年の記念すべき年を迎え
る事となりました。新型コロナウイルスの終息を信じ、６月の同窓
会総会は、皆様と一緒に創立祝いを兼ねた総会で、お会い出

来る事を心から楽しみしています。
　最後になりますが、今年も皆様に多大な
協力を頂き同窓会会報No５３号をお届け
する事が出来ました。多くの原稿をお寄せ
頂きました皆様に感謝申し上げます。

昭和５２年卒　佐藤 達也

心よりご冥福をお祈り申し上げます。（敬称略）

物故者

昭和１９年旧中
昭和２０年旧中
昭和２０年旧中
昭和２０年旧中
昭和２４年
昭和２６年
昭和２８年
昭和２８年
昭和３５年
昭和５２年
昭和５３年
昭和５８年
昭和６３年

安藤 虎雄
佐藤 　晃
固武 龍雄
山本 守之
横山 　大
山口 信昭
古山 順一
小山 　浩
井口 伸之
小松 裕司
福島 紀海
直井 崇博
西田 拓晋

令和３年
令和３年
令和２年
令和元年
令和２年
令和３年
令和３年

令和２年
令和２年
平成１０年
平成３０年
令和２年

卒業年度　　　　		氏　名　　			　	　没　年

令和３年から令和４年１月までにご連絡いただいた方です。

２０２２年３月卒業の新協議員をお知らせいたします。

新協議員のお知らせ

㕝子 直之 佐伯 和奏 鉄村 春友 磯﨑 日向 田島 彩美

卒業記念品のデザイン 選考結果
　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。

優秀賞（図書券１０，０００円）	 ３年７組　児玉 季彩さん
佳　作（図書券		２，０００円）	 ３年４組　大嶋 希歩さん
	 ３年４組　秦野 絢翔さん
		 ３年７組　熊谷 　綾さん


