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　今までは、本校卒業生の皆様との唯一の連絡
媒体として当会報「柏」の発行（年 2 回）をし
ていましたが、これからは HP からのご案内並
びに通信となりますので会員登録を必ずお願い
いたします。

第　64　号

副会長　青木　良雅（12期生）

　大きな変化がありました。前号

で簡単にお知らせしましたが“柏

苑祭”でのパネルディスカッショ

ンがありました。前号で夏休みの

企業研修までお知らせしました。

例年ですと 11 月のキャリアスタ

ディー発表会まで時間があるなかで、10 月 1 日（土）、

2 日（日）の柏苑祭の企画とし今年はアルママタホー

ルで中 3CS 検討会（パネルディスカッション）が

ありました。

　柏苑祭

　パネルディスカッションのメンバーは、10 月 1

日（土）：青木良雅［12 期］　梅田博夫［16 期］　西

山　誠［21 期］　大岩 湛矣［5 期］（以上 OB）　西

田武司　三上　光　栃原弘幸　

　10月 2日（日）：小泉達雄［22期］　青木良雅［12期］

　鈴木威一［9 期］　立野　慶［33 期］（以上 OB）

野澤アトム　尾田直斗　桑原悠樹　になります。　

　2016 柏苑祭　中学 3 年舞台ブロックを 2016 柏苑

祭　中学３年舞台部ブロック［作成者・中 3B 組　

浜田優介］を参考にし、紹介します。①クオリティー

（丁寧な仕事）②プレゼン（いかに相手に伝えるか）

③テーマ（学年のテーマは【和】）④独創性（工夫）

をメインテーマで、第一部【導入】第

二部［パネルディスカッション］、第

三部【感動のフィナーレ】の手順で行

われました（＝紙面の都合で詳細は割

愛させていただきます）。小山先生よ

り ｢ 今日は、短い時間でしたが皆さん

と企業研修について、あるいは、仕事

について考えてみました。普段は接す

ることのない企業で働いてきた方々と

お話しすることで生徒たちも自分の将

来について考える良い機会となったの

ではないでしょうか。この場をお借り

して改めてお礼を申しあげます。また、11 月のキャ

リアスタディー発表会もお世話になります。よろし

くお願いします。｣ とのコメントを頂いています。

柏苑祭では、2 日間校内を出来るだけ巡るようにし

ています。中 3 学年展示は特に気にしています。今

年は、企業研修 5 企業を担当しましたが、それ意外

についてはキャリアスタディー打合せだけでは解り

ません。数年前より中 3 学年展示が変化し積極的に、

キャリアスタディー企業研修の状況を展示して頂け

る様になりました。これで企業研修の全体を少しは

把握できる様になりました。

　キャリアスタディー発表会

　2016 年 11 月 12 日（土）に行われました。柏苑

祭で頂いたコメントにあるように、今年の発表会は

例年と違った発表会になったと感じています。今年

の企業研修感謝状贈呈先は ､ 富士通株式会社、睦化

工株式会社、コアレックス三栄株式会社東京工場、

大成建設株式会社東京支店の 4 社になります。

　終わりに

　①中 3 学年展示が同窓会賞、②中 3 学年展示が学

年展示入賞、③中 3 学年模擬店が入賞、④パネルディ

スカッションで入賞、四冠を獲得した事をおしらせ

します。

Career Study 2016 summary 

柏苑祭パネルディスカッションで挨拶する小泉達雄同窓会理事（中央）
パネラーは、左：中 3　野澤君・尾田君・桑原君　　右（同窓会）：青木・鈴木・立野
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第58回柏苑祭

同窓会パネラー　左から青木・大岩・西山中 3パネラー　西田君・三上君・栃原君

司会進行　小山先生

キャリアスタディー発表会

柏苑祭パネルディスカッション

感謝状贈呈表彰

　2016 年 10 月１日（土）、2 日（日）に行われ、同

窓会の部屋では、例年と同じく卒業アルバムの展示、

絵画展示（清水理事・12 期の所蔵品）を行いました。

清水理事有り難うございました。さらに現役大学生

による討論会、退職先生の最終講義を行いました。

　退職先生は照井郁夫先生（化学）で、『知って得

する ? お薬の知識』と言うテーマで、「薬」も「食品」

の一部 ?、薬の効き方、薬を飲み忘れたら…、薬の

服用の仕方、薬の副作用について薬と食品類の相性、

「お薬手帳」活用のススメについて貴重なお話を伺え

ました。以降、個人的にですが「IDカード」の他に「お

薬手帳」を携行するようにしています。同窓会賞は、

「中 3 学年展示」になり、安藤会長より表彰状、カッ

プが授与されました。　　　　　青木　良雅（12期）
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《公示》同窓会総会開催について

　第42回「総会」を以下の要領にて開催しますので、ご案内致します。同窓会会員（1．正会員；⑴武

蔵工業大学付属中学校・高等学校及び東京都市大学附属中学校・高等学校の卒業生　但し、入会しない

ことを意思表示した者を除く　⑵同校に在学した者で本会の趣旨に賛同する者　2．賛助員；⑴武蔵工

業大学付属中学校・高等学校及び東京都市大学附属中学校・高等学校の現旧教職員　⑵本会の趣旨に賛

同し、理事会の承認を得た者＝東京都市大学附属中学校・高等学校同窓会規約）の皆様におかれては、

お誘い合わせの上参加下さい。

　｢懇親会｣は同窓会諸氏のご協力を頂き、数々のイベントを企画しました。以下の要領となります。

“成人の祝い”（62期、平成27年3月卒業 学年委員；岡ノ谷優貴、櫛田 直克、久保田 惟、田中 智大、

八戸 優大、藤本 真徳）

　同窓会としては“縦”のつながりに心がけています。当日は、学校からは、先生方もみえます。年に

一度の機会ですが、交流・情報交換の場として活用して下さい。

記

日　時　2017年5月13日（土）午後4時より

場　所　渋谷・エクセルホテル東急　6階　フォレストルーム（渋谷マークシティー内）
　　　　　TEL.03－5457－0109

議　題　１号議案　2016年度（2016年4月1日～2017年3月31日）活動報告
２号議案　2016年度（2016年4月1日～2017年3月31日）決算報告

　　　　　　①一般会計報告　

　　　　　　②第41回総会決算報告　

　　　　　　③繰越金内訳　

　　　　　　④会計監査報告

３号議案　2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）活動計画

４号議案　2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）予算案

５号議案　キャリアスタディ報告

６号議案　その他

懇親会のご案内
　

　総会終了後、下記会場に移動して懇親会を開催いたします。週末土曜日の夕刻、仕事と離れ、懐かし

い友とお酒を酌み交わしながらひとときを過ごしてはいかがでしょうか。多数のご参加をお待ち致しま

す。お互いに声掛けての参加をお願いいたします。

　日　時　総会終了後（午後5時開会～同7時閉会予定）
　場　所　プラネットルーム（同階）
　会　費　6,000円（飲み・食べ放題・当日）

《スケジュール》　
①16時00分～16時30分『総会』
②16時30分～19時00分『懇親会』
　　　　　　　　　　　『成人の祝い』
　同時進行で《同窓生2名：
　　　　　　　久野新一（13期）、小川憲二（13期）を含む〝ネルソンバンド〟ライブ》

会議室・宴会場／クローク

ホテルロビー　フロント／ラウンジ

6F

5F

エクセルホテル東急
（渋谷マークシティ内）

6階ご案内
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　雪!　雪!!　ホワイトアウトとセンター試験57万人
（18歳年齢123万）、64期の皆さん如何でしたか。
センター験受験者＋α=? 全国的には雪で受験時間
繰り下げがありましたが大丈夫でしたか? 64期卒業
生226人、同窓会入会者223人になります。
　トシコー独自の学習システムCURRICULUMの先
取りカリキュラム中学1年課程＝中1・身近な社会
を理解する、中学2年課程＝中2勤労の意味を知る、
ここまでが中学3年間の先取りカリキュラムです、
それと併行した学習システムは、Ⅱ類、Ⅰ類に分か
れ、Ⅱ類均等クラス、Ⅰ類均等クラスになります
（進級時の成績により、Ⅰ類からⅡ類への転類を認
めることがあります。）となっています。高校3年
間の先取カリキュラムです。学習システム、Ⅱ類、
Ⅰ類は共通です。高校1年課程＝中3自分を知り職
業を知る、高校2年課程＝高1大学受験への意識を
高める、高校3年＝高2どの学部で何を学ぶのか決
定、ここでⅡ類理系クラス、Ⅱ系文系クラス、Ⅰ類
理系クラス、Ⅰ系文系クラス、大学入試を見据え
た演習、高校1年課程から、Ⅱ類Mαクラス、Ⅱ類
Mβクラス、Ⅰ類Mαクラス、Ⅰ類Mβクラス（前
年度の数学の成績に応じてMαクラス、Mβクラス
を編成）、大学入試を見据えた演習＝大学入試を見
据えた演習、高3志望校の受験対策、Ⅱ類理系クラ

ス→東大・東工大コース（Ⅱ類 最難関国公立大=東
大・京大・東工大・一橋大・国公立医学部などへの
現役合格を目指します。募集人員：約80名（2クラ
ス））（Ⅰ類　難関国公立私大=難関国公立大、早
大・慶大等の難関私大への現役合格を目指します。
（募集人員：約160名（4クラス））が、現在の母校
です。男子校中高6か年一貫教育SCHOOL GUIDE 
2017より抜粋してOBの方々に紹介しました。
　詳しく知りたい方はhttp://www.tcu-jsh.ed.jp/で。
かって、キャリアスタディー発表会が１月に実施さ
れていました。積雪風邪で、変更・中止になった事
を思い出しましたそれ以降、11月になり、卒業式も
3月18日になる等空白期間が出来ているのが現状で、
柏発行の時期も検討する必要があると考えます。
　懇親会の常連のネルソンバンド（ドラム　久野新
一13期、ベース　小川賢司13期、ギター&ボーカル 
鹿毛竜介 武蔵工大　45建築、ギター 浅野康二、ギ
ター&ボーカル 市川美絵、パーカッション 山崎裕
大、音響PA 山本良彦)を、柏苑祭でと色々と活動
をしました。｢同窓会の部屋｣での演奏、｢アクティ
ビティルーム｣｢第二音楽室｣と変遷がありましたが、
最終的に、生徒会会議と経営会議の了解が得られま
せんでした。柏苑祭は現役生徒のもの、との事でし
たが、割り切れない思いです。　青木良雅（12期）
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　学校のグ
ローバル化に
ついて、色々
打合せをしま
したが、今年
度は右の通り、
武蔵工業大学
建築卒の副島
健介氏による
特別講演会を、
東京都市大学
夢キャンパス
で実施しまし
た。

特別講演会
　「ハーバード大学で学んで面白かった事」
　　講師：副島　健介 氏
日時：2016年11月13日（日）
　　　13時開演・15時終了予定（12:15分開場）
【入場無料・同窓会にて負担いたします】

場所：東京都市大学 二子玉川 夢キャンパス
（地図等は「都市大学夢キャンパス」で検索下さい）

主催：東京都市大学付属中学校・高等学校同窓会
　　 後援：東京都市大学　　　　　　　　　　
　　 協力：東京都市大学付属中学校・高等学校

《略歴》副島　健介（そえじま　けんすけ）氏
1975年　東京生まれ
・高校時代　ジュニアテニスで4大大会
　出場を果たす。
・国際基督教大学高等学校卒業後、テニ
　スプレイヤーとして活動するが身体を
　壊し大学で勉強することを決意
・武蔵工業大学工学部建築学科（現：東
　京都市大学）卒業
・ハーバード大学デザイン大学院（米国）
　建築・アーバンデザイン専攻修了
現在の職業
　副島健介都市建築設計株式会社　代表
　取締役ほか、建築家、アーバンデザイ
　ナー、大学教員、国際化推進委員とし
　て活動

ていますが、理事会への出席は今のところ少数にと
どまっています。さらに、大学卒業後は仕事の関係
で出席できなくなるなど多くの問題があります。
　この様に困難な状況が続いていますが、同窓会の
永続のため、理事一同頑張ってゆきます。同窓生各位
におかれましても、同窓会活動に一層の関心を持っ
ていただき、ご支援をいただくと共に、出来れば理
事会への参加を検討していただきたく、よろしくお
願い申し上げます。

　　　　　　　　事務局長　佐々木幹夫（14期）
　同窓会理事会は年 7 回開催し、主に次の検討を行
い、適時実施しています。
1. 年間予算案及び決算案の作成
2. 総会議案の検討及び総会後の懇親会の計画
　（成人の祝い、還暦の祝いを含む）
3. 中三キャリアスタディ対応
4. 柏苑祭対応
5. 機関誌「柏」の発行
6. その他、講演会等の不定期な催し物
　理事は、現在会長以下 18 名です。仕事を持って
いる方及び学生が大半のため、全員が常に理事会に
出席できるわけではありませんから、一部の理事に
負荷が集中することが課題となっています。
　さらに、若い理事が少ないために全体として高齢
化が進んでおり、若い方の理事会への参加も課題と
なっています。
　若い方の参加については、近年は卒業時の各クラ
ス委員長を学年委員として登録し、理事会へのオブ
ザーバ参加を通じて同窓会への理解を深めていただ
き、将来は理事として活躍していただきたいと考え


