らず各方面での

今年の総会は女性が主役のお酒落なパーティ｡ホテルグ

す｡このようなことから､

会始の儀に本校校長として
招待される栄誉に浴し､身
の引き締まる新年を迎えま
したことを会員の皆様にご
昨年7月末から‑年生20

報告申し上げます｡

の皆様方には'

皐城会会員

は少し変わった趣向で実施

になっており､これまでと

までの

催とすることにして'これ

による情報が､益々重要に
なってきております｡昨年
から｢先輩による授業｣を､
学校t pTAt草城会の共

てくださっていますが､会

み込んで皐城会の協力度を
一段と強化することにいた
しました｡幸い'皐城会顧
問になっていただいた山内
啓子先生が大きな力となっ

｢後援｣から一歩踏

されることになりました｡

昨年も､会員の皆様の絶

す｡

ていただき､総会を盛り上
げていただきたいと存じま

どうか大勢の方に参加し

楽しみにしております｡

とお慶び申し

各方面で益々
ご活躍のこと
上げます｡

します｡

員の皆様方の一層のご支援
をこの場を拝借してお痛い

本年の年次
総会のご案内
を兼ねて会報
をお届けいた

施することができました｡

申し上げます｡

大なご協力により'｢先輩
による授業｣を成功裏に実

今年の総会

昨今'学校の先生方の任期

ご健勝をお祈りいたします｡

ております｡会員の皆様の

る､そして楽しい同窓会で

皐城会が､益々意義のあ

は､4月1 0日

なりましたが'

されることに

に開催

あり続けたいと､心から願っ

(日)

が短‑なる傾向があり､長
期間附中に在籍される先生
が少な‑なって'教え子た
ちの状況を巾広‑把握して
いる先生方が減少していま

^lRlRlll■く■JT.1111Rl●くRl●くllll●eRl■そll一色●Jr.Rl●色を■く●そヽ〃ヽnl■そ一く

今回は一の期
の皆さんが遵

来､様々な分野で社会の役
に立つ人材に成長して‑れ

される中'このような教育
課程の今日的課題に取り組
むことは､附属学校に課さ
れた使命の一つでもありま

名を引率し

ものです｡

今年高校3年に進学します｡

小学校の事件から川年目を
迎え､当時の児童たちは､

そのような中､池田地区で
小･中･高が一層連携を強
め､継続して子どもの成長
を見守る教育研究に取り組
むことは大きな意義をもつ

期間中生徒はホームステイ

小･中二局･大が連携して

い申し上げます｡

ご支援を賜りますようお願

る学校づ‑りを目指したい

てオースト

昨年度から3キャンパス
が､地区ごとのテーマの下
で､大学と連携した共同研

取り組んでいます｡この研
究は1 2年間の子どもの成長
を見据えた授業改革を進め
ることであり､小中一貰教

て﹄を共通テーマとして､

する力を育む教育〜コミュ
ニケーションカを基盤とし

育とか中高一貫教育が注目

会員の皆様には引き続き､
母校の発展を温か‑見守り､

ものと考えます｡

ました｡こうした子どもた

校生徒が､気後れすること
な‑訪問校の生徒たちと熱
心に協同作業に打ち込み､
その成果を堂々と発表する
姿を見て､頼もしさと潜在
能力の高さに感心させられ
ちの潜在能力を伸ばし'将

す｡また､ここ池田では､

ラリア研修
に行って参

究がスタートしています｡

りました｡

をしながら'クイーンズラ

池田地区では﹃自立し協同

当日参加も歓迎いたします｡

ンド州立ピーンリ高校(日

賛助金(一口1000円)と一緒に同封の振り込み用紙にて
最寄りの郵便局から3月18日までにご送金ください｡

本の中2から高3が在籍)
に通い'交流しました｡本

(現在NHK大阪でFM番組なみはな担当中)

宮に当たって‑ださること

講師をお願いする先輩たち
を選定する際､皐城会会員

を

(お茶とケーキ､ワイン･ビールとサンドイッチ程度をご用意)
会 費 5000円(57期以降は2000円､新会員は参加無料)

0

4

6
6 1 ‑8

ランヴィア大阪で開催します｡
今年の総会担当は‑の期幹事会です｡‑/ /2 1/3 1/
4 1/5 1/6 1の各期が合同で幹事会を持って準備しました｡

〟変動〟

司会

青柳万美さん(49期)フリーアナウンサー

これまでの皐城会がどちらかというと｢男性本位｣の皐城
会であったことに対して､新風を吹き込みたく｢女性が主
役｣の皐城会にしたいと考えました｡(6面に続‑)
(｢郷土研究部地理民俗班｣顧問)

が､会員の皆様には､変わ

ゲスト紹介:藤原喜代子先生(クラス担任)

昨夏の

野崎京子さん(31期)東京大学大学院教授
ゲスト紹介:石田(旧姓小山)紫緒 先生
らずご健勝のこととお慶び

飯野正子さん(11期)津田塾大学学長

猛暑には'

J R大阪駅中央改札すぐ､大阪大丸と同じビル
申し上げます｡
はじめに'1月の宮中歌

http : ′〃/www.granvia‑osaka.jp

遂に地球

日 時:2011年4月10日(日曜日)午後2時〜4時30分
会 場:ホテルグラングィア大阪 20階
鳳風の間
大阪市北区梅田3丁目1‑ 1 電話06‑6344‑1235代表

温暖化も
現実の問題になりつつある
と感じさせられましたが'
一変して寒い日々が続‑冬
を迎えました｡気候のみな

今年の総会は午後2時から
実感させられるこの頃です

平成23年11月20日(日) 12時30分より､東京ガーデンパレス｢天空｣にて開催致します｡

個別のご案内や参加のお申し込みは､東京皐城会ホームページにて受付致します｡
第30回記念総会のご案内'p('蒔T/?'高品wTt'蒜kl毒IJk示kSl.'j㌫ン)/●､′ハTr'rA一'l. 【 I I I(謹言1滴)束末嘉教)

東京皐城会

ホテノレグランビア大阪で開催‑

9

2‑ 1 1 0
6
2‑7
7
EAXO

2‑7
7
℡0

松本ラ享一郎( 2期)
豊田 千代(2期)
発行者
題 字

学
大
育
教
阪

大阪府:ラ也田市緑丘1 ‑5 ‑ 1

URL http : 〝kojokai.com
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第二部 皐城会 アフタヌーンパーティ
ゲストスピーカー
会次第

〒563‑0026

同窓会報

皐城会総会のご案内
平成23年度

附属池田中学校皐城会

大
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LH.,製wOw 剔Pは､ び有興.6尾崎悠‑49芸芸志学東京大学院社会科研究科法学はどういう学問か

*途ﾒ

教え子との
再会に､感慨!
1 1期 川部 重臣氏

第1回の先輩の授業で､

僕の授業を選んで‑れた青
柳万美さん (49期)が今年
は講師として1緒に参加｡
嬉しい出来事でした｡人を
動かすコミュニケーション

ムを笑いながらやるうちに､

和が広がってい‑ことを知
りました｡初めは少し緊張
していましたが､即興ゲー
次第に楽しくなっていきま
した｡あるテーマを体で表
現したり､形で表したりす
るのは難しかったですが'
おもしろくもありました｡

普段とは少し違った環境で､

‑

*

⁚

･

*

‑

･

*

=

い機会になりました｡
‑

⁚

=

自分のことを見つめ直す良
⁚

尾崎悠一先輩の
宇野 優市(63期SC)

｢法学とはどういう学問か｣

今回の授業で､法学とは
六法を丸暗記から始まる学
問だという僕の認識の間違
いに気づき､逆に法学に対
する興味が湧きました｡特
に'憲法第9条の 〟武力の
という部分の解釈に

を議論するのは面白そうだ
と感じました｡僕は典型的
な理系の学生なのですが､
文系にも面白そうな学部が
あることを発見でき､将来
の進路選択の参考にしたい
行使〟

法の解釈のすれ違いが存在

と思います｡

代表されるように､多‑の
することに驚き､またそれ

坂本勇二郎先生
5

多田 篤人 (63期3B)

伊津野和行先輩の
｢防災について｣

こと､そして､その被

自然災害とは､津波や地
震などと､大まかに捉えて
いたが'｢異常な自然現象
によって､人の生活や命が
受ける被害である｣という

がアジアだということ

害が世界で一番多いの

イドによる説明で'ど

を初めて知った｡スラ

吉野直樹先輩の

体験しよう｣

｢国の未来を作る仕事を

佐藤那由多(65期IB)
とてもわかりやす‑面白

い授業で､国の教育に対す
る取り組みや､予算の仕組

みなどがよく理解できまし
た｡特に面白かったのは､

予算獲得は財務省の主計官
を説得'それも論理的な説

と｡そのためには'広い視

得によって決めるというこ

点で物事を見て､相手の先

よくしたいと感じました｡

を行‑意見を言うことが大
切なのだと恩いました｡次
の世代を担うのは自分達で
す｡今回の授業や附中での
体験を糧に､この国をより

吉野直樹先生

14

美濃部五三男先生

9

須山公美子先生､河村真千手先生

8

という授業を通し､どの分
野でも大切なコミュニケー
ションを伝えたいと慮って

教偉氏

(http://www.jotnw.or.jp/data file/

います｡

福蔦

offer̲brain.html)の95番の提供症例

講師をしてみて
思ったこと

24期

同期の24期生の講師が多

附中での講演後､北海道で臓器提供があり､
その評価と管理を行いに札幌に向かわれまし

大阪大学医学部附属病院
移植医療部

‑'懐かしさもひとしおで

万美氏

校内で正午に放送する設

青柳

定でラジオのリクエスト番

した｡村上先生のおられた

いるのかも良‑分かっ

のように建物を守って

た｡将来､建築士志望
なので'耐震建造や崩

れに‑い建物を造る技
術は必要だと思うので'

にしたいと思う｡

この防災の技術を将来
の自分に活かせるよう

聡先生

梅村

12

49期

組を作り上げてもらいまし

たいと田心います｡

附中はいつまでも私の心
の故郷であり､また機会が
あれば講師をお引き受けし

に聴いてくれました｡

家庭科の部屋が改築され､
昔の面影が無‑なっていた
のは残念でした｡
移植医療といのちの大切
さについてお話し､皆熱心

からも｢ラジオってメディ

た｡練習せずに20分ほどで
番組制作をこなす附中生の
潜在能力はすごいです｡私
は先輩の授業を受けた最初
の期で､社会で活躍される
プロと接したという経験が
蓄積されました｡私の授業
アも面白い｣という記憶を
持ってもらえれば幸いです｡

伊津野和行先生

7

尾崎悠一先生
16

(社)日本臓器移植ネットワーク
た｡

福蔦教偉先生
3
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同窓会
2 1年6月'新大阪駅で､

東京よりの､天野夫妻'

木下さん､馬場さんを迎え

華さには感心しました｡3

今夜の宿｢四季倶楽部強羅
スタイル｣は元某社の役員
保養所だっただけにその豪

さつき会
今年のさつき会は関

産､熊野大社､名濠那智の

後期高齢者となる､22年'

時を過ごせました｡

良で､6月6日㈲7日㈹で

今年の同窓会は'目の御
不自由な､玉田(藤井)鷲
子さんにも'御出席戴けま
す様､彼女の家の近‑の奈
す｡(記 杉本'中揮､新海)

附中四期会

恒例同窓会'平成8
年還暦を機に毎年秋開
催の四期同窓会を平成22年

む同期46名が宝塚ホテルに

10月30日､米国から秋元君
夫妻や関東から8名出席含

昭27年卒業1‑9名中'今迄

集いました｡

23名逝去｡昨今では健康面

伴う欠席漸増の傾向が見ら

リュート伴奏での

れるのが残念です｡始めに
赤紙趨正面階段で集合写真.
賑やかな雰囲気の内に食べ
て飲んで語らい､終盤にフ

5月には'広島から千早さ
ん､前回同様､杉本､前田
両奥様の参加を戴きました｡

り､知らぬ間に予定の2時
間をかなりオーバ‑してい

‑7回)｣

と

｢池附二四会

次会｣ へと､宴は夕刻まで
続きました｡なお'附中四
期会に関連する定例親睦活
動として'｢四歩会 (年6

ゴルフ (春秋年2回)｣ 及

び｢新年会｣を長年に百一り
続けています｡(記岩本正)

(記

2月30日'石

西川輝美子)

りの方にもお声がけのうえ､
次回ご参加‑ださい｡

れるご予定の方は'ぜひ周

まいの方､年末年始帰省さ

しています｡お近くにお住

毎年の定例行事として継続

43期の石橋での忘年会は､

した｡

ワイと楽しい会でした｡同
じ時間を過ごした仲間が集
まると､不思議なもので話
はつきず'学生時代の思い
出から､仕事･結婚･子供
などの現在の関心事まで､
幅広い話題で盛り上がりま

えないくらい､今回もワイ

久しぶりに会ったとは思

たちが集まりました｡

実施しました｡飛び入り参
加も含め'20名ほどの旧友

橋にて､43期(プラス附小･
附高の同級生) の忘年会を

る2010年1

りつつありますが､去

毎年の恒例行事にな

忘年会報告

r.●etdrl.●くllllllヽ〃ヽlllv.モ■く●JT.◆く^l●色Rl●く●drl.11●ell●ell■くlv.｡く■､〃ヽ1%lll■Jy.◆色●Jr.●Jr.●く◆Jr.●く◆dr･.●Jr.

計6名紹介の後､｢一次会｣
を一先ず終えて引続き｢二

カ伴奏で｢校歌｣を全員で
合唱｡次年幹事のABC組

いで合唱｡続いてハーモニ

の花咲‑頃｣を'女性勢揃

｢すみれ

恵那峡､元善光寺､昼神温

か｡

パワースポット､世界遺

て､26名､バスで南紀勝浦
温泉に向かいました｡

東在住組が幹事を務め'
日目はケーブル･ロープウェ

｢熱海･箱根旅行｣を行い'

1 1月16日から二泊三日で､

大滝をめぐり､少しは'パ
ワーをいただけたでしょう

ぎ大桶谷･芦ノ湖･関所跡･

イ･観光海賊船との乗り継

有井

原にて解散しました｡
(記

章)

成川美術館等を巡り素晴ら
しい紅葉の秋を満喫し小田

逮‑サンフランシスコから

参加の肥後(川島)恭子さ
んを始め'関西からほ名､
関東から9名の計22名の後
期高齢者が集い'楽し‑忠
い出に残る3日間を過ごし
泉で一泊'馬龍､妻龍宿､
天竜下りです｡
宿では､わらぞうりを見

1日目は相模湾の眺望が

て'靴も十分でなかった､

ました｡

に宿泊､ショウ‑タイムを

自慢のホテルニューアカオ

出しながらも'心温まる一

戦前戦後の生活を共に田心い

Y.◆く◆^/Al,Jr.●色●･.

お久しぶり‑･

ました｡

20期もアラカン突入です
が､まだまだ若い｡全体会

附中2 0期同窓会開催

が跳ねるや早速(予定通り

今回の総会は､｢1 0の
で'クラス別ではな‑20期

期の会｣が担当という口実

?)グループを作って二次
会へと消えていきました｡

修)

やろうということになり'

クラス幹事が中心に連絡を
取り合い､参加者を募りま
した｡会場は参加していた
だ‑恩師の総会後の移動が
ヤルホテル ｢牡丹の間｣ に

楽ということでリーガロイ

て行いました｡藤原先生､

松村先生'直原先生'由良
先生､山内先生の5名の恩
師のご列席をいただき､出
席同窓生を合わせ65名参加
の盛大な会になりました｡

小林

全体の同期会を久しぶりに

1時ころ

附中を卒業して早42年､
何十年ぶりに会うもの同士
もいて､その変貌ぶりに誰
か分からない場面もしばし
ば｡ですが'お互い暫しの

(記

窓生5 1名が集まりました｡

散会となりました｡

た｡3年後の再会を約束し

りと過ごすことが出来まし

まで楽しみました｡約20名
はそのまま宿泊し､ゆっく

ウンジで2次会を1

会は大いに盛り上がり､記
念撮影のあと同ホテルのラ

生方にご出席を賜りました｡

山喬先生､音楽科の松村直
行先生の合わせて4名の先

話が弾みました｡担任をし
ていただいた国語科の古屋
敷侃先生､家庭科の藤原喜
代子先生をはじめ理科の内

名あり､1 0年ぶりの再会に

関東地方からの参加者も数

期生同窓会が2011
年2月1 2日､池田市伏尾台
の不死王闇にて行われまし
た｡午後5時に開宴Lt同

1965年卒業の1 8

同窓会は盛会

■くRl,A/ヽ.

楽しみながら夕食の後は､

業､詩の朗読､今は時効の
の告白と話題

｢早春賦｣､

誓いました｡(記牧野光雄)

名残惜し‑も元気で再会を

めはセ‑プロの

九ちゃん､フラダンス､締

り芸達者の歌声､ひばりや

た｡後半はカラオケが始ま

は尽きることなく続きまし

いたずら㍗

懇親会で夜の更けるのも忘
れておしゃべり｡翌日は連

絡船で初島へ､元気な女将
さんと活き造りの舟盛りを

始めとした｢地魚料理｣ に
大満足の昼食は､ついアル
コールも進んでしまいまし
た｡再び熱海駅に戻り小田
原経由にて箱根強羅に到着｡

愉快な仲間の会
2010年皐城会

1 0期の集いについて

10年の皐城会総会はゼロ
のつ‑期の仲間が世話役と
のことで少々気取って中ノ
島ロイヤルホテルで開会｡
滞りなく総会は進行し､我
が同期の日航名機長境君の
｢我が航空人生｣ を愉し‑
聞かせてもらいました｡彼
は中学時代城山から上空を
ンⅩⅩ'ダグラスⅩⅩ﹄と

飛ぶ米軍機を見て｢グラマ
いうほどの飛行機通でした
が'今は空を飛ぶ野鳥を追

聞かせてもらいました｡彼
は中学時代城山から上空を
ンⅩⅩ'ダグラスⅩⅩ﹄と

飛ぶ米軍機を見て｢グラマ
いうほどの飛行機通でした

が､今は空を飛ぶ野鳥を追

ばのスナック﹃ブラウンダー

いかけカメラを持って東奔
西走しているそうです｡総
会後場所を代えお初天神そ

どのシートに28人が7‑‑

ビー﹄ で同期会｡30人分は
ドリンクで50余年前に戻り

ました｡当時のあだ名'愛

称が飛び交い､夏の補習授

新年会兼同窓会

山川正信校長先生､上原昭
三副校長先生をお招きし､

懐かしい松村直行先生､石
田呂大･紫緒先生ご夫妻の
出席を頂き開催されました｡

今年は'三ツ石潤司さん
(25期) に音楽を通して得
たウィーンでの出会いを写
真と演奏を交えてお話頂き'

会として1 1月20日 (日) に

また｢東京皐城会って何?｣
をテーマに'初めての全員
参加型討論で58名大いに盛
り上がりました｡今年は東
京皐城会創立30周年記念総

ウンジで2次会を1

1時ころ
ゆっく

まで楽しみました｡約20名
はそのまま宿泊Lt

りと過ごすことが出来まし

た｡3年後の再会を約束し
散会となりました｡
中田裕久)

中田他7名)

(記

(幹事

恒例の同窓会
恒例の同窓会という

名の忘年会が'例年通

定しています｡)

の盛大な会になりました｡
附中を卒業して早42年､
何十年ぶりに会うもの同士
もいて､その変貌ぶりに誰
か分からない場面もしばし
ば｡ですが'お互い暫しの

に会場からヤジもあったり､

苦笑いの後にはアッという
間に15の青春に戻っていま
した｡60名の同窓生が､司
会者の｢1分以内でネ｣ の
念押しに急かされながらの
｢自己紹介!｣兼｢近況報
告｣､予想外のいろんな話

藤原先生を筆頭に5人の恩
師を囲んで大いに盛り上が
小(72期)中(36期)高(29期)

卒業生での会で､高校卒業

毎年の定例行事として継続
しています｡お近‑にお住

れるご予定の方は､ぜひ周

まいの方'年末年始帰省さ

りの方にもお声がけのうえ'
次回ご参加ください｡
(記 西川輝美子)

五年ぶりの一期生同

一期同期会報告

期会は2月1 6日阪急豊

大切にt l年にT夜限りの
タイムスリップを皆で楽し

みましょう｡忘年会の連絡
が届いていない同級生がお

植田晶子)

られましたら､是非ご一報

中駅前のホテルアイボリー
で開催｡参加者20名今は亡
き36名の仲間を悼み黙祷の

下さい｡(記
集まりました｡そして､毎

況報告を聞き懇親会に移る｡

あと古川尭次君の附中の現

以来長きにわたり続いてい
ます｡昨年は､遠‑はスペ
インから､少し遠‑は淡路
島から､そして近くは地元
池田から､4 1名の同級生が

ちされながらもお時間を作っ

正岡

哲)

(記内田善丈)

康を切に祈る｡

た中谷衰夫君
を想うと心痛
む｡会員の健

前にガンで逝っ

わず僅か6日

出席の望み叶

会した｡ただ

次期幹事を定
め､再会を約
し盛会裏に閉

間は瞬く間で､

告では爆笑が続いた｡2時

室の雰囲気｡各自の近況報

パネルや仲間の消息資料を
囲むと､たちまち60数年前
と同じ､座は一気に盛り上
がり'そこはもう当時の教

喜寿を過ぎて､外観変わ
れど気持ち変わらず､幹事
用意のA三版大の卒業写真

年複数の学年の会を掛け持

にもありましたように､今

てご参加下さる石田先生を
始め'田中先生､灰本(覗
⁚辻本)先生にもお越し頂
きました｡石田先生のお話
後も｢仲間との繋がり｣を

(記

(一次会'二次会､三会､四次会も予

場所‑‑ガロイヤルホテル

日時平成23年7月‑日出午後5時〜

しますので､是非ご参加ください｡

｢附中卒業50周年記念同窓会｣を催

さて､来年は卒後50年にあたります｡

｢予告｣

いひとときを過ごしました｡

参加者(野村誠君)もあり'楽し

会が開催されました｡東京からの

恒例のテニス同窓会､ミニ懇親

ミニ同窓会1 1月1 5日(土)

り1 2月3 0日に行われました｡

になられた同級生におかれては'来
年以降､是非ともご参加‑ださい｡

(記 前谷宗扶)

同会場で開催します｡

2011年1月21日(土)石

橋の小料理屋にて'4 1期生1 2名
めて､新年会兼同窓会を閑催い
たしました｡当日は､急な声かけに
もかかわらず'石田品大先生が駆け

米木嘉教)
(記

つけてご参加になられ､盛り上がり
に拍車をかけて下さりました｡4 1期

生を受け持って下さった当時の石田
先生の年齢に､我々が追いついた事
に皆おどろきながら､あっという間
に時間が過ぎていきました｡4 1期生
に開催されますので'こちらをご覧

の新年会兼同窓会は'毎年同じ時期

e‑mail : ynk‑0501@nifty.com

皐
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津田塾大学学芸学部英文学科卒業後､フルブライト奨学生
卒業

としてアメリカに留学､シラキュース大学(New York州)

大阪教育大学附属池田中学校

1982

大阪教育大学附属池田高等学校

卒業
1979

1961大阪府立豊中高等学校卒業
で教科書を書き換えよう｡

平成2 2年度

1日

(日)午後1時〜3

総会の日に3 0期生‑二

昨年4月1 1日草城会

ミニ同窓会開催

妻を囲み､そこかしこで和や
かに旧交を温め合いました｡

松村先生､由良先生､直原先
生､山内篤先生'山内啓子先
生､樋口先生､石田先生ご夫

第3部の懇親会ではご参加
いただいた恩師'藤原先生'

フリーアナウンサー40期関根友美さんの
抜群の司会進行で盛り上がる

同窓会がリーガ ロ イ ヤ ル ホ テ
ルにて開催され

ました｡当日は

皐城会総会'石

生以外にもあこ

て行われ'同窓
よぶ空での体験をお話いただ

田晶大先生を囲
む会が引き続い

き'さらに20期の渡辺洋一郎

もありました｡

がれの先輩や後
輩たちとの再会

行時間19Iooo時間にもお

〜精神科医の視点から〜｣と

およぶ自殺者を減らすにはど
のような社会を目指すのかの

り上がりました｡

遅くまで大変盛

三次会は30期生
だけとなり､夜
お話をいただきました｡

題して､毎年3万人以上にも

様に｢命を大切にする国に

第2部記念講演では10期の
境孝彦様に｢私の航空人生｣
と題して､日本航空での総飛

第1部の第62回定時総会で
松本会長からの第6 1期事業報
告の後､｢10の期の会｣ が担
当します第2部の講演'第3
部の懇親会が行われました｡

した｡

の間に会場を移し'145名の会
員の出席で盛大に開催されま

時30分､池田市より大阪市北
区のリーガロイヤルホテル桐

4月1

2010年皐城会総会は､

登城金歯金

など多数｡

大学院歴史学科入学｡シラキュース大学大学院歴史学科
修士課程修了(MA取得)
同博士課程在籍(専攻:アメリカ史)｡帰国後､津田塾大

文部科学省中央教育審議会委員/日本私立大学連盟常務理
学助教授･教授を経て､ 2004年11月より津田塾大学長｡

京都大学工学部工業化学科を卒業後､大学院で修士課程･博士
課程を修了｡工学博士｡在学中にカリフォルニア大学バークレー
校に交換留学｡これまで日本学術振興会特別研究員･京都大学
大学院助手を経て､京都大学大学院工学研究科材料化学専攻助
教授｡科学技術振興事業団さきがけ21研究員を兼任｡平成14年
4月から東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻助教授｡
専門分野は､有機合成化学､均一系触媒化学､有機金属化学､

卒業
大阪学芸(教育)大学附属池田中学校
1959

自由な発想と手法で新しいものをつくろう｡自分の研究成果

辛/大学基準協会評議員/日本カナダ学会役員/日本移民
学会役員/日本アメリカ学会理事などを兼務｡
カナダ首相出版賞受賞､国際カナダ研究カナダ総督賞受賞｡
高分子合成化学｡
受賞は日本化学会進歩賞･猿橋賞･ lBM科学賞

いいのまさこ
のざききょうこ

一･日津田塾大学学長飯野正子さん(11期) ‑‑･

一一一東京大学大学院教授野崎京子さん(31期)‑‑

第10号(6)
城
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記念講演者プロフィール紹介

ゲストには津田塾大学学長の飯野正子さん(11期)と東京大学大学院教授の野崎京子さん(31期)のお2人｡男性社会の
中で女性が活躍することの難しさや､困葦控を乗り越えるための発想などを伺います｡司会にはNH K大阪でキャスターを務
める青柳万美さん(49期)にお願いしました｡女性が主役の新機軸の皐城会､軽食とワインやケーキのアフタヌーンパーティ
に､お誘い合わせてのご参加をお待ちしています｡男性にも興味深い催しの今年の皐城会です｡ (記11期 川部重臣)

美様の姦州のご指名インタビユ‑

さらに第2部､第3部の司会
をしていただいた40期関根友

と巧みな話術が相侯って大い

｢‑の期の

に盛り上がりました｡終わり
に2011年担当の‑期の古

川尭次様をはじめ

会｣より次回に向けての抱負

をいただき'｢校歌斉唱｣ の
内に閉会となりました｡
当初最大1‑0名前後の予定で
進めておりましたが､当日参
加の方が多数おられ145名もの

ご参加をいただきました｡世
話役一同､うれしい悲鳴でし
たが､座席や料理･飲物の追
加など後手後手の対応で満足
していただけたかと心配して
おります｡当日の開催にご協

力'ご支援をいただきました
皆様に､感謝と共にお礼申し
上げます｡(記20期小林修)

集まった約2 0名のメンバーは

ました｡

それでも話し足りず'近いう
ちの再会を誓って閉会となり

30期生というとアラフォー
ならぬアラフィフの世

気であり､そのギャッ

代です｡世間一般から
みればおっちゃんおば
ちゃんたちの集まりで
す｡しかし'参加して
いる者にとっては青春
まっただ中という雰囲

プを全く感じず過ごせ

るのが同窓生の良いと

ころですね｡またみん
なでがやがややりたい

(記 岸本正文)

ものです｡
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