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国立音楽大学附属高等学校ご卒業の皆様、おめでとうござ
います。心よりお祝い申し上げます6同窓会員の皆様、お元
気にお過ごしでいらっしゃいますか。

本年度も私たち同窓会は着実に行事を行ってきました。5月
には「澤口俊之先生講演会J、 10月 には「アフタヌーンコン

サート」、11月 には「同窓会総会」そして 12月 には本年 5月

25日 (金 )府中の森芸術劇場ウィーンホールにて開催される、
第 2回「ソロ 0ア ンサンブルコンサート」のオーディションを

行いました。ご協力賜りました関係者の皆様に、心より感謝
申し上げます。

「総会」、「会報発行」、「講演会J、 そして3年に一度、5年
に一度の「コンサート」「パーティーJ、「アフタヌーンコンサー

ト」等、この規模の同窓会としては大変な活動量で、自分た
ちだけの「親睦会J的な意味合いだけで無く、地元国立市と
も結びつきが生まれ、社会との関わりが深まり、様々な方々と
の出会い、繋がりが私たちに大きな財産となってかえってきて
います。しかし営利目的の活動を行っているわけではありませ

んから、出資がかさめば当然のことながら活動費は圧迫されま
す。加えて近年は会費減少という事実もあり、同窓会として
の最低限の活動は何かを再確認し、それを保障して行くこと
が課題として浮上して参りました。今までの様々な活動を検
証し、存続と廃上について検討せぎるを得なくなるかも知れな
いと、そんな予測もしているこの頃です。

私たちは同窓会の様々なイベントが、懐かしい先生方や旧

友と昔話をするだけでは無く、その交わりから自己啓発に繋
げられるような場として、そして母校の発展にも寄与するような

活動として提供する事が出来れば、この上ないことだと考えて
います。その目標に沿って幾つかのイベントを生み出してきま
した。それらは芽吹き、少しずつ成長しておりますが、まだま
だ頼りない状態です。しかし長い日で見れば母校の発展にも
繋がってゆくものと思っております。ここが踏ん張りどころ、
せっかく生まれた新たな動きを、もう少し面倒を見て育て上げ
たい、とスタッフは同じ思いを持って同窓会を運営しています。
会員の皆様には、そのような私たちの活動をどうか温かく見

守っていただければ幸いです。そしてどのような形でもご支援、
ご協力を賜る事ができれば嬉しく思います。今後ともどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

未曾有の災害となった東日本大震災、原発事故。これらの

影響はまだまだ続いております。会員の皆様がこの大変な時
代を健やかに過ごされることを心から祈っております。また同
窓会のイベントでお会いいたしましょう。

先行き不透明な世界情勢や日本経済、東日本大震災の復
興への課題などを前に、平成 24年を迎え、「めでたさが 宙
に浮いてる 辰の年」の句が浮かびましたが昨年末から今年
にかけての音高に関わる素晴らしいニュースに奮いたたされま
した。
それは、音高生の皆さんが、高齢者の福祉施設や病院に赴

いて人々を元気づけたり、国立市の催す諸行事で演奏したり
して、地域社会を明るくする諸活動にむけて献身的に取り組

んでくれたことで、大変うれしく思いました。
また、吉野康弘先生が、この1月 に文部科学大臣より優秀

教員の表彰を受けられました。先生は、永年、熱意をもって

音高生の演奏力や音楽性を培う指導に取り組まれるとともに、
1996年から「ソロイスツ・ コンサートシリーズ」を立ち上げて、
教員自身の研鑽の場を運営されてこられました。このような先
生の地道な音楽教育の実践から全国音楽高等学校協議会の

要職を務められて、我が国の音楽教育 。文化の普及啓発に貢
献され、受賞となったことに心からのお祝いを申しあげます。

このようい心豊かな音高生と温かく生徒を支える先生方との

師弟同道の強い絆は、東日本大震災復旧のチャリティーコン

サートを開催して、被災地に寄付金を送るなどの社会貢献に
も顕れています。
これらの行いは、学校法人国立音楽大学にとっても名誉な

ことであり、音高の誇りとして持ち続けていきたいと思います。

東日本大震災の深刻で多岐に亘る影響が続く中、年度が

終わろうとしています。
同窓会の皆様のお仕事や毎日の生活への波紋は最小限で

すみましたでしょうか?改めて、被災された方々のご苦労を想
い、お見舞い申し上げます。

日頃、本校で生徒たちと諸活動を続けていると、彼等が今、
「音楽で」学んでもいることを感じます。

例えば、レッスンや音楽会で演奏しようとして音楽史に燦然
と輝く古典的名曲に取り組む時。私たちは作品の偉大さに打
たれるだけでなく、そこに投影しようとする自らの像を振り返り、
我が身を律しようとせずにはいられないのではないでしょうか。
同様に、人生でも最も多感とされる世代に差し掛かっている音

高生や音中生たちも初々しい感覚で音楽と対峙し、或いはよ

り強烈な思いで、また時には、意識下で音楽とまみえている
ように思います。専攻外や普通科の生徒として出会う音楽で
も出会いがあるのでしょう。

音楽を学ぶことがまた、音楽で学ぶことももたらしてくれる
ことの素晴らしさは、母校・音高や音中のような、芸術系の、
それも開放された学校で学ぶ醍醐味でもありましょう。その素
晴らしさを信じて、私たちの後輩たちが、本当の音楽人として

独り立ちできるためにもっと識り、もっと的確にコントロール

できる技量に到達できるよう、新しい年度にも微意を尽くして
ゆきたいと考えています。
ご挨拶が後先となってしまいました。私は、2011(平成 23)

年 4月 より撰梅正人前校長の後任として勤務しています。私
が "く にたち"で音楽を専攻として学んだのは大学からですが、
音高と音中を我が母校と心得て 1989年より声楽と合唱などを

担当してまいりました。遅ればせの自己紹介となってしまいま
したが、同窓会の皆様には、今後ともご指導賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

荒木
~泰

俊
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昨年 11月 6日 に母校で行われま

した。幅広い世代の同窓生が集まり

音高らしい雰囲気でスタートしまし

た。国立音楽大学の宮地理事長先生、

荒木校長先生をはじめ多くの先生方

も出席していただきました。総会で

は決算・予算の承認をしていただき、

終了後、本校体育教員でテレビ等

でもご活躍のメンタルトレーナー高

畑好秀先生による講演会を開催いた

しました。主に「音楽とメンタルの

関係Jを 中心にお話しいただきまし

たが、皆さん興味津々で聞き入って

おられてとても楽しい時間を通 ごしま

した。

来年は同窓生の皆様に気軽にお越

しいただけるような環境で総会を行

いたいと考えておりますので、ぜひ

お友達などお誘い合わせの上、母校

でのひとときを楽しんでみてはいか

力やごしょうか。

国立音楽大学附属高等学校同窓会

一般会計決算 一般会計予算
平成22年 10月 1日 ～平成23年 10月 31日    平成23年 11月 1日 ～平成24年 10月 31日

収入の部

繰越金 12,642,375

会  費 3.020,000

預金利息

主催行事費

総会会費 175000

奨学金返済 0

合  計 16,742,375

支出の部

事務 費 (含 む人件費) 1,250,000

交通費 10,000

通信費 (会報、総会案内)

振込手数料

1,200,000

事務用品費 30,000

会議費

総会費 175,000

総会費補助

慶弔費 100,000

600,000印昴」費 (会報、総会案内等)

主催行事費

謝  礼 10,000

管理費

記念品代 200,000

493760奨学金貸し付け

奨学金基金 11,540,000

雑 費 11615

合  計 16,742,375

収入の部

科 目

繰越金

予 算 決  算

13,045,434

3,200,000

13,045,434

3,220,000会  費

預金利息

総会会費

15,000

250,000 212000
主催者行事費 1,400,000 764,850

寄 付 8,000

54,000奨学金返金 54,000

合  計 17.964.434 17,309,154

支出の部

科  目 予 算 支  出

事務費 1,250,000 1,246,535

交通費 10.000

通信費 1,200,000

3,000

1,012,116

振込手数料

事務用品費 11,476

117260会議費

慶弔費

印 刷 費 陰 報 総会案内等 )

総会費

100,000

600,000

38.455

723450
250,000 221,875

総会費補助 50,000 ０

一４０
一　　　一　　　（一　一一一一謝  礼 10,000

管理費

記念品代

100,000

200,000

32,917

170280

雑 費

主催行事費

7,434

900,000

10,000

867.155

奨学金貸出

奨学金基金

340,160 0

12.713.840 207,600

↑午反文出言言■υ 17,964,434

次年度繰越金額② 12,642,375

支 出 合 計 ((1)+② ) 17.309,154

23年度総会報告

祭 展報

|

同窓会として初めて母校芸術祭に模擬店を出店いたしました。日曜日限定での

営業でしたが用意した250食が完売になり「白玉あずきJをお客様は堪能しておら

れました。また、星野会長みずからドリップしたコーヒーも大変好評で、同窓会な

らではの雰囲気を味わっていただけたと思っております。

Ⅲ  =,

苺
"



国立音楽大学附属 高等学校同窓会

♂ 今ヽ♂ 0ヽ♂ 今ヽ ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 今ヽ♂ 0ヽ♂ ヽ

北 川 友 里 (2007音58)

国立音楽大学附属高等学校卒業、2011年同大学打楽器科卒
業。卒業演奏会に選抜される。第14回」ILA音 楽コンクールマ
リンバ部門2位。安倍圭子マリンバオーディションに合格、「マ
リンバ安倍圭子の世界」にソリス トとして出演。打楽器アンサ
ンブルグループ「 ドンタコズ」メンバー「音よきらめけ合唱・管
弦楽団」執行部。アイリッシュタンス伴奏専門バンド「Toyota
Cdli 3and」メンバー。これまでに打楽器、マリンバを大田あ
かね、百瀬和紀、上野信一の各氏に師事。バウロンを本岡 トシ
に師事。

岩 谷 明希 音 (2007音58)

国立音大附属小。中・高を経て2011年 同大学作曲科卒業、現在
日本大学藝術学部大学院ピアノ科1年在学。日本クラシック音
楽コンクール全国大会入L全 日本ジュニアクラシック音楽コ
ンクール第1位。」ILA音楽コンクール優秀伴奏者賞。その他
数々の賞を受賞。2009年より宝生流20代 目宗家家元・宝生和
英氏主催和の会 BG Mの作由を担当。CD「やわらざ」(ユ ニ
バーサルミュージック)のBGM作由・演奏を担当。ピアノを柿
田和子、清水せつ、菊池大成、楊麗貞の各氏に、作由を円山
利絵、柳田憲一、夏田昌和、栗山和樹の各氏に師事。

松 井 敦 子

“

997普 3の

国立音楽大学声楽学科卒業、同大学院声楽専攻修了。新国立劇
場オベラ研修所第7期修了。第25回ソレイユ音楽コンクール第
1位及び音楽現代新人賞受賞。ウィーン夏期国際アカデミーに
てプラハ・ウィーン・オーストリア賞受賞。第 10回 。12回アルカモ
国際オベラコンクール日本代表。Jヒイタリアを中心に劇場シー
ズンオープニングコンサー ト、テレビ局主催ガラコンサー ト、
ロータリークラブ招待演奏等、各地で多数演奏会に出演。その

他、マントヴァ市学生音楽コンクールの審査員を務めるなど幅
広く活動を行つている。イタリア在住。二期会会員。

星 野 安 彦

“

975音 26)

国立音楽大学附属音楽高等学校を経て、国立音楽大学ピアノ
科卒業、同大学院修了。1983年東京でリサイタル、84年国立音
楽大学講堂でジョイントリサイタルを開催。以降、85年～97年
の各年ジョイントリサイタルを開催。93年 に日本ニューフィル
ハーモニー管弦楽団とシューマンのビアノ協奏由を共演。一
方声楽。合唱・室内楽での共演も数多い。仙波八重子、近藤孝
子、クロイツァー豊子氏に師事。現在、国立音楽大学附属中学
校・高等学校主事。

下 払 桐 子 (2007普42)

国立音楽大学附属高等学校(普通科)を経て、2011年同大学卒業。
卒業時に武岡賞を受賞。第81回読売新人演奏会、第 15回ヤマハ

新人演奏会、第38回 フルートデビューリサイタル等に出演。2011

年アルバ音楽祭 (イタリア)にて、ルーマニア国立オーケストラと
コンチェル トを共演。大学在学中、国内外研修奨学金を授与さ
れ、二―ス夏期国際音楽アカデミーを受講。第5回仙台フルート
コンクールー般部門第1位。第14回 びわ湖国際フルー トコン
クールー般部門第3位と武者小路千家賞を受賞。第 15回 同コン
クールー般部門第2位 (1位なし)と武者小路千家賞を受賞。第
15回 日本フルー トコンヴェンションソロ部門第2位。これまで
に大友太郎、斎藤和志、菅井春恵、平木初枝の各氏に師事。

井 上 友 美(2000音引)

て、同大学器楽学科 (ピ

。これまで
岡 山京 子 、

吉 田 結 ooo6音57)

1987年 生まれ。4歳よリヴァイオリンを始める。国立音楽大学
附属小学校、中学校、高等学校を経て桐朋学園大学を卒業。
第 56、 57回全 日本学生音楽コンクール東京大会入選。日本ク
ラシック音楽コンクール全国大会入選。京都フランス音楽ア
カデミー、アルゲリッチ音楽祭に参加。サイトウキネンフェス
ティバル松本において小澤征爾音楽塾 青少年のための演奏
会等、2011年 中国公演にも参加する。これまでに嶋田信子、大
関博明、白柳章二、奥田雅代、玉井菜採、豊田弓乃、堀正文の
各氏に師事。

高 木 早 紀 (2007音50
国立音楽大学附属高等学校卒業。くにたち音楽会及びソリス
テンコンサー トに出演。東京音楽大学音楽学部卒業。在学中、
同大学定期演奏会ソロ部門に出演。また同大学の奨学生とし
て英国王立音楽院にて学ぶ。モーツアルテウム国際音楽アカ
デミーマスタークラス、ウィーン国立音楽大学マスタークラス、
京都フランス音楽アカデミーマスタークラス修了。第20回全
日本ジュニアクラシックコンクール最高位。現在、東京音楽大
学大学院弦楽器研究領域1年在学中。ヴァイオリンを大谷康
子、海野義雄の各氏に、室内楽を横山俊朗、店村員積の各氏に
師事。

福 田道 子 (2005音50
国立音楽大学附属小・中・音楽高等学校卒業。高校在学中に
ヴィオラに転科。第30回霧島国際音楽祭にて霧島音楽祭賞受賞。
現音「器楽アトリエ∨」「創立80周年記念演奏会」、アドヴェント・
セミナー、別府アルゲリッチ音楽祭、ヴィオラ・スベース、武生国
際音楽祭、小澤征爾音楽塾などに参加。桐朋学園大学音楽学部
を経て、現在同大学研究科・桐朋オーケストラ・アカデミーに在
籍。これまでにヴィオラを馬渕昌子、川崎和憲、菅沼準二、店村
員積の各氏に師事。

横 田誠 治(2uO音

“
)

7歳よリチェロを始める。第10回 KOBE国際学生音楽コンクー
ル弦楽器部門優秀賞併せて特別賞。多摩フレッシュコンサー
ト弦楽器部門優秀賞。第13回 コンセールマロニエ21弦楽器部
門第2位。2009年、2010年、小澤征爾音楽塾オーケストラメン
バー。2010年、2011年、桐朋学園室内楽演奏会出演。菅野博文
氏、倉田澄子氏に師事。現在桐朋学園大学3年生。

三 浦 麻 葉 (2003音5の

国立音楽大学附属幼稚園、小、中、高等学校音楽科を経て国
立音楽大学首席卒業。卒業時に武岡賞受賞。武蔵野音楽大学
大学院博士前期課程器楽学科及びヴィル トゥオーソコース修
了。第4回ヴェラ・ドゥローバー国際ハープコンテス ト審査員
特別賞受賞。第6回 アル ビスタ。ル ドヴィゴ国際ハープコン
クール 特別賞受賞。第23回 日本ハープコンクールプロフェッ
ショナル部門第 4位。第77回読売新人演奏会、第10回 世界
ハープ会議、」T期待の音大生によるアフタヌーンコンサー ト
等に出演。ドップラーメモリアルコンサー トにて、∧・ア ドリア
ン、M・ ラリュー、F・ レングリ、工藤重典の各氏と共演。これま
でに三浦三枝子、篠崎史子、現伝 井上久美子の各氏に師事。

星 野 沙 織 (2006音57)

国立音楽大学附属中学校を経て2006年3月、国立音楽大学附
属高等学校を、2010年3月、国立音楽大学を首席で卒業。武岡
賞受賞。第3回全日本芸術コンクール音大部門第2位 (1位なしヽ
第8回大阪国際音楽コンクール入選。第80回読売新人演奏会
出演。第35回国立音楽大学東京同調会新人演奏会出演。2011
年8月 ウイーンホールにて全日本芸術協会主催によるソロリ
サイタルを行う。様々な国内外のセミナーに参加し、これまで
にヴァイオリンを小森谷巧、徳永二男、清水高師、藤原浜雄の
各氏に師事。国立音楽大学演奏補助員。

新 明知 美 (2005音56)

国立音楽大学附属高等学校を経て、同大学卒業、同大学院修
了。卒業演奏会、読売新聞社主催新人演奏会等に出演。パー
ヴェル・ネルセシアン、ミシェル・ベロフ、安永徹・市野あゆみの
各氏による公開レッスンを受講。第 16回 ヤングアーチストピア
ノコンクール Fグループ銅賞受賞。2010年 、Uダンホーファー

(∨ n)、 Rラツコ(Cello)と ピアノトリオを共演。現在、オフィス・

アプローズにて、声楽・合 0昌 団等の伴奏、オーケス トラメン
バーとして活動する他、室内楽を中心に演奏活動を行つている。
これまでにピアノを、小宮康裕、山内のり子、篠井寧子、近藤伸
子の各氏に、伴奏法を長尾洋史、三木香代の両氏に師事。

横 山紘 子(200倍 55)

国立音楽大学附属小学校、中学校、高等学校を経て、国立音
楽大学音楽学部演奏学科鍵盤楽器専修卒業。鍵盤楽器ソリス
トコース第 1期塩 2010年 同大学院音楽研究科修士課程器楽
専攻修了。在学中、ミシェル・ベロフ、グン・タイ・ソン、練木繁
夫各氏の特別レッスンを受講するほか、定期演奏会や卒業演
奏会等に出演する。2007年 アジア国際ピアノコンクール (h
Korea)ソ ロ部門金賞。2008年東京音楽団とベー トーヴェンの
ビアノ協奏由第2番を共演。これまでに朝枝ひろみ、渡辺秋香、
加藤―郎の各氏に、室内楽を今井顕氏に師事。

宍 戸 美 和 子 (2007音58)

国立音楽大学附属中学校・高等学校・桐朋学園大学音楽学部
を経て、現在、同大学研究科2年在籍中。在学中、卒業演奏会等
の多数演奏会に推薦され出演。第32回 霧島国際音楽祭マス
タークラス修了。ピアノをDang Thai Sonに 師事し、ロビーコ
ンサートに推薦され出演。20114ミ リストのピアノ協奏曲第1番
をオーケストラと共演。これまでに、ピアノを名取牧子・安部和
子・安藤丘 。星野安彦・亀田弘子・山田雄子の各氏に、室内楽を
小森谷泉・藤井―興 。原田敬子の各氏 に、また、練木繁夫・
Mikha‖ ∨oskresenski・ Bruno Rlgtto・ lヽichel Beroff各 氏の
特別レッスンを受講。

-4-
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橋 本 美 香

“

987音30
国立音楽大学器楽科 (ピアノ専攻)卒業の後、声楽に転向。東
京藝術大学大学院修士課程 (声楽 独 0昌科)及び同大学院博
士後期課程修了、博士号取得。ウィーンにて研鑽を積む。第9
回全日本ソリストコンテストにてグランプリ、第4回」ILA音楽
コンクールにて第1位、第3回フランス音楽コンクールにて第2
位、第9回中田喜直記念コンクールにて金賞および内村直也
賞等受賞多数。ピアノを故・吉田文子、Grethe Dichle‖ こ、声
楽を′」ヽ林 8青美、寺谷千オ支子、Susan Dennis、 Laurie Revio各
氏に師事。

五 十 嵐 恵 子 (1987音30
国立音楽大学卒業。卒業演奏会出演。同大学院修了。第 1回宝
塚ベガ音楽コンクール入選。第 11回フレッシュ・コンサー ト〈於
西宮市)にて選考委員特別賞受賞。第2回アミティ新人演奏会
にて関西フィルハーモニー管弦楽団とグリーグのピアノ協奏
曲を共演 (松尾昌美氏指揮 )。 1994年 ～96年 ウィーンヘ留学。
ウィーン市立音楽院に籍を置き」・ベハール氏の下で研鑽を
積む。現在は後進の指導にあたりながら声楽・器楽の伴奏者
としても活動している。これまでに武井恵美子、吉野康弘、田
中希代子、菅野洋子の各氏に師事。

17ァィヌTィーディ1111ヽ‐|
第 2回のアフタヌーンコンサートが 10

月 22日 に行われました。このコンサート

は入場無料で地域の方々や同窓生を対象

に、一昨年よリスタートしました。第 1回

よりさらにバージョンアップして様々な楽

器を取り入れ、荒木校長先生にも特別出

演していただき大好評のうちに終えること

が出来ました。お客様も小さなお子様から

ご年配の方まで幅広くいらしてくださり、

母校の広報活動の一助となっていると考

えております。今年も第 3回を 10月 27

日 (土)に予定しておりますので、ぜひ

ご来場をお待ちしております。また、出演

等を希望される方は事務局までお問い合

わせください。

次回のアフタヌーンコンサー ト

10月 27日 (土)を

予定しています

◆ プ ログラム◆   司会 」曜 香織 五十嵐 稔

1.「 トランペット・ヴォランタリー」/」 クラーク   金管アンサンブル
トランペット 井川良彦,宮本正太郎

″    船崎栞・吉サ|1美菜子
″    今井斐。上條浩史

2.ノ クターン op.9の2/ショバン

3.ハンガリー狂詩曲 作品68/ポッパーダーヴィット

4.オベラ「ドン。ジョヴァンニ」よリアリア/モーツァルト
“私の恋人を慰めて下さい"

オベラ「コジ。ファン・トゥッテ」より/モーツァルト
ニ重唱“胸に抱かれて"

オベラ「ジャンニ・スキッキ」より
アリア “私のお父さん"

5.ブルグミュラー25の練習曲より/ブルグミュラー
舟歌  貴婦人の乗馬

6.「水上の音楽」より/GFヘンデル

～休 憩～

7.ト リレコイ詈進曲/モーツァルト

8.「アルルの女」よリメヌエット/ビゼー

ソナタト長調より2楽章/cPEバッハ

演奏会用大練習曲第7番/wポッセ

9.幻想即興曲/ショバン

101 白 月      三木 露風 詩 本居長世 曲

2 秋 の 月    滝廉 ラ壊 椰詩・曲

3 初 恋     石り|ジ休 詩 越谷達之助 曲

4 九十九里浜  北見志保子詩平井康二郎曲

11.ジ ブリメドレー

～ 会場のみなさまもご一緒に～

ピアノ 山中麻愛

チェロ 松下修子
ピアノ 星野安彦

テノール 神林紘―
ソプラノ 金子直美

ピアノ 菊地 珠里

ピアノ 山中麻愛

金管アンサンブル

ピアノ 菊地珠里

ハープ 三浦麻葉

フルー ト 日野真奈美

ピアノ 加計綾子
バリトン 荒木泰俊

ピアノ 星野安彦

木管アンサンブル
ファゴット

クラリネット
フルート

ピアノ

山下真悟
赤岡あんり
日野真奈美
内垣絢子故郷(応、るさと)

澤 口

昨年 5月 29日、母校講堂において澤口俊之先生講演

会が行われました。テレビ等でご活躍の先生がお見えにな

るということで、900名近い方で会場が埋まりました。

最初にお会いした時は「ごく普通の方」のように見受け

られましたが、講演が始まるとあっという間にお客様が先生

の話術に引き込まれました。ピアノが脳にどれほど良いか

ということをデータを示してわかりやすく解説していただき

ながら、時折ユーモアも交えてお話しされていました。お客様は非常に満足し

て帰られたことと思います。

今後も同窓生の皆様が喜んでいただけるような企画を考えてまいりたいと存

じます。
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この度は母校の立派なパンフレット、嬉

しく拝見いたしました。私の人生で思い起

こせば音高、音大時代が一番楽しい7年
間でした。色々、楽しく、嬉しく思い出

しております。総会当日、私は手術、入

院中で出席出来ませんが、ご盛会と母校の益々のご発展、心か

らお祈り申しあげます。 1957音 8 寺川 恵津子

東電福島原発で、毎日不安に過ごしています。さいわい、自

宅や会社は無事でした。津波にも遭わずに過ごしていますが、主

人の実家は流出してしまいました。今年は大変な年で、何を、ど

うしたら良いかわかりません。良い方向に向いて来るのを待つだ

けです。 1970音 21 持立 さち子

今年、1月 30日 に音高卒業以来、初めてAク ラスとBク ラス

の合同の同窓会をしました。岸根先生、望月先生もお招きじ、盛

会となり、 3次会まで行い、楽しい想い出となりました。突然み

んなは高校生に戻ってしまいました。楽しい高校生活だったと、

皆話しておりました。 1974音 25 西村 陽子

いつもお知らせありがとうございます。先日、久しぶりに玉川

上水を訪れ、立派にそびえたつ音大の新校舎をみてきました。違

和感の全くない造りにも(まわりと同化しており)かなり驚かされ

ました。音高も変わっただろうなぁと思いつつ…

1986普 21 阿部 みどリ

“感性 "だけで歌を表現していた音高時代。音大に進んでから

“知性 "も備わっていなければさらに深い表現はできない事を学

びました。“感性と知性の音楽教育 "素晴らしいですね。音中生、

音高生、ガンバレ!応援しています。(目下、下の息子の中学受

験に振り回される日々を送っております。音中を目指してくれたら
…経験を活かせるのに !私立中の受験問題に手も足も日も出せな

い母です…こんな時こそ、歌うしかありませんね♪)

1988音 39消言上 美保

ピアノレスナー、小学校音楽科の講師、アマチュアオケの練習
ピアニスト、そしてトールペイントの講師と毎日芸術漬けの日々

を過ごしています。今春から娘も高校の音楽科に進学し、親子共々、

音楽の楽しさを感じています。    1988普 23 佐々木さつき

小学校の教論をしています。子供の成長を見つめ、教え、ほ

めていく中で、音高の先生方が何とお優しく温かい日で私たちを

見守ってくれたのか、日々感謝いたしております。幸せな学生生

活を送らせていただきました。すてきな学校、自慢の母校です。

いつもお便りありがとうございます。  1998普 33 土信田幸江

私は卒業後、調理の道へと進み、現在パティシエ、野菜ソムリエ、

ソムリエとして道を変える事となりました。会報を拝見し、卒業生

が多岐にわたりご活躍されている様子を伺え、心強く感じており

ます。これからも楽しみに拝見させていただきます。

2001音 52野崎 美日青
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3号館上階生徒ホールヘのグランドピアノ設置のための寄付金
寄付者ご芳名

貴重なご寄付をたまわりました方々のご芳名を掲載させていただきます。

※ご芳名は卒回数順となっております。
※敬称は省略させていただきますので、ご了承下さい。

若松 善明 先生

樋口 翔子 先生

桐村 亘子 先生

江崎 正剛 先生

伊東 健爾 先生

望月 雄二 先生

佐藤恵美子 先生

篠崎 史子 先生

山田美代子 先生

松野  茂 先生

中島 裕子 先生

三浦由紀子 先生

賀集 裕子 先生

上岡 歌子 先生

田地 廣之 先生

中原 健二 先生

遠藤恵美子 先生

鈴木 茂明 先生

朝山 裕子 先生

遠藤 志葉 先生

順不同

小笠原長孝 1950音 1

菅沼 京子 1951音2

松田 幸子 1951音2

山浦 達雄 1952音 3

横山 青児 1953音4

青木 圭子 1953音4

宮崎 信子 1953音4

富田 静子 1955音 6

亀田 庸子 1956音 7

梶原 景昭 1957音 8

中館 輝厚 1958音 9

金山 典子 1959音 10

南  彩子 1959音 10

中村 紀子 1959音 10

小笠原茂子 1959音 10

井上 上子 1961音 12

今井 尚子 1961音 12

永瀬 信子 1962音 13

長谷川頌子 1962音 13

多田 正子 1962音 14

三浦 明子 1963音14

海老原光子 1964音 15

中村ヒデ子 1965音 16

上岡 陽子 1965音 16

山田 昌子 1965音 16

井上 民江 1966普 1

城  法子 1966普 1

小出真理子 1966普 1

大貫 悦子 1966音17

須藤 松栄 1966音 17

石井久美子 1966音17

松山サヨ子 1966音17

大泰司芳江 1967普2

大津 篤子 1967音 18

西川 信子 1968普 3

気多 由美 1968音19

平松千恵子 1968音 19

内野 里子 1969普4

浅井 洋子 1969音 20

大出 敦子 1970音21

松本 容子 1970音 21

田中 恵子 1970音21

鈴木佐知子 1971音22

沼田  薫 1971音22

鬼澤  修 1971音22

飛田野敏- 1971音 22

高木 典子 1971音22

滝田あぐり 1972音 23

大友 太郎 1973音24

大友 薫子 1973音24

大塚かほる 1973音 24

大島 麻弥 1974普 9

永井 和子 1974音25

戸田 玲子 1975普 10

星野 安彦 1975音26

鈴江 由美 1975音26

新井いづみ 1976普 11

伊坪 千恵 1976音 27

川田 貴江 1977音28

荒井佐和子 1977音28

若崎久美子 1977音28

米持 ゆか 1978普 13

若崎  宏 1978音29

中村 由紀 1979音30

蔀  千恵 1982普 17

安藤  丘 1983音34

榎本 秀子 1985音36

田中 紀子 1985音36

鷲尾 淳子 1985音36

五十嵐 稔 1985音36

小佐野実穂 1986音37

齋藤 桃子 1987音38

宮下ゆかり 1989音 40

石島美奈子 1990音41

鈴木 和泉 1991音42

須賀 洋美 1994音45

安野絵美子 1995音46

野村 理代 1996音47

鈴木 佳子 2001音 52

倉持 裕子 2001音52

高木  悠 2001音52

黒木 敦子 2002音53

五味ひとみ 2005音 56

新井 絢子 2007普42

清水奈津美 2008普43

草野 栞理 2010音61

小森友紀子 2010音 61

坂井さおり

母校 3号館 1階生徒ホールヘのグランドピアノ設置に

向けて昨年より皆様に寄付金のお願いをして参りました。

多くの卒業生ならびに教職員の方々からのご厚意により、

寄付金の額は現在のところ 837,000円 となっております。

心より感謝申し上げます:今後も新品のグランドピアノ

の購入を目指し、寄付金のお願いを継続させていただき

たいと存じますのでt恐縮ではございますが重ねてご協
力のほどよろしくお願い申し上げます。

同封の振り込み用紙を融 ‐ヽCaぇ郵便局|ご

いたします。仔数料ぼ1聯ず驚ittjil'y.::
また、ゆうちょ銀行i郵使局にま由座をお持

そちらからのお振り込みも可能です。
一□ 1′000円より承ります。

●郵便振替□座

□座番号「001lo― o-465805」

□座名称「国立音楽大学附属高等学校同窓会」



【以下の演奏会を後援いたしました】

★春よこい !初ジョイントコンサート～ひびけ歌声 とどけ友へ～ (小

濱 香織 。小宮 康裕)★芦田 くみ ピアノリサイタル ★音の樹

vol.5「 リスト生誕200年に寄せて」(城島恵子)★ くにたちサロンコン

サートin表参道シリーズvol ll(林 翔子)他 ★2011東北関東大震災

支援 チャリティーコンサートソプラノ&ヴァイオリン&ピアノによるシ

ューマンの音楽 (稲森 雅子 。小林倫子・佐藤 恵美 )★津嶋啓一ピ

アノリサイタル ★～ピアノの競演～(山中 麻愛)☆安藤丘&弘中

幸子 ピアノデュオリサイタル ☆小松美智子サロンコンサート～ピア

ノの泉～ ★森の音楽会vol.1小玉 もな&和田紘平 ジョイントコン

サート ☆河田涼子ソプラノリサイタル ★男弾団vol.16(安 藤 丘・

二瓶 充・小宮 康裕・菊池 大成)★星野 沙織ヴァイオリンリサイタ

ル ★オータムコンサート ～色彩を散りばめて～(佐藤 恵美・上田

彩子・正清 広美 。野原 千代・コ根田 宏子・稲森 雅子・内川 裕子

・進藤 桃子・渡辺 秋香)★荒井 雅至デュオ・ リサイタル ★小原

孝 弾き語リピアノコンサート ☆Upopo Utari Kunitachi#6～ 音

楽の料理店～ (西湖 万里子・竹村 真季 。栂 夕子・ 中野 由紀子・

山川 みち子・吉田 絵美子)★佐々木 亜矢子 ピアノリサイタル

★Seasonis Greetings vo1 3～ パーカッションとピアノ連弾(市りII恵

美・戸島 郁子)★オペラ「ヘンゼルとグレーテル」(中村 春美・和国

茂士 。他)☆ ソロイスツ・コンサートシリーズ31(馬込 勇・神林 紘

一・佐藤 いずみ 。小林 光裕 。日下 知奈・遠藤 志葉)☆ “金子み

すずと日本の歌"(山澤 直子・木村 恵津子)★谷川 留美 ピアノ・

リサイタル ～ファンタジーの世界～ ★五十嵐 稔・小宮 康裕

PIANO」OINT CONCERT ★音の樹～おとのこだち～ Vo1 6(城

島 恵子)★五木田 綾 帰国記念ピアノリサイタル ★Brillante

Duo Concert Vo1 2(小田真菜美・竹内綾)★ 岡本 知也プレイエ

ルピアノリサイタル ★国立音楽大学附属高等学校合唱部第17回定

期演奏会

【今後、後援予定の演奏会】詳糸日はホームページをご覧下さい。

☆第18回 アンサンブルトライアウトコンサート
【2012318(日 )14:30国立オリンピック記念青少年総合センターカ

ルチャー棟大ホール】

☆久保 考世 フルートリサイタル2012(1996音 47)

【201241(日 )14:00 東京オペラシティ近江楽堂】

☆小原 孝ピアノリサイタル ～菅野洋子先生の想い出～ (1978音 2助

【2012421(土)14:00 東京文化会館 小ホール】

☆女声合唱団 しらべ 3rd concert岸 信介・五十嵐 稔 (1985音 30他

【2012421(土)14:00浜離宮 朝日ホール】

☆若崎 宏 ピアノリサイタル (1978音 2D
【20124221日 )14:00 銀座 王子ホール】

☆ソロイスツ・コンサートシリーズ32

吉野 康弘 (1975音 20菊地 珠里 (1996音 47)伊勢 淑子 (1989音

40)野原 千代 。上田彩子 (1988音 391 鹿内芳人、菊池 大成 (以

上特別会員)

【201268(金)19:00 三鷹市芸術文化センター風のホール】

☆Season's Greetings市りll恵美。戸島郁子。内藤 稚子 (1982音 33)

【2012.623(土 )14:00 オーキッドミュージックサロン】

☆男弾団vol 17

安藤 丘 。二瓶 充 (1983音34)イ 宮ヽ 康裕 (1985音36)菊池 大成

(特別会員)

【201283(金)19:00 西国分寺いずみホール】

☆鵜崎 庚一 作品コンサート

傷規月孔糧殿翁最
)菫
縫市芸術ガヒセンター風メ轟ノ囃

国立音楽大学附属 高等学校同窓会 第 6号 (通巻34号 )

認 OゝJゝ OJゝ 0♂ 今ヽ♂ 0ヽ♂ _ヽ0■A食生五よ′金凪 金五

訃
‐
報
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|‐ コシタニル受賞などt皆様からのご連絡が入り次第、
‐ 掲載させていただきますので、同窓会事務局へ

|1情報をお寄せくださぃ。

| . ませんのでお間違いのないようお願いいたします。

等《 L肌轟1

住所変更などがございましたら、下記までご連絡ください

ますようお願いいたします。

E…興ail:onlcou― d@ambe■plalaoottp

HP:http://―.kunitachionlcou.org/

TEL O FAX 042-572-8014(事 務局直通 )

事務取扱時間は原則として月曜日・水曜日1lЮO～ 1■00です。

(夏休み等、学校の長期休暇中を除く)


