
①株式会社ニュービデオに内定してカメラアシスタントをしています。一人前
のカメラマンになるまでは、韓国に帰るつもりはありません。 
②SONYのTD150というデジタルビデオカメラを買いました。現場では、なか
なかカメラに触れないので、個人的にカメラの感覚を勉強しています。 
③仕事をするたびに色々な先輩と親しくなることで、言葉の壁や国境がなくなっ
ていくこと。 

①株式会社MSIジャパンに、PAの研修に行っています。横浜アリー
ナでモーニング娘。ライブの仕込みとバラシを体験しました。 
②研修中は交通費も日当も出ないんです。その間バイトも出来
ないので、とても助かりました。 
③自分がセッティングしたスピーカーから音が出た時は嬉しいで
すね。 

ユ　　　ゼヨン  
劉　在営（2003年放送技術科卒） 

①香港に帰る予定ですが、日本と香港を結ぶマスコミ交流の掛け橋と
して活躍したいです。広東語の吹替えの仕事もやってみたい。 
②将来に備えて、貯金しました。 
③授業がとても充実していました。優しい先生と出逢えて、幸せだと感じ
ていす。また、TBS「学校へいこう」のオーディションに受かって出演し
たこと。V6の皆さんもとても優しかったです。 

ホウ　　　カ　チ 
彭　嘉智（2003年放送声優科卒） 

①ドラマや映画で活躍できる女優を目指しています。 
②演技の勉強をするのが目的で奨学金を頂きました。そのおかげで藤
原竜也さんの「エレファントマン」等を観ることも出来ました。素晴らし
かったです。 
③学校で同じ夢をもつ友人と分かり合えたこと。最高の1年間だったと
思います。 

北島　美里（2003年放送タレント科卒） 

祖父江　晃（2003年音響技術科卒） 

①卒業後の進路　　②奨学金の使いみち　　③学校や仕事で嬉しかったこと 

会費は 
いつ払えばいいの？ 
入学時に納付された
TOHO会費を終身会
費として取り扱ってい
ます。卒業後での年会
費徴収は、現在行って
いません。 

入会の手続きは 
どうするの？ 

卒業と同時に、自動的
に会員登録されるので、
特に必要ありません。
学校法人化以前の東
放学園卒業生も会員
登録されています。 

TOHO会って何？ 
東放学園卒業生が運
営する唯一の同窓会
組織です。1999年に
旧東放学園同窓会か
ら「TOHO会」の名称
でスタートしました。 

住所、名前、仕事などが 
変わったときは？ 
コミュニケーションカード
（返信ハガキ）やウェブサ
イト上から事務局にお知
らせください。お友達の
近況情報等もお寄せく
ださい。 

オリジナルグッズ 
などはあるの？ 
ミニシステム手帳（ア
ルミ製表紙）、好評
販売中。他にも腕時
計、スカーフなどが
あります。 

母校の最新情報が 
知りたい！ 

東放学園メディアライブ 
http://www.tohog.com/
で学園主催のイベントなど
を紹介しています。 

TOHO会のイベントが 
知りたいんだけど 
会報、TOHO会ウェブサ
イトのほか、Eメールでの
告知サービスが始まりま
した。配信ご希望の方は
返信ハガキでアドレスを
お知らせください。 

就職や転職情報の 
サービスなどはないのかな？ 

事務局とキャリアサポートセ
ンターは卒業生の皆さんへ
のサービスを連携して行っ
ています。詳しくは次ページ
をご覧ください。 

TOHO会の 
ホームページを見るには？ 

TOHO会のウェブサイトは 
http://www.tohogakuen.com
です。アクセスしてみてください。
詳しくは次ページの大図解で。 

クラス会や 
サークル結成を 
計画してるんだ 
事務局へご連絡ください。
用途にあった連絡用のタッ
クシール出力などをサポー
ト。HP上での案内告知も
OKです。 

同級生や先輩などと 
連絡を取りたいな 

CD-ROM「会員名簿
2002年版」を会員限
定販売。 
詳細は事務局にお問
合せください。 TOHO会 

奨学金制度とは？ 
2002年からスタートしま
した。東放学園在校生よ
り応募選考され、奨学生
に選ばれた方に奨学金
を支給します。 

メールアドレスの 
サービスがあるって本当？ 

転職、転居などに関ら
ず、会員である限り利
用できるものを提供し
ます。詳しくは次ペー
ジの大図解で。 

会員は 
どれくらいいるの？ 

2 0 0 3年 3月現在、
36,608名（海外在住
含む）。そのうち、約
26,000名の方がこの
会報を読んでいます。 
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赤城山の陶芸教室で働いてい
ます。卒業後、4年間は渋谷ビ
デオスタジオでオーディオの仕
事をしていましたが、なかなか都
会の生活に馴染めず、志半ば
でこちらの方に帰ってきました。
今の仕事についたのは、10年
前からですが、5年前に家を建て、
妻一人、幼稚園の年長をあたま
に3人の男の子に囲まれて生活
しています。みなさんも、赤城山
に来た際には、是非陶芸教室「清
山」に立ち寄って下さい。楽し
い作品もつくれますので、よろし
くお願いします。 

中島　賢二（群馬県勢多郡） 
1978年　音響技術科卒 

現在は株式会社リクルートで
「カーセンサー北海道版」の編
集長をしています。札幌在住の
為ホームカミングデーに参加で
きず残念でした。特に残念だっ
たのは、関谷先生とお会いでき
なかったこと。当時私の担任の
先生は、月野木先生と関谷先生
でした。月野木先生とは北海道
TOHO会でお会いすることが出
来ました。当日はOBが14名、
TOHO会役員や先生方が大勢
参加して、楽しい時を過ごすこ
とが出来ました。皆さんも体に
気を付けて、頑張ってください。 

長峰　千明（北海道札幌市） 
1986年　放送芸術科卒 

広告中心のモデルのキャスティ
ング会社をやっています。独立
して6年になりますが、いろいろ
な方のお力や、支えによって、
今日までやって来ることが出来
ました。ホームカミングデーには、
仕事のゴルフコンペで出席でき
ずとても残念でした。恩師であ
る佐久間先生とも、ぜひゴルフ
を一緒にしたいと思っています。
中々上達しないゴルフですが、
ぜひ教えてください！ 

市川　輪美（東京都渋谷区） 
1985年　放送芸術科卒 

アナ学同窓生の掲示板 
  http://6008.teacup.com/anagaku/bbs  
主に昭和62年～63年頃、アナ学に在籍されてい
た同窓生向けですが、その年代に所縁ある方々の
書き込みも歓迎します。どうぞご利用下さい。 
作者：本庄　剛（1989年放送演技科卒） 

最新オーディション情報がわかる「STAR」
（検索システム）を利用できます。就職し
たい、転職したい方の相談、求人募集の
相談も受付中です。 
E-mail:syusyoku@tohogakuen.ac.jp  
TEL03-3378-7351へご連絡ください。 

求人・アルバイト・ 
オーディション情報 

転職、引越しをしてもずっと使える便
利な@tohogakuen.comメール。登
録はこちらのページからどうぞ。登録
方法はカンタン！ 

メールアドレスのサービス 

仲間同士でホームページを作りませんか？
BBSを使えば遠方の友達とも断然コミュ
ニケーションが取りやすくなります。 

無料レンタル掲示板 

「tug」東放学園同窓会支部 
  http://ip.tosp.co.jp/i.asp?i=hatsumi  
東放学園卒業生ML[tug]のi-mode版です。卒業生、現役生、職
員の皆様、どなたでも自由にご利用ください。主に99年3月杉並
校舎卒の方、またその付近の方々の交流の場となっています。 
作者：初見憂治（1999年放送技術科卒） 

おいかどいちろう 
ほーむぺーじへようこそ 
  http://www5a.biglobe.ne.jp/~o-ichiro/  
大道芸人いちろうの活動報告とともに大都会川崎
に残るいなか『ふるさと・つちはし（土橋）』を四季折々
の催し事から紹介するページです。 
作者：老門一郎（1989年放送演技科卒） 

須藤ゆみの 
眠らぬ夜のミルキーウェイ 
  http://www5a.biglobe.ne.jp/~bibian/   現在はフリーアナウンサーとして、テレビやラジオ、雑
誌に出演しています。HPでは、出演情報だけでなく、
日記や仕事の失敗談、番組の裏側の写真など、コーナー
が盛りだくさんなのでぜひ遊びにいらしてください。 
作者：須藤ゆみ（1998年放送アナウンス科卒） 

知って得
する 

サービス
満載！ 



人と話して人脈をつくる。人との繋がりがとても大切です 
バラエティ情報番組ADからタイムキーパーに転身した、近藤奈々さん。「在
学中は、研修でCXの早朝生番組『めざまし天気』のADをやりました。卒業
後は先輩の紹介で『はまなるマーケット』のADとして、リサーチやロケ、編
集から本番まで一通りのことをやりました。スタッフにはOBも多かったんです。」
「ディレクター志望だったんですが、授業でTKをやって、これだと思いました。
TKになりたいと先輩に相談したら、現場の雰囲気も知っているし、TKの会
社に直接入った方がいいのではと、アドバイスされました。」「今所属してい
る有限会社Heraは『放送の全仕事』で知ったんです。HeraがTOHO卒業
生の多い会社とは、知りませんでした。偶然ですよね。今は見習いとして、
CSの番組やテレビ東京の歌番組などにつかせてもらっているんですよ。」
「TOHOでの2年間は、思い出作りでした（笑）。ロビーで友達と見ていた番
組を、今はみんなが担当しているのが嬉しいですね。」 

11月16日（土）18時30分より、京王プラ
ザホテルで開催されました。司会の香
坂真衣OGとレポーターの高尾晶子OG
の同級生コンビが会場を盛り上げ、会
員同士の親睦が深められました。 

熱気あふれる会場。 
120名が集まりました. 末岡副会長から 

ごあいさつ 
鈴木校長先生と 
なごやかに 

ダーツで 
盛り上がった 
お楽しみ抽選会 

あの店 
この店 

心に残る懐かしいお店をご紹介します 

稲毛屋 
ボリュームある手作り弁当は 
おふくろの味 
「肉屋として創業して、今年で50年になるんだよ。
お弁当を始めたのは14年前だけど、この辺は学
生さんやサラリーマンが増えたね。うちは全部手
作りだから朝6：30から仕込みをする。量が多い
から学生さんには喜ばれますよ。先輩が後輩を
連れて、うちのこと、教えていくんですよ。」「卒
業生の皆さん、こちらに来た時はサービスします
ので、ぜひまた来て下さいね。」 

方南通り 

新宿区西新宿5-24-9 
TEL03-3372-2901 
9：30～19：50（火曜定休） 

30以上のメニューは 
すべて手作の 
こだわりのお店 
定番は唐揚げ弁当 
（550円） 

唐沢進さん（右）と豊子さん（左） 
「卒業しても、おじちゃん元気？ 
と来てくれるのが嬉しいですよ」 

近藤　奈々さん 
（2001年放送芸術科卒） 

報道の現場で、ものを作る“楽しさ”と“難しさ”がわかりました 
「卒業後はCM編集会社のデスクとして仕事をはじめましたが、転職して日
本テレビ深夜のニュース番組『きょうの出来事』のADをやっています。今
年で２年になります。」「デスクよりも、“ものを作る仕事”がしたかったんで
す。友人に今の会社を紹介してもらって、『NNN24』というCSの報道番組
につきましたが、1ヵ月半で『きょうの出来事』に異動になりました。」「出勤
してみないと、今日何をするかが分からないんです。ロケについたり、日々 の
ニュースの編集が主な仕事です。最近は軽いネタなら自分で原稿を書かせ
てもらえるようになりました。編集はオンエア2時間前からなので、瞬発力が
要りますね。」「仕事でのストレスはたまらない方です。月に1回くらいクラス
やサークル（MAD）の友達と飲み会をやるので、友人に話すとすっきりする
んです。友達と会っているのが一番楽しいですね。」 

クラスメイトや先輩、後輩など 
懐かしいみんなとの交流会、 
異業種交流などに！ 
便利な検索、印刷機能付きです。 

TOHO会ＣＤ-ＲＯＭ 
会員名簿を活用して 
会員のみなさんで 
TOHO会ネットワークを 
さらに広げてみませんか？ 

当時はテニス部に所属していま
した。今は、前橋市のアクロスと
いう会社で、HP・DTP・印刷物
やデザイン制作、ビデオ制作な
どをやっていて、営業とディレク
ターを兼ねています。すぐ近く
にビジョンファクトリーという会
社があるのですが、そこの社長
も東放学園の放技出身だそう
です。すぐ近くにも東放学園の
出身者がいるんですね。私のこ
とをもし覚えている人がいまし
たら、こちらの方までご連絡を下
さい。 
E-mail kuroda@dcax.co.jp

黒田　賢一（群馬県前橋市） 
1992年　放送技術科卒 塩浜先生、月野木先生ご無沙汰

しています。卒業して十年以上
の年月が経ちましたが、その間
一度就職した良品計画という会
社を辞めて、イギリスに2年半ほ
ど留学していました。それ以来、
イギリスにはまってしまい、大好
きで「帰りたい、帰りたい！」と願
いながら暮らしている今日この頃
です。今は福島県郡山で暮らし
ています。できれば、次のTOHO
会に出席したいと思います。 

佐賀　奈月（福島県郡山市） 
1992年　放送芸術科卒 

卒業して、8年経ちました。現在
はJTBで働いています。アナウ
ンスの勉強をしたのに、旅行業
界に進んだというのは、珍しい
方だと思いますが、アナウンス
学院で勉強したことは、非常に
役に立っています。何と言って
も話すことに対して、度胸がつ
きました。先生方ご無沙汰して
いますが、又遊びに行こうと思っ
ていますので、そのときはまた温
かく迎えてくださいね。 

金澤　しほ（東京都目黒区） 
1994年　放送アナウンス科卒 

『はなまるマーケット』放送作家の 
荒木美子さんからのご紹介 

佐藤　梓さん 
（2000年放送芸術科卒） 

日テレの報道には 
同期や後輩が結構いますよ 

タイムキーパー 
近藤奈々さんからのご紹介 
 

財団法人横浜市勤労福祉財団（1976年　アナウンス本科卒） 

就職ネットワークにＯＢの人脈は重要。とはいえ私のようなＯＢにも、お
便りをいただいて本当にありがたいと思っています。 
私は、大学在学中に劇団若草の付属養成所からアナウンス本科で一
年学び、１９７６年卒業後の一時期、斉藤先輩アナのいらっしゃる（株）
福岡放送報道制作部に籍をおきましたが、その後横浜市に就職。それ
でもいつも何かを作ることが大好きで、そしてマイクに向かう緊張感が
性に合い、ビデオのナレーションや、ステージイベントのＭＣなど組織内
受注（？）してきました。一昨年はワールドカップの出場国フラッグセレ
モニー、昨年はＮＰＯ共同オフィス開所式の司会が会心の出来。日常
の仕事でも、相手の心に響くスピーチをしたいとき、東放での経験は生

かされています。 
同期の出世頭は、女性のスポーツアナ草分け的存在、テレビ朝
日の宮嶋（旧姓増山）泰子さん。学園卒業時に一緒にＴＢＳの
青木先生を訪ね、「ひろく、たかく」というお言葉をいただいたの
を忘れることができません。 
新会員の方々にお伝えしたいのは、先輩は門を開けるきっかけ
に過ぎないということです。たとえどの世界であっても、自分自身
の努力によってＴＯＨＯの社会的評価も築かれていくと信じてい
ます。横浜市のリバイバルプランの中に、横浜に映像産業を集
積する構想があります。皆さんのご活躍を期待しています。 

二 見 尚 子  

会員の
輪が広がるリレーインタビューコーナー。今回は若手テレビ番組スタッフの登場です

。

価格￥4,500（税込） 

●事務局 
●新宿研究所 

●交番 
方南
通り 

● 

● ● マクドナルド 
稲毛屋 

アトリエ 
クマノ 

熊野 
神社前 

先輩の方が礼儀正しくしているのを 
見て習うことも多いですね 

（旧姓：穂泉） 



 
〒168-0063　東京都杉並区和泉2-4-1

 
〒151-0071　東京都渋谷区本町4-20-7レコーディングディレクション flint*トレーニング 

3/15（土）14：30～ 

●会報にご協力くださった皆さん、お忙しい中ありがとうございました。「Colorful」
はこれからも皆さんの声、ご意見を取り入れて参りますので、ハガキやメー
ルでのメッセージをお待ちしております。お引越しや転職の際も一言ご連
絡くださいね。（まき） 

●５０代オヤジのひとり言。今、大切にしたいもの。友人、家族、健康管理‥そ
のための我慢が多すぎる。”小槍の上で”踊れるぐらいの余裕があればと
思う。戦争ボケ、平和ボケ、いずれにしても個人の生き方が問われる昨今。
皆が違うからこそ面白く仲間とのチームワークにも味が出る。素晴らしい笑
顔に出逢えるようＴＯＨＯ会を盛上げましょう。祝卒業、そしてＴＯＨＯ会入会
おめでとう。（プー） 

0120-375-099

平成15年度の東放学園4校合同での入学式にTOHO会員をご招待します。
現在活躍中のOBほか、原口あきまさ氏らがゲスト出演。お友達、ご家族お誘
いあわせの上、ぜひお申込みください。会員のビデオレターコーナーもあります。 
日　　時：H15年4月10日（木）13時開場・14時開式 
会　　場：東京国際フォーラムホールA 
ゲ ス ト：原口あきまさ・カラテカ・はなわ　他 
申込締切：3月末日迄 

須高ケーブルテレビ株式会社 
（1979年　アナウンス本科・1980年　アナウンス研究科卒） 

こんにちは　成田優子です。TOHO会の役員になって名前を覚え
てくださった方がいらしたらうれしいな・・・。近況をお知らせします。
私の住む長野は、自然環境が豊かと言われていますが住み慣れて
しまうと案外、無頓着になります。しかし今年の大雪で車が動かなく
なり久々歩いて通勤する羽目になり「歩いても、歩いても中々進ま
ない雪道」、なんだかふと人生を感じました。そして、身の丈にあっ
た生き方をしっかり見つけたような気がしました。 
民放アナウンサーへの夢かなえた後、何がしたいのか目標が見え
ずにいた私が郷里に戻って10年。現在は地元のCATVで営業を

中心に、インターネット事業の推進から番組制作など自分の
意思で多くの仕事をさせていただき、ボランティアでは町お
こし会社の運営などの活動もしています。昨年の目玉の活
動は、映画祭を仲間同士で開催しました。今後はＴＯＨＯ出
身の映画監督の作品もネットワークを生かして上映したいと
思っています。若いときは失敗をしても良いので、とにかくい
ろんな夢を持ちあきらめないで挑戦することで、年齢を重ね
たときには実りあるものになると思います。自分に負けないで
苦労をクリアすると楽しい事が見えてくると最近思っています。 

成 田 優 子  

学年末の発表会を行ないます。１年間の集大成をミュージカ
ルに。１期生は、２０２０年大東京の地下鉄舞台に繰り広げる
コメディーミュ－ジカル『地下鉄』。２期生は、等身大の高校
生を描いた『夢びとたちの詩』。また、演劇の他、作品の展示、
バンド、ダンス、ビデオ作品等盛り沢山。専門生とは一味違う、
私達の持ち味を是非ご覧下さい。 

3/15（土） 
ミュージカル 
『地下鉄』 
＊会場内作品展示他 

会場：IMA ホール光が丘 

3/22（土）～23（日） 
ミュージカル 
『夢びとたちの詩』、 
イベントクリエイティブ作品展示、 
ダンスバンド他 
 会場：東放学園高等専修学校内 

http://www.tohohs.com
開演時間・チケット・資料請求・ 
その他のお問合せは、フリーダイヤル／ 
ホームページをご利用下さい。 

0120-379-104
TOHO会員の子女は入学金が半額になります。 

広島のみなさんまた集まりましょう！ 

坪井役員を囲んで 

二次会はお好み村「文ちゃん」でした 

スタジオや機材を使用した
授業を見学・体験することで、
自分の将来にあった学科・
コースを見つけてください。 

音楽の仕事の未来と生きがいを徹底取材する 
会社データ451社50の仕事を徹底解説 
会社データの掲載は無料です。会社情報をお寄せください。 
全仕事編集部 TEL03-5365-1726 
 http://www.zenshigoto.com

参加申込は 
 
TOHO会入学式係まで 

11月9日（土）広島市内で開かれました。当日は、
坪井康顕運営委員のほか、NHK広島の安納知
里さん、広島出身の映画監督油谷誠至さんな
ど多彩な顔ぶれが参加しました。 


