
情報処理、医療、放送、音楽など　
様々な業界に卒業生を　
送り出してきた＜早稲田校舎＞。　
2004年からは日本映画界を担う人材を養成します。　

今春、TOHO会員の子女4名が東放学園に入学されます。　
新入生の皆さん、親子2世代のTOHO会員を目指して、　
ぜひ2年間頑張って下さいね。　

会員の方は卒業生子女奨学金制度が　
ご利用頂けます。　

0120-343-261までどうぞ。　

子女ご入学が　
決まった会員の皆さん　
若菜英夫ＯＢ（76年放芸卒）　
山路　稔ＯＢ（81年放芸卒）　
山本　茂ＯＢ（81年放芸卒）　
小松田恵美ＯＧ（83年アナ卒）　
（旧姓：知花さん）　

映画の専門学校に　映画の専門学校に　映画の専門学校に　お問い合わせは入学相談室　

①テレビや映画などの美術装飾を手がける株式会
社東京美工に就職が決まりました。　
②奨学金のおかげでバイトを減らし、空いた時間で
永瀬正敏主演映画『ラブドガン』にボランティア
スタッフとして参加したんです。その時の経験が
就職内定につながりました。　

③演出デザイン科のオリジナルトレーナーを友達と
デザインして作った事。クラスの仲間が卒業公演
の時などで着てくれているのが嬉しかったです。　
④エンドロールに名前が出るように頑張りたい。応
援してくれた家族や友達にも観てもらいたいですね。　

石橋 麻穂（2004年演出デザイン科卒）　

ミュージックカレッジを

入
　
入
　学
　
学
　

「イベント企画の勉強がしたい」と、娘が自分で選
んできた学校が東放学園だったので、正直驚きま
した。他にも2～3校見て選んだようです。自分の
やりたい事が仕事になるのが一番なので、10代の
うちに楽しんで、それを将来に繋げてほしいですね。　

A2　
出口　

A1　出口　

JR
西
口　

改
札（
地
下
）　

ホ
テルセンチュリー
　

ハイアット
　

交
番
　

西
新
宿5
丁
目
　

バス
停
　

大
江
戸
線
　

西
新
宿
五
丁
目
　

　
新
宿
中
央
公
園
　

公
園
通
り
　

山
手
通
り
　

入
学
相
談
室
　

東
放
学
園
　

音
響
専
門
学
校
　

（
新
宿
研
究
所
）　

グ
リーンタワー
　

ビル　
マク
ド
ナルド
　

バス
　
ター
ミ
ナル　

（
地
上
）　 新

宿
駅　

ヒルトン　
ホテル　写真屋　かに道楽　

交
番
　

専門学校　
東放ミュージックカレッジ　

至渋谷　

至池袋　

〒160-0023　
東京都新宿区西新宿5-25-8　
TEL.03-5333-5080

①卒業後の進路　
②奨学金の使いみち　 ①『世界ウルルン滞在記』などを手がける株式会社ジー

ピーエーに、CA（カメラアシスタント）で内定しました。
何社か受けましたが、海外関係の仕事がどうしても
やりたかったので、この会社に決めました。　
②親に学費を借りているので、全額返しました。　
③右も左も分からない東京で友達が出来た事。先生
やTAの皆さんが親身な方が多くて、良い人間関係
がつくれました。　
④今はスタートラインの手前にいるので、これから先何
があるかわかりませんが、人間関係を大事にして、い
い意味で「もまれて」いきたいと思います。　

印南 豊（2004年放送研究科卒）　
③学校や仕事で嬉しかったこと　
④将来の目標　

東放学園映画専門学校　
■デジタル映画科　
■プロモーション映像科　
■デジタルアニメーション科　
■デジタル文芸科　

専門学校　
東放ミュージック　
カレッジ　
■プロヴォーカリスト科　
■プロプレイヤー科　
■ミュージッククリエイター科　

専門学校東放ミュージックカレッジ（TMC）　
新校舎が2003年大江戸線西新宿五丁目駅近くに完成。　
4月からミュージシャンを目指す新入生が学びます。　

平成15年TOHO会奨学生の皆さん　
2年制　
学科　
（9名）　

1年制　
学科　
（3名）　

放送芸術科 2年 姜 香蘭　
放送技術科 2年 洪 承煥　
デジタル映画科 2年 佐藤 明子　
放送音響科 2年 園田 美鈴　
音響技術科 2年 高 慶詠　

音響技術科 2年 佐藤 真吾　
放送演技科 2年 山下 慎悟　
放送声優科 2年 中村 美雪　　
演出デザイン科 2年 石橋 麻穂　　　

放送研究科 1年 印南 豊　
放送研究科 1年 荻野 正人　
音響研究科 1年 小笹 千恵　

会員子女が　
東放学園に　
会員子女が　
東放学園に　

春　春　
合計12名　

Vol.4 No.3　
2004年3月3日発行　

TOHO会
第15号　

〔発行人〕 小河原 義一　
〔編集･発行〕ＴＯＨＯ会事務局　
 http://www.tohogakuen.com　
 TEL.03-3378-7351



―――選手やサポーターとの出会いもあるのでは？　
田子　スタッフと一緒に選手が集まる店に行って、直接選手から話を聞く事もあるし、ボランティアの飲み会にも
参加しました。色んな人と知合ってチームが好きになっちゃいましたよね。今はサポーターの気持ちがよく分かる。
楽しみながらスタジアムナビゲーターをやらせてもらってます。　　　
―――サッカー以外ではどんなお仕事を？　
田子　スポーツが多いですね。レギュラーはＴＢＳ月曜深夜「Pooh!ファイト」や「K-1 WORLD MAX」、NTV「プ
ロ野球！なんでだろう」など。大晦日は「K-1プレミアム2003Dynamite!!」でした。今年はオリンピックイヤーなの
で、何らかの形で関りたいですね。ラジオの仕事も好きだけど、顔出しの仕事もやっていきたいので、実は3ヶ月
で10Kgダイエットしたんですよ。身体が軽くて走れるんですよね（笑）。　　　
―――現場で卒業生と会うことはありますか？　
田子　仕事で何気なく「東放出身なんだよ」って言うと必ず卒業生がいるんだよね。なんとなく東放の輪が出
来るんです。今やってる番組のプロデューサーも同級生なんですよ。　

中田英寿が巣立った湘南ベルマーレ　
REGAIN～奪還～目指せJ1！　
―――今年は湘南ベルマーレのスアジアムナビゲーターとして2年目ですね。　
田子　今まで野球やＫ-1の選手紹介はやってたんですが、サッカーはワー
ルドカップで盛り上がったくらいであまり詳しくなかったんですよ。ルールブッ
クやＶＴＲを見たり、選手にインタビューして色々吸収して仕事に臨んだん
です。初めは賛否両論でしたが、一年やってみてサポーターから「来年も
ぜひ！」という声があがって嬉しかったですね。今年は試合を盛り上げるた
めにもっと＜過激に＞やろうと思ってます。　

Profile　
12月18日生まれ。“ワイルド＆セクシー”。モデルとして東京コレクションなどで活躍後、ナレーター・
DJ・レポーターに。重さがあって暗くならない存在感あるハスキーボイスで魅了する。湘南ベルマー
レ・スタジアムナビゲーター、「Pooｈ！ファイト」「K-1 WORLD MAX」などで活躍中。　
*田子さんの声はこちらから聞けます！ http://www.velvet.co.jp

田子 千尋さん　
（1981年放送芸術科卒）　

「TOHO会・卒業生・母校」･･･核となる情報の3つの柱をより分
かり易くタイムリーにコミュニケーション機能の充実をはかります。
掲示板をはじめ、携帯などでも気軽に参加できるコーナーの設置、
メールマガジンの発行予定など。各校の卒業生や在校生、学校な
どとのネットワークステーションとして、より積極的に展開する予
定です。是非、みなさん参加してくださいね。2004年4月から
のリニューアルオープンをお楽しみに！　

TOHO会　

会員からの情報発信コーナーです。　
ここから新しいコミュニケーションを　

広げてみませんか。　

卒業生の情報　

卒業生　

教職員・講師　

在校生　

TOHO会の情報　

www.tohogakuen.com

母校の情報　

コミュニケーション機能　
・掲示板の利用促進　
・メールマガジンの発行　
・参加型コーナーの設置　

TBS時代の上司桂
さんがご縁で

ハワイアン音
楽と出

会い、歌手とし
て歌い始めて

早や20年が過ぎまし
た！

プロフィール
がネットでご覧

いただけます
ので、卒業生

の皆様どうぞよ
ろしくお願い致

します！　

http://www.office-human.co.jp

向井 邦子OG・80年放芸卒　 同期の川村亮さん今どこにいるのか連絡下さい。　
渡辺 聡OB・81年広告卒　放送とは無関係のフツーのお母さんになり

ましたが、一生懸命？練習した発声などの
おかげで、子供のクラスで絵本の読み聞か
せに役立っています。先生ありがとう！　木下 雅美OG・82年アナ卒　

卒業して1年もたってい
ませんが、

クラスのみん
なの状況が知

りたい

です!!
中村 喜和OG・03年放芸卒　

週一度甲州
街道を都心へ

向かいます。
左手に東

放学園を見て
、それを合図に

大原の交差点
へ出ます。

後輩たくさん学
んでネ！　

須藤 まり子OG・82年アナ卒　

アナウンス科でお世話になったDrミヤモト、宮本先生のことが思い出されます。「国語をしっかり勉強して下さい」という言葉が印象的でした。　
真貝 和子OG・83年アナ卒　

アナ学同期の人と結婚して、名字は
変わりましたが、再び声優を目指し、
養成所に通っています。皆に会いた
いなぁ～!!

岩木 美咲OG・91年声優卒　

岐阜県山
県市に住

む2児のシン
グルマザ

ーです。

東京にい
た時は楽

しかった。
でも岐阜

に戻ってか
らは、

つまらなく
て悩める

毎日。近く
に友達い

たらなァ。
　

井上 知子OG・83年アナ卒
　

留学生として日本で就職することはとても難しいこ
とです。それでも、精一杯頑張ればできないことでは
ないことも分かりました。夢を叶えるためにこれから
もがんばります。　

卒業してから1年ぐらいは、学校と共同で仕事を
したりすることがよくありましたが、最近はそんな
こともなくなってしまいました。また、歌収録同
窓会等をやってみたいです。　

初見 憂治OB・99年放技卒　

TOHO会では会員からの情報を随時募
集しています。クラス会情報、イベントや
公演・番組のPR。会員や先生へのメッセー
ジなど、会員同士の情報交換の場として、
お気軽に情報をお寄せください！WEBサ
イトでも同時掲載の予定です。　

ＴＯＨＯ会員の　

2003年9月発行／ＮＨＫ出版  定価￥1,600（税別）　
＜内容＞　
1987年11月、大韓航空機は乗客を乗せたままレー
ダーから消えた。直後、日本人の親子らしき不審
な人物が浮上、爆破テロの疑いを残したまま2人
の足跡は消えた。マユミこと金賢姫を拘束した元
外務事務官の衝撃の手記。　
砂川昌順著　
（1981年ＵＳＡ-ＴＯＨＯ卒業・株式会社デプロ代表取締役）　

この　2冊　著書　
極秘指令　

2002年6月発行／マガジンハウス　定価￥1,143（税別）　
＜内容＞　
「100人の村」のルーツ、ドネラ・メドウズの「1000
人の村の現状報告」を絵本仕立てで全文掲載。
その他､100人の村をより理解するための「100人
の村」白書や、池澤夏樹などのコラムも収録する。　

塩野　洋著　
（1989年アナウンサー受験専科卒・北海道新聞記者）　

世界がもし　
1 0 0 人の村だったら２　



第１０回日本
プロ音楽録音賞＜部門Ａ＞で

　　　
平成16年1月28日明治記念館末広の間にて、
第10回日本プロ音楽録音賞の発表と授賞式
が行われ、音響技術科卒業のレコーディング・
エンジニア松本靖雄さんが、部門A*の
優秀賞を受賞。　

全国各地TOHO会会員インタ
ビュー　

①お名前、卒業学科、卒業年（３月）　
②「現在のお仕事」について教えてください　
③この仕事をやっていて「良かった」と思う瞬間　
④学生時代の思い出　
⑤一言メッセージ　

明大前すずらん通りの定食屋の中で、いちばん歴史のある「お
ふくろ」。平野竜二OB（87年音技卒）からのリクエストで取材し
ました。　
「人気があるのは、とり唐揚げ定食（470円）、牛焼肉定食（500円）、
肉野菜炒め定食（500円）だね。東放の学生さんはランチタイムが
過ぎてから来てくれるからありがたいよ。大きな機材を持っていたり、

TVの話をしているのですぐわかる。店のビデオ撮ってもらったり、学園
祭のパンフレットに割引券をつけたこともあったね。」「ここはアットホー
ムな商店街なので、疲れたなと思ったら、息抜きに来てね！」ライスおかわり

（又は大盛）と、おかず大盛は70円増。ソースはてりやきかポン酢から選べます。　

世田谷区松原1-37-16　
TEL03-3325-9938　

11:30～22:00（日曜祭日定休）　

安さとバランスの　
取れたメニューが　
人気の秘密　

ア
ン
ケ
ー
ト　

内
容　

　 ●　
●　●　おふくろ　 魚民　

大原 幹也（千葉県市川市在住）（旧名：大原 良行）　
1980年　放送芸術科　卒業　

1

②国内の番組演出をおこなっていましたが、十数
年前に渡米、米国と東南アジアで制作を行う
中で、地上波、衛星波の次にインターネットで
の放送の可能性を知り、帰国後インターネット
関連の会社を設立しました。現在ＩＴコンサ
ルティングとインターネットでの動画制作、
広告配信を行っています。それと趣味の
延長でコーギー犬の団体を主催しています。　

③多くの人たちと出会いました。現在はリアルタイム
で世界各国とつながり話ができます。自分が制作した
作品等を見た各国の人たちからメッセージをもらう時、感
動を覚えます。　

④ちょうど２年のときに東放学園が専門学校になり、とにかく楽しかっ
た思い出しかありません。代田橋に移転するときに新入生向けの
代田橋マップを作ったのが思い出されます。　

⑤米国で友人から言われました。「君たち日本人は夢は叶わないも
のだと思ってるらしいけどアメリカ人にとって夢は叶えるものなん
だ」。Dream come trueです。　

加藤 光（東京都調布市在住）　
1989年　放送演技科　卒業　

1

②荻窪で、輸入インテリアショップ「GARAM 
CURL」を経営しています。外国人の主
人と、今までにない独自のアジアンミッ
クス・スタイルを広めようと頑張っ
ています。　

③お客様のお宅や店舗のコーディ
ネートサービスも行っており、出来
上がったお部屋を見て、お客様に喜
んでいただけた時がとてもうれしいで
す。　

④授業と授業の空き時間が多くあり、その間友人達と色々
な話をして楽しかったこと、卒業制作でレポーター役をし
たことが印象深く残っています。人と話をする時の表現
力は、この学校で学べた一番のことと感じています。　

⑤人生色んなことがあります。学生時代の私と今の私。進
む道は違ってしまったようですが、努力する事に変わりは
ありません。お店のHPも是非ご覧になって下さいね。　

　「GARAM CURL」http://www.garamcurl.com/

秋葉 卓馬（東京都中野区在住）　
1999年　放送音楽科　卒業　

1

②下北沢の「屋根裏」や「CLUBE QUE」を中
心に「CYLINDER HEAD ROCK」（シリン
ダーヘッドロック）というバンドでライブ
活動をしています。2002年にブルー
ハーツのトリビュート版ＣＤに参加。
ブルーハーツには物凄く影響を受
けています。昨年12月にはＣＸ『エル
ビス』にも出演しました。　

③ライブで観客と一体になれる時。自分
の楽曲はメッセージ性が強いので、ライ
ブに来て「元気になった」「前向きになれた」と言われると
嬉しいですね。それが曲作りのパワーになっています。　

④授業に出なくても学校には行ってました。今のメンバーに
出会ったのも学校だし、学校が好きでしたね。ただ、スタジ
オを勝手に使ったり、バイク通学をしてよく先生に怒られて
ました（笑）。満員電車が嫌いなんです。　
⑤自分はミュージシャンなので、これからも自分の“ロックンロー
ル”というスタイルを貫いていきます。辛い事やいやな事
があったら、ぜひライブに来てください!パフォーマンスと爆
音で嫌な事をぶっとばせますよ。　

　＜シリンダーヘッドロック公式サイト＞　
　http://sound.jp/cylinder/newpage3.htm

彭 嘉智（ホウ カチ）（香港在住）　
2003年　放送声優科　卒業　

1

②母国（香港）で「ファミ通ＰＳ２ 香港版」の編集長をやっ
ています。日本のシステムと違って、美術デザイン
以外、編集は私一人でやるので、全140ペー
ジの編集作業をこなさなければいけな
いです。だから、内容や表紙素材の選択、
校正、翻訳、取材、ソフトメーカーの香港
支社との連絡、日本との連絡も私の仕事
の一環です。　
＊注：「ファミ通ＰＳ２」は株式会社エンターブレインから　
出版されたプレイステーション２専門のゲーム雑誌です。　

③うん～、難しいですね。今の仕事、夜更かしするのはしばしばで
すが、出来上がってから、読者からのアンケートや手紙が来ると、
とても満足感があります。元気とエネルギーを貰って「頑張るぞ」
という気持ちになります。日本語がまだ使えるのも嬉しいですし、
今までのゲーム知識も使えますよ。 　

④振り返り見ると、悲しい事と嬉しい事も色んな事がありますね。皆
と協力して出来上がった中間発表と卒業公演。授業のラジオ番組、
体験入学の手伝い、文化祭のカラオケコンテストの準優勝…特
に卒業前最大の思い出は「学校へ行こう！」のテレビ出演が出
来た事です。二年間で大勢の人と出会って、先生達にも大変御
世話になりました。今でも感謝の気持ちで一杯です。余談ですが、
今でも日本の女性は一番美しいと思います（笑）。 

このコーナーに登場したい方　
お便りお待ちしています！　

TOHO会！　

*注）部門Ａ:ジャンルを問わずCDパッケージと　
　　して発売された「CDパッケージメディア」　

報告　
12月17日東放ミュージックカレッジで行われ、　
大熊明宏OB（2001年放送音楽科卒）所属バンド　
「小次郎」がグランプリを受賞しました。　
今後大熊さんは「小次郎」を発展的に解散し、　
「SmashDrive」で活動予定です。　

LIVE SCHEDULE　
3月29日　
渋谷O-EAST　
18:00 START　
kojiro official site　
http://www.kojironet.com/　
SmashDrive official site 　
http://urawa.cool.ne.jp/smashdrive/

すま
し介

紹ごを店おいしか
懐　る残に心

「アルバイトをしてくれた　
学生さんもいましたよ。」　
（店長の古沢　勝さん）　開業して30年を越える　

店構え。　

人気の「ホイコーロー定食」
（500円）。「ピリッ」とした豆
板醤と、数種類の醤油や味噌を
使った秘伝のタレは毎日食べて
も飽きない味。　
　

石塚 真人（1975年アナ卒）　
秋田テレビ　報道制作局制作担当部長　
東放学園には大学3年の時から2年間在籍し、
アナウンスの基礎を学びました。茂木先生を
はじめ、講師の方々に教えていただいた事
や刺激が、今の自分の基礎を作っていると思っ
ています。卒業後は3年間、ラジオ福島に在
籍した後、故郷の秋田テレビに放送記者と
して入社。本人は、もうアナウンサーと縁を切っ
たつもりだったのですが、7年後に報道から
制作に異動を命じられ再びアナウンサー稼
業に戻り、今に至っています。後輩の皆さん
で放送局をはじめとした現場で働きたいと
いう意欲をお持ちの方は、是非今持ってい
る志をいつまでも忘れることなく、夢に向かっ
て一歩ずつ前進して欲しいと思います。そ
してチャンスを見逃さないよう良く目を凝らし
て挑戦してください。「夢はいつか叶う！」・・・
努力する自分に自信を持ってチャレンジして
ください。　

太田 久美子　
（1989年声優専科卒）　
秋田コミュニティー放送　株式会社　
秋田のFM局で　
番組を担当しています　
当時、一緒に勉強した皆様、お元気でしょ
うか？ あれからもう、１５年が過ぎたのです
ね。私は今、地元の小さなＦＭ局で番組を
担当しています。卒業から１０年後に、よう
やく憧れの仕事に就く機会に恵まれ、現在
６年目。 最近では、番組の中でも秋田弁で
しゃべる割合が増えていますが、
それもまた、地方の良さでは！
と感じています。雪国は冬の
間、空が、そして街全体が
グレーの日が多く、気持ち
まで沈みがちです。が、秋
田にも間もなく春がやって
きます！ 個人的には、私に
も早く春がこないかなーと
思う今日この頃です・・・！ 
皆様も、お元気で！ 

至下北沢　

井の頭線　至吉祥寺　

至調布　
京王線　

甲州街道　

至
新
宿　

す
ず
ら
ん
通
り　

明大前駅　

みずほ銀行　



学期末発表会を行います。生徒が日頃授業で頑張っている　
１年間の集大成です。是非皆さん観にきてください。　

暖かい春の光の中に、素敵なドラマ
の始まりを予感。人に歴史あり、人生
はドラマ。歴史は戦いの繰返しと言
います。恨み、妬み、嫉み、いずれにし
ても人だから感ずる憎しみが根源。い
つになっても終わりがない。本来の
敵は己自身の中にあるはずなのに‥。

いい仲間には、良きライバルがいます。　
卒業されて新しく会員になられた皆さん、おめでとう。ＴＯＨＯ会
をよろしく。2004年はオリンピックイヤー。仲間を大切に。（プー）
　　
出会いと別れの3月。新社会人になる皆さんおめでとうございます。
それぞれ目指すものは違っても、育ったTOHOという場所は一緒。
辛くなった時には母校のことを思い出して、懐かしい仲間に　
連絡してみませんか？  （まき）　

　

flint*トレーニング　
　
　

音楽の仕事の未来と生きがいを徹底
取材する50業種496社を紹介　 　
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。　

訃 報　編集後記　編集後記　

ご逝去を悼み慎んで　
お悔やみを申し上げます。　

　　
長屋  孝雄（ながや・たかお）さん　
（1981年放送技術科卒業）　
平成15年12月23日ご逝去　

●ぴあムック刊　¥1,500円（税別）　
 東放学園が発行する　
『業界全仕事シリーズ』最新刊　
 　　　　　　　全国書店で発売中！　
 東放学園が発行する　
『業界全仕事シリーズ』最新刊　
　　　　　　 　全国書店で発売中！　

 !!"#$$%%%&'()* +,-!-&.-/
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3/19（金）～3/21（日）　3/19（金）～3/21（日）　会場 ： 東放学園高等専修学校 校内　
ミュージカル「夢びとたちの詩」、ストレートプレイ、ボーカル、クリエイティブ作品展示、ダンス他　
　

※尚、バンド発表は別日程となっております。　
    詳細はお問い合わせください。　
　

開演時間・チケット・資料請求・その他のお問い合わせは、フリーダイヤル又はホームページをご利用下さい。　
　

TOHO会員の子女は入学金が半額になります。　 0120-379-104http://www.tohos.com

レコーディングディレクション　

放送研究科　

デジタル映像研究科　
ディレクター・タレントマネージャー・放送作家を育成　
　

音響研究科　
コンポジター・モーショングラフィッカーを育成　
　
音楽著作権コンサルタント・原盤制作ディレクター　
レコーディングエンジニア・ProToolsオペレーターを育成　
※1年制専門課程（夜間）　

平成16年度生願書締切せまる！　3/19（金）必着　3/19（金）必着　
受験手続や入試スケジュールなどについては入学相談室までお問い合わせください。　

お問い合わせ　
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-6-2　
　

携帯電話・PHSも可　

 !"#$%#&#'()*+!,-#.

TOHO会事務局　

1,000円　
　

　
1,000円　

東放学園高等専修学校発表会　　東放学園高等専修学校発表会　　東放学園高等専修学校発表会　　

電卓・世界16都市のワールドウォッチ・アラー
ム・タイマー機能が付いたTOHO会オリジ
ナルカードホルダー。社会人に必需品の
“名刺入れ”として便利な一品です。プ
レゼントや記念にどうぞ。住所・氏名・卒
業学科・卒業年・電話番号、個数を明記
して、メールかFAXでお申込みください。　

/01,2343356453 78

9:;,2347333455<=

お申込み・　
お問合せ　

　

（税込・送料別途）　

価 格　

全仕事編集部　

山形大学教育学部教授 （1974年　東京アナウンス学院卒）　
　

山 口 常 夫 　

＊参加申込は　
   TOHO会入学式係まで　
＊入場無料　
　

0120-375-099

（ジョーヤマ）　

「語学！語が苦、いや語楽です」　 日     時　

会    場　

式次第　

　

卒業生からのお祝いの言葉を集めたビデオレターの　
コーナーもあります。ぜひ一度足を運んでみませんか？　

　

平成16年4月8日（木）　午後2時～午後4時　
　
東京ベイNKホール　
（JR京葉線舞浜駅よりディズニーリゾート　
ライン乗り換え、「ベイサイド･ステーション」　
下車徒歩1分）　
　
第一部  入学式典　    第二部  記念講演　
　

16年度入学式へのご招待　　16年度入学式へのご招待　　16年度入学式へのご招待　　
平成　
　


