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TOHOあの先生は今 

●卒業生子女奨学金　 
●卒業生による特別推薦制度 
 

〈受験時に〉 〈入学後に〉 
●卒業生兄弟姉妹奨励金　 
●TOHO会奨学金 
 

尾谷幸憲 

佐久間義彦先生　鎌田敏先生 
 

日本のこころを歌う、うたとベースのエンターテインメント！ 
 

mo・mo・na・shi
桃梨公式サイト 
http://momonashi.ne.nu/ 
 

独自の歌唱法で日本の心を歌い上げる 
「上村美保子（91年卒 放送演技科）」と、 
ベース１本で伴奏を引き受ける 
「JIGEN（頭脳警察・ソウルフラワーユニオン）」の、 
うたとベースだけのエンターテインメント！ 
2005年1月に世界的アコーディオニスト「coba」の 
プロデュースによる1st.アルバム“「あ」の付く言葉” 
を発売。更に、8月にはセルフプロデュースによる 
2nd.マキシシングル“しあわせな明日”を発売して快進撃中 
 
 ◇11月  5日（土）京都 磔磔 
◇11月  6日（日）大阪 ハードレイン 
◇11月11日（金）岐阜 ソウルダイナ 
◇11月13日（日）四日市 ガリバー 
◇11月19日（土）青山 月見ル君想フ 
◇12月10日（土）仙台 なごみ処くも 
◇12月30日（金）水戸 90east 
 （他、続々決定中☆詳しくは公式サイトにて） 

LIVE
 

情報 

映画専門大学院大学 
 

★殺陣をやってみませんか？    
★ストレス解消や健康づくりに！ 
★仲間とのコミュニケーションに！ 
★俳優や殺陣の指導者になりたい方に！ 
 

0120-057-036　http://www.tohoenter.com                 
 

東放エンターテイメントスクールでは「殺陣道」の他にも個性的な講座をそろえて 
皆さんの参加をお待ちしています。もちろんOB特典もあります。詳しくはホームページ、または電話でお問い合わせください。 
 

TEL 06-6292-5731　http://www.toho-osaka.com 
 

入学願書 
受付中！ 
 

Webプロデュース科 
2006年度開設 
 

東放学園専門学校所蔵の卒制作品ライブラリーの中から、ご自分が 
参加した作品をダビングするサービスを開始します。 

昭和50（1975）年～平成17（2005）年までの 
卒制作品リスト、お申し込みは、TOHO会ウェブサイトをご覧下さい 

http://www.tohogakuen.com/ 
 

卒業制作作品 
ダビングサービスを 
始めます！ 

www.fi lmproducer. jp 
 

平成18年4月開学予定（認可申請中） 
 

世界に通用する映画プロデューサー育成 
 
世界に通用する映画プロデューサー育成 
 

大卒でなくても
チャレンジでき

る大学院です。
 

東放エンターテイメントスクール東京校（Tiara）  東放エンターテイメントスクール大阪校 

今日の東京は台風の影響もあり雨模様･･･にもかかわらず 
初参加のフランスからの留学生も含めて14名が 

HOTなレッスンを展開！18歳～57歳まで幅広い年齢層に 
色々な職種、お国柄を飛び越えて竹刀を手に心はひとつ！ 

真剣な掛け声と熱気に台風もどこへやら･･･ 
 

殺陣道 東京校   9月某日  レポート 
 

アーティスト 
トピックス 

編集後記                            　現在ホームカミングデーのスタッフを募集しています！ 学生時代に戻って学園祭を楽しみ 

たい方、ぜひ事務局までご連絡下さい。TEL03-3378-7351（福）　 最近、ネットの中でも卒業生に出会うこと 

がある。様々な活動を通して、「再会の一つ」の機会をTOHO会が作れれば、本当に嬉しい限りである。（なべ） 

 

ホームカミングデー＆ 
学園祭 
 
 
 
 
放芸TOHO会 
 

滝沢忠孝　筥崎　眞由美　永金春充　 
成田　剛　鈴木美之 

www.tate-do.com

PresentsPresents

www.tate-do.com
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91年音技卒 
 

鈴木美之 （新宿区在住） 
 

1：ラジオ番組の制作会社、株式会社ス 
　　ノーバードで総務・経理担当として 
　　働いています。今年で15年目になります。 
　　スタッフは1名を除いて全員が東放学園の卒業生です。 
2：総務や経理の仕事をするようになって、会社や社会の 
　　しくみが良くわかるようになりました。社会保険や厚 
　　生年金、税金のこと、会社の興し方など、とても勉強 
　　になりました。 
3：小さいときから学校が好きじゃなかったので（笑）、学 
　　校にはあまり行っていませんでした。就職活動を始め 
　　て2社目に受けたのが今の会社ですが、東放学園の先 
　　輩が経営していると知ったのは入社してからでした。 
　　偶然ですね。 
4：今の会社とは別に、新しくIT関係の事業を立ち上げて 
　　いるので、今後はそちらも力を入れていきたいと思い 
　　ます。 
 
 

卒
業

生ク
ローズアッ

プ

元気です！ 
TOHO会 
全国各地TOHO会 
会員インタビュー 

全国発 

お宝グッズ 
プレゼント 

同封はがきに「お宝グッズプレゼント希望」と明記し、事務局までお送りください。応募締切：10月31日（月） 
 

質問内容 

このコーナーに登場したい方からのお便りを 
お待ちしています！ 

Q1:「現在のお仕事」について教えてください 
Q2:この仕事をやっていて「良かった」と思う瞬間 
Q3: 学生時代の思い出 
Q4:メッセージを一言 
 

佐久間先生、鎌田先生へのメッセージお待ちしています。宛先：TOHO会事務局　info@tohogakuen.com 
 

ハガキ＆ 
Eメールde 
こんにちは 

（大田区在住） 
 

93年放芸Bクラス卒業アルバムより 

東放学園の教職員や講師の 
先生方の近況を紹介する 

コーナーです 
 

TOHO 
あの先生は今 

★尾谷幸憲さんの著書『すごいぜ！ノストラダムス-恐怖の大王とゆかいな仲間たち』★『J-POP「リパック！」白書- 
歌ってみたらアラ不思議？？』 
 
 

尾谷幸憲 
 

フリーライター 
 92年広告卒 

 

連載開始1ヶ月で200万アクセスを突破！ケータイ小説を執筆中 
 
ラジオの構成作家を経て、フリーライターとして雑誌「週刊プレイボーイ」や「SPA！」などで記事を執筆する尾谷さん。 
「8月からライブドア・モバイルでケータイ小説『LOVE※[♂]』（らぶこめおす）を連載しています。友人の小説家・内 
藤みかがケータイ小説を始めることになって、一緒に執筆することになったんです。ひとつの物語を男性と女性の 
視点から描くコメディで、その男性パートを担当しています。毎日1,200文字ずつ連載するのは、正直キツイです（笑）。 
アクセス数が毎日メールされて来るので、それを反映しながらストーリー展開を考えています。ファンの声が大きな 
ヒントになるので、読者と一緒に作っているという感覚もありますね。この作品をベースにして、いろいろ新しい展 
開も考えています。枠にとらわれない発想が出来るのも、お題をもらって毎日キャッチコピーを書いていた東放時代 
があるからこそ。これからも人の温もりのある面白い作品を、提供していきたいです。旧来のテレビや雑誌といった 
マスメディアから、ケータイやネットへとメディアはどんどん広がっています。まだ試行錯誤中ですが、この流れに 
乗ってみようと思ってます。時代は変わってるっぽいので、何となく、ついて行ってみるかな?という感じです」 
 『LOVE※[♂]』はこちらからどうぞ！　http://novel.m.livedoor.com/（モバイル専用サイト） 
 抽選で2名様 

（岡山市在住） 
 

93年放技卒 
 

93年音芸卒 
 

滝沢忠孝 
75年アナ卒 
 

筥崎　眞由美 
85年音芸卒 
 

永金春充 （広島市在住） 成田　剛 （世田谷区在住） 

1：山陽放送編成制作局アナウンス部、 
　　H17から部長、ラジオパーソナリティー。 
　『繁盛円満！お宝巳の刻らじお』火・水　9：00～10：30、 
　『日産ウィークエンドジョッキー』土14：10～15：00。 
2：アナウンサーの仕事はインタビューに始まってインタ 
　　ビューに終わると言うが、農家のおじいちゃん・おば 
　　あちゃんから大会社の社長、大臣、大女優、売れっ子ス 
　　ターまで･･･誰にでもマイクを向けお話を伺えること。 
3：今から30年前の話、当時はまだ珍しかったダブルス 
　　クール（大学とアナ学）で、授業料を払う為にアルバイ 
　　トに一所懸命でした。だからテニスやスキーとは無縁。 
　　自分の時間と働いて得た金･･･アナウンサーになる為 
　　に元手がかかっているのだ。 
4：山下君、ハツエさん、蓑君･･･クラスメートのみんな順 
　　調に中年してますか？岡山へ来て28年･･･TOHO会か 
　　らの便りは、ややもすれば忘れてしまいそうな“あのこ 
　　ろの情熱”を思い出させてくれます。いつもありがとう！ 
 
 

1：シンガーソングライター杉真理（すぎ 
　　まさみち）のマネジメントスタッフです。 
2：制作にかかわったCDが出来た時や、ライブやイベント 
　　が無事終わり、「いいライブだったね！」という声を聞 
　　いた時。 
3：仲間たちと（今でも交流があります）杉並校舎の１階 
　　ロビーでよく騒いでいたような…。文化祭や運動会、 
　　サークル活動、もちろん授業中やバイトでも、仲間た 
　　ちでワイワイと仲良く楽しく過ごしてました。 
4：今年『伊藤銀次・杉真理』というジョイントライブを 
　　行った時、舞台監督（八木沢清俊／チームアクティブ） 
　　とベーシスト（洞口信也／クレイジーケンバンド）が 
　　同じクラスの人たちでした。懐かしいのとお互いの変 
　　貌（笑）に驚いたり笑ったり。現場でTOHO出身者に 
　　お会いすると年代が違ってもすぐ打ち解けますね。今 
　　後もTOHO生とお仕事をさせて頂く機会があると思 
　　いますので、どうぞよろしくお願いいたします！ 
 
 

1：テレビ番組、企業VP、テレビコマー 
　　シャル、イベント等の大型映像の撮影、 
　　録音、VE業務などを担当しています。 
2：はっきり言って辛い事ばかりですが、スタッフと息が 
　　合ってイメージ通りの作品が仕上がった時や、ドキュ 
　　メントの撮影で、取材対象者の生き方や喜怒哀楽に共 
　　感出来た時。 
3：使い古しの機材に囲まれて実習をした事。昭和の高度 
　　成長期を感じる機材でしたが、古いからこそ技術の基 
　　本を体で学べたと思います。現場にもまだ撮像管カメ 
　　ラがあったので、抵抗なく取材に専念できました。 
4：時代の流れと共に、仕事の流れやターゲットの変化な 
　　ど、以前は想像できなかった事が起きています。刺激 
　　し合って新しいものに興味を持って頑張りましょう！ 
 

1：ゲームビジネスをやってましたが、 
　　とあるきっかけでフリーに。フリーの時 
　　はよろずエンタメ屋。今年の2月、思うと 
　　ころあり会社を設立しました。株式会社タンバリンピ 
　　クチャーズといいます。ＤＶＤをメインとしたメディ 
　　アの企画・制作・プロデュースをやってます。結局は 
　　よろずエンタメ屋の延長だったり…。そろそろ映画や 
　　ります。協力者は随時募集中！ 
2：幸い、お客様の手に届くモノ作りを多くやっているので、 
　　楽しんでもらえたり、笑顔を観られたときでしょうか。 
3：授業の思い出より、今は亡き（？）ストークスタジオで 
　　群がってたことですね。おかげでAppleにはまり、CG 
　　に目覚めましたんで、今に繋がってます。 
4：稲生先生、今度呑んでください。 
 

「あれは平成12年度、東放学園放送専門学校卒業式のことでした。卒業式の前座 
として思い出ビデオ上映会を催しました。私は、電飾をつけてＭＣを担当したの 
ですが、途中から電球が首筋にあたって火傷。後半喋りがいまひとつだったのは 
そのせいです（笑）。涙もろいので卒業式は苦手なんですよね。授業はもちろん、 
イベントや卒制、スキー教室など学生と楽しい思い出があればあるほど、別れが寂 
しいですね。今は、早稲田校舎の東放学園映画専門学校で学生支援部長をしていま 
す。以前より授業数は減りましたが、サッカー部や美研、エプードAMといった部 
活やサークルの面倒もみています。皆さんぜひ学校に遊びに来て下さい。そして 
放芸TOHO会でも再会しましょう！」 
 

忘れられない卒業式 
鎌田敏先生 　　　　　　　　　　　　　ビジュアルコミッション筑後の代表をしていま 

　すが、いよいよ、ロケ誘致に成功。来年ロケ支援です。瀬木直貴氏の作品です。 
 
 
　　　　　　　　　　　　　HDVの活用法を色々とアドバイス致します！又、 
　Avidに関しては、様々な番組を手がけており、オフラインからオンライン 
　迄お手伝い致します！ イメージデジタル　TEL03-5549-2941 
 

　　　　　　　　　　　　　　　ラジオ福島～文化放送～テレビ埼玉のアナウンサーを経て、現在フリー 
　アナとしてNack5でニュースを担当しています。20年めの節目、ママウンサー（？）として頑張ります！ 
 　　　　　　　　　　　　　アナ学卒業後、小さな劇団で活動していましたが、この度「劇団昴」に準劇 
　団員として入団しました。俳優業と裏方の両立が大変ですが楽しくやっております。 
 　　　　　　　　　　　　　　　大道具さんを目指し、演出デザイン科に通っていました。今は昨年秋に 
　就職した会社で、学生の時に学んだことを生かし、仕事をがんばっています。 
 

豪華景品がもらえる恒例のダーツコーナーはもちろん、ちょっと 
ひと休み出来る、ケーキとコーヒーの喫茶コーナーもあります。 
懐かしい校舎で過ごす一日。どなたでもお気軽に、ご家族・お友達 
をお誘い合わせのうえご参加下さい！ 
 

10月29日（土）・30日（日）学園祭　同日開催！  

★開催日：2005年10月29日（土）・30日（日）10:00～16：00 
 

「明宝ビル時代は、今と比べものにならない少ない機材でよくやっていました。当 
時ENG機材がなくて、8ミリフィルムで撮った映像を、スタジオ収録のVTRにイ 
ンサートさせるという難しい作業をしたこともありました。学生と先生が一緒に 
試行錯誤して、卒制はものすごく熱気がありましたね。チームの中で揉まれて、人 
との関わり方や学校との関係を学んだと思います。キツイことも随分言いました 
よ。同じ空気を吸って、同じ時間を過ごした友達や先生に会うのは楽しいし、そ 
れが自分が生きてきた事を確認する場“TOHO会”です。そして、そこから新しい 
出会いも生まれる。過去は新しいのです」続きはブログをご覧下さい！ 
今日もゼッコウチョウ！？―このごろなぜか複雑系日記― 
http://blog.sakuma.tohogakuen.ac.jp/ 
 
 

TOHO会 
アルバム 

「名古屋で2回目のTOHO会。 
　新しい出会いがありました」 
 
 

東海TOHO会（2005.7.16） 
 

田中晴子先生門下生の会（2005.9.2） 
「ボーカルの田中晴子先生を囲んで」 
 

韓国TOHO会（2005.9.3） 
「東放人の夢と思い出の宝島『T0H0会』 
　ファイト!!!」（by.李榮俊） 
 

日　時：2005年11月23日（祝）18時より 
会　場：町内会倶楽部　魚三 
申込み：11月10日（木）までにメールで 
　　　　お申し込み下さい。 
渡辺芳生 nabe@tohogakuen.ac.jp 
 

テニス部ベアーズ 
　20周年記念パーティ　開催！ 

 東放学園テニス部ベアーズでは、 
20周年を迎えるにあたり、 

記念パーティを開きます。ベアーズ 
OB・OGとご家族の皆さまぜひご参加下さい。 

「家族的なあたたかい 
　雰囲気のTOHO会でした」 

鹿児島TOHO会 
（2005.7.30） 
 

初めての韓国！後輩たちの 
暖かい出迎えに感激！皆さ 
ん日本で学び培った力を、 
帰国後大いに発揮し活躍さ 
れています。それは、先輩、 
また会長としても大変嬉し 
いことでした。美味しい料 
理と観光で、韓国を満喫し 
ました。 
TOHO会会長　小河原義一 
 

南大門市場にて 
李 榮俊（95広告卒）さんと 
 

84年放芸Bクラス卒業アルバムより 

佐久間義彦校長先生 
過去は新しく未来は古い！？ 
 

夢源祭 
東放学園映画専門学校 

テーマ：『己でいいのだ』 
 

●渡辺 聡さん 81年広告卒 

●渥美佳代子さん 83年アナ卒 

●小田 悟さん 00年声優卒 

●山越亜由美さん 04年演デ卒 

●村松邦彦さん 76年放芸卒 

★会場：東放学園各校学園祭会場 

11月19日は放芸TOHO会の日です 
 1973（Ｓ48）年から7,000人を超える多彩な卒業生を輩出 

してきた伝統ある“放送芸術科”。「放芸で一度集まってみよう 
よ！」の声のもと、放芸TOHO会が開かれることになりました。 
ぜひご参加下さい！ 
 

開催日　2005年11月19日（土）18時より 
会　場　町内会倶楽部　魚三（うおさん） 
　　　　新宿区西新宿2-6-1　住友三角ビル5Ｆ　TEL03-3344-6968 
会　費　5,000円 
交　通　JR新宿駅徒歩5分 
申込み　同封の出欠はがきで11/10（木）までにお申し込み下さい。 
 
 

ホーム 
カミングデー 
2005 
 

ホーム 
カミングデー 
2005 
 

お帰りなさい！そしてようこそ母校へ 
 

東放学園専門学校 
 
東放学園専門学校 
 電波祭  電波祭  テーマ：祭強宣言！ テーマ：祭強宣言！ 

毎年恒例のお笑いライブには号泣、 
江戸むらさき、オキシジェンをゲス 
トに迎え、今年も大々的に開催いた 
します！校舎を大胆に使用した学生 
による出店はゲーム等の企画が盛り 
沢山。お楽しみ頂けること間違い 
なし！！ 
 

実行委員長の実行委員長の 
福田光さん福田光さん 
実行委員長の 
福田光さん 

夢源祭 
東放学園映画専門学校 

テーマ：『己れでいいのだ』 
 

今年もスペシャルゲストに 
イベントに大盛り上がり間 
違いありません。是非、新生 
映画専門学校の学園祭に足を 
運んで下さい。詳しくはHP 
をご覧ください！！ 
 

テーマ：TOHO MUSIC CARNIVAL 
　　　　～音楽バカ大集合～ 
 

テーマ：TOHO MUSIC CARNIVAL 
　　　　～音楽バカ大集合～ 
 

専門学校東放ミ専門学校東放ミュージックカレッジ 専門学校東放ミュージックカレッジ 

奏音祭 奏音祭 

今年の響友祭はテーマの下、過去・現在・未来を 
表現していく予定です。また学生のライブPAを 
自分たちで行うなど、普段の学習の成果を発表 
するよい機会にもなります。OB・OGの皆様もぜ 
ひ足をお運び下さい。 

響友祭 響友祭 
東放学園音響専門学校 
 
東放学園音響専門学校 
 

テーマ：タイムスリップ 
 
テーマ：タイムスリップ 
 1日目：女装・男装のど自慢コンテスト、声優イ 

ベント、2日目：お笑いイベント（学生編）（ゲスト 
編）ダンスイベントを予定しています。ゲストは 
ペナルティ他･･･。ぜひ皆さん、いろんな愛を見 
つけにいらして下さい。 
 

星誕祭 星誕祭 

専門学校 
東京アナウンス学院 
専門学校 
東京アナウンス学院 

テーマ：「愛」！！ 
 
テーマ：「愛」！！ 
 

放芸ゆかりの先生方も出席頂
く予定です。 

 
 

出展団体多数出展団体多数！飲食店だけでなく飲食店だけでなく、クラブやバークラブやバー 
を出店しを出店していますています。初日にはゲス初日にはゲスト「JACKSON JACKSON 
 vibe vibe」のライのライブ、2日目には学生ライブと音楽盛日目には学生ライブと音楽盛 
り沢山ですり沢山です！ 
 

出展団体多数！飲食店だけでなく、クラブやバー 
を出店しています。初日にはゲスト「JACKSON 
 vibe」のライブ、2日目には学生ライブと音楽盛 
り沢山です！ 
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91年音技卒 
 

鈴木美之 （新宿区在住） 
 

1：ラジオ番組の制作会社、株式会社ス 
　　ノーバードで総務・経理担当として 
　　働いています。今年で15年目になります。 
　　スタッフは1名を除いて全員が東放学園の卒業生です。 
2：総務や経理の仕事をするようになって、会社や社会の 
　　しくみが良くわかるようになりました。社会保険や厚 
　　生年金、税金のこと、会社の興し方など、とても勉強 
　　になりました。 
3：小さいときから学校が好きじゃなかったので（笑）、学 
　　校にはあまり行っていませんでした。就職活動を始め 
　　て2社目に受けたのが今の会社ですが、東放学園の先 
　　輩が経営していると知ったのは入社してからでした。 
　　偶然ですね。 
4：今の会社とは別に、新しくIT関係の事業を立ち上げて 
　　いるので、今後はそちらも力を入れていきたいと思い 
　　ます。 
 
 

卒
業

生ク
ローズアッ
プ

元気です！ 
TOHO会 
全国各地TOHO会 
会員インタビュー 

全国発 

お宝グッズ 
プレゼント 

同封はがきに「お宝グッズプレゼント希望」と明記し、事務局までお送りください。応募締切：10月31日（月） 
 

質問内容 

このコーナーに登場したい方からのお便りを 
お待ちしています！ 

Q1:「現在のお仕事」について教えてください 
Q2:この仕事をやっていて「良かった」と思う瞬間 
Q3: 学生時代の思い出 
Q4:メッセージを一言 
 

佐久間先生、鎌田先生へのメッセージお待ちしています。宛先：TOHO会事務局　info@tohogakuen.com 
 

ハガキ＆ 
Eメールde 
こんにちは 

（大田区在住） 
 

93年放芸Bクラス卒業アルバムより 

東放学園の教職員や講師の 
先生方の近況を紹介する 

コーナーです 
 

TOHO 
あの先生は今 

★尾谷幸憲さんの著書『すごいぜ！ノストラダムス-恐怖の大王とゆかいな仲間たち』★『J-POP「リパック！」白書- 
歌ってみたらアラ不思議？？』 
 
 

尾谷幸憲 
 

フリーライター 
 92年広告卒 

 

連載開始1ヶ月で200万アクセスを突破！ケータイ小説を執筆中 
 
ラジオの構成作家を経て、フリーライターとして雑誌「週刊プレイボーイ」や「SPA！」などで記事を執筆する尾谷さん。 
「8月からライブドア・モバイルでケータイ小説『LOVE※[♂]』（らぶこめおす）を連載しています。友人の小説家・内 
藤みかがケータイ小説を始めることになって、一緒に執筆することになったんです。ひとつの物語を男性と女性の 
視点から描くコメディで、その男性パートを担当しています。毎日1,200文字ずつ連載するのは、正直キツイです（笑）。 
アクセス数が毎日メールされて来るので、それを反映しながらストーリー展開を考えています。ファンの声が大きな 
ヒントになるので、読者と一緒に作っているという感覚もありますね。この作品をベースにして、いろいろ新しい展 
開も考えています。枠にとらわれない発想が出来るのも、お題をもらって毎日キャッチコピーを書いていた東放時代 
があるからこそ。これからも人の温もりのある面白い作品を、提供していきたいです。旧来のテレビや雑誌といった 
マスメディアから、ケータイやネットへとメディアはどんどん広がっています。まだ試行錯誤中ですが、この流れに 
乗ってみようと思ってます。時代は変わってるっぽいので、何となく、ついて行ってみるかな?という感じです」 
 『LOVE※[♂]』はこちらからどうぞ！　http://novel.m.livedoor.com/（モバイル専用サイト） 
 抽選で2名様 

（岡山市在住） 
 

93年放技卒 
 

93年音芸卒 
 

滝沢忠孝 
75年アナ卒 
 

筥崎　眞由美 
85年音芸卒 
 

永金春充 （広島市在住） 成田　剛 （世田谷区在住） 

1：山陽放送編成制作局アナウンス部、 
　　H17から部長、ラジオパーソナリティー。 
　『繁盛円満！お宝巳の刻らじお』火・水　9：00～10：30、 
　『日産ウィークエンドジョッキー』土14：10～15：00。 
2：アナウンサーの仕事はインタビューに始まってインタ 
　　ビューに終わると言うが、農家のおじいちゃん・おば 
　　あちゃんから大会社の社長、大臣、大女優、売れっ子ス 
　　ターまで･･･誰にでもマイクを向けお話を伺えること。 
3：今から30年前の話、当時はまだ珍しかったダブルス 
　　クール（大学とアナ学）で、授業料を払う為にアルバイ 
　　トに一所懸命でした。だからテニスやスキーとは無縁。 
　　自分の時間と働いて得た金･･･アナウンサーになる為 
　　に元手がかかっているのだ。 
4：山下君、ハツエさん、蓑君･･･クラスメートのみんな順 
　　調に中年してますか？岡山へ来て28年･･･TOHO会か 
　　らの便りは、ややもすれば忘れてしまいそうな“あのこ 
　　ろの情熱”を思い出させてくれます。いつもありがとう！ 
 
 

1：シンガーソングライター杉真理（すぎ 
　　まさみち）のマネジメントスタッフです。 
2：制作にかかわったCDが出来た時や、ライブやイベント 
　　が無事終わり、「いいライブだったね！」という声を聞 
　　いた時。 
3：仲間たちと（今でも交流があります）杉並校舎の１階 
　　ロビーでよく騒いでいたような…。文化祭や運動会、 
　　サークル活動、もちろん授業中やバイトでも、仲間た 
　　ちでワイワイと仲良く楽しく過ごしてました。 
4：今年『伊藤銀次・杉真理』というジョイントライブを 
　　行った時、舞台監督（八木沢清俊／チームアクティブ） 
　　とベーシスト（洞口信也／クレイジーケンバンド）が 
　　同じクラスの人たちでした。懐かしいのとお互いの変 
　　貌（笑）に驚いたり笑ったり。現場でTOHO出身者に 
　　お会いすると年代が違ってもすぐ打ち解けますね。今 
　　後もTOHO生とお仕事をさせて頂く機会があると思 
　　いますので、どうぞよろしくお願いいたします！ 
 
 

1：テレビ番組、企業VP、テレビコマー 
　　シャル、イベント等の大型映像の撮影、 
　　録音、VE業務などを担当しています。 
2：はっきり言って辛い事ばかりですが、スタッフと息が 
　　合ってイメージ通りの作品が仕上がった時や、ドキュ 
　　メントの撮影で、取材対象者の生き方や喜怒哀楽に共 
　　感出来た時。 
3：使い古しの機材に囲まれて実習をした事。昭和の高度 
　　成長期を感じる機材でしたが、古いからこそ技術の基 
　　本を体で学べたと思います。現場にもまだ撮像管カメ 
　　ラがあったので、抵抗なく取材に専念できました。 
4：時代の流れと共に、仕事の流れやターゲットの変化な 
　　ど、以前は想像できなかった事が起きています。刺激 
　　し合って新しいものに興味を持って頑張りましょう！ 
 

1：ゲームビジネスをやってましたが、 
　　とあるきっかけでフリーに。フリーの時 
　　はよろずエンタメ屋。今年の2月、思うと 
　　ころあり会社を設立しました。株式会社タンバリンピ 
　　クチャーズといいます。ＤＶＤをメインとしたメディ 
　　アの企画・制作・プロデュースをやってます。結局は 
　　よろずエンタメ屋の延長だったり…。そろそろ映画や 
　　ります。協力者は随時募集中！ 
2：幸い、お客様の手に届くモノ作りを多くやっているので、 
　　楽しんでもらえたり、笑顔を観られたときでしょうか。 
3：授業の思い出より、今は亡き（？）ストークスタジオで 
　　群がってたことですね。おかげでAppleにはまり、CG 
　　に目覚めましたんで、今に繋がってます。 
4：稲生先生、今度呑んでください。 
 

「あれは平成12年度、東放学園放送専門学校卒業式のことでした。卒業式の前座 
として思い出ビデオ上映会を催しました。私は、電飾をつけてＭＣを担当したの 
ですが、途中から電球が首筋にあたって火傷。後半喋りがいまひとつだったのは 
そのせいです（笑）。涙もろいので卒業式は苦手なんですよね。授業はもちろん、 
イベントや卒制、スキー教室など学生と楽しい思い出があればあるほど、別れが寂 
しいですね。今は、早稲田校舎の東放学園映画専門学校で学生支援部長をしていま 
す。以前より授業数は減りましたが、サッカー部や美研、エプードAMといった部 
活やサークルの面倒もみています。皆さんぜひ学校に遊びに来て下さい。そして 
放芸TOHO会でも再会しましょう！」 
 

忘れられない卒業式 
鎌田敏先生 　　　　　　　　　　　　　ビジュアルコミッション筑後の代表をしていま 

　すが、いよいよ、ロケ誘致に成功。来年ロケ支援です。瀬木直貴氏の作品です。 
 
 
　　　　　　　　　　　　　HDVの活用法を色々とアドバイス致します！又、 
　Avidに関しては、様々な番組を手がけており、オフラインからオンライン 
　迄お手伝い致します！ イメージデジタル　TEL03-5549-2941 
 

　　　　　　　　　　　　　　　ラジオ福島～文化放送～テレビ埼玉のアナウンサーを経て、現在フリー 
　アナとしてNack5でニュースを担当しています。20年めの節目、ママウンサー（？）として頑張ります！ 
 　　　　　　　　　　　　　アナ学卒業後、小さな劇団で活動していましたが、この度「劇団昴」に準劇 
　団員として入団しました。俳優業と裏方の両立が大変ですが楽しくやっております。 
 　　　　　　　　　　　　　　　大道具さんを目指し、演出デザイン科に通っていました。今は昨年秋に 
　就職した会社で、学生の時に学んだことを生かし、仕事をがんばっています。 
 

豪華景品がもらえる恒例のダーツコーナーはもちろん、ちょっと 
ひと休み出来る、ケーキとコーヒーの喫茶コーナーもあります。 
懐かしい校舎で過ごす一日。どなたでもお気軽に、ご家族・お友達 
をお誘い合わせのうえご参加下さい！ 
 

10月29日（土）・30日（日）学園祭　同日開催！  

★開催日：2005年10月29日（土）・30日（日）10:00～16：00 
 

「明宝ビル時代は、今と比べものにならない少ない機材でよくやっていました。当 
時ENG機材がなくて、8ミリフィルムで撮った映像を、スタジオ収録のVTRにイ 
ンサートさせるという難しい作業をしたこともありました。学生と先生が一緒に 
試行錯誤して、卒制はものすごく熱気がありましたね。チームの中で揉まれて、人 
との関わり方や学校との関係を学んだと思います。キツイことも随分言いました 
よ。同じ空気を吸って、同じ時間を過ごした友達や先生に会うのは楽しいし、そ 
れが自分が生きてきた事を確認する場“TOHO会”です。そして、そこから新しい 
出会いも生まれる。過去は新しいのです」続きはブログをご覧下さい！ 
今日もゼッコウチョウ！？―このごろなぜか複雑系日記― 
http://blog.sakuma.tohogakuen.ac.jp/ 
 
 

TOHO会 
アルバム 

「名古屋で2回目のTOHO会。 
　新しい出会いがありました」 
 
 

東海TOHO会（2005.7.16） 
 

田中晴子先生門下生の会（2005.9.2） 
「ボーカルの田中晴子先生を囲んで」 
 

韓国TOHO会（2005.9.3） 
「東放人の夢と思い出の宝島『T0H0会』 
　ファイト!!!」（by.李榮俊） 
 

日　時：2005年11月23日（祝）18時より 
会　場：町内会倶楽部　魚三 
申込み：11月10日（木）までにメールで 
　　　　お申し込み下さい。 
渡辺芳生 nabe@tohogakuen.ac.jp 
 

テニス部ベアーズ 
　20周年記念パーティ　開催！ 

 東放学園テニス部ベアーズでは、 
20周年を迎えるにあたり、 

記念パーティを開きます。ベアーズ 
OB・OGとご家族の皆さまぜひご参加下さい。 

「家族的なあたたかい 
　雰囲気のTOHO会でした」 

鹿児島TOHO会 
（2005.7.30） 
 

初めての韓国！後輩たちの 
暖かい出迎えに感激！皆さ 
ん日本で学び培った力を、 
帰国後大いに発揮し活躍さ 
れています。それは、先輩、 
また会長としても大変嬉し 
いことでした。美味しい料 
理と観光で、韓国を満喫し 
ました。 
TOHO会会長　小河原義一 
 

南大門市場にて 
李 榮俊（95広告卒）さんと 
 

84年放芸Bクラス卒業アルバムより 

佐久間義彦校長先生 
過去は新しく未来は古い！？ 
 

夢源祭 
東放学園映画専門学校 

テーマ：『己でいいのだ』 
 

●渡辺 聡さん 81年広告卒 

●渥美佳代子さん 83年アナ卒 

●小田 悟さん 00年声優卒 

●山越亜由美さん 04年演デ卒 

●村松邦彦さん 76年放芸卒 

★会場：東放学園各校学園祭会場 

11月19日は放芸TOHO会の日です 
 1973（Ｓ48）年から7,000人を超える多彩な卒業生を輩出 

してきた伝統ある“放送芸術科”。「放芸で一度集まってみよう 
よ！」の声のもと、放芸TOHO会が開かれることになりました。 
ぜひご参加下さい！ 
 

開催日　2005年11月19日（土）18時より 
会　場　町内会倶楽部　魚三（うおさん） 
　　　　新宿区西新宿2-6-1　住友三角ビル5Ｆ　TEL03-3344-6968 
会　費　5,000円 
交　通　JR新宿駅徒歩5分 
申込み　同封の出欠はがきで11/10（木）までにお申し込み下さい。 
 
 

ホーム 
カミングデー 
2005 
 

ホーム 
カミングデー 
2005 
 

お帰りなさい！そしてようこそ母校へ 
 

東放学園専門学校 
 
東放学園専門学校 
 電波祭  電波祭  テーマ：祭強宣言！ テーマ：祭強宣言！ 

毎年恒例のお笑いライブには号泣、 
江戸むらさき、オキシジェンをゲス 
トに迎え、今年も大々的に開催いた 
します！校舎を大胆に使用した学生 
による出店はゲーム等の企画が盛り 
沢山。お楽しみ頂けること間違い 
なし！！ 
 

実行委員長の実行委員長の 
福田光さん福田光さん 
実行委員長の 
福田光さん 
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違いありません。是非、新生 
映画専門学校の学園祭に足を 
運んで下さい。詳しくはHP 
をご覧ください！！ 
 

テーマ：TOHO MUSIC CARNIVAL 
　　　　～音楽バカ大集合～ 
 

テーマ：TOHO MUSIC CARNIVAL 
　　　　～音楽バカ大集合～ 
 

専門学校東放ミ専門学校東放ミュージックカレッジ 専門学校東放ミュージックカレッジ 

奏音祭 奏音祭 

今年の響友祭はテーマの下、過去・現在・未来を 
表現していく予定です。また学生のライブPAを 
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TOHOあの先生は今 

●卒業生子女奨学金　 
●卒業生による特別推薦制度 
 

〈受験時に〉 〈入学後に〉 
●卒業生兄弟姉妹奨励金　 
●TOHO会奨学金 
 

尾谷幸憲 

佐久間義彦先生　鎌田敏先生 
 

日本のこころを歌う、うたとベースのエンターテインメント！ 
 

mo・mo・na・shi
桃梨公式サイト 
http://momonashi.ne.nu/ 
 

独自の歌唱法で日本の心を歌い上げる 
「上村美保子（91年卒 放送演技科）」と、 
ベース１本で伴奏を引き受ける 
「JIGEN（頭脳警察・ソウルフラワーユニオン）」の、 
うたとベースだけのエンターテインメント！ 
2005年1月に世界的アコーディオニスト「coba」の 
プロデュースによる1st.アルバム“「あ」の付く言葉” 
を発売。更に、8月にはセルフプロデュースによる 
2nd.マキシシングル“しあわせな明日”を発売して快進撃中 
 
 ◇11月  5日（土）京都 磔磔 
◇11月  6日（日）大阪 ハードレイン 
◇11月11日（金）岐阜 ソウルダイナ 
◇11月13日（日）四日市 ガリバー 
◇11月19日（土）青山 月見ル君想フ 
◇12月10日（土）仙台 なごみ処くも 
◇12月30日（金）水戸 90east 
 （他、続々決定中☆詳しくは公式サイトにて） 

LIVE
 

情報 

映画専門大学院大学 
 

★殺陣をやってみませんか？    
★ストレス解消や健康づくりに！ 
★仲間とのコミュニケーションに！ 
★俳優や殺陣の指導者になりたい方に！ 
 

0120-057-036　http://www.tohoenter.com                 
 

東放エンターテイメントスクールでは「殺陣道」の他にも個性的な講座をそろえて 
皆さんの参加をお待ちしています。もちろんOB特典もあります。詳しくはホームページ、または電話でお問い合わせください。 
 

TEL 06-6292-5731　http://www.toho-osaka.com 
 

入学願書 
受付中！ 
 

Webプロデュース科 
2006年度開設 
 

東放学園専門学校所蔵の卒制作品ライブラリーの中から、ご自分が 
参加した作品をダビングするサービスを開始します。 

昭和50（1975）年～平成17（2005）年までの 
卒制作品リスト、お申し込みは、TOHO会ウェブサイトをご覧下さい 

http://www.tohogakuen.com/ 
 

卒業制作作品 
ダビングサービスを 
始めます！ 

www.fi lmproducer. jp 
 

平成18年4月開学予定（認可申請中） 
 

世界に通用する映画プロデューサー育成 
 
世界に通用する映画プロデューサー育成 
 

大卒でなくても
チャレンジでき

る大学院です。
 

東放エンターテイメントスクール東京校（Tiara）  東放エンターテイメントスクール大阪校 

今日の東京は台風の影響もあり雨模様･･･にもかかわらず 
初参加のフランスからの留学生も含めて14名が 

HOTなレッスンを展開！18歳～57歳まで幅広い年齢層に 
色々な職種、お国柄を飛び越えて竹刀を手に心はひとつ！ 

真剣な掛け声と熱気に台風もどこへやら･･･ 
 

殺陣道 東京校   9月某日  レポート 
 

アーティスト 
トピックス 

編集後記                            　現在ホームカミングデーのスタッフを募集しています！ 学生時代に戻って学園祭を楽しみ 

たい方、ぜひ事務局までご連絡下さい。TEL03-3378-7351（福）　 最近、ネットの中でも卒業生に出会うこと 

がある。様々な活動を通して、「再会の一つ」の機会をTOHO会が作れれば、本当に嬉しい限りである。（なべ） 

 

ホームカミングデー＆ 
学園祭 
 
 
 
 
放芸TOHO会 
 

滝沢忠孝　筥崎　眞由美　永金春充　 
成田　剛　鈴木美之 

www.tate-do.com

PresentsPresents

www.tate-do.com
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