
　同窓生の皆様、いかがお過ごしで

しょうか。昨年の春以降、新型コロナ

ウイルスCOVID-19という目に見えな

い脅威により、それまで当たり前だっ

た日常生活が一変しました。2020年

はこのウイルスに翻弄され、様々な苦

難に直面しましたが、その一方で気付

きの年でもありました。日々の生活が

いかに多くの人々に支えられた有難い

ものであるかを改めて認識したので

す。コロナ禍の困難な状況下で日々働

き、日常生活を支えてくださっている

多くの方々に深く感謝し、周りの人々

がいかに大切な存在であるかに気付き

ました。教育現場の教職員の方々の

ご苦労もいかばかりかと頭が下がる思

いです。晃華学園においても、きめ細

やかな対策がとられ、その内容につい

てご寄稿してくださいましたので、皆

様是非ご一読ください。そして今春、

第56期生147名を新たにお迎えして、

会員総数は7,152名になりましたこと

をご報告させていただきます。

　昨年の緊急事態宣言以降、私ども

同窓会幹事活動の在り方も変わってま

いりました。毎月一回学校で行ってい

た会議を、その時の状況に合わせて

Zoomに切り替えて意見を交わすよう

になりました。このリモート会議を実

施する中で気付いたことは、同窓会活

動は必ずしも一箇所に集まらずとも可

能であるということです。これを機に、

遠方にお住まいの方でもご参加いた

だけるような新たな取り組みも検討中

です。

　現在、同窓会ホームページの同窓生

のページに「えごの木52号」を掲載し

ています。将来のペーパーレス化も見

据え、今回の53号は構成を一新いた

しました。当面は今まで通りに冊子を

お送りいたしますので、同送の入構証

の管理は、期限の切れたものの廃棄

も合わせて慎重にお願いいたします。

また、「えごの木」の感想やその他ご

意見などございましたら、同窓会メー

ルアドレス宛にお寄せください。

　近年の地球環境の変化や気候変動

等をみれば、今後もさらに想像を超え

る災禍に見舞われる可能性はあるで

しょう。今回のコロナ禍で、偏見と分

断が世界中で社会的な問題になりまし

たが、また同時に感謝と協力、そして

改めて絆の大切さを学びました。何事

にも柔軟に対処し、絆を強めて乗り

切っていく力が求められています。こ

れをきっかけに、同窓会活動も新たな

可能性を探ってまいりたいと思います。

今後ともご協力をよろしくお願いいた

します。皆様のご健康と平安を心より

お祈り申し上げます。

■変化に向き合う—今こそ絆を

同窓会会長　外波山　雅子
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2月29日　突然、臨時休校となる

　学園では当初、２月29日から学年末試験開始前までの数

日間の休校を決めていましたが、27日の首相の臨時休校要

請により、急遽春休みまで臨時休校となりました。この時点

で、最大の検討事項は、学年末試験をどうするかでした。学

校にとって生徒の学習活動の成果とその到達度を図るものと

して定期試験は、重要です。しかし、何よりも大切なのは「健

康と命」ということで、初めて「学年末試験」を中止し、別

な形で生徒の１年間の成績を評価することになりました。

　次のテーマは、「高校卒業式」です。６年間の締めくくり

として、どのような形でも行いたいとの先生方の気持ちから、

卒業ミサ・パーティは中止、来賓・在校生の出席なし、保護

者の方の出席も１家庭１人という規制をして挙行されました。 

３月16日、半月ぶりに集まった生徒たちは、当日リハーサル

をしただけでしたが、立派な態度で厳かに行われ、忘れられ

ない卒業式となりました。

　新年度開始は春休み明けを予定していましたが、感染者の

数が増加する中、３月末には入学式・始業式の延期を決定、

４月に予定されていた中１、高１のオリエンテーションは中止。

通知表・身分証明書・教科書・学習課題・新担任の発表など

は、一人ひとりへの郵送で対応しました。７日に緊急事態宣

言が出されると、臨時休校は５月６日まで延長され、学園は

閉鎖、教職員の出勤も原則禁止となり、在宅でteamsを利

用してのやり取りが続きました。その後休校は５月31日まで

延長されることとなり、入学式と始業式は、５月上旬にオン

デマンドで配信され、新学年が始まりました。この期間は、

せっかく決めた事柄を状況に応じて随時変更し対応するな

ど、落ち着きのない不安定な日々を送っていました。

休校期間中の学習について
：ICTを利用した情報発信と学習活動

　晃華学園のICT：2015年度入学生から、Classi（教育用
プラットフォーム）を利用した授業展開を開始。現在、高２
までの全生徒が学校経由で購入したiPadを所有し、授業・
LHR・文化祭など様々な場面での活用が盛んになっている。
これまでの日常的な使用により、生徒にとって使い慣れた
ツールであったため、休校中の学習にも、大きなハードルも
なくスムーズに対応できた。（学校購入のため、様々な教育
用の設定がかかっており、学校iPadに触れている間は、学
習のみに集中できるようにプロファイルが設定されている）

《休校直後～４月》

　① 「Classi」を用い、生徒への連絡・課題配信、アンケー

ト機能を用いたやり取りを行う。

　② 「スタディサプリ」（インターネット講座）の団体利用を

開始。生徒は指定された動画を閲覧し、不足分を補うた

めに、教員が作成した課題や「Classi」のWEBテスト

に取り組む。

　★ この期間、教員はオンライン授業・オンデマンド授業を

展開するための準備を行っていた。

《４月～５月　より深く、確かなつながりを生徒と学校間で

確保する必要が出てくる》

　① 生徒用Office365のアカウントを用意し配付（教職員は

前年度末より使用）→Microsoft Teamsを用いてオンラ

インHR、オンライン授業開始。チャネル機能を活用し、

生徒と教員間での双方向の連絡・課題提出などさまざま

なやり取りを行う。生徒からの発信、生徒同士の意見交

■コロナ禍での中学校高等学校の
 取り組みについて

中学校高等学校事務長　棚橋　伸子

卒業生の皆様　いかがお過ごしですか。 私は定年を機に教員を卒業し、 現在中高事務長として 
違った立場で学校にかかわっています。 今日は、 今まで誰も経験してこなかった2020年2月末から
の日々を晃華学園がどのように過ごしてきたか、その一端をご紹介します。
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換も可能になる。

　② MicrosoftStreamを活用→「オンデマンド授業」を展開

５月末時点で800本以上の動画を登録。

５月25日 緊急事態宣言解除 ６月 学校再開

６月１週目 学年別登校（週１日）
６月 ８日 学年を二分し隔日登校
６月22日 全員一斉登校開始
７月22日 期末試験開始
８月 ５日 １学期終業式
８月24日 2学期始業式
９月14日 部活動再開
10月13日 2学期中間試験
10月29日 体育祭

　６月に入り、ようやく生徒たちの声が学校に戻ってきまし

た。初めは週１回、次に隔日、そして全員一斉登校と、おそ

るおそるの学校再開でした。全員マスク着用、毎朝家庭での

検温と報告カードの提出、スクールバスを利用する小学生と

の棲み分けと乗車人数制限等、コロナ前とは全く違った学校

の風景となりました。ただ、生徒たちは、久しぶりに友人や

先生と会うことができて、とてもうれしそう。元気いっぱいで、

先生たちをホッとさせました。すぐにくっついて話をし、じゃ

れあうので、先生方の、「密にならなーい！」と叫ぶ姿がみら

れました。始業もラッシュに巻き込まれないよう９時15分開

始と遅くし、そのため授業は45分に短縮。これは現在も続

いています。放課後の活動は一切禁止されました。授業は、

休校中のICT利用の授業の上に重ねてゆくような感じで進め

られ、先生方は２か月にわたる休校の遅れを取り戻すのに神

経を使っていました。授業時数確保のため、１学期の終業式

は８月に入ってからと、これも前例のないことでした。毎年

高１が楽しみにしている語学研修も中止となりました。夏休

みも18日間、生徒の登校も禁止されたまま終わりました。

　生徒にとっては、学習以外の部活動、行事も大きな成長の

機会です。先生方は、何をやめて、何を行うかというWITH

コロナの生活を考えていました。まずは、クラブ活動が再開

されました。再開に当たっては、各クラブで感染防止のため

のガイドラインを作成し、それにのっとり活動してゆくことと

しました。三密の回避が難しい合唱コンクールは、残念なが

ら中止することになりました。文化祭は生徒にとって楽しみで

重要な発表の機会でもありますが、例年通りの実施は見送り、

2021年２月に校内だけで実施することになりました。高２

を中心に、オンラインでの配信なども視野に入れて、精力的

に準備に取り組んでいます。前例のない形ですが、きっと生

徒の持つ創造性と行動力で素敵な文化祭となることでしょ

う。若者たちは、いつも前向きです。そして10月に延期になっ

た体育祭は、屋外のアミノバイタルフィールドに会場を移し、

密を避ける工夫をし、保護 者の方の観覧はなし。当日

YouTubeで生配信をして、ご覧いただきました。今年初めて

の行事は高２の生徒を中心にテキパキと運営され、そんな姿

に下級生があこがれて、自分もいつかああなりたいと思い描

くという、毎年見られる光景があり、先生方も行事の力を再

確認しました。

日常の感染予防対策

　◦ 自宅での検温の後、37度５分以上、もしくは風邪症状

のある場合は、登校せず自宅待機とする。

　◦ 自宅で検温した体温を「健康管理カード」に記入し、毎

朝提出する。

　◦ 登校時・在校中は、必ずマスク着用。　

　◦ 生徒玄関に設置したサーマルカメラで登校時の体温測

定。37度以上の場合は、再度保健室で検温する。

　◦ 各教室前に「アルコールの手指消毒器」とマスク設置。

　◦ 休憩時間には、必ず窓を開放し換気する。

　◦ 昼食は各自前を向いて座席で取り、マスクをはずした状

態で会話しない（毎日、放送で呼びかけています）。

　◦ 階段の手すりやドアなどは、用務の方が日中に消毒する。

　◦ 教室清掃時には、机などを消毒する。　

　◦ トイレ清掃は、生徒が行わず用務の方が行う。

　以上、２学期後半までの学校の動きの一端をご紹介しまし

た。並べてみると、コロナ前と全く違った学校生活となって

いることにお気づきかと思います。しかし、生徒たちは柔軟

で明るく、こうした中でも学校生活を楽しんでいます。晃華

学園は元気です。登校してきた生徒たちの嬉しそうな表情を

みると、工夫しながらでも、学校を開けておくことの意味と

大切さを実感する毎日です。現在、外部の方の来校も制限さ

せていただいております。卒業生の皆様にも、何らかの用件

があり、事前にご連絡いただいた方のみ入構を許可させてい

ただいております。何かとご不便をおかけいたしますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。皆様のご健康とご活躍を心

からお祈りしています。

（2020年12月に寄稿していただきました。2021年２月に開催予定でした文化祭はコロナ感染拡大により残念ながら中止となりました。）
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■第55回 晃華同窓会総会 報告
　えごの木 第52号（令和２年４月発行）でお知らせいたしましたとおり、2020年５月30日（土）第55回同窓会総会は新型コ

ロナウイルス感染の収束見通しがたたず中止となりました。遅ればせながら会計報告・活動報告を掲載しましたのでご確

認ください。尚、会則第５章第12条４番「緊急の場合の諸事項の決定は幹事会にゆだねられる。」により、2019年度報告

は幹事会において承認されましたことを、ここにご報告申し上げます。ご質問などがございましたら下記のメールアドレスま

でご連絡をお願いいたします。

koka-egonoki41@kokagakuen.ac.jp

●会計報告
晃華同窓会 収　支　計　算　書

自２０１９年４月１日　　至２０２０年３月３１日

（単位：円）
収　　　　入

科　　　目 ２０１９年度予算 決　　　算 差　　　額 摘　　　要
同窓会入会金 ３,０００,０００ ３,０００,０００ ０ ２０,０００×１５０名
寄付金 １０,０００ １０,０００ ５０周年１０,０００
総会会費 １７,５００ １７,５００ ５００×３５名
預金利息 ４３６ ４３６
収入計 ３,０００,０００ ３,０２７,９３６ ２７,９３６

支　　　　出
科　　　目 ２０１９年度予算 決　　　算 差　　　額 摘　　　要

【事業費】
　総会費 ４００,０００ ２８３,２３１ −１１６,７６９ お礼／懇親会費用
　学園祭費 ４０,０００ ２４,６８４ −１５,３１６
　慰霊祭費 １５,０００ ８,４７９ −６,５２１
【運営費】
　通信費 ５０,０００ ３３,９９０ −１６,０１０ 総会出欠はがき郵送料等
　事務用品費 ５０,０００ ２８,８７９ −２１,１２１ スリッパ用コンテナ含む
　役員交通費 １７０,０００ １１５,８３０ −５４,１７０
　役員会費 １７０,０００ １５８,８３９ −１１,１６１

　慶弔費 １５０,０００ ９１,５００ −５８,５００ 合唱コンクール／卒業祝／森川先生（フラワーカード）・
Sr. 村山（供花）

【広報費】
　会報費（えごの木） １,８００,０００ １,７３１,９７５ −６８,０２５ 印刷代／郵送料（海外発送含む）
　卒業アルバム費 ２２,０００ １９,７１０ −２,２９０ 保管用１冊購入
　広報費 ３０,０００ １０,１５２ −１９,８４８ 新規会員用御絵（パスワード印刷１年分）
【予備費】
　予備費 １０３,０００ ０ −１０３,０００
支出計 ３,０００,０００ ２,５０７,２６９ −４９２,７３１
当期収支差額 ０ ５２０,６６７
前期繰越収支差額 １５,６２８,２９２ １５,６２８,２９２
次期繰越収支差額 １５,６２８,２９２ １６,１４８,９５９

２０１９年度の収支計算書は上記の通りです。	 監査の結果、上記の晃華同窓会２０１９年度収支計算書は
	 適正であることを認めます。
　　　２０２０年６月１０日
晃華同窓会　会長　外波山雅子
　　　　　　会計　三上　美喜
　　　　　　会計　岡山　恵実

２０２０年

会計監査人

月 日
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●2019年度 晃華同窓会　事業報告及び活動報告
2019年4月12日	 ▶ えごの木第51号を発行いたしました。

2019年5月25日	 ▶ 第54回総会を開催いたしました。
総会終了後、23期生 梅本由紀さん、杉山葉子さんのコンサートを行いました。

2019年9月14日、15日	 ▶ 旧職員の会・こぶしの会の先生方と共に中高文化祭に参加いたしました。

2019年11月7日	 ▶ 慰霊祭のお手伝いをいたしました。

2020年2月19日	 ▶ 府中の森芸術劇場で開催された中高合唱コンクールにご招待いただき、出席いたしました。

2020年3月14日	 ▶ 今春卒業の第55期生150名が同窓会会員となる受け入れ式を予定しておりましたが、新型	
コロナウィルス感染拡大のため中止となり、会長よりご挨拶のお手紙を卒業生に配布いたし
ました。（高校卒業式は生徒と保護者のみで実施）

【活動報告】
　幹事活動は、会計、書記、名簿、えごの木、ホームページの担当に分かれ、年間を通して作業しております。また、総会、

文化祭、同期会などの行事に合わせて、月に１回の定例幹事会および、各担当が必要に応じて集まり、個別の作業を行っ

ております。

　同窓会の会員数はこの春で7,000名を超え、私たちの作業内容も変化していっております。

　昨今、個人情報の取り扱いなど、新しい問題への対応も迫られております。我々も十分注意して活動しておりますが、引

き続き皆様のご協力をお願いいたします。

　晃華同窓会ホームページでは、同窓生の方へのお知らせや同窓生
の情報などを掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。
　「同窓会からのお知らせ」には、お知らせ情報の他に同窓会総
会、文化祭、同窓生受け入れ式などの様子や学園からの同窓生への
お願いなどを掲載いたします。また、ご住所の変更、同窓生のページ
用のID、パスワードの請求など、同窓会への連絡書式も新たに掲載
いたしました。
　「同窓生のページ」は、同窓会会員のみがアクセスできるように、
IDとパスワードが設定されておりますので、同期会開催のご案内や会員間の情報交換の場としてもご利用いただけます。
「えごの木」も52号以降はこちらからご覧いただけます。IDとパスワードは50周年記念でお送りした御絵の裏に記載。50
期生以降は卒業時に御絵を配布しておりますが、おわかりにならない方は同窓会までご連絡ください。また、同窓会ホーム
ページへの記事掲載のご希望、住所変更のご連絡等も、同窓会メールアドレスあてにご連絡いただけましたら幸いです。
koka-egonoki41@kokagakuen.ac.jp
　寄稿していただきました記事の掲載は、緊急の場合を除き、毎月第２金曜日の幹事会での確認後となりますので、１ヶ月
以上の余裕をもってくださるようお願いいたします。

https://alumni.kokagakuen.ac.jp/

同窓会

晃華学園中学校高等学校のホームページ https://jhs.kokagakuen.ac.jp から晃華同窓会ページにアクセスされる場合には、
 右上メニューの「卒業生の方へ」から「同窓会」をクリックしてください。
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第56回
同窓会総会のお知らせ

☆開催日が緊急事態宣言の期間に含まれる場合は、会場実施はいたしません。
☆総会出席の方ははがきに必ずメールアドレス（お持ちでない場合は電話番号）をご記入
ください。

新型コロナウイルス感染の状況を鑑み、総会決議を書面の形で行うことといたしました。
同封の返信はがきに今回の総会報告の承認の欄を設けました。ホームページ「同窓会
からのお知らせ」に掲載している会計報告・活動報告・役員改選をご一読の上、総会へ
の出欠にかかわらず皆様ご返送ください。（ホームページ掲載期間４月22日～５月22日）

日　　　時： 2021 年５月22 日（土） 14：00～15：30（13：30 受付開始）

場　　　所： マリアンホール

会　　　費： 無料　茶話会なし
 ※駐車場はございませんので、電車、バスをご利用ください。
 ※同封の連絡はがきの下にある入構証を必ずご持参の上、正門にて警備員に
 　提示してください。
 ※スリッパをご持参ください。
 ※当日はコロナ感染拡大防止にご協力ください。

総会後、13期生の山田玲子さんによる講演会を予定しております。（14：45～15：30）
テーマ：『国際的な視野に立てる女性』─私にとってのツールは食　食は一番身近な外交─
講演会は後日同窓会ホームページからYouTubeにてご覧いただけます。

問合わせ先： 同窓会メールアドレス　koka-egonoki41@kokagakuen.ac.jp

変更の場合は赤でご記入ください。

訂正は赤でご記入ください。

通信欄

はい いいえ

■ 総会出席及び同窓会への連絡

■ 書面決議のお願い

（該当する箇所に○をつけてください。）

１．総会に出席します。
２．登録内容に変更があります。

　　2020年度　総会報告を
　　〔  承認します ・ 承認しません  〕

ご 氏 名

フリガナ

現 住 所

送 付 先

電話番号

所属教会/
洗 礼 名

E-ma i l

在学校名
勤務先名

※連絡先を伝えることに同意しますか。

（
旧
姓
）

（現住所と異な
る住所に送付
希望の場合）

■ 総会出席及び同窓会への連絡

■ 書面決議のお願い

（該当する箇所に○をつけてください。）

１．総会に出席します。
２．登録内容に変更があります。

　　2020年度　総会報告を
　　〔  承認します ・ 承認しません  〕

書面決議のお願い

5月6日必着にてご投函ください。
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■アヴェ・マリア
シスター・藤井　晶子

　新型コロナウイルス感染拡大が国内で確認されて１年になり、卒業生の皆様は
どのようにお過しですか。昨年、私は修道会より３名のシスター方と共にドムスガ
ラシアに派遣され、尼崎の住民として2021年を希望と喜びのうちに迎えました。	
さて、１月10日は汚れなきマリア修道会の創立者メール・アデルの命日を記念し
て、彼女の生活の一面を考えてみました。
「彼女は両親、特に母親から『人々の生活に奉仕すること』を学びました。」とい
う文が目に留まりました。母親はアデルに何を伝えたかったでしょうか。私は次の
ように考えます。
　⃝	人々に物や食べものを与えるだけではなく、一人ひとりに心の温もりを伝える
こと。

　⃝思いやりのある心を伝えること。
　皆様はどのように思われるでしょうか。

防犯上の観点から、同窓生が学園を訪れる際には、入構証が必要です。

『えごの木』に同封の連絡はがきの下にある入構証を各自切り取りの上、ご使用ください。

総会や文化祭時も必要になりますので、お忘れなきようお願い申し上げます。

尚、入構証は毎年発行いたします。今年度の有効期限は、2022年４月30日です。

同窓生の皆様におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願い

申し上げます。

入構証ご使用のお願い

メール・アデル・ド・バッツ・ド・トランケレオン（1789－1828）
　メール・トランケレオンは18世紀後半から19世紀前半にかけてのフランス激動の時代に
あって、キリストへの信仰と人々への奉仕の人生を貫き、1816年、福者ギョーム・ジョセフ・
シャミナード神父（1761−1850）と共に女子修道会「汚れなきマリア修道会」を創立しまし
た。この修道会は、第二次世界大戦後の1949年、教育活動を中心に使徒的活動を行うた
め、日本にももたらされました。この“特別にマリアに捧げられた修道会”が、晃華学園の
設立母体です。メール・トランケレオンは2018年6月10日、教皇フランシスコによって福者と
認められました。

7



令和3年度
世話役のみなさま

　現在、各期に１名、世話役をお願いしております。同窓会
にご協力いただきありがとうございます。

訃 報

退任された教職員（敬称略）

和泉田　健治（前校長　宗教・社会）
市川　学（美術）
栗原　勉（美術）
町田　友子（国語）
吉田　孝則（国語）
末松　紀子（英語）
坂口　孝子（数学）
アマンダ　レイン（英語）
富士野　みゆき（養護）
山仲　彩代（カウンセラー）

令和２年度  役員名

５期　林・ヴァンベメル・まさみさん

53期　瀬尾　茉理さん

つつしんでご冥福をお祈り申し上げます。

編
後
集
記
今号より「えごの木」を横書きに統一いたしました。コロナ禍にあり、皆様のご健康をお祈りして、表紙に正門のマリア様
の写真を掲載いたしました。一日も早く日常生活が戻り、皆様とお会いできる日を楽しみにしております。

01−032 木島　栄子 （田中）

02−075 瀬戸井厚子

03−003 深谷　知子 （藤井）

04−015 笠原　眞理 （森本）

05−012 伊坂　万里

06−037 長田　楽湖 （阿部）

07−002 西口久美子 （荒木）

08−016 井上　幸子 （小池）

09−059 嶋崎ひとみ

10−043 大塚　麻子 （磯部）

11−047 島崎　倫子 （島崎）

12−054 伊藤　優子 （大矢）

13−020 飯沼由美子 （高橋）

14−101 谷口　千恵 （三瓶）

15−117 山田　昌子 （鈴木）

16−047 内野美弥子

17−002 藤木真奈美 （浅井）

18−086 小山田典子 （溝口）

19−099 鹿目　佐保 （金箱）

20−037 御子柴裕子

21−003 丸山　文子 （荒井）

22−091 内川　桂子 （八木）

23−096 中沢　朋江 （吉田）

24−034 松原　由花 （戸田）

25−107 勝　　絵里 （門田）

26−141 齊藤　敦子 （林屋）

27−083 古川恵美子

28−007 石坂　智子 （石山）

会 　 長 外 波 山 雅 子 （13期）
副 会 長 藪 　 　 良 江 （12期）

岡 村 佐 智 子 （17期）
会 　 計 三 上 　 美 喜 （14期）

岡 山 　 恵 実 （21期）
書 記 小 貫 真 勢 乃 （18期）

鈴 木 亜 紀 子 （20期）
幹 　 事 坪 井 　 陽 子 （２期）

堤 　 　 優 子 （14期）
辻 村 　 純 子 （15期）
松 橋 　 豊 子 （16期）
日 野 原 千 恵 子 （23期）

顧 　 問 窪 田 美 奈	 先生
奥 山 紘 子 先生

（令和３年３月現在）

29−066 舟生　千枝 （柴崎）

30−052 宇野　由美

31−049 青木　利恵

32−055 松井有紀子 （衛藤）

33−048 松崎　京子 （有本）

34−048 浅倉真規子

35−017 ライトまりえ （小森）

36−072 三上久美子 （出川）

37−001 青山　加奈

38−011 笠原　麻未

39−089 浅沼　　悠

40−026 高橋　奈々

41−113 小田真奈香

42−001 淺岡紗綾香

43−070 小野めぐ美

44−130 藪　　由香

45−034 溝淵　友里

46−001 赤木　悠香

47−064 星野　礼美

48−017 柿沼　　都

49−003 飯田　真帆

50−053 下仲くるみ

51−034 森谷菜奈子

52−001 秋山　綾花

53−060 畠山　　優

54−054 鈴木　理沙

55−002 新井　麻帆

56−007 内川　真羽

発　行：晃華同窓会　　〒182ー8550　東京都調布市佐須町５ー28ー１　　TEL（042）482ー8952
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