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涼風肌に心地よく、学園の木々の緑は濃く、夏らしさを増して参りました。 

「光葉ワーキングクラブ」の活動は、10 周年を迎えました。これまでの活動に参加して下さった

皆さまに心より感謝申し上げます。9月には、合同ワーキング 10周年イベントとして『ワーキング

秋祭り』、11月には秋桜祭に参加、そして 10周年パーティも計画中です。お友達誘って、是非ご参

加ください。 

 

■大学から講演会のお知らせ 

  学生対象の講座ですが、大学のご厚意で卒業生も聴講できる講座のお知らせです。 

【女性教養講座】  7月8日（水）15時30分開演 

題目：「現代を生きる」 

講師：影山任佐氏（東京工業大学名誉教授、昭和女子大学客員教授、日本犯罪学会理事長） 

申込み方法：往復葉書に住所、氏名、卒年、学科名、電話番号を記入の上、同窓会宛にお申込み下さい。 

【文化研究講座】 

◇7月9日（木）18時15分開演 「ロシア・ナショナル管弦楽団」 

    ※空席あり。電話にて申込みを受付けます。 

◇7月14日（火）18時15分開演 「古典芸能 落語鑑賞会」 

※今現在、学生でほぼ満席の状態です。前日の時点で残席がある場合は、当日の朝 9 時か

ら電話にて当日券の受付を行います。 

  申込み方法：人見記念講堂  電話 ０３－３４１１－５１２０ 

  

■『ワーキング秋祭り』のお知らせ 

開催日時：平成27年9月26日(土) 13：00～15：30  

第一部 13：00～14：00 分科会 

●小学校教職員ワーキングネットワーク 

  講演：「道徳の教科化について」 

  講師：押谷由夫先生 昭和女子大学大学院教授、現代教育研究所所長 

●中学・高等学校教職員ワーキングネットワーク 

講演・ワークショップ「協同的な学び合いによる授業研究」 

講師：後藤文子先生 神奈川県立七里ガ浜高等学校教頭  

●ビジネスワーキングネットワーク 

「図書館クルージングとビブリオバトル」 

参加特典として、昭和女子大学の図書館カードが作れる 

●『食』関連ワーキングネットワーク 

講演：「病院の患者さんへの食事提供の工夫」 

第二部 14：15～15：30  合同で懇親会 (会費1,000円)を開催いたします。 

＊詳細が決定次第、メルマガ7月の号外、8月号でお知らせします。沢山の参加をお待ちしています。 



 光葉ワーキングクラブは、光葉同窓会から「働く私たち」の情報交換を目的として生まれたクラブです。2006年 2月 15

日(水) 東京プレスセンターで人見楷子理事長他 30名の参加で発足式が行われました。 

 ミーティングを重ね、2007年 3 月 29日「光葉ワーキングクラブマガジン」を創刊し、以後毎月配信し、2号から様々

な分野で活躍している同窓生に「ひろげよう光の葉」に登場して頂きました。その方々をご紹介いたします。

号 氏名 卒 卒科 

創  創刊ご挨拶 

2 髙山 康江 ‘97 院機構 

3 浅野奈穂子 ‘95 英米 

4 由田 陽子 ‘66 日文 

5 斎藤 悦子 ‘95 院機構 

6 両角 紀美 ‘80 英文 

7 栗田佐穂子 ‘68 美学 

8 町田 恵美 ‘96 国文 

9 影山 晴実 ‘86 英文 

10 杉山真規子 ‘96 科学 

11 渋江 陽子 ‘93 国文 

12 石川 京子 ‘73 食物 

13 小原 綾子 ‘99 英米 

14 中村 美絵 ‘96 美学 

15 小野れいこ ‘88 科学 

16 吉田 優子 ‘91 日文 

17 田中加奈子 ‘92 科学 

18 浅井久美子 ‘97 日文 

19 佐藤美恵子 ‘84 日文 

20 日髙 雅子 ‘82 国文 

21 西川まゆみ ‘82 日文 

22 豆塚 諭子 ‘96 美学 

23  2008年総集編 

24 加藤由美子 ‘78 科学 

25 佐藤 美子 ‘69 科学 

26 浅川 恵子 ‘65 科学 

27 斎藤由紀子 ‘90 英米 

28 中村 博子 ‘92 英文 

29 岡田 雅子 ‘90 食物 

30 荒井 望 ‘89 科学 

31 松崎 優美 ‘04 生文 

32 吉島 智美 ‘92 美学 

33 大野 文子 ‘90 初教 

34 2009年総集編 

35 磯辺まみか ‘81 国文 

36 北川八重子 ‘84 国文 

37 寺澤 愛子 ‘95 英米 

38 休み   

39 休み   

40 山本 浩子 ‘68 英米 

41 上原 純子 

川西あつ子 

‘83 

‘83 

英米 

英米 

42 豊田 典子 ‘69 食物 

43 大沼 純子 ‘76 国文 

44 前川 祐希 ‘07 初教 

45 休み   

46 小島由紀子 ‘65 英米 

47 東條 禮子 ‘54 被服 

48 松澤 晃子 ‘03 英米 

49   休み   

50 横井千香子 ‘71 英米 

51 柏木 敦子 ‘84 初教 

52 後藤 文子 ‘83 日文 

53 渋谷 恭子 ‘81 日文 

54 磯辺まみか ‘82 国文 

55 守屋 友紀 ‘03 初教 

56 相澤 恵子 ‘89 美学 

57 近石千恵美 ‘84 美学 

58 權  純縣 ‘82 日文 

59 北川 幸子 ‘61 食物 

60 松下 益子 ‘87 初教 

61 佐藤美恵子 ‘84 日文 

62 山下 良枝 ‘72 日文 

63 市橋 映子 ‘71 英米 

64 天野 寛子 ‘63 科学 

65 田中 香織 ‘92 美学 

66 豊田 陽子 ‘96 美学 

67 佐藤 星子 

島原 郁代 

‘01 

‘88 

初教 

生文 

68 辻村 怜子 ‘02 科学 

69 柄澤 紀 ‘01 科学 

70 斉藤 絹子 ‘71 科学 

71 上山 綾子 ‘68 日文 

72 弘瀬 麻耶 ‘84 日文 

73 土橋由希子 ‘98 科学 

74 萩原 純子 ‘85 家政 

75 税所 妙子 ‘57 科学 

76 白神 潤子 ‘80 食物 

77 小口 恵子 ‘82 初教 

78 矢崎ゆり子 ‘68 初教 

79 大矢 トモ ‘66 国文 

80 鷲見 光子 ‘70 食物 

81 竹澤 桂子 ‘77 日文 

82 松山 正子 ‘56 英文 

83 太田 妙子 ‘67 国文 

84 臼田 文子 ‘66 科学 

85 栗本 徳子 ‘70 英文 

86 西澤 法子 ‘92 日文 

87 高田かおり ‘81 科学 

88 上ノ山美奈 ‘82 家政 

89 宇部 由美 ‘82 初教 

90   休み   

91 木村 葉子 ‘90 日文 

92 石坂 優子 ‘09 食物 

93 金平 廣美 ‘75 初教 

94 鍋田 恭子 ‘82 家政 

95 佐々木 泉 ‘81 科学 

96 森川 宏子 ‘60 国文 

97 荘司 桃子 ‘85 食物 

98 西野 真里 ‘84 美学 

99 倉見 令奈 ‘94 生文 

100 内山 京子 ‘54 国文 

 

 



■『広げよう光の葉』 

内山 京子 さん      1954 年   短期大学部国文科卒業 

 

「天地
あめつち

の別れし時ゆ…海月
く ら げ

なす漂へる」の文に、16歳の時に出会って以来今日まで、私の心の守護

神となった。この文は「古事記」の最初の書き出しであり、あまりに有名で多くの人が知っている。

私は何かに感動した時には必ずこの言葉が口を突いて出る。 

 地殻変動で所在収まらず海月のように漂っていたらしい日本列島を夢想している。 

 何億年も前に宇宙にビッグバンが起こり、この地球が誕生したらしい。地球を構成する地殻の材

料の元はどこにあったのだろう。 

 そして宇宙の果てはあるのだろうか！ 

 物理学者は明解に理論づけられるかも知れない。しかし私には、無の世界からなぜ有が出来たか

納得出来ない。万物の生みの親とされる太陽はいつ、どうやって出来たのだろう。 

 原始人間、空を飛ぶ、地上・地中に住む、海・水中にすむものなど、皆この地球から生まれた。

人間の雄は精子を、雌は卵子を体の中に作り、その結合によってのみ子供は生まれる。精子と精子、

卵子と卵子との組み合わせでは、絶対に子は産まれない。また人間の子の性別は男親にある 2種類

の染色体のうちの一つとの組み合わせにより男か女かの違いになる。 

 日本には古来よりいろいろな伝説、説話文学が存在する。記紀神話のイザナギ・イザナミノ命
みこと

、

古事記の因幡
い な ば

素兎、「御伽草子」の浦島太郎、「今昔物語」「万葉・古今・新古今集」「枕草子」「源氏

物語」など、宇宙とその科学を感じさせる作品が実に多い。 

 思えば、暦に構成されている干支の動物たちはどうやって選ばれたのだろう。またどうして 12

年一回りとしたのだろう。はるか古代の文明は「暦、満月、三日月」などを緻密に計算し、後世に

残してくれた。その観察・計算能力のすばらしさ！私はもう降参する。 

 3,11大地震のあとに生まれたＨＮＫの「花は咲く」の歌声に涙を流しながら聞いている。 

（元 三省堂教科書編集部（22歳～63歳）勤務） 

 

                    お知らせ 

昭和女子大学 光葉同窓会主催『アメリカ 東海岸 ボストン・ニューヨーク研修旅行８日間』 

  期間：2015年 9月 4日（金）～9月 11日（金） 

9月 5日（土）には、光葉同窓会メンバーとボストン支部の皆様で、ボストン校に集い交流会を 

  開催します。フランク・シュワルツボストン校学長、アビューザ順子先生、湯浅顕至先生に加え、 

  ボストン校留学中の学生さん達も参加して準備を手伝ってくれています。東京からは金子朝子副学 

  長が同行されます。 

 

   お申込み締切：  7 月 17日（金） 17：00 です。 

   お申込み先： JTB教育第一事業部 坦当 甲山・清山 

          FAX：０３－５９０９－８０４０ 

          TEL：０３－５９０９－８０３４ 



   ☲   2015 年 ７月～９月の運勢   ☳    

 

早くも1年の半分が過ぎ、梅雨が明けますと太陽の輝きが一層力強くなってまいります。皆様い

かがお過ごしでしょうか。 

 

間もなく暑い夏、火の五行が活発になるこの季節は心臓と小腸に負担がかかりやすく、冷房に

よる手足の冷えやむくみの症状も出やすくなります。 

祖の様なときには適度に汗をかいて、赤い色、苦みのある食材をとりますと食養生となり身体

を癒すことができるでしょう。 

未（ひつじ）年は土の五行のエネルギーが強く、豪雨による

土砂災害や地震、土石流にも引き続き注意が必要となりましょ

う。 

 

時々空を見上げて雲の様子を観察し、先人達が残してくれた

古い地名に思いを馳せるのもよいでしょう。路傍の石碑にも意識

を向けてみると、災害から身を守るための偉大な叡智が隠されて

いることに気づくことがあるかもしれません。神社に逃げ込んで災

害から九死に一生を得た話は各地に残っています。 

この夏の運勢をお届けいたします。皆様のお幸せをお祈り申し上げます。 

皆様お健やかにお過ごしくださいますように。 

 

＜ ☯十二支別 2015年 ７～９月の運勢 ＞ 

子 人付き合いで小さい悩み事がありませんか。正直に話すと意外と簡単に解決します。 

丑 忙しさでストレスがたまっているなら郊外で散歩やのんびりする時間を持ちましょう。 

寅 誰かがあなたを待っています。ふと誰かが頭に浮かんだら連絡をしてみましょう。 

卯 外へ出ましょう。五感を研ぎ澄ませて自然の刺激を受けるとエネルギーが蘇えります。 

辰 常に感謝をしていると、いつの間にか困りごとが減ってきたことに気づくでしょう。 

巳 何か新しい事をしてみるのに最適な時期。いつもと違うお店や駅を使うのも良いです。 

午 今まで続けてきたことが一つの実を結びます。よく頑張りましたね。自分に御褒美を。 

未 気が進まないのは止まれのサインです。その間に潜在意識は最善な道を探しています。 

申 笑いましょう。何気なく鏡を見た時に笑顔が映っていれば運気が上昇した証しです。 

酉 重要なことを任されそうです。それはあなたが今まで培ってきた信頼の証しなのです。 

戌 日常の食べ物を見直してみましょう。良い水、新鮮な食べ物は心も直感も強くします。 

亥 人から言われたことにとらわれないようにしましょう。自分の直感が正しいのです。 

 

 


