
（2019年2月19日更新）
 日付  お名前  声（コメント）

2019年2月15日 株式会社　内田洋行　様

2019年1月31日 股野 眞由美　様
 110周年 おめでとうございます。 卒業生とし
て母校の発展を誇りに思います。

2019年1月4日 三本 明子　様
2019年1月4日 日本電子計算 株式会社　様
2018年12月28日 洲川  尚也  様
2018年12月28日 丸善雄松堂 株式会社　様
2018年12月27日 株式会社 共立メンテナンス　様

2018年12月26日 鈴木 和江　様

 卒業して60年たちます。私は元気です。今は
主人の介護で毎日送っています。役員会にもい
けず申しわけありません。少しですが送らせて
頂きます。

2018年12月20日 ダイダン 株式会社　様
2018年12月19日 斉藤 睦子　様
2018年12月18日 株式会社 オンサー　様
2018年12月17日 株式会社 内田洋行　様
2018年12月15日 眼龍 まどか　様
2018年12月12日 川上 富吉　様

2018年12月11日 岡田 照子　様
 故山下久子氏と同期です。岐阜女子大学名誉
教授、伊勢民俗学会代表

2018年12月10日 岡部 薫　様
2018年12月10日 大妻 通子　様

2018年12月10日
医療法人社団　こころとからだ
の元氣プラザ　様

2018年12月6日 岡野 利昌　様
2018年12月1日 是枝 祥子　様
2018年11月30日 和泉 康成　様
2018年11月30日 中野 広子　様
2018年11月30日 株式会社 日建設計　様
2018年11月30日 ヤマ産業 株式会社　様
2018年11月29日 内藤 まり　様  110周年 おめでとうございます
2018年11月28日 山角 健介　様
2018年11月22日 久保 芳子　様
2018年11月21日 深津 千賀子　様
2018年11月16日 戸田建設 株式会社　様

2018年11月12日 志尾 幸子　様
 けやき会総会楽しくすごさせていただきまし
た。ありがとうございます。

110周年記念事業寄付金のご芳名と声



2018年11月9日 日本印刷 株式会社　様
2018年11月5日 ライオン企画 株式会社　様
2018年10月31日 田村 浩二　様

2018年10月31日 平澤 愛美　様

 市ヶ谷の加賀寮から4年間多摩キャンパスに通
いました。寮では学部問わず沢山の友人が出
来、卒業してから8年経った今でも仲良く連絡
を取り合っています。

2018年10月31日 理想科学工業 株式会社　様
2018年10月29日 津田 一江　様
2018年10月24日 小松 宏子　様
2018年10月24日 愛知 株式会社　様
2018年10月22日 栗原 裕　様
2018年10月17日 大妻同窓会 福岡一同　様
2018年10月12日 渡辺 由佳　様

2018年10月10日
一般財団法人 大妻コタカ記念会
様

2018年10月10日 今関 英子　様
2018年10月3日 屋敷 和子　様
2018年10月1日 藤﨑 治子　様  110周年 おめでとうございます。
2018年9月28日 橋本 多賀子　様
2018年9月28日 牧野 隆一　様
2018年9月28日 株式会社 八洋　様
2018年9月28日 井上 源喜　様  110周年記念事業の盛会を祈念します．
2018年9月28日 佐藤 晴香　様

2018年9月28日 柳下 且美　様
 先生方及び学生支援の皆さまからのきめ細か
なご指導、フォローにいつも感謝しておりま
す。更なる貴学の発展をお祈り申し上げます。

2018年9月28日
株式会社 神鋼環境ソリューショ
ン　様

2018年9月28日
野村不動産パートナーズ 株式会
社　様

2018年9月28日 清水建設 株式会社　様
2018年9月28日 日本システム技術 株式会社　様
2018年9月28日 前田建設工業 株式会社　様
2018年9月28日 株式会社 三井住友銀行　様
2018年9月28日 株式会社 理経　様
2018年9月25日 多田 徹　様
2018年9月25日 中里 トシ子　様

2018年9月25日 小林 登美子　様
 おめでとうございます。私は、昭和30年3月高
等学校、卒業です。82才

2018年9月25日 千羽 喜代子　様  おめでとうございます。



2018年9月21日 株式会社 大妻サポート　様
2018年9月18日 銀泉 株式会社　様
2018年9月18日 橋本 弘子　様
2018年9月13日 横堀 康弘　様
2018年9月12日 大妻同窓会 愛知　様
2018年9月12日 藤井 順輔　様
2018年9月7日 北原 節子　様
2018年9月5日 矢後 文子　様

2018年9月5日
株式会社 サス・スポーツプロダ
クト　様

2018年8月31日 呉 順瑛　様
 大妻学院は設備が充実しており、快適な環境
で教える・学ぶことができるので、いつも感謝
しております。

2018年8月30日 五十嵐 広明　様
2018年8月30日 大妻コタカ記念会 長野支部　様
2018年8月28日 井上 小百合　様
2018年8月27日 小林 史子　様
2018年8月24日 株式会社 九電工　様
2018年8月23日 細川 佳保　様
2018年8月20日 株式会社 日本ドリコム　様
2018年8月10日 野崎 昭弘　様
2018年8月10日 松田 孝江　様
2018年8月9日 安田 治幸　様
2018年8月3日 小林 昌夫　様
2018年8月3日 オーエーリックス株式会社　様
2018年8月3日 上田 榮子　様
2018年8月2日 東明 佐久良　様
2018年8月2日 馬場 優子　様
2018年7月31日 竹内 洋　様

2018年7月31日 荻窪 敦子　様
 創立110周年おめでとうございます 益々の発
展を希望します

2018年7月31日 ***************

 この度は創立110周年誠におめでとうございま
す。 謹んでお祝い申し上げます。娘が健やか
に成長できたのは 本校のご指導によるものと
確信しております。 今後も大妻コタカ先生始
め先輩方が築いてこられた歴史と伝統を礎に更
なるご発展を祈念しております。

2018年7月31日 松島 隆男　様
 110周年おめでとうございます。これからも歴
史ある学院の価値を高めていただけますよう、
お願いいたします。



2018年7月31日 ***************  素敵な110周年になりますように
2018年7月31日 中央印刷事務器 株式会社　様
2018年7月31日 株式会社 はくばく　様
2018年7月31日 株式会社 パリス　様
2018年7月31日 株式会社 三菱地所設計　様
2018年7月20日 齋藤 美加代　様
2018年7月13日 磯村 隆太郎　様
2018年7月13日 有限会社 石間企画事務所　様
2018年7月12日 坂本 京子　様
2018年7月10日 呑山 委佐子　様
2018年7月10日 日本アスペクトコア株式会社

2018年7月9日 三七会　代表渡辺仁子　様
 昭和37年3月家政学部(家政学科)卒業　7月3日
(火)クラス会にて14名の有志の皆様からです

2018年7月4日 吉田 敦子　様
2018年7月2日 株式会社 鍬谷書店　様
2018年6月29日 宮澤 雅子　様

2018年6月26日 高原 洋子　様
 娘がお世話になっております。大妻女子大学
がますます発展します様お祈りしております。

2018年6月20日 島本 敦司　様
2018年6月19日 秋田 千恵子　様
2018年6月19日 東 純一　様
2018年6月19日 大西 恵美　様

2018年6月19日 金谷 喜子　様
 創立200年にむけて堅実な学校経営を期待致し
ます。

2018年6月19日 仲村 誠　様
2018年6月18日 伊藤 康弘　様
2018年6月18日 小木曽 智子　様
2018年6月18日 小林 一男　様
2018年6月14日 髙橋 治代　様
2018年6月12日 伊藤 正広　様  いつもお世話になっております。
2018年6月7日 大妻同窓会 神奈川　様
2018年6月5日 浅野　久子　様
2018年6月5日 大久保　浩明　様
2018年6月5日 株式会社　ソーリツ　様
2018年6月4日 金子　ハルオ　様

2018年5月31日 保坂　未綺　様
 110周年おめでとうございます。 伝統ある学
院の卒業生であることを誇りに思います。これ
からも更なるご発展をお祈り申し上げます。
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