
（2020年3月30日更新）
日付 お名前 声（コメント）
2020年3月26日 市原 有紗 様　
2020年3月26日 関口 尚美 様　
2020年3月5日 ********* 様　 ご発展をお祈りします。
2020年2月28日 仲川 晴佳 様　

2020年2月28日 仲川 佳臣 様　
娘が大妻中野中学校でお世話になり心から感謝してお
ります。

2020年2月28日 仲川 礼子 様　
大切な母校の発展を願いつつ、娘が大妻中野中学校で
過ごせる事を感謝しております。

2020年2月23日 峯村 文子 様　
2020年2月21日 針谷 夏代 様　
2020年1月31日 三澤 健博 様　
2020年1月30日 芝野 久枝 様　
2020年1月23日 清水建設 株式会社 様　
2019年12月30日 栗原 由樹 様　
2019年12月18日 内田 直子 様　
2019年12月18日 髙垣 佐和子 様　
2019年12月4日 井上 美沙子 様　

2019年11月29日 ********* 様　
娘が、大妻学院の素晴らしい環境で学び、大切な時期
を過ごせる事に心から感謝しております。本当にあり
がとうございます。

2019年11月29日 金田 純子 様　
会社員として社会に貢献し、家庭を持ち、子育てに取
り組めたのも、全て大妻で教育を受けたからと思って
います。ありがとうございます。

2019年11月29日 前田建設工業 株式会社 様
2019年11月21日 重吉 博右 様　
2019年11月14日 大澤 清二 様　
2019年11月14日 齋藤 敦子 様　
2019年11月13日 梅野 紀惠子 様　
2019年11月6日 橋本 紘子 様　 母校発展を願いつつ心ばかり送金致します
2019年10月31日 女屋 博昭 様　

2019年10月31日 高野 義則 様　
娘が大学４年間お世話になりました 学業はもとよりバ
スケット部に所属して充実した学生生活を送れたよう
です　有り難うございました

2019年10月31日 守川 文子 様　
ご発展の御様子、嬉しく思います。これからは女性活
躍の時代です。相応しい卒業生を送り出して下さいま
せ。
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2019年10月28日 笠原 禮子 様　
2019年10月28日 佐藤 瑞穂 様　
2019年10月27日 眼龍 まどか 様　
2019年10月21日 株式会社 ウエストゲイト 様
2019年10月18日 小鷹 優子 様　
2019年10月8日 吉田 かつ子 様　
2019年10月7日 橋本 とし子 様　
2019年10月6日 添川 俊章 様　
2019年10月4日 市川 尚子 様　
2019年10月3日 木村 光子 様　
2019年10月2日 野崎 昭弘 様　 年金生活者ですので、少額ですがご容赦下さい。
2019年10月1日 佐藤 知子 様　
2019年9月30日 岩橋 有加 様　
2019年9月30日 岩橋 正樹 様　

2019年9月30日 鈴木 奈穂 様　 大妻女子大学の更なるご発展をお祈り申し上げます！

2019年9月30日 村岡 悟 様　
2019年9月30日 川崎 聿子 様　

2019年9月30日 田中 理恵 様　
平成4年に家政学部被服学科を卒業しました。pindotを
応援しています。

2019年9月30日 松本 桂子 様　

謹啓　創立110周年おめでとうございます。卒業以来
増々日々大妻良馬先生、コタカ先生のご功績ご金言に
学ばせて頂いております。益々のオール大妻の皆々様
のご健康、ご幸福、ご繁栄を願っております。謹白

2019年9月27日 香川 清江 様　
2019年9月26日 矢後 文子 様　
2019年9月19日 河野 光子 様　 母校の発展を祈念します。
2019年9月18日 齋藤 涼子 様　
2019年9月18日 牧野 悟資 様　
2019年9月15日 西澤 盛子 様　
2019年9月13日 中田 善久 様　
2019年9月10日 井上 小百合 様　
2019年9月5日 戸田建設 株式会社 様　
2019年9月3日 石坂 和弘 様　
2019年8月23日 株式会社 九電工 様　
2019年8月8日 山名 章二 様　
2019年8月8日 横堀 康弘 様　
2019年8月7日 井上 源喜 様　 本学の益々の発展を願っております。



2019年8月6日 田阪 光代 様　
2019年8月6日 山下 恭子 様　
2019年7月31日 鈴木 伸東 様　
2019年7月31日 谷林 眞理子 様　

2019年7月31日 仲川 佳臣 様　

今年度大妻中野中学校に入学した娘の保護者です。保
護者自身卒業生でご縁を感じて おります。けやき会を
通じて知り大切な母校の為に微力ながら申し込み致し
ました。  大妻中野中学校の更なる発展を願っておりま
す。

2019年7月31日 野口 兼郎 様　
2019年7月30日 株式会社 ウエストゲイト 様
2019年7月26日 山角 健介 様　
2019年7月17日 アナテック 株式会社 様
2019年7月10日 津田 一江 様　
2019年7月8日 中村 邦子 様　
2019年7月4日 鈴木 勉 様　
2019年6月28日 小池 真由美 様　
2019年6月28日 坪井 正樹 様　
2019年6月28日 波津 博明 様　
2019年6月18日 炭谷 晃男 様　
2019年6月17日 株式会社 大学通信 様　
2019年6月14日 伊藤 正広 様　
2019年6月14日 内藤 まり 様　
2019年6月12日 髙橋 治代 様　

2019年6月12日 東京美瑛会 様　
大妻女子大学と美瑛町の子供達の互恵的発展を希望し
ます。

2019年6月10日 小林 登美子 様　
2019年6月3日 小谷野 理 様　
2019年5月31日 河田 勝之 様　 応援いたします。
2019年5月31日 渡邉 均 様　

2019年5月31日 ********* 様　
自立できるよう、学業に専念することのできる足し
に、少しでもなれば幸いです。

2019年5月29日 加藤 俊吾 様　
2019年5月29日 彦坂 令子 様　
2019年5月27日 浅野 久子 様　
2019年5月27日 高橋 ゆう子 様　

2019年5月27日
 一般社団法人 国際カラーイ
ンテリジェンス協会 様

2019年5月22日 富永 暁子 様　



2019年5月22日 久富 陽子 様　
2019年5月16日 木村 ひとみ 様　
2019年5月16日 平井 郁子 様　
2019年5月13日 古田 雅明 様　
2019年5月10日 倉田 実 様　
2019年5月9日 藤原 壽夫 様　
2019年5月8日 池田 貴子 様　
2019年5月8日 石川 理惠子 様　
2019年4月26日 豊田 喜衛 様　
2019年4月26日 鹿内 栄治 様　
2019年4月16日 有限会社 石間企画事務所 様
※ほか匿名希望24件


	Sheet1

