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OB・OG VOICE  卒業生のことば　　　　〈 宇都宮短期大学附属中学校・高等学校 〉

Apple（シリコンバレー）
シニアプログラムマネージャ

私の学校生活は、将来をよく考えるのに最適
の環境でした。
あの頃の気持ちをそのままに、テクノロジーを
活用して、世界をより住みやすくするような
「物づくり」を続けていきたいと思っています。
後輩の皆さんも世界に羽ばたいてください。

宇都宮短期大学附属中学校

勝野 利恵子

株式会社せんきん
専務取締役

人生の原点は高校時代でした。現在、伝統産
業である日本酒の醸造を行っていますが、全
国へ発信し、全世界と交易するために多くの人
たちとコミュニケーションをとっています。基
礎を築いてくれた先生方や仲間たちに、心か
ら感謝し、今後も邁進してまいります。

普通科 進学コース

薄井 一樹

栃木SC（J2）
ディフェンダー

高校生活3年間により、プロの礎を築くことが
できたと実感しています。「一人は一校を代表
する」生活目標が私を大きく成長させました。
一人のサッカー選手、人間として自覚と責任を
持ち、栃木県を代表する選手になるために決
意をもって邁進しています。 

普通科 応用文理コース

黒﨑 隼人

航空会社勤務

日本の玄関口である羽田空港国内線で勤務し
ています。
高校時代に学んだマナーや立ち居振る舞いが活
き、外国籍の同僚が多い中でも、力を入れていた
英会話が役立っています。夢を叶えることをサ
ポートしてくださった先生方に感謝しています。

生活教養科

中村 葵

株式会社ニッカネ
代表取締役社長

高校時代、まだパソコンの普及も少ない中で情報
や商業を学べたことが、今の仕事の基礎となりま
した。商売の世界にチャレンジしたいという気持ち
が生まれたのです。
これからも感謝の気持ちを大切にして、食品流通を
通じて社会に貢献できるように努めてまいります。

情報商業科

金田 陽介

（株）栃木銀行 鹿沼支店
渉外係

ソフトテニスに青春を捧げた3年間でした。イ
ンターハイ出場を果たし、仲間と共に見た沖
縄の景色は今も忘れません。
現在は、地域のお客様が、事業価値の維持・向
上や安定した資産形成を図れるよう、抱える
課題や悩みの解決をサポートしています。

情報商業科

阿部 一祥

（株）日本ハウスホテル＆リゾート
常務取締役 グループ総料理長

調理科は、同じ夢、同じ道を志す仲間が大勢い
ました。料理の世界に入り、調理科卒業生の活
躍を拝見するたび、誇らしく思うと同時に自分
も頑張ろうと元気を頂いています。「美味しい
料理で幸せになってもらいたい」という、私の
卒業時の目標は変わっておりません。

調理科

相澤 敬一

横浜ロイヤルパークホテル
中国料理 料理長

高校で過ごした3年間は、私にとって料理人の第
一歩であり、料理を作る楽しみを学んだ場です。
現在もその教えを忘れずに、母校の名に恥じぬよ
う中国料理の研鑽に努めています。
後輩の目標を叶える学びの場として、益々の発
展を祈念しております。

調理科

加藤 賢一

歌手・ミュージカル俳優
元劇団四季

大好きな母校が120周年を迎えると伺い、大
変嬉しく誇らしく思います。
卒業して以来いつも、在校生のお手本になれ
るよう精進しています。お世話になった先生
方への感謝と共に、今後も歌い続けたいと思
います。

音楽科

沼尾 みゆき

東京大学文科三類
2年生

高校時代はまさに青春を勉強に捧げたといっ
ても過言ではないと思います。ただし、それは
多くの人が思っているような苦しいものでは
なく、仲間と切磋琢磨し、それぞれの目標に向
かって努力した、充実の3年間でした。今の自
分は、高校時代あってのものです。

普通科 特別選抜コース

宮田 一馬

自治医科大学医学部
５年生

現在、医師になるための研鑽を積んでいると
ころです。思えば私が中高校生の頃からス
マートフォンが本格的に普及。情報化社会の
中、後輩の皆さんも、受験に限らずたくさんの
情報に触れています。玉石混淆の情報の中か
ら、正しい情報を得て活かしていきましょう。

普通科 特別選抜コース

小倉 竜雅

東京藝術大学声楽科
4年生

高校在学中は、学内外で沢山の演奏の機会を
いただきました。大学入学後もその経験に支
えられ、卒業生としての誇りと自信を持って歌
の勉強に励んでいます。これからも音楽の道
に精進し、いつか日本と世界を音楽で繋ぐ歌
手になることが私の夢です。

音楽科 

早川 愛

A.T.カーニー株式会社
経営コンサルタント

学園で過ごした6年間は、私の礎となっています。
「全人教育」という理念のもと、何かに本気で
打ち込める環境は、（時代を超えた）不変的、
（個人を超えた）普遍的な学びをもたらしてく
れました。先生方とクラスの仲間たちに感謝し
ています。

普通科 中高一貫コース

片柳 将彰

石橋総合病院 医局長 麻酔科医長
麻酔科医 スポーツドクター　

6年間を同じ学び舎で過ごし、学問で切磋琢
磨した友は、卒業後も深い絆でつながってい
ます。地域医療に携わりながら、地域の方々に
音楽を届ける活動も行っています。
健康と安全な医療を提供することに邁進して
います。

普通科 中高一貫コース

鶴見 友子

（独） 日本芸術文化振興会
国立演芸場部演芸課企画制作係

国立劇場の演芸場で行われる落語などの主催公
演を企画・制作しています。
高校時代は、先生の手厚いご指導を受けられた
ことはもちろん、意識の高いクラスメイトと、切磋
琢磨しながら大学受験に向かっていけたことが
とても良い経験でした。

普通科 特別選抜コース

金子 慎

東京都 大森赤十字病院 整形外科部長
Jリーグ 横浜FCチームドクター

高校入学時には想像すらしていなかった医学の
道へと進み、今は2つの現場で働いています。
何事も諦めずにチャレンジしてみましょう。
本校の後輩と一緒に仕事ができる日を楽しみ
にしています。

普通科 特進コース

大日方 嘉行

東京ベイ・浦安市川医療センター
医師

早いもので卒業から四半世紀が経ちました。
伝統ある本校を卒業したことは、私の誇り、人
生の糧です。
母校のますますの発展と後輩の方々のご活躍
を心よりお祈り申し上げます。

普通科 特進コース

古川 佳容子

弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所
弁護士／公認不正検査士

企業買収等の戦略法務及び訴訟・危機管理対
応等の臨床法務に従事しています。
高校時代は、自分の考えや想いに大きな影響
を与えてくれた得難い３年間でした。
たかが３年間、されど３年間です。高校生活を
糧に頑張ってまいります。

普通科 特進コース

安部 拓也

tripla株式会社
代表取締役CEO

社会をITの力でより便利にすることを目標に
頑張っています。
高校時代、社会に出る準備をすることが唯一
できることだと考え、夜遅くまで勉強していま
した。先生たちが全力で応援してくれたことが
大切な思い出です。

普通科 特進コース

高橋 和久

医療法人 英心会
理事長

私の在学していた頃は、野球部やサッカー部
はありませんでした。
今では県代表を争うまでになり、文武両道の
学校に成長しています。
私も母校の名に恥じぬよう日々精進して参り
たいと思います。

普通科 特進コース

倉持 太郎

（株）カプコンUSA ブランドマーケティング
ブランドマーケティングマネージャー

日本のゲームを如何にしてファンの手に届ける
か、日々奮闘しております。
自由に探究し伸ばす事が出来る校風のおかげで
「大好きなゲームを仕事にする」、今の自分があり
ます。海外の第一線で、ファンの皆様のために努
力しています。

普通科 特進コース

井上 卓也

下野新聞社
編集局記者

厳しくも温かなご指導のおかげで、高校生活を通
し人生の基礎を築くことができました。
栃木県内で新聞記者として働く今、様々な分野で
活躍する同級生たちと再会する機会があり、か
けがえのないものを得た３年間だったと実感し
ています。

普通科 特進コース

手塚 京治

三井化学（株）
生産技術研究所

高校時代、自分のやりたい事を模索する中で、
授業を通して化学の素晴らしさに気付くこと
が出来ました。
博士課程修了、ドイツ留学を経て現職に就い
ていますが、母校に誇れるよう、これからも精
進していきたいと思っています。

普通科 特進コース

上野 篤史

©TOCHIGI SC

株式会社スタジオソレイユ代表
漫画家

ノートに鉛筆描きの漫画をクラスメイトに見せてい
た頃が、つい先日のように思い出されます。30年以
上の月日が流れ、人と仕事との出会いに恵まれて数
十冊の単行本を出すことができ、作品がテレビドラ
マにもなりました。あの頃の漫画に抱いていた情熱
を忘れないよう、これからも精進してまいります。

宇都宮短期大学附属中学校

藤榮 道彦
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大学の開学以来20年間、大学で教鞭をとって
います。この間、キャンパスは宇都宮に移り、学
部も増設され発展し、社会を取り巻く環境も大
きく変化しました。
今後も須賀学園のさらなる発展を期待すると
ともに、その一翼を担うことができれば幸い
です。

宇都宮共和大学
シティライフ学部 学部長

田部井 信芳
須賀学園創立120周年を迎えますことは、
喜ばしい限りです。
その歴史の20年間、学園に教員として奉職
していることに大いに幸せを感じ、感謝を申
し上げます。
地域の核となる人材の育成に全力で立ち向
かい、学園の更なる発展に努めて参ります。

宇都宮共和大学
子ども生活学部 学部長

河田 隆
1964年設立の高校音楽科に3期生として入
学し、在学中に宇都宮短期大学附属高等学校
と改称されました。
創立者の栄子先生は箏、友正先生は作曲、淳
先生はアコーディオン、英之先生はキーボー
ド。歴代校長のハーモニーに彩られた躍進の
旋律が、聴こえてきます。

宇都宮短期大学
副学長 音楽科学科長

直井 文子
人間福祉学科では、2001年に開設以来、須賀
学園の教育理念のもと、20年間にわたり、
約1,900名の福祉人材を地域に輩出してま
いりました。
永年に亘り地域の教育・文化・福祉に貢献してきた
須賀学園の更なる発展に、私自身も努力して
まいります。

宇都宮短期大学
人間福祉学科 学科長

中川 英子

須賀学園120周年に向けて、県内初の食の専
門職を養成する食物栄養学科の開設に関わ
ることができたことを光栄に思っています。
各専門分野で、心身共に健康でより良い生活
を作ることのできる人材の育成を通して、本学
園が益々発展するよう邁進してまいります。

宇都宮短期大学
食物栄養学科 学科長

百田 裕子
これまでの歴史と伝統を生かし、これからの
時代を切り拓くのに大切な素直さ、粘り強さ、
優しさ、温かさ、思いやりをもった生徒たちを
今後も育てていきたいと思います。
毎日、正門に立って明るく元気な声をかけて
励ましています。

宇都宮短期大学附属高等学校
教頭

萩原 俊和
私学の振興につくされた須賀栄子先生から受
け継いだ教えのもと、常に新たな指針で栃木
県の私学の先頭を歩んでいく本校に勤務して
今年で３６年目。
数多くの卒業生が本校に戻って、教壇に立つ
姿を誇りに思っています。

宇都宮短期大学附属高等学校
教頭

齊藤 浩二
情報商業科を卒業して22年、私の教員生活
は、人間福祉学科からスタートしました。学生
は明るく元気で素直ですので、とても楽しい
思い出ばかりです。
学園の卒業生として、さらなる発展を心からお
祈りしております。

講師（共和大・宇短大）
〈 千葉商科大学 人間社会学部 教授 〉

勅使河原 隆行

本校で充実した高校生活を送り、教員として
戻ることが出来ました。生徒たちの顔を見て、
音楽に溢れていた自らの高校時代を誇りに
思っています。歴史ある須賀学園の伝統を胸
に、生徒たちと音楽を通して豊かな心を育ん
でいきたいと思います。

宇都宮短期大学 音楽科 専任講師
（宇都宮短期大学附属高等学校 兼任講師）

鎌田 亮子
創立120周年という節目を、須賀学園の教員
として迎えることができ光栄に思います。音
楽科で出会った先生や仲間は、私にとってこ
れ以上ない財産です。教員として、卒業生とし
て、音楽文化の向上に貢献できるよう日々精
進してまいります。

宇都宮短期大学附属高等学校
教論

小堺 香菜子
1983年に特進コースの５期生として入学しま
した。当時も生徒数が多く入学式で800名の
同級生に大変驚いたことを覚えています。
それから38年が経ち、教員として本校の発展
と同じ時間を共有できることを意気に感じて
います。

宇都宮短期大学附属中学校
主事

五月女 徳之
先生方や友人と過ごした中高６年間はかけが
えのない時間でした。母校に戻り、夢であった
教員として教壇に立てることを誇りに思いま
す。生徒たちのために何ができるのかを考え、
実践していくことで、母校への恩返しをしてま
いります。

宇都宮短期大学附属高等学校
教論

東城 拓

先生方の熱心なご指導や、気の合う仲間に恵
まれ、充実した学校生活を送っています。
生徒会長として先輩方の功績に恥じぬよう、
また後輩の手本となれるよう、何事にも全力
で取り組み努力しています。

宇都宮短期大学附属中学校
生徒会長 3年2組 

齋藤 大陸
最先端の授業を受けながら、優しい先生方や
友人たちと共に、充実した学校生活を送って
います。現在、未来創造大学のプログラムに参
加し、水処理に関する研究に取り組み、発表で
は審査員特別賞を受賞しました。様々な経験
を将来に役立てていきたいです。

宇都宮短期大学附属中学校
2年1組

鷲足 祐香

歴史と伝統、そして特色豊かなこの学校で創
立120周年という記念すべき年に生徒会長を
務めることができ、たいへん光栄です。
生徒会を通じて多くの人と繋がり、多くの人
に刺激を受け、自分自身を高めることができ
ました。

宇都宮短期大学附属高等学校
生徒会長 普通科 特別選抜コース 3年3組 

阿部 蒼依
学力特待生として「リアルドラゴン桜プロジェク
ト」に参加し、勉強の意義や楽しさを学んでいま
す。素晴らしい友人や先生方に恵まれ、充実した
日々を送っています。
受験においても、悔いのないように一生懸命
に頑張ります。

宇都宮短期大学附属高等学校
普通科 特別選抜コース 2年3組

小関 浩斗

運動部生向けの「アスリートサポート」に参加
し、効率的な学習方法や他の部活動生との交
流を通してコミュニケーションスキルを学び
ました。高校生活の中で、新しい自分像を発見
し、また文武両道を目指す集中力を高められた
と思います。

宇都宮短期大学附属高等学校
普通科 応用文理コース 2年12組

手塚 優奈
入学後、色々な考えの人と出会い、ネイティブ
の先生方のおかげで英語力の向上に努めるこ
とができました。そうして留学する決心がつ
き、１年間留学しました。留学で学んだことを
活かして、色々なことに積極的に挑戦しながら
成長していきたいと思います。

宇都宮短期大学附属高等学校
普通科 特進コース 2年7組

中嶋 菜々美

本校にはたくさんの学科やコースがあり、自分
に合った道を選ぶことができます。一人一人に
合った勉強ができる環境が整っており、わか
らないことがあれば、先生方や周りの友達が
丁寧に教えてくれます。体操部で栃木県の
チャンピオンになり、充実した高校生活です。

宇都宮短期大学附属高等学校
普通科 進学コース 3年11組

安里 透摩
120周年という長い歴史の重みを感じると共
に、毎日明るい学校生活を送っています。普段
の学校生活や部活動の硬式野球を通して培っ
た、仲間とひとつの目標に向かって努力する
経験により、人間として成長することが出来た
と感じています。

宇都宮短期大学附属高等学校
普通科 応用文理コース 3年13組

福田 稔希

TEACHER’S VOICE　教職員のことば STUDENT’S VOICE　在校生のことば

須賀学園卒業生は
学園に戻り、

後輩たちの成長を
支えています。
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PHOTOGRAPH　学園生活 　　　 〈 宇都宮短期大学附属中学校・高等学校 〉

中学・高校合同秋季大運動会

修学旅行（沖縄） リアルドラゴン桜 特別授業

インターンシップ（落合書店PLUS） 合格を祈願して（入試激励会）

男子バスケット（スポーツフェスティバル） １日旅行（東京大学）

ハンガリー大使館との「ON LINE 交流会」

日光大使館別荘サマーフェスト コンサート
（英国・イタリア大使館別荘）

ブリティッシュヒルズ語学研修

美しいハーモニー（合唱コンクール）

オーストラリア海外研修

チアダンス部・野外ステージ（創立118周年記念学校祭）

誓いの言葉 （中学校 入学式）

中庭コンサート

生活教養科ファッションショー（創立115周年記念学校祭） 中学サマーキャンプ（ＴＧＧでの英会話実践研修）金融教育プログラム（東証アローズ）








