【企業での女性活躍の現実】
日本全体をとらえると、今日では企業の従業員の半分弱が女性である。ただ、業種によって女性従業員の比率にはバラ
ツキがある。女性従業員比率が高い業種は、医療・福祉、宿泊・飲食サービス、卸売・小売業、金融・保険業などであり、
反対に、低い業種は、製造業、運輸業、情報通信業、建設業などだ。開示のある個別の大企業を見ると、これまで日本の
産業の中核を担ってきた電機、自動車、鉄鋼などの製造業や通信業では、女性は相変わらず従業員全体の 10％～20％に
とどまっている。一方、百貨店や専門店チェーンなどの小売業では、女性従業員が 50％～70％を占める。
日本では、決定権のあるポストへの女性登用の遅れが指摘されており、企業でも同じことが言える。管理職、役員、企
業トップなどの女性比率は、先進諸国に比べてかなり低い。たとえば、企業の管理職における女性比率は、日本は 12％
で G7 各国のなかでは最も低い（ILO、2018 年）。世界平均は 27％であり、地域別で最も高い米州の 39％とは大きな隔た
りがある。日本の上場会社の役員に占める女性の比率は緩やかに上昇しているが、いまだに 6.2％（2020 年 6 月時点）
。
これも G7 中最下位であり、他国に大きく差をつけられている。日本政府は、社会のあらゆる分野における「指導的地位」
の女性比率を 30％にする目標を掲げてきたが、現実にはこの目標値は遥かに遠い。
個別の大手企業をみても、製造業や通信業の女性管理職の比率は低く、数％にとどまるケースが多い。管理職への適性
や能力以前の問題として、女性従業員そのものが少ないことが理由だ。一方、小売業では女性管理職の比率が高いが、こ
れも女性従業員が多く、それに応じて管理職につく女性も多いからである。
新しい分野の情報サービス業はどうだろう。リクルートホールディングス、ヤフー、楽天は、いずれも比較的新しい企
業で、急成長してきた。こうした会社の女性従業員比率は小売業よりは低いが、製造業よりは高く、新規採用でも女性を
数多く採用している。
この 3 社の女性比率を米国の最先端企業、スマートフォンなどのアップル、情報サービスのグーグル、ネット通販やク
ラウドサービスのアマゾン・ドットコムと比べたのが図表 3 である。日米間の女性比率の格差は、従業員全体ではほとん
どないが、管理職の女性比率で差がつき、役員ではその差が広がっている。
（図表 3）
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【日本企業の低迷と打開】
今日、日本企業のグローバルな存在感が薄れている。たとえば、自動車産業では、トヨタ自動車が販売台数や売上高で
世界トップの一角に君臨し続けているが、次世代自動車の電気自動車（EV）では日本勢は遅れをとり、年間 EV 販売台数
の世界トップ 10 に入る日本メーカーは 1 社もない。半導体では、1980 年代後半に世界シェアの半分を握っていた日本勢
だが、今日ではトップ 10 メーカーランキングにギリギリ 1 社が入るかどうかという凋落ぶりだ。なぜ、日本企業は取り
残されてしまったのだろうか。ひと言で言えば、イノベーションを起こせなかったからだ。新しい技術、新しいシステム、
新しい製品による成長が見えてこないのだ。
こうした環境にあると、企業は保守的、防衛的になりがちだ。日本企業がうまくいかなくなっている背景はいくつか考
えられる。
①「前例がないことはできない」という前例主義。
②「面白そうだから新しいアイディアをとりあえず試そう」とはならない完璧主義や危険回避主義。
③「すべて自社でやるのがよく、外部に依頼するのはよくない」という自前主義や自社過信。
④グローバルな視点に欠ける国内主義。
⑤すべてに秀でることを求める総合点主義。一点豪華主義、一芸入試的なものは認めにくい風土。
したがって、偏っているが突出した能力のある人材にチャンスが巡りにくい。
企業が業務や経営のやり方を刷新するには手間がかかる。そのため、ほとんど変えない方向で力が働きがちだ。しか
し、今こそ従来のスタイルを一気に打破せねばならない。突破口は、多様な人材の活用である。性別、国籍、年齢、職歴
などの異なる人材を集め、議論を重ね、アイディアを募る。具体的には、女性、外国人、高齢者、中途採用者などを取り
込まねばならない。
これを女性の側から見直してみると、仕事をする現場が広がり、さらなる活躍が可能になるという意味でチャンス到来
だ。ときあたかも、デジタル化・IT 化の時代を迎えている。男女間の体力的条件の違いは基本的に意味をなさなくなる。
女性活躍をテコにして企業社会がビジネスにおいて新しいパラダイムを創り出せたなら、日本の社会全体のパラダイ
ムも変わるはずである。

お便り ⑤
丹羽(森)和子 英大 30 柏

津田塾同窓会合唱団ゼンガーフェスト
♪
次回コンサートは
２０２２年１１月３日
紀尾井町ホールで
マチネ開催

家族でビール醸造
三年ほど前、主人の母が開いた学習塾を閉じて小さなレスト
ランのついたビールの醸造所を始めました。柏市での酒造免許
はニッカウヰスキー以来です、との声にドキドキしながら還暦
間近で、第二の人生が始まりました。

♪

そもそもの始まりはハンガリーに留学していた三男が「ビー
ルを造ろうと思うんだ。」と帰国してきたこと。ビールを作
る？？いったい何が起こったかわからない私に、「いいじゃな
いか。飲む人から造る人へ！」アルコール好きの主人は大賛成。
会社員だった次男も巻き込んでの珍道中です。

コロナ禍でも昨年１１月までは、火・土曜 13 時～
15：30（原則月 4 回）の練習を続けましたが、以降は
毎月、練習中止を決断して、会場をキャンセルするこ
とを繰り返しています。団員は、皆と会いたい、歌い
たいと、再開の日を待ちわびています。
これまで隔年開催してきたコンサート、次回は指揮
の金川先生の古希を記念して、先生にご指導いただい
ている女声や混声のグループが、それぞれの演奏や合
同演奏をします。詳細は今しばらくお待ちください。

大きな鍋をかき回し発酵室で酵母の声に耳をかたむける三
男、フーテンの寅さんのごとくイベントに出没しビールを売り
歩き、こよなく愛する地元サッカーチームとのコラボを画策す
る次男。自家製の麦とホップでビールを造りたいと農業にもせ
いをだす主人。金色に実った麦畑で私も麦刈りのお手伝いで
す。

♪
入会希望、お問い合わせは
西田(中村)優子（英大１９回）まで
Tel:０８０－１０９０－５６６７

gracewest@jcom.home.ne.jp

今までとは畑違いのことばかり、バタバタと大忙しでいつに
なったら楽をできるのかしら。などとぼやいてもおりますが、
素敵なお客様との出会いや、学習塾時代の教え子や昔ながらの
お友達にビールのご縁で再会することも。

Angel になり損ねた Venus de Milo!

美味しいものを食べて飲んで、素敵な人たちと出会っておし
ゃべりをして、笑って。ところが、そんなところにこのコロナ。
お店もまだまだしばらくの間お休みです。
でも、せっかく頂いたお休み期間。もっと美味しいビールを
造るために柏ビールは奮闘中。いやなコロナを克服し、「あの
頃は大変だったよね。」と笑えるようにもう少し頑張ってみよ
うと思うのです。

故神谷美恵子先生の夏季集中講座のため帰省前の一夜
英大１９（西寮）１年生は見た。
明けて、朝７時３０分。
津田の真の守護神“門番さん”により元のお姿に。
あれから半世紀以上、津田のヴィーナスは今も静かに
皆様を見守っていらっしゃいます。

母塾 HP（support.tsuda.ac.jp）では、新型コロナ他さまざまな
理由で経済的に困難な学生を支援するための緊急支援を求めて
います。おこころざしは下記大学窓口まで。
〒187-8577 東京都小平市津田町 2-1-1 津田塾大学 経理課

FAX 042-341-2444

E-mail：keirika@tsuda.ac.jp

津田塾大学同窓会の HP(tsuda-jyuku.org)には、
千葉支部はじめ国内外各地の支部活動が紹介されて
います。ぜひご覧下さい。

お便り ⑥
湯川(川名)孝子

（数大 14） 館山

ふるさと館山
生まれ故郷の南房総の館山市に住んでいます。津田塾の卒業生は
館山市内にはおられないようです。館山市の人口も私の高校時代は
６万人程でしたが、今は５万人以下です。県庁所在地の千葉市から
１００km 、東京駅からは高速バス、アクラライン経由で 2 時間で
来られます。
気候は温暖で真冬でもお花畑が満開です。 鋸南町は日本三大水
仙郷のひとつで江戸時代は正月花として水仙は江戸まで出荷され
ていました。春先にはそら豆、初夏の枇杷は長崎に次いで全国２位
の産地です。又、小松寺の紅葉は日本一遅い紅葉として年末まで楽
しめ観光バスもよく訪れます。房総半島の突端で海に面しています
ので、地魚が豊富で、お寿司屋さんも多いです。珍味として鯨のタ
レが有りますが、捕鯨発祥の地もこの辺りです。
歴史上の有名人は、源頼朝・日蓮上人・里見氏でしょう。
頼朝は石橋山の合戦で敗れ、船で房総に逃げ延び、この地で勢力
を拡大して鎌倉幕府を開きました。
日蓮は天津小湊の漁師の家に生まれ、日蓮宗を広めました。今年
の２月１６日には生誕８００年の大法要が誕生寺で催されまし
た。
「南総里見八犬伝」は館山が舞台です。滝沢馬琴は一度もこの地
を訪れませんでしたが、史料を読み２８年かけて１０６冊の大
作を書き上げました。館山城資料館にその原本が収められてい
ます。
館山を治めていたのが戦国大名里見氏です。しかし、徳川幕府の
外様潰しで１０代里見忠義は山陰倉吉に移封され、以降、館山は
幕府直轄の天領になります。温暖な気候と併せ幕府の庇護のも
とで厳しい封建時代を過ごせたことが、房総人の従順でおとな
しい気質を育んだのかもしれません。
館山湾は別名「鏡ケ浦」と呼ばれ、ＳＮＳ映えする海・富士
山・夕日の写真が撮れます。地形はNHK 「ブラタモリ」でも紹介
されましたが、南房総は隆起に依りできた土地で、古い地層には
６０００年前の珊瑚の化石も見られます。
関東大震災でも、海底の土地が隆起しましたが、東京湾の入口
に位置する館山は重要な所だったので、その浅瀬を埋め立て、日
本帝国海軍館山基地(現在、海上自衛隊第２１航空群指令基地）が
造られました。
館山は敗戦の後、日本で唯一、４日間だけアメリカの統治下に
置かれたことは、最近教えて貰いました。
館山は保養地として別荘、移住者も増えてきましたが、コロナ
禍でリモート時代になり、又々、脚光を浴びているこの頃です。
以上、こんなところですが、興味を持たれましたら、又お越し
ください。前回と同じように、主人ともっと詳しくご案内させて
頂きます。

湯川さんご夫妻に感謝
左記湯川孝子さんのご投稿に関連し
て、本間美智子さん（英大 16）の「バス
ツァーを企画して 20 年」の一部をご紹介
します。
「2014 年の 6 月に南房総を訪ねた時に
は、湯川孝子さんのご夫君が大活躍でし
た。 26 名にも及ぶ津田塾同窓生の一行
を迎えると決まったとたん、どこへ案内
して何をメインに話すか、食事処、時間
配分、道順に至るまですべて、Mr.湯川が
下見して考えてくださったよし。マイク
を握ってバスに立ち通しで名ガイドを務
めてくださった Mr.湯川の情熱に魅せら
れて、一同、すっかり南房総ファンにな
ったほどでした。」 （２０２１年２月発行
の「津田ふれあいネットワーク Newsletter 特
別号―２０周年記念－」より）

本間さんはこの２０年間、
「津田ふれあ
い」のバスツァーや国内外の宿泊旅行を
企画してこられました。今はコロナ終息
後の企画を考えておられるとのこと。皆
様も参加なさいませんか。９０歳を超え
る同窓生のご参加例もあります。

「津田ふれあい」へのお誘い
「津田ふれあい」は千駄ヶ谷の同窓会室を
拠点に活動している同窓生の親睦団体です。
発足以来２０年。
総会に当たる春秋の集い（講演と交流）に
は、同窓会室が一杯になります。遠くからの
参加者や、なつかしい先生方のお顔も見えま
す。
その他、日帰りや宿泊旅行、英文読書会、
留学生支援、親睦ゴルフ、ウォーキング、合
唱団「ゼンガーフェスト」
、ご高齢の先輩訪
問やサポート等、有志が思い思いの活動をし
ています。
春秋の集い、英文読書会、親睦ゴルフなど
に参加している千葉支部会員もおられます。
皆様も入会されてはいかがでしょう。
年会費は千円。行事予定や会員の消息など
を知らせる年２回の Newsletter が郵送さ
れ、大学・同窓会・同窓会員による各種行事
(対面、オンライン)のお知らせも随時登録メ
ールに届きます。
それ以外の活動は実費です。春秋の集いの
参加費は１５００円(役員心づくしのお菓子
付き)です。
ほとんどの行事がウィークデイの午後に
行われます。
お問い合わせは

y.n.7272@i.softbank.jp
永沼洋子へ

お便り ⓻
久保(吉田)和子 (英大１７) 市原
初めてのホストファミリーから３０余年
３０年以上前、千葉県市原市に移り住んだ時、我が家
の周りはススキが原、夜は星空にお月様が静かに微笑
み、遠くから蛙の合唱が聞こえてくるところでした。外
国の人など滅多にお目にかかることもないこの地にニ
ュージーランド・パパクラから百名以上の老若男女の
お客様来訪の知らせ。市も困り果て、各中学校にホスト
ファミリー応援依頼。中学生の娘の希望で我が家にや
ってきたのは高校生の女の子で物静かな一人でいるの
が好きと思える子でした。
私は家族と一緒に食事、団欒を楽しんで欲しいがた
めに腕によりをかけて上等の肉料理を用意したので
す。夕食の用意ができるといそいそと「お食事よ。一緒
に食べましょう。
」と声をかけました。３日間ほどはち
ょっと箸をつけるとすぐに自室に戻り、ある日は「お腹
がすいてない。
」と部屋からでてこなかったりでお手上
げ状態でした。何故？今日はたべてくれるかな？と手
を変え品を変えての泣きたい思いがつうじたのか、や
っとみんなと談笑しながら食べてくれるようになりま
した。肉料理は食べない、すごく清潔好き、こちらから
積極的に働きかけないとこちらを向いてくれない、と
わかりかけた頃は別れの時でした。
翌年、パパクラ市から市原市へ招待状がきました。こ
ちらも百名ほどの団体で飛行機に乗り込みました。オ
ークランドの飛行場に無事についたときは、皆で拍手
をしたほどです。最高におしゃれをしハイヒールを履
いた私の脚は腫れあがっていました。swell という単語
をその時初めて覚えたのが懐かしい思い出です。
パパクラでのホストファミリーは我が家にホームス
テイした女の子の家。家族と一緒に出迎えに来ていた
その子の顔には満面の笑み。家についてからも家中を
案内して回り、片時もはなれずの歓迎ぶりでした。庭の
小さなリンゴをもいで食べたり、洗濯機の使い方を説
明してくれたり等など。

楠山栄子 （英大２２） 流山
「流山高齢者安心ネット」
津田塾同窓会千葉支部を立ち上げた者です。千葉支部
が皆さまのおかげでここまで交流が広がったことに対
して深く感謝申し上げます。
同窓会で顔をあわせたことがきっかけで、同窓生がつ
ながり、流山地域の高齢者問題に取り組んでいます。
（団体の名前は流山高齢者安心ネット。その活動は
下記のサイトをご覧下さい。）
https://www.youtube.com/watch?v=JJ-ij-NdqfY&t=1s
平成 23 年から流山市議を務めております。流山市は、
東京のベッドタウンとして昭和３０年～４０年代に東
京に通勤するため引っ越してこられた方が多く、その
方々は今、ほとんどが７０代、８０代、そして９０代に
も。延命治療は要らない？軽度認知症のうちなら予防が
できる？判断能力が低下する前に準備しておくこと
は？等々、高齢者なら誰もがぶつかる問題を専門家や現
場の方々をお呼びして、地域の方々と一緒に勉強してい
ます。他の地域でもこうした活動が広がることを願って
います！

お知らせ
津田塾大学同窓生によるデュオコンサート

♪♪♪
出演： 西出敏子（ソプラノ）
小榑京子（メゾソプラノ）
日時： ２０２２年１月２９日（日）
１４時開演（１３時半開場）
場所： 千葉市生涯学習センターホール
JR千葉駅「中央改札」を降りて、
「千葉公園口」から徒歩8分
JR千葉駅「西改札」を降りて、「北口」から徒歩10分
千葉モノレール「千葉公園駅」から徒歩5分

TEL.043-207-5811(代) FAX.043-207-5812

親戚の人達を呼んでのお食事会の時、彼女の母親が
「あんなに内気な子をよく受け入れて下さり本当に感
謝しています。日本から生き生きと帰国したあの子を
見たときは、ホームステイをどんなに楽しんだかよく
わかりました。主人は NZ 人ですが、私はインド出身な
ので食事の支度も大変だったと思います。今度は絶対
に我が家に泊まってもらう、とすごかったのですよ」
と。
私はそれからずっと「どんな人とも真心で接すれば
何とかなる」を信条に、市原市国際交流協会で動き回っ
ています。 娘もカナダに一年間留学し、ホストファミ
リーと泣いたり笑ったりの生活を経験。それを生かし
て貿易関係の分野で働いています。

♪♪♪

入場無料

大勢の方にお聞き頂きたく、コロナ禍でも練習を重ね
ています。丁度、市原・青葉台にできた個人所有のホー
ルをお借りでき、先生にも来て頂けるという幸運な状況
です。
お誘いあわせの上、ご来場をお待ちしています。
プログラム
オンブラマイフ♪ヘンデル
耳に残るは君の歌声♪ビゼー
さくら横丁♪加藤周一
愛の小径♪プーランク
他、日本歌曲 オペラアリア etc.

西出（英大２１）千葉
小榑（英大２０）市原

お便り ⑧
紫藤(吉井)聡美 (国大１１) 千葉

丸杉(加藤)明子 (国大２) 習志野

コントラクトブリッジをご存じですか？

点訳ボランティア

私は週に１,２回 京葉ブリッジセンターというところで競技会に参加して
います。こんな文章を書くのが本当におこがましい、まだまだ初心者です。

夫の転勤で静岡に住んでいた時、妹に勧められ
て始めたのが点訳ボランティアです。千葉に戻っ
てから日本点字図書館の講習を改めて受講し、今
は点字図書館から依頼された本をパソコンで点訳
しています。
単語の読み方や言葉の切り方などは何年やって
も難しいですが、ひと昔前の点訳は一文字一文字、
点字器で打っていたのですから、それに比べれば、
パソコンを使うことによって随分楽になったと思
います。
もし点訳に興味をお持ちになられたら、日本点
字図書館のホームページをのぞいてみてくださ
い。

コントラクトブリッジが正式名称ですが、単にブリッジとも呼ばれるトラン
プのカードゲームで、国際共通ルールが確立していて世界中どこへ行っても、
初めて会う人とでも楽しむことができます。ゲームといえば今はデジタルゲー
ム全盛ですが、ブリッジの醍醐味は何といっても人間相手であること、テーブ
ルに座った４人が２対２に分かれて戦います。人間相手、しかもペアを組んで
遊ぶということが、ブリッジを頭だけのゲームではない、心の通ったゲームに
しています。
ブリッジを愛してやまない著名人達がその魅力を語っています。

Bridge is the most entertaining
and intelligent card game
the wit of man has so far devised.
- W. Somerset Maugham
☆☆☆
It’s a game you can play at any age.
If you take it up young,
you have fun doing it the rest of your life.
A lot of games don’t have that depth.
This one does.
- Bill Gates
私の場合は子供のころ読んだ豆知識 …１８世紀、イギリスのサンドイッチ
伯爵という人はガードゲームが大好きで寝食を忘れて熱中していた。 それを
心配した使用人が、カードをプレイしながらでも食べられるように具をパンで
挟んだ食べものを作って食べさせた、これがサンドイッチの由来だ…
伯爵がプレイしたゲームがそんなに面白いのなら自分もやってみたいと子
供心に思いました。 今考えるとこれが私とブリッジの出会いでした（もっと
も伯爵がやっていたのはコントラクトブリッジの前身であるホイストという
ゲームだったそうです）
。
ブリッジは周囲を見回すと、海外生活を経験され現地で出会い始められたと
いう方が多いです。 残念ながら私はそうではありません。時は流れに流れて
私が再び本格的にブリッジに出会ったのは、３人の子育てが終わり、さて何か
始めなくては…と思った時。
「勉強して資格試験を目指そうかな」と夫に相談すると、
「好きでもない勉強して（よく知ってる…）
、資格とってどうするの？
これからの人生 楽しくて仕方ないことを探してみたら？」
そう言われて私はブリッジのことを思い出し、京葉ブリッジセンターのブリッ
ジ体験講座に参加しました。
３か月も教えてもらえば覚えられるだろう…と思って始めましたが１０年
近くたった今でも初心者です。 奥が深いということですね。 今でも毎回勉
強させていただいています。 でもおかげさまで、下手でも楽しくて仕方がな
いことが見つかったといえるでしょうか。
ブリッジは基本とてもシンプルなのですが、パートナーと力を合わせなくて
はならないし、５２枚のカードといろいろな要素が複雑に絡み合うので、よく
よく考えて戦わなければなりません。 失敗なんて日常茶飯事、ダメだからこ
そもっとうまくなりたいと思ってしまう、やればやるほどハマってしまうゲー
ムです。私のように未熟な初心者から５０年ものキャリアをもつエキスパート
の方まで魅了するコントラクトブリッジ、あなたもぜひブリッジセンターの入
門講習会へ！

京葉ブリッジセンター
Tel＆Fax:０４７－４２１－３１０３
JR 船橋駅から徒歩３分、京成船橋駅から徒歩４分
E-Mail:keiyou@kmj.biglobe.ne.jp
２０１９年春東京丸の内仲通りにて

HP http://keiyou.mydns.jp

日本点字図書館ホームページ

https://www.nittento.or.jp/
(現在は、点訳ボランティアの新規講習はしていな
いそうです)

木村(川田)真由美

(国大９)

習志野

お茶に魅せられて
大学４年生の 4 月、キャン
パス近くの茶道教室に通い
始めたのが裏千家茶道との
出会いでした。
１５年前に四街道市の自
宅(当時)を稽古場とし、小
人数ながら人様に教え始め
ました。道具を取合せ、部屋
を掃除し、水屋を整え、庭の
花を採り、打ち水をし、とい
う毎回の準備を楽しみなが
ら、稽古に通ってこられる
方々を迎えてきました。
茶道のどこに惹かれるか
は人それぞれでしょう。私
にとっては、心地よい空間
で、親しいお茶仲間と佳い
時を過ごせることが、なに
より大切です。
お茶に少しでも興味をお
持ちの方、体験をご希望の
方がいましたら、どうぞお
気軽にお声をかけて下さ
い。

雲収洞中明

稽古日：第１～第３火曜日（原則月 3 回）
稽古場：四街道市美しが丘 3 丁目

kimurammj@ch.em-net.ne.jp
木村宗真
←総合政策学
部「梅五輪プロ
ジェクト」ご紹
介の画像変換
ソフトで、油絵
風になった小
平校舎正門。

津田塾大学公式 HP 内
PLUM GARDEN
http://pg.tsuda.ac.jp/

『綿・糸・布 房州じんのを読み解く』
あわコットンクラブ著
海の近くの出版社
（２０２１年７月刊）
￥１，９８０（税込）

～コロナ禍にめげない津田の現在～
キャンパスの四季
インクルーシブ教育支援室
自宅で図書館利用－VPN 接続
梅五輪プロジェクト
ライティング・センター
AV ライブラリー
セミナー訪問
etc.
～懐かしい話題～
英作文ぺーパーの歴史
中庭のミロのヴィーナスの謎
小説『八月の梅』の舞台３号館
カレッジ・ソングの歴史
岡島記念チャペル
津田梅子の名言
etc.

南房総市の志村洋子さん(英大１２)は、あわ
コットンクラブで綿花の栽培を体験し、この本
の刊行にも尽力なさいました。現在は千葉県下
の書店、図書館への周知活動に携わっておられ
るそうです。
世界商品である木綿の房州史や「じんの」の
美しさに触れてみませんか。

星野美賀子(英大３、元津田塾大学教授)著
『平和の声―広島の周辺より』
（2001 年、有斐閣学術センター）の、著者自
身による英語版。女学校 2 年、広島近郊での原爆体験や、その後の思いが語ら
れます。
「津田ふれあい｣は山下順子さん(英大１０)を中心に、この本を英語を
母国語とする人々に贈る活動をしています。信山社の HP で日本語と英語の序
文と本文の一部を読むことができます。星野先生は『八月の梅』のアンジェラ
先生とも親交があり、彼女の小説『Butterfly’s Child』は、オペラ蝶々夫人
の女性観を嫌う星野先生が、ピンカートンの汚名を雪ぐ作品を書いては、と話
されたことがきっかけで構想されたそうです。 信山社 2020 \8,800（税込）
渡辺節子

市原・土気及び周辺地区の会員が
和気藹々の会を開いています。

連絡先：mellow3649@gmail.com
大井智子 （英大２５）
皆様も地域のミ二同窓会を
オンライン開催なさっては
いかがですか。

卒業回数早見表

『OUR VOICES FROM HIROSHIMA』

次期千葉支部長からのお願い

2021 年は Zoom 開催

第 1 回 3/8
第 2 回 5/18
第 3 回未定

小平と千駄ヶ谷の
教職員と学生の共作サイト

高価な輸入品だった木綿が、日本各地で生産
され、庶民に身近な素材になったのは江戸時代
以降のことでした。
千葉県にも、江戸後期から大正時代に農家の
副業として盛んだった上総木綿、明治時代に旧
士族の生活を支えた館山唐桟などの歴史があり
ます。
｢房州じんの」は房州（現在の館山、南房総、
鴨川、鋸南町）の暮らしに根ざした木綿で、
「じ
んの」は地元の言葉で「地布」です。

図書のご紹介

房総ミニ同窓会

おすすめサイト

図書のご紹介

（英大１１）

卒業年

1961
1973
1980
1990
2000
2010
2021

英大
１０
２２
２９
３９
４９
５９
７０

数大
９
２１
２８
３８
―
５８
６９

情数

情科

総政

１
８
１８
２８
３８
４９

１
１１
―

１
１２

１

編集後記

市川

現在同窓会千葉支部は日本最大で会員数は１４００人を超えます。会報/連絡
方法も sustainable な時代に相応しく徐々に電子化していきたいと思います。
そこでみなさんのご協力をお願いいたします。
メールアドレスの追加・変更が必要な方は津田塾大学同窓会のウェブサイト
で更新をお願いいたします。

国大

２０２１年は千葉支部設立 11 年、「アンダン
テ」10 号発行の記念すべき年です。
この機会に、１０年前支部を立上げて下さった
東葛地区の役員の皆様に感謝申し上げます。

https://tsuda-jyuku.org/alumnae/change_info/
津田塾大学同窓会千葉支部 会計見通し

（２０２１年８月１日作成）

また、２年毎の役員を引き受けて下さった地区
の皆様にも感謝申し上げます。

2021 年 2 月～202１年９月

科目

今日の千葉支部は、皆様のご苦労と組織力の賜
物です。

支出の部

収入の部
金額（円）

科目

金額（円）
さらなる絆を！

繰越金

¥318,749

会報第１０号作成費 (2021 年９月)

同窓会本部補助金

¥234,350

会報第１０号発送費

利子

¥2

¥553,101

¥134,840

会議・作業費

¥11,000

役員交通・活動費

¥36,000

繰越金
計

¥68,748

¥302,5１3
計

¥553,101
会計：木村真由美

２０２０・２０２１年度役員一同

