
“CYCAS（サイカス）”とは、戦禍にもた
くましく生き抜いた、本校のシンボル的存
在「蘇鉄」の学名による。着実に積み重
ねてきた伝統と、未来に向けて羽ばたく
力強いエネルギーを象徴しています。
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今、関西大倉に求められているもの
国の教育改革が速いスピードで進んでい

ます。大学入試のセンター試験に代わる新
制度が、2021年からスタートしようとしてい
ます。これまでの知識偏重型の入試から、
知識を活用した思考力が問われることにな
ります。それに伴って高校の授業内容が
見直され、また小学校高学年に英語の授
業が導入されることによって、中学の授業
内容にも変化を与えることになります。この

ように上（大学）と下（小学校）に挟まれた中学・高校の教育
内容はここ数年の間に、大きく変わろうとしています。そうした状
況の中で「私立学校の果たす役割は何か？」とその存在意義を
問われると、私学の持つ独自の『教育理念』である、というと
ころに行きつくでしょう。

本校は明治35（1902）年、平賀義美先生創立の「関西商
工学校」と、その5年後、明治40（1907）年創立の大倉喜八
郎翁による「大阪大倉商業学校」が戦後の教育改革を経た後、
昭和23（1948）年に合併してできた学園であり、今年、創立
113年を迎えた関西でも屈指の伝統校です。そして、本校の
建学の精神は「人格、識見を備え、信頼できる人間づくり」で
す。かつての関西商工学校や大阪大倉商業学校時代には、
工業・商業という実学教育を通しての人間教育が行われており、
将来、社会に必要とされる『人間づくり』に主眼を置いた教育
が展開され、しっかりとした職業観・勤労観や、実践的な技術・
技能を持った職業人を輩出してきました。卒業生は、確かな技
術・技能だけでなく、社会人・職業人として求められるルール
やマナーをも身につけ、当時の社会に広く受け入れられました。
私学にとってこの「建学の精神」は学校の礎であり、時代がど
のように移り変わろうとも変えてはならないものです。その「建学
の精神」を、目まぐるしく移り変わる今の社会状況の中において
どのように具現化するのかが今、学校に問われています。

関西大倉学園はここ数年、中・高校合わせて2,000名に上
る生徒数を有しています。そして卒業してゆく生徒は、ほぼ全
員が大学に進学します。彼らの進学を保証することは、今や絶
対条件と言わねばなりません。そして教育の中身もそれに応える
べく、充実させていかねばなりません。加えてこの豊かな自然と
調和のとれた施設の整備を行うことも重要なことです。これには
生徒数の推移など将来を見通した現実的、かつ堅実な計画と
理想像との葛藤があり、その実現には、何よりも学園関係者全
員の知恵と情熱が必要であることは言うまでもありません。

幸い本学園には『全校一致』の伝統があり「自分たちの学
校は自分たちでつくる」という精神が生き続けています。昭和
38年の茨木校舎移転から半世紀以上が経過し、この地での
第2ステージへ向けて動き出す時がやってきたような気がするの
は私だけではないでしょう。学園に集うすべての人々の英知を
結集して新時代に立ち向かいましょう。

学校長
尾崎  正敏
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前号に続いて記憶を辿ってみることにする。

まず墨書について触れなければならないだろう。若い会員や在校生諸君には想像もできない

かもしれないが、日誌と国語は筆書であった。日誌には、毎日職員室前に掲示される「格言」を

写し、その日の出来や感想を筆書で綴るのだが、これがなかなか大変で、苦労したものである。

国語も筆書で、休み時間から硯に墨を擦って準備をするのである。

字の下手な私などは緊張したが、おかげで今でも、会合などで毛筆で記名をしなければなら

ない時でも、あまり苦にならない。当時の世間では、「大倉型の字」とも言われていたそうである。

パソコン書きの賀状の多い中で、墨書のそれは決まって、関倉の友人からのものであるのも嬉

しい限りである。

また校則も大変厳しく、繁華な場所への立ち寄りは固く禁止され、たとえ保護者同伴であっ

ても、映画館に行くことは許されなかった。

先生方も厳格で、軍服姿の方もおられ、鉄拳制裁

など日常茶飯事で、今なら問題だが当時の我々は愛

の鞭として、喜んで受けたものである。今となれば、

優しかった先生より厳しかった先生の方が強く印象

に残っているのは、どうしてだろう。

たった60年前の厳しかった母校、しかしながら今

となっては、懐かしい思い出ばかりがよみがえって

くる。

まだまだ思い出は尽きないが、最後に母校の益々

の発展と同窓生の皆様の健勝を祈って、筆を擱く。

私の関倉時代　記憶を辿って

関西大倉同窓会 会長　橋本　博明

在校生名簿は平成17年以降、保護者・生徒には配布しておりません。また、同窓会も卒業者
名簿を平成15年以降発行していません。今後も発行、配布する予定はございません。
オレオレ詐欺電話などと同様に、会社名・業者名などを名乗る者が本校の名前を出し（「名簿を
見た」「購入した」など）、ご家庭に連絡してくることがあります。このような時には誠に恐縮で
すが、不審な電話を受信されました旨を、学校または同窓会事務局までご一報いただきますよ
うお願いいたします。

学園・同窓会からのお知らせ学園・同窓会からのお知らせ
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地方での一人暮らしに憧れていた私

は、担任の矢野先生に相談しながら、

浪人後、富山大学に進学しました。大

学では法律を専攻しながら、様々なア

ルバイトに取り組んだり、公安職を希

望していたこともあって総合格闘技部に

入って試合に出たり、韓国やオーストラ

リアに留学して留学先でも道場に通って

トレーニングに励んだり、なるべく学生

時代にしかできないことに挑戦していま

した。特に留学は、自分のアイデンティ

ティを考えるとても良いきっかけになり、

今の仕事や生き方にも繋がる人生の大

きなターニングポイントになりました。今

でも毎年夏休みなどの長期休暇の際に

は、何か明確なテーマを考え、一人で行っ

たことのない国や地域を訪問していま

す。

将来は国のために働きたいという念

願が叶い、文部科学省に採用されて今

年で6年目になります。文部科学省は、

教育のイメージが強いと思いますが、ほ

かにもスポーツ、文化、科学技術の3分

野を担当しています。将来の日本を背負

う人材を育てる国の様々な施策に直接

関わることができ、非常にやりがいのあ

る仕事です。今は初等中等教育（主に小・

中・高校）における外国語教育の推進

に主に携わっています。過去の部署で

は、海外からの優秀な留学生の受入れ、

著作権行政、文部科学省の施策の広報

等に加え、直近では「官民協働海外留

学支援制度～トビタテ！留学JAPAN日

本代表プログラム【高校生コース】～」の

立ち上げなど、様々なことに携わってき

ました。このトビタテの高校生コース第

1期派遣留学生壮行会では、下村文部

科学大臣（当時）や株式会社三井住友

銀行の北山禎介取締役会長も出席いた

だき大変盛大な会になりました。

せっかくの機会ですので、誠に僭越

ながら在校生の皆様にメッセージを申し

上げます。皆さんが成人してから、どん

なジャンルで仕事をしていくにせよ、こ

れからの活躍の舞台は世界です。世界

には本当に多様な人々がいます。彼らに

たくさん出会ってほしいです。留学でも

仕事でも何でもいいので、ぜひ志を持っ

て若いうちに一度は日本から飛び立ち、

世界の人 と々出会い、色々な経験を積ん

でそれぞれの「強み」を磨きながら、「夢」

に挑戦してください。夢がまだなくても、

みなさん、はじめまして。

私は21世紀が幕を開けた2001年4

月に、関西大倉高等学校に入学しまし

た。中学のときに始めたソフトテニスに

はまっていた私は、ソフトテニスの名門

校である関西大倉に入学し、顧問の萩

村先生、杉野先生、打明先生に大変お

世話になりながら、毎日練習に明け暮

れていました。私にとって高校生活とい

えばとにかく部活でした。週末になると

OBの方々も多く来てくださり、関西大

倉の伝統を肌に感じていました。

部内でも切磋琢磨しながら、団体戦

では近畿大会に出場し、個人戦では大

阪府でベスト32に入ることもできました。

調子が良い時期もあればそうでない時

期もありましたが、試行錯誤しながら全

国や海外の選手とも練習や試合をやっ

てきた結果として、何事もまずはやって

みるという「挑戦する力」を身に付けまし

た。

本業の学校の勉強はというと、恥ず

かしながら成績は悪く、英語や国語で

はクラスで最低点も取った記憶がありま

す。答案用紙が返ってきたら真っ先に裏

返して見ないことにしていました（笑）。

ただ生きるな、善く生きよ

神田　将司
平成16年卒 ● 文部科学省 国家公務員

夢O B 訪 問
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良い環境が必要で、その環境を作る大

きな要素の一つは礼儀なのです。礼儀

にこだわるソフトボール部の教えのおか

げで、勝負としてもインターハイ出場・

国体出場という夢をかなえることが出

来ました。全力で取り組む環境と精神

力を築いてくださった恩師の永井先生、

吉野先生をはじめとした顧問の先生方

や先輩方には本当に感謝しています。

そしてもう一つ、関西大倉の良さを感

じたのは卒業後の進路を決める過程で

す。私の出身大学は米国カンザス州立

大学です。関西の名門進学校である関

西大倉としては異例の進学先です。京

阪神や関関同立への進学に向けて必死

に指導してくださった先生方からすると、

拍子抜けする進学先であったことでしょ

う。しかし当時の担任の大塚先生や英

語科の豊山先生をはじめとする先生方

は、「英語を使った仕事がしたい」「世界

を股にかける仕事がしたい」という私の

心からの想いをくみ、全力で応援してく

ださったのです。自分が本気になれば、

必ず全力で仲間になってくれる。それが

関西大倉の最大の良さだと思います。

私は現在、読売テレビ報道局で記者

として働いています。現在は3年目です。

初任地として配属された神戸支局では

STAP論文問題・政務活動費問題・凶

悪な殺人事件など、数多くの世界的・

全国的ニュースを担当しました。記者の

仕事は簡単に言うと「何も知らない知識

ゼロから取材（勉強）をはじめ、最終的

には全国の視聴者に向けて取材（勉強）

の成果をニュースという形でお伝えする」

という仕事です。皆さんもテストで良い

点を取ったら、成果を友人や親などに伝

えたくなりますよね？ それとまったく同

じことです。自分が調べたこと、自分に

しか出来ないことを世の中へ発信する。

それが記者の仕事です。現在、私は本

社で災害・気象担当記者として働いて

います。私がこだわっているのは“命を守

私は平成14年に関西大倉中学校に

入学し、中学・高校の6年間を茨木の

学び舎で過ごしました。6年間を思い返

して、関西大倉がどのような学校だっ

たかと問われれば、私は「何事にも全力

で取り組ませてくれる家族のような学校

だった」と答えると思います。私が関西

大倉に対してそう感じる理由は、“6年間

所属したソフトボール部での環境”と“卒

業後の進路を決める過程”にありまし

た。

中学・高校ソフトボール部で一貫し

て教えられたのは「礼儀」です。「人とし

ての礼儀が出来ていなければ、勝負に

勝ったって価値はない」そう口酸っぱく

教えられた記憶があります。その教え

は単に教育としての教えではなく、働く

環境を作る糧にも、生きていく中での

精神的な支えにもなっている教えだと実

感しています。元気に挨拶が出来れば、

その瞬間からお互いが気持ちよく仕事が

出来る。感謝の気持ちを持てば、次に

つながる良い関係を築ける。周囲と良

い関係を築き、自分には仲間がいると

感じられることは精神的な支えにもなる

のです。自分が全力で頑張るためには

夢に向かって全力で、一生懸命に

佐藤　翔平
平成20年卒 ● 読売テレビ放送 報道局記者

のだと思います（笑）。ネットを通じて情

報を得ることは簡単ですが、現地で本

物の人やモノに触れて初めて分

かることは山ほどあります。例

えばその国がもっている独特の

「匂い」とか（笑）。

人生は経験してなんぼ、寄

り道してなんぼです。私もやり

たいことや行きたい場所がた

くさんあります。皆さんも様々

な場所で様々な経験を積んで、

是非豊かな人生を送ってください！今好きなことがあるならそれをやればい

いし、もし好きなことがないならほんの

少し興味が出てきたことをまずは少しか

じってみてください。

もちろんずっと関西に留まることも素

晴らしいことです。しかし、関西を出て

こそ関西の良さが分かるし、さらに日本

やアジアを出てこそ、日本やアジアの良

さが分かり、自分がどういった存在で

何者なのかが見えてきます。おそらくほ

かの星に住めば、地球の良さが分かる

報道局デスクにて
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せん。しかし「自分が頑張れば救える命

がある」「自分にしか出来ない仕事があ

る」という信念を持っていれば、やりが

いを感じながら全力で取り組める仕事だ

と思います。私の夢は「読売テレビを観

てくださっているすべての方の命を救う

報道をする」ことです。災害は起きない

方がいいものなので、ある意味叶わな

い方がいい夢でもあります。しかし災害

が起きた時には、必ずこの夢をかなえた

いと思います。私が今こうして記者とし

て働けているのも、関西大倉での6年

間のおかげです。改めて先生方・先輩

方をはじめとする皆さんに感謝を申し上

げたいと思います。

最後になりますが、在校生の皆さん

に向けてのメッセージです。中学高校の

６年間は必ず皆さんの

宝物になります。それは

仲間と切磋琢磨した時

間も、成績に一喜一憂

した時間も、友人とバカ

をした時間も全てです。

私は決して真面目な生

徒ではなかったと思い

ます。しかし今になって

思い返せば、“何事にも

全力・一生懸命”であっ

たとは思います。関西大倉での３年間、

あるいは６年間。その限られた時間の

使い方は全て自分次第です。一生懸命

になるのも、無駄に過ごすのも自由で

す。しかし、関西大倉での限られた時

間の中で、何事にも全力で取り組むこ

とは今と将来の自分を支える糧になりま

す。真面目ではなかった私が在校生の

皆さんに言えるとするならば、「何事にも

全力で取り組み、一歩踏み出す勇気を

持ってほしい」ということです。夢があ

る人は夢に向かっても全力で。夢が見つ

かっていない人は、夢を見つけることに

も全力で。そうすれば自ずとチャンスは

転がってきます。皆さんの全力で挑戦す

る姿を、そして更なる飛躍を、卒業生の

１人として楽しみにしています。

る報道”です。関西は20年前の阪神・

淡路大震災の被災地です。あの時の教

訓を生かして“一人でも多くの方の命を

救う取り組み”は、テレビ報道にも求め

られていると考えています。皆さんは台

風が接近して危険を感じたらどうします

か？ 大きな地震が起きたらどうします

か？ 恐らくほとんどの方がテレビを観

て情報収集をすると思います。テレビ報

道が“常に現状と対策を発信し続けるこ

と”は、多くの人の命を救うことにつなが

ると私は考えています。災害には直下

型地震、津波を伴う海溝型地震、台風

などによる豪雨災害、火山噴火など様々

な種類がありますが、その中でも着実

に関西に忍び寄っている大規模災害が

あります。それは“南海トラフ巨大地震”

です。国などの想定では、南海トラフ巨

大地震が起きた場合、地震発生から最

短2分で和歌山県串本町に津波が到達

する恐れがあるとされています。そこで

テレビ報道が考えなければならないの

は、「地震発生からたった2分で出来る

こととは何か」「たった2分でどのような

報道をすれば視聴者の命を救えるのか」

ということです。記者という仕事は、社

会に与える影響が極めて大きい仕事で

す。だからこそ手を抜くことは許されま

オレオレ詐欺・還付金詐欺・金融商品詐欺・架空請求詐欺などの「特殊詐欺」事件が続発しており、その手口は年々
巧妙化しています。
警察庁の報告によれば、平成27年度上半期（1月～6月）の「特殊詐欺」の被害総額は約236億5千万円で、
前年同期より12.3％減少しましたが、被害件数は前年比に比べ13.8％増加しています。被害総額が減少し
たのは一件当たりの金額が大きい宅配便やレターパックで送らせる「送付型」の取り締まりが強化されたのが
要因であったとのことです。「特殊詐欺」被害件数は年々増加しており、犯罪者数も前年同期を27.7％上回っ
ています。また、今期の「特殊詐欺」被害件数全体のうち、これまでと同様
に被害者の約8割が65歳以上の高齢者でした。さらに今期の特徴として、
架空請求詐欺が前年同期比で約6割も増加しています。この架空請求詐欺
は有料サイトの利用料名目で現金を要求される手口が最も多く、若者の被
害が目立っているとのことです。
このような「特殊詐欺」被害に遭わないよう、卒業生をはじめ学園関係者の
皆様には、ご自身のみならず、ご親族の方々にもご注意いただくよう、お
伝えください。不審な電話があった場合は、すぐに警察などの関係機関や
学園または同窓会事務局までご連絡ください（TEL：072-643-6321）。

学園関係者の皆様へ「特殊詐欺」に注意！

工場火災の現場にて取材中
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進路指導部より

事務室より

センター試験まで早くも残り100日を切り、高校3年
生は例年通り日々熱心に机にかじりついています。夏
の間に溜まった受験勉強疲れも、文化祭などの学校行
事に全力で取り組むことで気分的に緩和し、毎日遅く
まで教室に残って頑張っている生徒の数が日に日に多
くなってきました。一方、進路指導室の状況はというと、
休み時間ともなると推薦入試で提出する小論文の添削
や面接練習の予約、大学の過去問や模試のコピーな
どで大賑わいとなっており、いつもの事ながら改めて
本校生の進路意識の高さには頭が下がる思いです。10
月末現在では大学合格の朗報はまだほとんど入ってき
ておりませんが、あと1ヶ月もすれば指定校推薦や公
募推薦での合格発表が相次ぎ、生徒たちの笑顔が見
られることと思います。春にも書かせていただきました
が、昨年度の国公立大学合格者実績は過去最高を記
録しました。今年度に関してもこの状況を維持、さら
には上回ることが出来るように生徒たちが満足できる
バックアップをしていきたいと思います。
高校1年生、2年生に関してはキャリア教育の充実

を図るため、1学期後半から2学期にかけてキャリア
意識や適性、学力などを測る統合テストを実施しまし
た。ご存じの方も多いと思いますが、文部科学省は
2020年度よりセンター試験を廃止して“大学入学希望
者学力評価テスト（仮称）”を実施し、学力至上主義の
入試からの変革を図ろうとしています。
これに伴い、現在の学校教育の中では学力だけで
はなく、“知識を利用して問題を解決する力”と“自らを
取り巻く環境に対して実践的に対処する力”を身につけ
ることが求められており、キャリア意識の向上のため
に本校でもテストを実施し、講師の方をお招きして講
演も開きました。すぐ目の前の目標として大学入試があ
り、本校の教員もまずはその入試を突破できるだけの
学力の蓄積がなされるよう尽力していますが、人生に
おいては大学入試がゴールではありません。大学入試
が終わった後のその先を見据えて基礎学力、人間力を
伸ばしていけるよう努力していきますので、今後とも皆
様のご支援、ご協力宜しくお願いします。

大学入試を直前に控えて

 校内整備の現況報告 
  （2015年8月20日現在）

１　夜間照明設備
放課後のクラブ活動が安全に、克つ安心して活動で

きるように、屋外体育設備（第1グランド、第2グラ
ンド、オムニテニスコート、洋弓場、クレイテニスコー
ト）全てに夜間照明設備を設置しました。
照明器具は谷井昭雄前理事長のお力添えがありパナ

ソニック（株）のLED電球を採用しました。LED電球
はランニングコストを低減させるだけではなく受電設
備や配線工事費用の削減にもつながりました。
今回の工事にあわせて第一グランド、第二グランド
ネットの更新工事や、野球場バックネット裏の整備も
行いました。
2学期になり日暮れが早くなる中、明るい照明の下
クラブ活動時間が十分に確保でき生徒たちの活躍が期
待できます。

駿台予備校の講師の先生による講演 面接練習の様子
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保健室より

学校内外での怪我や心身の体調不良から毎年、中
高合わせて年間延べ約5,000人の生徒が保健室を利
用します。
平成27年の1学期4 ～ 6月と2学期9月の保健室

の利用者の実人数と来室理由を下のグラフに表しま
した。
グラフから分かるように、今年の6月は特に多く

の生徒の来室があり、来室者数は合計で延べ1,000
人、利用者の実人数でも508人であり、全校生徒の
約4人に1人が利用しているということが統計から
明らかとなっています。経年的な傾向としても、ど
の月も去年より1割近く利用者数が増えている状況
です。
来室理由としては頭痛、腹痛、心の気分不良の順

に多く、季節の変わり目やテストや行事の前後など
に、これらの心身の不調を訴え来室する生徒が多
くなる傾向にあります。多い日では1日に40 ～ 50
人の来室があり、保健室には男女それぞれ4床ずつ

ベッドが設置されていますが、常に満床状態でソ
ファや椅子で休む生徒が出てくることもあります。
来室者の保健室対応に加え、運動中の傷病には搬送
車が出動し迎えに行くことや、病院へ搬送すること
も毎月平均5件程あります。また、授業時間だけで
なく、部活動中に怪我を負う場合もあるため、最終
下校の18時30分まで保健室を開室しています。他
にも、中高生は思春期であり生徒は心身の悩みを抱
えていることも多く、場合によっては校内のカウン
セラーや地域の医療機関等と連携して健康相談活動
を行っています。
また、中間、期末、実力テスト時等には、体調の
悪い生徒は保健室受験を行っています。最近10人
前後と受験が増加しており、受験室を拡張しました。
平日には相談活動としても活用しています。このよ
うに、生徒が心身共に健やかに学校生活を送ること
ができるよう、保健室では日々様々な理由で来室す
る生徒への対応を行っています。

利用者が増え続ける保健室の現状
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２　情報実習室
3号棟4階に生徒用PC48台、教員用PC1台、中間

モニター 24台設置した第2情報実習室を設けました。
プレゼンテーション授業を録画・確認できるようデ

ジタルビデオカメラ、ブルーレイレコーダー、プロジェ
クターを連動させた他、全教室に設置したICTメデ
イアボックスにも接続しています。
今後、情報科の他、社会科・理科の教材提供や英語

科でのCALL教室としても活用もできます。

３　校舎リニューアル
現在高校1年生・2年生が使用している2号棟・5号
棟校舎の外部防水塗装工事を行いました。併せて、校
舎階段室・廊下の塗装工事も実施しました。夏休み明
けリニューアルした校舎で、一層勉学に勤しむことが
できると思います。
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高校サッカー部

高円宮杯U-18サッカーリーグ
2015 OSAKA

所属： 3部リーグ Dグループ（4グルー
プ×10チーム編成）

　（参考）1部リーグ　10チーム編成
　　　　2部リーグ　20チーム編成
　　　　4部リーグ　142チーム編成
期間：2月～ 6月中旬（前期）
 7月～ 10月初旬（後期）　
結果：前期（2勝4敗3分け）
 後期（4勝3敗2分け）
◎年間成績5位（次年度3部リーグ残留）
※ 10月4日の最終戦をもって、3年生
21名が引退

大阪高校春季サッカー大会 兼
インターハイ予選 兼 近畿大会予選
期間：4月上旬～ 6月上旬
結果：3回戦敗退（対 摂津高校）
スコア：0－1

大阪私学高体連サッカー大会
期間：7月上旬～ 7月末
結果：1回戦敗退（対 大商大堺高校）
スコア：0－2

大阪私学高体連
サッカー部1年生選抜

期間：9月～ 12月下旬
選抜選手：光井　凌吾（特進）

山田　　舜（総合）
山田　真弘（総合）
伊田　亮太（総合）

※10月時点での選考結果であり、最
終選考に残れば12月に行われる、
大阪私学選抜、阪南大高（今年度私
学大会優勝校）、ガンバ大阪ユース、
四日市中央工高の4チームによる交
流試合に出場予定。

大阪高校総体 兼 全国高校
サッカー選手権大会大阪大会

期間：8月末～ 11月中旬
結果：3回戦敗退（対 高槻北高校）
スコア：0－1
顧問：曽谷・小林（智）・向井・近藤

剣　道　部

現在剣道部は高校生20名を中心に、
活気あふれる稽古を行っています。近年
は剣道に興味のある中学生も高校生の
稽古に混ざり、高校生は年長としての自
覚をもって行動し、剣道の技術だけでな
く人間性の向上も目的として活動してい
ます。また、剣道経験者も初心者も分け
隔てなく稽古に取り組み、試合での勝利
を目指すとともに、各自昇段審査にもの
ぞんでいます。今年の8月も恒例となって

いる和歌山県での合宿を行い、朝昼の
稽古はもちろん、潮岬への10ｋｍランニ
ングなどでチームの団結を高めました。
9月もたいへん多くの錬成会に参加し、
近隣、遠方の学校と切磋琢磨しました。
この経験をふまえ11月以降の公式戦に
挑戦します。OB・OGの皆さん、お時間
がありましたら是非道場に足を運んでく
ださい。
顧問：田村・岩澤・松本（吉）・鈴木（貴）

2回戦　対 箕面学園　不戦勝
3回戦　対 清風　27－18
4回戦　対 北野　25－18
準々決勝　対 堺東　21－35
※大阪5位の表彰をいただきました。
私学大会、新人戦に向けて部員26名

と顧問3人。一丸となって頑張っていき
ます。 顧問：杉邨・笠原・堀内

高校ハンドボール部

8月15日に恒例となったOB会を茨木
南市民体育館で開催しました。昭和48
年度卒の方から今年の卒業生まで37名
の参加を頂きました。交流戦もしていた
だき、現役高校生たちにとって貴重な
時間となりました。
●秋季大会結果
1回戦　対 関西福祉科学　20－14

クラブ
活　動

現在、中学校・高等学校のクラブは一部のクラブを除き、1・2年で日々活動してい

ます。1年生部員の中には、クラブの中心的な役割を担う生徒も出てきています。放

課後のグラウンド、体育館、道場、コートでの元気な掛け声、校舎内外からの音色な

ど、若々しい生命を燃焼させています。

今回は主に6月以降の活動状況をお知らせいただきましたクラブを掲載いたします。

下記以外の各クラブも頑張っていますので、成果が出てくるものと期待されます。

（2015年10月31日現在）

卓　球　部

【2015年度戦績】（10月31日まで）
●大阪高校選手権大会
　男子　学校対抗の部　ベスト32
　女子　ダブルス　木村・大東ペア

ベスト32
●大阪高校新人大会
　男子　学校対抗の部　ベスト32
　男子　ダブルス　寺西・境ペア

ベスト64入り

　男子　1年生大会　今井
ベスト64入り

今年度は外部コーチに佐久間先生を迎
え、４人体制で活動しています。中学校
卓球部も新設し、本格的に中高合同での
卓球部運営の運びとなりました。
今後とも卓球部の活動にご理解・ご協

力賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。 顧問：横山・三宅・大庭・佐久間
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中学女子硬式テニス部

練習は火、木、土の週3回です。時
間は16時20分頃～17時40分です。日
曜日は大会前に練習を入れることはあ
りますが、基本的に日曜、祝日は練習
を行っていません。
【2015年度活動報告】
４月
●春季三島北河内地区中学校テニス大会
　ダブルス：今井涼葉・山﨑椎菜組　

ベスト8
　シングルス：今井涼葉 ベスト16
　　　　　　　山崎椎菜 ベスト16
●春季北大阪中学校テニス大会
　ダブルス：今井涼葉・山﨑椎菜組

　ベスト16
　シングルス：今井涼葉 ベスト16
６月～７月
●大阪中学校テニス選手権大会
　団体戦　2回戦　長栄中学校 5－0
　　　　3回戦　大阪女学院中学

　0－4で敗退
７月
●大阪中学校テニス選手権大会
　シングルス：今井涼葉　1回戦敗退
　ダブルス：今井涼葉・山﨑椎菜組　

1回戦敗退
８月
●茨木市民大会　1年生の部
　ダブルス：山﨑怜菜・米原君菜組

第3位
●秋季三島・北河内地区中学校テニス
選手権大会

　A級　シングルス：佐藤美紅
ベスト8

　B級　ダブルス：
山﨑怜菜・迫田美生組　ベスト16

９月
●北大阪中学校テニス選手権大会
　シングルス：佐藤美紅　 ベスト8
10月
●大阪中学校総合体育大会中央大会
　シングルス：佐藤美紅　 ベスト16

顧問：中山・古川・乾

高校陸上競技部

近畿インターハイ
〔6月18日～21日 紀三井寺公園陸上競技場〕
●女子七種競技
　第９位　猪俣明日香（3年） 4141点
●女子砲丸投
　第６位　広沢　南奈（1年） 13m05
●女子円盤投
　　　　　堂元　鈴子（1年） 31m68
※広沢選手は全国インターハイに進出

全国インターハイ
〔8月2日 紀三井寺公園陸上競技場〕
●女子砲丸投
　第12位　広沢　南奈（1年） 12m55

大阪高校総体
〔8月14日～16日 ヤンマーフィールド長居〕
●1年男子ハンマー投
　第２位　櫻井　双葉 35m89
●2年男子ハンマー投
　第３位　青木　祐磨 47m10
●1年女子砲丸投
　優　勝　広沢　南奈 12m85

（大会新記録）

●1年女子円盤投
　第２位　堂元　鈴子 34m60
※上記4名は近畿ユースに進出

近畿選手権
〔8月29日 奈良市鴻ノ池陸上競技場〕
●女子砲丸投
　第４位　広沢　南奈（1年） 12m52

近畿ユース高校陸上競技対校選手権大会
〔9月21日～23日 神戸ユニバー記念競技場〕
●1年男子ハンマー投
　第６位　櫻井　双葉 42m02
●2年男子ハンマー投
　　　　　青木　祐磨 40m09
●1年女子砲丸投
　優　勝　広沢　南奈 12m66
●1年女子円盤投
　第２位　堂元　鈴子 38m03
※広沢選手、堂元選手は日本ユース
標準記録を突破

顧問：柴田・中阪（益）・籔根

中学陸上競技部

大阪陸上競技カーニバル
〔4月26日 ヤンマーフィールド〕
●中学女子砲丸投（2.7kg）
　第２位　黒田　佳代　12m02

大阪中学陸上競技選手権
〔7月25・26日 万博記念競技場〕
●女子砲丸投（2.7kg）
　第７位　黒田　佳代　12m62
※全国大会参加記録突破

全日本中学選手権
〔8月21日 北海道厚別公園競技場〕
●女子砲丸投（2.7kg）
　予選敗退　黒田　佳代　12m86

大阪私立中学校総合体育大会
〔9月5・6日 ヤンマーフィールド〕
●男子400m
　第２位　和田　直樹　55″93
　第６位　森　　瑛成　57″74
　第８位　馬塲　海翔　1′00″43
●4×100mR
　第７位　森 瑛成・和田直樹・馬塲

海翔・小坂田凜　49″66
●男子総合　第７位　13点

●女子100m
　第５位　水野　結衣　13″86（-1.6）
●女子200m
　第３位　水野　結衣　28″27（+0.5）
　第８位　君岡きらら　29″65（+0.5）
●女子800m
　第２位　筒井　菜月　2′36″21
　第５位　君岡きらら　2′41″75
●4×100mR
　第４位　有本瑞季・君岡きらら・筒

井菜月・水野結衣　55″04
●女子砲丸投（2.7kg）
　第１位　黒田　佳代　11m98
　第８位　大岡　千紗　6m93
●女子総合　第３位　36点

ジュニアオリンピック挑戦記録会
〔9月13日 万博記念競技場〕

●3年女子砲丸投（4kg）
　第３位　黒田　佳代　10m64

大阪中学校総合体育大会
〔10月11日 ヤンマーフィールド〕
●3年女子砲丸投（4kg）
　第４位　黒田　佳代　10m18

顧問：中阪（紀）・安喰
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男子バレーボール部

アメリカンフットボール部

男子バレーボール部は，選手21名
（2年生9名，1年生12名），マネージ
ャー 4名（2年生3名，1年生1名）の
計25名で活動しています。ここ数年
で人数も増え，にぎやかなクラブにな
りました。現在は，秋の部別大会，冬
の新人大会に向け，部員一丸となって
練習に励んでいます。OB・OGの皆様，
お時間がございましたら体育館に足を
運んでいただき，ご指導いただければ
幸いです。保護者の皆様，いつも応援
ありがとうございます。今後ともよろ
しくお願いいたします。
【2015年度戦績】
●春季大会一次予選（部別）
　　３部１位（２部昇格）
●春季大会二次予選
１回戦
　関西大倉 2－0 興国
２回戦
　関西大倉 2－0 四天王寺羽曳丘
３回戦
　関西大倉 0－2 吹田東
●大阪高校総体地区予選
１回戦
　関西大倉 0－2 関西大学第一
●茨木市長杯
２回戦
　関西大倉 0－2 早稲田摂陵
顧問：竹内・小林（悠）・廣井・鈴鹿 柔　道　部

夏のOB・OG会に来てくださった

みなさん、本当にありがとうございま

した。今年は都合がつかなかった方も

来年は是非、道場に足を運んでくださ

い。お待ちしています。

さて、唯一の部員となった日下部で

すが、厳しい練習を続け8月に行われ

たインターハイでは準優勝することが

できました。9月に行われた全日本ジュ

ニアでは、一回戦で優勝候補の選手に

勝ったものの惜しくも５位という結果

になりました。この二つの大会の結果

から、日下部は現在、全日本柔道連盟

の強化選手（Cランク）に選ばれ、強

化合宿などにも参加しています。その

他には、10月に行われたベトナム国

際柔道大会に日の丸を胸に付けて出場

し優勝しました。インターハイでの準

優勝をきっかけにチャンスをつかみ、

様々な貴重な経験を積んでいます。今

後は11月に行われる講道館杯全日本

柔道体重別選手権大会に出場します。

年代に関係なく日本のトップレベルの

選手が出場する大会です。日下部に

とっては高校生最後の試合になるの

で、悔いのないように準備をして望み

たいと思います。

全国高等学校総合体育大会
（インターハイ）

女子 -48kg級　準優勝 日下部 敦美

全日本ジュニア柔道選手権大会
女子 -48kg級　第５位 日下部 敦美

全日本柔道連盟強化選手
女子 -48kg級　Cランク（ジュニア）

日下部 敦美

ベトナム国際柔道大会
女子 -48kg級　優　勝 日下部 敦美

顧問：浦﨑・芳賀

第４６回全国高校アメリカン
フットボール選手権大阪大会

９月13日　対 清風高校
48対０　勝利

９月27日　対 府立箕面高校
49対６　勝利

10月４日　対 大阪学院大学高校
31対０　勝利

10月11日　対 大阪学芸高校
７対０　勝利

10月18日　対 関西大学第一高校
６対７　敗退

※大阪２位として全国大会出場
顧問：岸本・岩田・北（英）・牛田・岡田

高校ラグビー部

高校ラグビー部は現在、部員26名（3

年生6名、2年生4名、1年生16名）、

マネージャー 5名（3年生1名、2年生1

名、1年生3名）の合計31名で活動し

ています。

長年、関西大倉高校ラグビー部を率

いてこられた佐藤秀記先生が今年の3

月をもって退職されました。節目の年と

いうこともあり、今年のチームは様々な

新しい取り組みを行ってきました。例年

よりもOB戦の回数を増やし、「チームビ

ルディング」の一環として、校外におい

てのマラソンや保護者会主催のBBQを

開催しました。また、8月には関西大倉

高校ラグビー部としては初めて、夏合宿

の聖地・長野県菅平高原での合宿を実

施し、他府県の高校と試合を行いまし

た。そのような取り組みの集大成として

現在臨んでいる全国大会予選では、合

同I（東淀川・渋谷・池田・北淀）、東大

阪大学柏原高校を破り、準々決勝に進

出することができました。準々決勝は、

11月1日に常翔学園高校との対戦とな

ります。

クラブのこれまでの伝統を引き継ぎ、

益々発展させていけるよう、これからも

日々の練習に直向きに取り組んでいき

たいと思います。OB・OGの皆様には、

一層のご指導とお力添えを賜りますよ

う、お願い申し上げます。

 顧問：土井川・松村・有積
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7月29日～ 8月3日大阪市立美術館
で開催された「大阪私学美術展」に今
年も出品しましたので、報告いたしま
す。
久しぶりに中学部員の参加もあり、
春から取り組んだ制作の成果が合わせ
て13mの壁面いっぱいに並び、結果3
名が受賞しました。現在、より多くの
成果があげられ
るよう、来年度
に向けてスター
トしています。
期間中、観覧
された保護者、
先輩、生徒の皆
様、ありがとう
ございました。

優秀賞
2－2 谷口勝哉　立体「かっちゃん」
2－2 金沢奈央
油彩「機械仕掛けの悪夢（ナイトメア）」
奨励賞
3－8　中尾真緒

　油彩「わたし開花したわ」
顧問：渋谷・植田

美　術　部

現在吹奏楽部は中1生から高2生ま
で、約60名で活動しています。夏の吹
奏楽コンクールでは地区大会になってか
ら初めて金賞を受賞することができまし
た。先日は同窓会総会で演奏の機会を
いただき、また、文化祭でも発表させ
ていただきました。11月8日には金蘭千
里大学の佐藤講堂で開かれます「第2ブ
ロック音楽会」に出場します。また、来
年5月には高槻市民会館で定期演奏会
を開催する予定です。ＯＢ・ＯＧの皆様
方とはなかなかお会いできませんが、い
つでも音楽室までいらっしゃってくださ
い。どうぞよろしくお願いします。
 顧問：木村・杉本

吹奏楽部

●第12回大阪府高等学校将棋選手権
夏季大会

　男子団体戦　第３位
（木村泰輔・山﨑泰智・藤井大地）

●近畿高等学校総合文化祭囲碁部門代
表決定戦

　女子個人戦　第１位　小森　紗季
　→第35回近畿高等学校総合文化祭
　囲碁部門大阪代表として選出。

●第33回大阪府高等学校囲碁新人大会
　女子個人戦　第２位　小森　紗季
　→第4回近畿高校囲碁選手権大会大
阪代表として選出。
中学生・高校生、計14名で頑張っ

ています。 顧問：中井・松本（郁）

囲碁将棋部

現在、文芸12名、漫画12名。合計
24名の部員が在籍しており、文芸は火・
金曜日に、漫画は水・金曜日を中心に
活動しています。活動内容としては、4
月の文化部祭（新入生へのクラブ紹介）
と9月に行われる学園祭において配布
する部誌作成を中心に行っています。ま
た、部室には演劇部も同居しており、活
動日以外でも出入りして楽しく活動して
います。

顧問：福原・牧川

文芸漫画研究部

文化祭で展示した作品の一部をご紹介します。  顧問：永井

書　道　部
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学園祭を終えて

今年の高校体育祭は、6月3日（水）に実施しました。予

行は前日の2日（火）に実施できました。

今年も学年競技については前もってLHRなどで事前に

担任先生ご指導のもと練習しました。おかげで当日は、優

勝を目指してクラス全員が一丸となり、大いに盛り上がり

ました。

また、先生方の学年対抗スウェーデンリレーが1レース

行われ、お揃いのユニフォームを着てレースに臨まれた高

1チームが見事優勝されました。

準備から運営、後片付けまでスムーズに進行できたのは、

各先生方のご協力とご指導のもと、生徒会役員や体育祭実

行委員、各運動部の協力のおかげです。本当にありがとう

ございました。

9月26日（土）・27日（日）に実施された今年の文化祭の

スローガンは「Let’ s make our color!! ～あなたの色は何で

すか? ～」でした。各団体がそれぞれ個性を出せる文化祭

になるよう、特に対外向け文化祭ポスター、パンフレット

のイラストについては、上記のスローガンに合わせて文化

祭実行委員長が作成しました。

高校1年生による屋外企画が今年は非常に多く、複数の

歓迎門や巨大ムーミン、中学棟下には階段アート、中学棟

前では爪楊枝によるアート、ホール横には「ねぶた」が見

られ、文化祭を彩っていただきました。3号棟前には数年

ぶりに2クラス合作の大壁画が迫力満点に飾られました。

屋内企画は5号棟で実施しました。5号棟入口には、生

徒会役員が今年も歓迎門を制作しました。高校PTAバ

ザー、高校1年生2クラスによる縁日、文化部による部誌

配布、対局が行われました。

文化部の屋内企画は2・3・5号棟や芸術棟にて作品展示

や部誌配布、研究発表が行われました。これらはすべて本

部企画のスタンプラリーの場所でしたが、今年は用意して

いた景品のジュースがすべてなくなり、本当に多くの方々

に見学していただきました。

視聴覚室では高校1年生4クラスと高校2年生1クラス

による映像発表、クラシックギター部の演奏が行われまし

た。年々多くの方々に視聴覚室に足を運んでいただいてお

ります。

ハイブリッドホールでは高校2年生による劇、ミュージ

カル、ダンスの発表がありました。1日目の午前中は例年

通り中学芸術祭が行われました。午後からは吹奏楽部や和

太鼓部、放送部による発表が行われ、ホワイエでは高校1

年生の情報科の授業発表が展示されました。

高校3年生の模擬店は各クラスともメニューや宣伝にも

工夫を凝らし、多くの行列ができて活気にあふれていまし

た。

野外ステージでは高校1年生による背景画をバックに高

校2年生によるダンスや有志によるバンド演奏やダンス、

さらに女子ダンス部、和太鼓部、吹奏楽部による発表や演

奏が披露され、大いに盛りあがりました。

また、科学部園芸班主催による募金活動が行われ、

38,000円のご協力をいただきました。日本赤十字社を通

じて、「平成27年台風第18号等大雨災害義援金」に寄付さ

せていただきました。今回初めて学校で自然に生えた竹や

材木を使い、吉野先生指導のもと科学部園芸班がコース

ターや竹細工を作成し、来場された方々に持って帰ってい

ただき、寄付をいただきました。本当にありがとうござい

ました。

今年も晴天に恵まれた学園祭で、過去最高の入場者数で

ありました。本部前は常ににぎわっておりました。本当に

ありがとうございました。

11月から新生徒会が発足いたしました。前年度から活

躍している役員や4月から1年生役員として活動している

生徒を中心に、日々生徒会活動を行っています。今後とも

ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

高校生徒会顧問　杉本　泰子

学園祭と生徒会・PTA活動
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学園祭とPTA活動

日頃は PTA 活動にご理解とご協力をいただき、ありが

とうございます。

文化祭では、例年通り、合格餅・飲み物販売・バザーと

制服リサイクルを行いました。晴天に恵まれ、多くの方々

にお越しいただき、大盛況の中、無事に終えることができ

ました。

バザー物品・制服をご寄贈く

ださいました皆様、支えてくだ

さいました先生方・事務室の皆

様、当日お手伝いくださいまし

た 3 年生の保護者の皆様に、心

より御礼申し上げます。

また、今年度の新しい取り組

みとして、宝塚歌劇観劇会を開

催いたしました。はじめての企画でしたが、149 名の会員

の皆様にご参加いただき、こちらも大盛況でした。ランチ

で会員同士の親睦を深め、宝塚歌劇の美しく華やかな世界

を楽しんでいただけたことと思います。来年度以降も会員

の皆様に楽しんでいただける行事を企画したいと思ってお

りますので、皆様、ぜひ、ご参加ください。

今後とも子どもたちのよりよい学園生活のため、何卒お

力添えのほど、よろしくお願いいたします。

ご協力に感謝
高等学校PTA副会長　片岡　みか

平素は PTA 活動に多大なるご理解とご協力をいただき

誠にありがとうございます。

大イベントである、第 22 回体育祭・第 22 回芸術祭と

もに晴天の中、無事に終えることができました。これも、

皆様方のご協力の賜物であると思っております。

さて、学園祭では総勢 70 名程の方にお手伝いをいただ

き、また、バザー商品や喫茶商

品のご提供をいただきましたこ

と、前日までの準備に多くの方

に携わっていただいたことに深

く感謝申し上げます。

学園祭当日は、予想以上の来

場者があり準備していたバザー

商品は、ほぼ 1 日目に完売、喫

茶も追加販売するほどの大盛況でした。体力的には疲れま

したが、子どもたちの多くの笑顔を見、また優しい言葉を

かけてもらい、心には大きなパワーをもらいました。

子を持つ保護者として子どもの成長は日々の楽しみでも

あり、不安でもあります。PTA 活動を通じて関西大倉中

学校に通う子どもたちが健全に成長してくれることを願っ

ております。今後とも、PTA 活動にご理解、ご協力をお

願いいたします。

大盛況の学園祭ありがとうございました
中学校PTA副会長　審良　朋美
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こんにちは。私は大阪大学医学部保健学科に通う4

年生です。大阪大学医学部には将来の医者を育成する

医学科（6年制）と、その他メディカルスタッフを育成する

保健学科（4年制）があります。保健学科には、看護学

専攻や放射線技術科学専攻、検査技術科学専攻の3専

攻があり、私は放射線技術科学を専攻しています。放

射線技術は医療に幅広く利用されていて、特に診断部

門では病院のほとんどの患者さんの医療情報を提供し

ています。イメージしやすいX線写真以外にも、放射線

を発する医薬品を体内に投与し、その医薬品が体の中

から発する放射線をキャッチして、腫瘍に集まった様子

を画像化することで腫瘍を見つけることのできる核医学

部門や、高エネルギー放射線を病巣へ集中的に当てるこ

とで、腫瘍を「切らずに治す」ことが出来る放射線治療

部門などがあります。私は特にこの放射線治療に興味を

持ちこの専攻を選びました。放射線治療は外科的治療

のような侵襲度の高い治療に対して負担の大きい高齢者

の患者さんなどにも適用することができ、現在のがん治

療は手術療法・化学療法（抗がん剤治療）・放射線治療

の3つが主軸となっています。

保健学科は最終的には４年生の冬にそれぞれの専攻

の国家試験を受験します（看護学専攻は看護師など、放

射線技術科学専攻は診療放射線技師、検査技術科学

専攻は診療検査技師）。その受験資格を得るために必

要な授業は決まっているため、自分で時間割を組むとい

うような普通の大学生らしい授業の受け方ではなく、専

攻の約45人で毎回同じ授業を受けるので、少し高校の

ような雰囲気でもあります。また、付属の阪大病院での

実習が半年間あります。阪大病院は日本の最先端医療

を進めていて、技師の方の意識・技術も高く、医療機

器の設備も整っているため、最初に臨床に触れる機会

でそのような現場に行き、実際に患者さんの様子や臨

床現場を見て学ぶことができたのは、今後私が技師とし

て働くことに関して貴重な経験となったと思います。

阪大の魅力の一つに、専門性が高く、その分野での

最先端を学ぶことができる点があります。特に医療系と

しては附属病院があるので、研究設備も整っていますし、

病院の医師の方が特別授業として教えてくださることも

あるので、臨床の現場とかかわることも多いです。また、

私の専門は放射線技術科学という結構マニアックな内容

ではありますが、その中からでも研究室は幅広い内容か

ら選ぶことができます。例えば、工学的な放射線を使用

しない新しい画像撮影装置の開発、撮影した後の画像

処理技術を高めることでより少ない被曝量で同等の画像

を得ようとする研究、原発事故などでも懸念されている

低線量被曝が体に与える影響の研究、核医学による脳

科学の研究、放射線治療のプロフェッショナル「がんプロ」

育成コースなどなど、バラエティに富んでいます。阪大に

大 学 探 究 記

大学生活で学んだこと－将来を見据えて－

大阪大学 医学部保健学科 放射線技術科学専攻4年生　志賀　仁美（平成24年卒）
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は自分の興味のあること、勉強したい内容が必ずあると

思いますし、それを進めていくには最高の環境が整って

いるのではと思います。

現在私は学部4年生で、大学生活を振り返ると、大

学に入ることはゴールではなく、スタートだったと思いま

す。高校生のみなさんはこれからいくつも選択を迫られ

る機会があると思いますが、自分自身でよく考えて悩ん

で納得して出した結論であれば、その選択に正しいも間

違いもないと思います。その選択が正しいと思えるよう

に、良かったと思えるように行動すれば、それが正しい

選択であり、その選択は他人から評価されるものではな

く、自分でするもので行動次第で変えていけるものだと

思います。私も残りの学生生活、そして社会に出てから

も自分の選択に自信を持てるよう頑張ります。

こんにちは。私は滋賀医科大学に通う医学科の4回

生です。滋賀医科大学での学生生活について紹介した

いと思います。

滋賀医科大学は京都駅から電車で約20分、そこから

バスで約15分のところにあります。京都や、大阪に住ん

でいる人の一部は自宅から通っていますが、半数以上の

人は下宿をしています。

滋賀医科大学は、医学科と看護学科の2つの学部し

かない単科大学です。医学科は一学年約120人、看護

学科は約70人です。そのため、一般的な総合大学に比

べて人数は非常に少ないですが、その分みんな仲がいい

と思います。

大学の建物自体はそこそこ古く、決して綺麗とは言え

ませんが、図書館や病院、食堂などは最近改修された

りしたので、新しくて綺麗です。その他の建物も、その

うち改修されるのではないかと思います。敷地は広くあ

りませんが、同じ敷地内には付属病院もあり、医学科も

看護学科もその病院で実習をします。大学のすぐ横に

は文化ゾーンというとても広い公園があり、中には県立

図書館や美術

館があります。

課 外活 動に

ついてですが、

学生数が少ない

ため、ほとんど

が「部活」です。

サークルはアカ

ペラや国際 医

療サークルなど

がありますが、

部活よりも数は

少ないです。学

生のほとんどは何らかの部活に所属していて、部活にも

サークルにも所属していない人はとても少ない印象です。

この学校に来てよかったと思うことは、一学年の人数

が少ないからこそ学年の仲がとても良いことです。そし

て、6年制であるため先輩後輩の幅が広く、色々な人と

知り合いになれることです。また、都会にある学校に比

べて自然が多いので、どことなくゆっくりとした雰囲気も

好きです。坂を登ったところにあるところも、自然が多い

ところも、建物の感じも、何となく関倉に似ている気が

します。

先生方との距離も近いのではないかと思います。先生

方の多くは、興味のある学生をとても歓迎してくださるの

で、自分の興味を深めていきやすい環境だと思います。

医学部は勉強ばかりでとても大変だ、というイメージ

を持っている人もいるかもしれません。確かに、そうい

う時期もあります。しかし、全体を通してみると、遊ぶ

ことも、部活を頑張ることも、好きなことをすることもで

きて、とても充実した生活を過ごせます。楽しむときは

楽しむ、勉強するときはしっかり勉強する、というメリハ

リをつけることがとても重要だと感じています。

これからも恵まれた環境の中で、周囲の人と高め合い

ながら充実した学生生活を送りたいと思います。

湖の国での学生生活

滋賀医科大学 医学部医学科4回生　松木　葵（平成24年卒）
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教務部から̶関倉の学びの現在（いま）

新たな取組み[1]
｢ 企業探究 ｣

昨年度までの情報科のグループプレゼンテーション発表
を、総合的な学習の時間･LHRの時間を組入れながら拡充
した内容です。
各クラス、3～ 4名程度のチームを結成し、今回ご協力

いただいた14企業の仕事内容を単に調べるにとどまらず、
社会的な視野を広げ、課題解決力・活用力・コミュニケー
ション力を養成することを目的とします。そのため6月に
各企業から答えが一つではない“お題”｢探究課題｣（次ペー
ジの一覧表参照）をいただき、約1年の期間をかけて、プ
レゼンテーション発表につなげるというものです。実際に
夏休みには、生徒自身が電話でアポイントを取り、企業訪
問させていただき、職場の方々と意見交換をしながら課題
の理解を深めることができました。
現在は課題に関するマインドマップの作成中で、企業担

当者のアドバイスを受けながら、1月23日（土）の企業対
象プレゼンテーション発表に向け、『答申』にも明記された
アクティブ･ラーニングの手法を援用しながら、協働（同）

学習を進めているところです。（全教室に電子黒板機能付
きプロジェクターが設置されました〈8月〉。）
この間、大学・企業から講師の先生をお招きして、実践
的な講演を聞く機会も設定されました。
・7月2（木）
流通科学大学人間社会学部教授　西尾範博氏
｢コミュニケーション論入門｣

・6月25日（土）
大日本印刷株式会社C＆ I事業部　松前俊史氏
｢アンケート調査・マーケティングの手法とは｣

・10月3日（土）
関西外国語大学教授英語国際学部教授　ガー・レイノル
ズ氏
「効果的なプレゼンテーションとは」

新たな取組み[2]
｢高大連携（京大霊長類研究所）｣

（詳細は学校HP参照）

7月19日（日）、京都大学百周年時計台記念館で開催さ

新たな取組み｢企業探究｣・「高大連携(京大霊長類
研究所)」を実施しました
グローバル化・多極化といった厳しい時代を迎えている現状で、世の中の変化は予想以上に速く、アメリカ
では、現在の小学校1年生が大学を卒業する頃には、現在ある職業の65％はなくなっているかも知れないと
いわれています。そういった中、本校では従来のキャリア教育にとどまらない新しい取組みを始めています。
それは、平成26年12月に出された中教審の新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた「高校教育-大
学教育-大学入学者選抜」の一体的改革についての『答申』のなかで求められた｢学力の３要素｣（①基礎的・基
本的な知識・技能／②それらを活用する思考力・判断力・表現力／③主体的に学習に取り組む態度－主体性・
多様性・協働性）を身につけ、「社会人基礎力」（①前に踏み出す力／②考え抜く力／③チームで働く力）に繋げ
ることにもなります。
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れた第31回日本霊長類学会に参加しました。
日本霊長類学会におきまして、本校生がポスター発表を

行いました。これは京都大学霊長類学・ワイルドライフサ
イエンス・リーディング大学院が、「学問の世界に足を踏
み入れる前の高校生に柔軟な姿勢で研究の一端を経験して
もらい、その経験をこれから踏み出す大学での研究に役立
ててほしい」という高大連携プロジェクトで、北野高校や
膳所高校の生徒さんも参加されました。本校卒業生の京都
大学文学部在籍の川口ゆりさんからの紹介で高校2年生5

名（坂井廉、田村圭都、坪村泰佑、野々山達也、文元りさ）
が参加しました。今年の2月から月に2回程度、日曜日や
祝日、春休みに京都市動物園で京都大学の学部生のみなさ
んとチンパンジーやゴリラ、マンドリルの観察を行い、観
察成果をポスター発表させていただきました。
8月17日（月）･ 18日（火）、 愛知県犬山市の京都大学霊長
類研究所を訪問しました。
高大連携プログラ
ムに参加している本
校高2生5名が、愛
知県犬山市にある京
都大学霊長類研究
所、野外放飼場を訪
れ、チンパンジーや
馬の認知実験の見
学や、7月に行われ
た第31回日本霊長
類学会で行ったポス
ター発表の振り返り
や意見交換が行われ

企　業　名 お　題（探究課題）
株式会社 JTB西日本 高校生が感動する「他に例を見ない修学旅行プラン」を作成せよ。

神戸空港ターミナル株式会社

神戸空港には、様々な規制が…
1）運用時間：7時から22時（15時間）
2）便数：１日上限30往復
3）国内線のみ

※国際線はビジネスジェット及びオウンユースチャーターのみ。この様な規制の中で、
神戸空港を活性化させ、乗客を増やし、それ以外のお客様にも来て頂けるような魅力的
な空港の姿を提案せよ。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 「家族みんなが幸せになれる資金計画」を提案せよ。

株式会社日立製作所 通天閣を利用した、今までにない日立製作所の宣伝方法を提案せよ。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
「スマホよりもカメラ！」と思わず写真を（カメラで）撮りたくなるような、スマホに
はないカメラの新機能を提案せよ。

大日本印刷株式会社 「大阪の高校生１万人を集客するイベント」を提案せよ。

寺西化学工業株式会社 ペーパーレス時代の昨今、油性・水性マーカーの新たな用途を展開せよ。

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 日本発信、世界との懸け橋となる会社を起業せよ。

日本生命保険相互会社
助け合い（保険の仕組）の大切さを小学生にも分かり易く教えることができるゲームを
開発せよ！

産經新聞社 若い人たちはこんな新聞なら読みたい。

パナソニック株式会社 「関西大倉高等学校とパナソニックのコラボで理想の学校を作ろう！」

株式会社日本旅行
2020 年　東京オリンピック開催
数多くの訪日外国人旅行者に、ぜひ体験してほしい日本の魅力を提案せよ！

がんこフードサービス株式会社 海外からのお客様にＰＲできる「世界に誇るべき日本の食文化」とは！

日本合成化学工業株式会社 夢の未来社会の実現に向けたサービスや製品を日本合成化学に創らせよう。
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ました。
今回のプログラムは、9月26日（土）･ 27日（日） 本校文

化祭においても成果発表され、11月14日（土）・15日（日）
の京都市動物園で行われる第18回SAGA（アフリカ・ア
ジアに生きる大型類人猿を支援する集い）シンポジウムで

ポスター発表を行い、その活動を終えます。
なお、10月18日（日）の京都市動物園での実習には、2
期生として1年生4名（青山波可、黒田将生、角田芙美、
友田珠代）が参加しました。今年の取組みと同様、来年の
学会での発表を目指しています。

私は今回の留学を通して多くの事を得られました。留学
中はもちろん、トビタテ生だからこその事前研修もそれだ
けで大きな意味を持つものでした。
日本の学生はまだまだ留学に疎いですが、事前研修で集

まったトビタテ生は皆真剣に世界で活躍するんだ、日本の
未来は私達が切り拓いていくんだと自らの固い意志を持っ
ていました。それがとても新鮮で留学に行く前の良い経験
となりました。
また、私はナイキキャンプでアメリカに行ったのですが、

着いてすぐに空気が変わったのが感じられました。そして
キャンプ場で出会った仲間、テニスのレッスン、英語の授
業は全て自分にとって新しく、こんなにも違うものなのか
と思いました。しかし一つ共通して言えたのは、皆一所懸
命でトビタテ生と同じ目をしていたことです。これを見て
私も必死に生きていかないといけないと思いました。
最後にトビタテ生として伝えたいのは、何事にも一歩踏
み出してみてくださいということです。

（高校２年4組　細谷 健司）

～トビタテ生からの報告～留学で見えた世界の違いと共通点

教務部から̶関倉の学びの現在（いま）
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第43回同窓会総会・懇親会が9
月6日（日）、母校関西大倉高等学
校で開催されました。
第1部の総会・芸術鑑賞は岸本

光生同窓会常任理事（昭和58年卒）
の司会によって進められました。は
じめに、学園関係の物故者に対する
黙祷をいたしました。続いて橋本博
明同窓会会長のご挨拶と尾崎正敏学
校長のご挨拶があり、それぞれ次の
ようなお話をされました。
橋本博明同窓会長からは例年に比

べ多くの会員、特に若い方々が総会
に出席していただいたことの感想と
お礼の言葉を述べられた後、次のよ
うな内容の話をされました。
○教育環境が年々厳しくなってきて
いる中、母校が安定的に発展して
いくためには教育内容の充実を図
ることが不可欠である。そのよう
な観点から「関西大倉学園教育基
金」が設立され、昨年度から募金
活動が開始されている。同窓会と
しても積極的に支援していきたい
と思っているので、卒業生の方々
の協力をお願いしたい。
そして最後に、次年度の総会への

参加を要望されました。
尾崎正敏学校長は、同窓会総会開

催へのお祝いのことばを述べられた

後、学園の近況報告をされました。
その内容を列挙しますと、次のよう
な事項でした。
○今春は143名の中学生、576名
の高校生を迎え、現在1,970名
が在籍している。また卒業生の進
路状況は国公立大学への進学が
180名に上り、6年一貫コースか
らは現役東大合格者（女子）が出
た。また難関私立大学へも多くの
合格者を出した。（『サイカス』30
号参照）

○教育界の諸問題については（1）
2020年にセンター試験に代わ
り、新しい大学入試システムにな
る。（2）小学校高学年から英語の
授業が始まることにともない、中
学校・高等学校の授業も変化せ
ざるを得ない状況になっている。
（3）夏休み中に起きた寝屋川市内
の中学生の悲惨な事件、いじめの
問題、LINEによる仲間の中傷・
誹謗などの生徒指導の問題も教育
現場の大きな課題となっている。
このような厳しい教育環境の中で、
過日発行された「週刊ダイヤモン
ド」で、関西大倉は経営力のある
学校トップ30の全国18位、関西
ではトップにランクされ、また、い
い先生に巡り合える学校として取

り上げられた。
以上のような内
容について話され
た後、学園は時代
の流れに遅れるこ
とのないよう、少子
化が進む中でも必
要とされる学校とし
て生き続けていきた
いと考えていると述
べられ、最後に母校
に対する、物心両面

にわたる支援をお願いされました。
次に来賓の倉田薫学園理事長のご
紹介と、理事長からのご挨拶があり
ました。理事長はその中で、次のよ
うな内容を話されました。
○学園は社会的に高く評価されてき
ているが、これは教職員が日々の教
育活動に真摯に取り組んでいただ
いてることと、卒業生のご活躍と
学園に対する支援の賜物である。
○今後勉学とクラブ活動を両立させ
ている進学校に育て上げていきた
い。また、そのような学校にふさわ
しい教育環境の充実も図っていき
たいと考えている。夜間照明の設
備を整えたこともその一つであ
る。9月中旬より始める点灯は大
いにクラブ活動に寄与するものと
思っている。
○近い将来には校舎の建て替えをす
る予定である。そして、このよう
な学園の取り組みを支えていただ
いているものの一つが「関西大倉
学園教育基金」である。この基金
については多方面にわたって活用
していきたいと思っており、同窓
会員のご支援、ご協力をお願いし
たい、と結ばれました。
その後、同窓会会則第14条に則
り、同窓会長が議長に就いて議事に
入り、配付資料に基づき事務局より
平成26年度会務報告、平成26年
度決算報告、平成27年度予算案が
提案されました。また、同窓会監事
の前田一成氏（昭和52年卒）より
監査報告がなされ、いずれも承認さ
れました。（会務報告、予算案、決
算報告の詳細につきましては『サイ
カス』第30号をご参照ください。）
同窓諸氏のご協力により議事進行は
円滑に進められ、予定の時刻に総会
は終了しました。

～拡げましょう！同窓の輪～
第43回同窓会総会 開催

受付風景
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芸術鑑賞の舞台準備の間、平成
27（2015）年度ミス・ユニバース・
ジャパン大阪代表になられた森川佑
香氏（平成24年卒）と司会者とのトー
クの時間が持たれた後、恒例になっ
たクラブ生徒による素晴らしい演奏
や演技がくりひろげられました。い
ずれも心に響くもので先輩諸氏より
賛辞が贈られました。ちなみに今年
度はクラシックギター部・吹奏楽部・
ダンス・和太鼓部の4クラブの参加
をいただきました。当日演奏された
曲や演目などを紹介しておきます。
●クラッシックギター部（出演者
19名）曲目
①ニューヨークシティ・セレナー
デ／クリストファー・クロス作曲
②希望（NHK連続テレビ小説「ま
れ」オープニングテーマ）／澤
野弘之作曲
③弦楽のためのシンフォニア第7
番台1楽章／メンデルスゾーン
作曲
④イエスタディ／レノン&マッ
カートニー作曲

※6月7日（日）に千里金蘭大学佐
藤記念講堂で開催された第33回
中学高等学校ギター・マンドリン
音楽祭で「金賞及び音楽大賞」を
受賞。なお、音楽大賞は4年連続、
金賞は21年連続受賞。顧問は飴
田尚起・益井智子教諭。
●吹奏楽部（出演者在校生57名・
卒業生11名）曲目
①行進曲「旧友」／タイケ作曲
②ジャパニーズ・グラフィティー
IV ／弾 厚作作曲・磯崎敦博編
曲
③宝島／和泉宏隆作曲・真島俊夫
編曲

※平成27年度、第54回大阪府吹
奏楽コンクール北摂地区高校Ａの（上から）クラシックギター部、吹奏楽部、ダンス部、和太鼓部による演奏
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部において「金賞」受賞。顧問は
杉本泰子・木村季弘教諭。

●ダンス部（出演者46名：2年12名・
1年34名）演目
①ダンススタジアム（全国大会）
作品「レトロな映画の世界」

②Love & Girls
③Pentatonix
④Runaway Baby
⑤Party Rock

※平成24年に女子ダンス同好会と
して誕生。昨年、女子ダンス部
として昇格。部員一同「チーム名
Peeee Yo（ぴーよ）の名前のよう
に“生まれたてのヒヨコ”の“初心”
を忘れずに、愛されるチームを」
を目指し、日々活動している。顧
問は三馬友和・宮下雄博・田中千
晴教諭。

●和太鼓部（出演者36名）曲名
①豊年

②祝い太鼓
③燃え尽きる僕ら

※和太鼓部「雷
いかずち

」は現在中学14名、
高校33名で活動。地元茨木の「農
業祭」や「里山まつり」など地域
のイベントにも参加している。今
年は「ユメハネフェス2015」、「淀
川和太鼓フェスティバル」、「世界
アフリカ言語学会での演奏」など
活動の幅を拡げ、高い評価を得て
いる。顧問は中井 孝・大船重幸・
酒本望見教諭。
総会、芸術鑑賞後、辰巳 登氏（昭

和46年卒）による集合写真撮影が
行われました。

＊　　　＊　　　＊
その後、本館のカフェテリアに場

所を移し、第2部の懇親会が板垣英
治同窓会常任理事（平成1年卒）の
司会進行のもと開催されました。
初めに同窓会長から学園理事長

へ、同窓会からの「関西大倉学園教
育基金」の目録が贈られました。引
き続き理事長より今春、大阪府会
議員に就任された原田孝治氏（平成
11年卒）の紹介がありました。そ
の後、西田信雄氏（昭和26年卒）の
お祝いの言葉と乾杯のご発声をもっ
て開始。今年度はOGの人数が増加
したためか、会場は華やかな雰囲気
に包まれていました。恩師や同窓生
が食事をとりながら、時代を越えて
懐かしい学園生活の思い出や近況な
どについて歓談されていました。至
福の一時ののち高寺 清同窓会理事
（昭和41年卒）の閉会の辞をもって
終えました。
最後になりましたが、総会運営の
ためにご協力をいただいた役員の
方々、並びに参加いただいたクラブ
生徒諸君には深く感謝いたします。
今年度の総会は約140名（その内卒
業生109名）の参加をいただきまし
た。特に若い方々が増えたことは大
変有り難く思っております。ただ、
恩師の方々の参加が少なかったこと
に寂しい思いをしています。次回は
世代を越えてさらに多くの方々が参
加していただける楽しい総会になる
よう事務局としても取り組んでいく
所存です。

（同窓会事務局）

懇親会風景橋本同窓会長から倉田学園理事長へ「教育基金」目録贈呈

集合写真
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「関西大倉学園教育基金委員会」だより

『サイカス』30号にて「『関西大倉学園教育基金』へのご協力お願い」のご案内を申し上げま
したところ、ご賛同を賜り、みなさまから篤いご寄付をいただきました。厚く御礼申し上げます。
さて、「関西大倉教育基金」が誕生し、早いもので2年が経ちました。初年度の平成26年には
異文化交流に、今年度はグローバル化支援を中心とした実績をご報告できる状況にまでなっ
てまいりました。
この夏は、下表の通りイギリスへの語学留学に20名、オーストラリアへのホームステイに
39名、また本年初めて国が企画しました「トビタテ！留学JAPAN」の日本代表に1名が合格、
池田市第31次オーストラリア派遣生に1名、またアメリカンフットボール関西高校選抜に4名
が選ばれ、アメリカ遠征などのグローバル化支援等に257万円を使わせていただきました。また、
教育施設面ではアメニティーで、待望の屋外夜間照明敷設工事と併せ防球ネット張替工事の
実施に当り、教育基金より500万円のご支援をいただきました。
グローバル化支援につきましては、次の『学苑』に生徒達の報告が掲載されます。また、ア

メニティー施設については、本誌の通信欄で報告してまいります。皆様には是非学園にお運
びいただき、煌煌と照らすLED照明の下、グランドを駆け回るクラブ生たちの活き活きとし
た様子を、ご覧いただけたら嬉しく思います。

関西大倉教育基金委員会
委員長　倉田　　薫

事業名称 主催者 訪問先 期　間 生　徒

ホームステイ 学　園 オーストラリア
アデレード

7/22 ～ 8/8
18Ds 39 名

トビタテ！留学 JAPAN＊ 文部科学省 アメリカ
マサチューセッツ州ミルトン

7/12 ～ 8/1
21Ds 1 名

アメフト部
アッシュランド遠征

関西高等学校
アメリカンフットボール連盟

アメリカ
オレゴン州アッシュランド

7/25 ～ 8/4
11Ds 4 名

池田市　31次
オーストラリア派遣 池 田 市 オーストラリア

シドニー・ローンセストン
7/25 ～ 8/8
15Ds ｠1 名

京都大学アウトリーチプロ
グラム

京都大学
霊長類学・ワイルドライフサイ
エンス・リーディング大学院

愛知県犬山市
京都大学霊長類研究所

8/17 ～ 8/18
2Ds 5 名

屋外夜間照明
防球ネット張替 （教育施設）

第一グラウンド、
第二グラウンド、テニスコート
（クレー、オムニ）、洋弓場

9/12 完成

＊ P3「ただ生きるな、善く生きよ」、P16「高大連携（京大霊長類研究所）」、P18「～トビタテ生からの報告～留学で見えた世界の違い
と共通点」を参照。
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関西大倉学園教育基金のご報告

関西大倉学園教育基金に対しまして、下記の通りご寄付を賜りましたことを
ご報告させていただきます。

平成27年度前期（2015年5月1日～2015年10月31日まで）にご寄付を賜りました方々のご芳名を、
以下に掲載させていただきます。　（50音順・敬称略）

①グローバル化支援 ②アメニティー支援 ③教育基金委員会一任（無記入含む） ④その他
2,181,000 2,981,000 14,006,710 円 80,000 円

寄付金額 3,034,000円 法人・団体・個人 97口
累計金額 19,248,710円 法人・団体・個人 361口

個　人

龝吉　正孝 小林　正和 棚橋　武彦 堀口　泰輔

荒木英伊知 小林　幸雄 谷口　善穂 本田　　順

飯田　敏夫 小牧　秀夫 田村　雅彦 松本　光男

家田　成夫 斎藤　昇男 田村　悦嗣 水口　光弘

猪飼　　正 竿尾　昴志 多良　兼彦 村花　宏史

猪俣優花里 佐々木真史 辻　芙美子 村山　勝彦

岩谷　　勲 三宮　貞憲 辻田　武志 安本　光男

後田　　明 重松　賢多 徳岡　永子 矢野　高史

大坪　繁雄 重松　佑輔 殿村　英嗣 山岡　弘和

岡本　宣記 篠田　雅章 豊田　良亮 山口　清稲

小川　和久 島村　和臣 中西　　保 山崎　進彦

奥田喜久男 清水　聖大 中野　　修 山崎　元成

奥本　哲三 清水　美月 南部　一男 山﨑　泰男

桂　　義幸 下地　義男 根家　隆行 山根　政美

加藤　　健 下野　周作 橋長　教行 山本　幸司

加藤　博三 小東　雅夫 橋本　博明 横山久二郎

亀田　　偉 白瀬　壽勇 浜野　一見 吉川　治重

岸本　光生 高井　一実 日下志　巌 吉村　憲治

北川　智司 高山　憲三 福井　武信 米光　秀夫

木村　正宏 竹中　徳彦 福西　英俊 匿名　１名

桐谷　精藏 竹林　正浩 藤井　純一

黒石　隆司 辰巳　有香 古川　英明

小野登喜夫 田中　貞雄 堀　　晋作

企　業　・　団　体

育 友 会 同 窓 会 ㈲大城組 ㈱掛谷工務店

㈱廣済堂 清立商工㈱ 竹林塗装工業㈱ ㈲浪速道路

第二グラウンド

テニスコート

アーチェリー
第一グラウンド



第 31 号

24

関西大倉学園教育基金の現状ご報告

関西大倉学園教育基金に対しまして、
下記の通りご寄付を賜りましたことをご報告させていただきます。

寄付金額 12,346,710 円 （2014年9月末日迄）
以下に寄付を賜りました方々のご芳名を掲載させていただきます。（五十音順・敬称略）

個　人

第13回関西大倉学園育友会（PTA役
員OB・OG会）の総会並びに懇親会が
去る10月24日（土）、「大阪ガーデン
パレス」において開催されました。
総会は理事の石山千恵子氏の司会のも
と進められました。初めに竹下俊夫会長
からご挨拶があり、その中で氏は、参加
者に対するお礼の言葉の後、私学を取り
まく厳しい環境の一端として学校評価に
関して述べられました。さらに、関西大
倉学園は校舎建て替えの時期に来てお
り、学内ではキャンパス更新計画が立ち
上げられ、ティパレットが行われていま
す。学校のこのような動きに対し、育友
会としても積極的に協力していかなけれ
ばならないと考えているので、会員の
方々のご協力をお願いしたい、と述べら

れました。
次に尾崎正敏学校長のご挨拶があり、

学園祭への育友会の協力に対する感謝の
言葉があった後、学園の現況報告をされ
ました。その中で、育友会の方々のご支
援により、野外照明設備が完成し、今秋
より使用が開始され、クラブ活動に大い
に寄与していることや、学校長自身が招
かれた関西大倉の同期会（昭和30年卒
業）に3世代にわたり関西大倉を卒業し
た方がおられたことなどを取り上げ、母
校愛を持っていただける魅力ある学園に
していきたいと述べられ、そのためにも
育友会の方々のご協力をお願いしたい、
と話されました。
続いて中島茂人副会長から、新たに加

入された会員と、現高等学校PTA会長
の木村正宏氏をはじめPTA実行委員の
方々が紹介された後、中井陽子理事から
会計報告並びに学園祭でのPTA主催バ
ザーの協賛参加報告、舟橋麻稚子監事か
ら会計監査報告があり、いずれも承認さ
れました。さらに竹下俊夫会長から学校
長に「関西大倉学園教育基金」の一部と
して、「電子ピアノ1台と金一封」の目
録が贈呈されました。
引き続き「関西大倉学園育友会会則」

改正案が理事会から提案され、清水信昭
理事より提案理由と条文改正箇所の説明
をされました（変更箇所は第5条並びに
第9条の役員名と役員数の項目の「現行
の監事3名以内を4名以内とする」、「現
行では実行委員は設置されていません
が、新たに実行委員若干名を置く」）。審
議の結果、いずれも承認されました。（誌
面をお借りし、会員の皆様方にご報告申
し上げます。）
この後、休憩（集合写真撮影など）を

挟んで、懇親会に移りました。
懇親会は、渡邊三彦副会長によるのご

発声で始まり、ほどなく𡈽方正英顧問と
大森節子理事が挨拶に立たれました。𡈽
方氏は、育友会総会に出席して懐かしい
方々にお会いできたことを嬉しく思う、
ぜひ次年度も参加したいと述べられた
後、自身も現在、関西大倉学園の役員と
して参画させていただいているが、極め
て堅実に学校運営がなされており、改め
て法人の役員並びに教職員の方々に感謝
している。「関西大倉学園教育基金」をは
じめ学園の諸活動に対し、応援団として
育友会の方々のご支援をお願いしたいと
結ばれました。また大森氏は、育友会総
会・懇親会が今日まで続いていることに

第13回関西大倉学園育友会総会が開催されました

■関西商工学校
長谷川　輝　夫 商業科 
山　本　和　夫 商業科 平成 26. 10. 9
上　野　繁　一 機械科 平成 25. 4. 16

■大阪大倉商業学校
堀　内　義　朗 28 回 （昭和 14） 平成 26. 11. 1
村　田　善　一 28 回 （昭和 14） 平成 1.
福　本　　　一 35 回 （昭和 20） 平成 26. 11. 28
森　本　將　已 39 回 （昭和 24） 平成 27. 10. 13

■関西大倉高等学校
梅　田　黎　夫 全 3回商 （昭和 26） 平成 27. 6. 24
山　内　忠　義 全 5回普 （昭和 28） 平成 26. 9.
上　松　　　勇 全 6回商 （昭和 29） 平成 27. 5. 2
山　口　晴　康 全 6回商 （昭和 29） 平成 27. 1. 8
井　上　義　信 全 7回商 （昭和 30） 平成 27. 3. 8
野　口　悦　男 全 7回商 （昭和 30） 平成 27. 5. 11
合　田　和　弘 全 10 回普 （昭和 33） 平成 27. 2. 15
高　木　義　弘 全 10 回電 （昭和 33） 平成 25. 12. 16

辰　巳　貞　蔵 全 10 回普 （昭和 33） 平成 27. 5. 28
佐　原　俊　行 全 12 回商 （昭和 35） 平成 20. 3. 10
田　中　重　樹 全 13 回商 （昭和 36） 平成 27. 2.
鷲　北　博　史 全 13 回商 （昭和 36） 平成 27. 4. 8
左　海　長　明 全 14 回商 （昭和 37） 平成 25. 9.
村　田　雅　夫 全 15 回商 （昭和 38） 平成 26. 10. 31
金　井　重　則 全 17 回商 （昭和 40） 平成 21. 7. 9
荻　野　美喜男 全 18 回普 （昭和 41） 平成 27. 4. 8
沢　部　光　次 全 18 回普 （昭和 41） 平成 27. 3. 22
辻　　　三　次 全 18 回商 （昭和 41） 平成 26. 8. 29
宇佐美　公　次 全 19 回普 （昭和 42） 平成 25. 4. 21
川　口　光　正 全 19 回普 （昭和 42）
垣　井　義　昭 全 24 回普 （昭和 47） 平成 26. 12. 16
西　川　幸　伸 全 25 回普 （昭和 48） 平成 27. 2. 16
貴　瀬　俊　二 全 26 回商 （昭和 49） 平成 18.
菊　池　直　人 全 28 回普 （昭和 51） 平成 16. 11. 10
畑　中　秀　一 全 29 回普 （昭和 52） 平成 27. 5. 22
高　橋　秀　直 全 30 回普 （昭和 53） 平成 27. 1. 13
松　岡　　　徹 全 33 回普 （昭和 56） 平成 26. 6.

【訃　報】
ご逝去の通知をいただいた方々の氏名と卒業年次を掲載し、
故人のご冥福をお祈りするとともに同窓会会員にお知らせいたします。（敬称略）
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企　業　・　団　体

対する感想などを述べられた後、ご自身
が直接関わった育友会創設の経緯を詳細
に説明されました。当時の様子をご存じ
ない方々にとっては、参考になったこと
と思います。
宴たけなわの頃、参加者の方々の自己
紹介や、出席者全員によるゲームなども
行われ、会場は大いに盛り上がりました。
閉会にあたって林浩志副会長が、ご多
忙な中、多くの方が出席してくださった
こと、育友会の「関西大倉学園教育基金」
への協力、育友会創設のご説明などに対
するお礼の言葉と、次回も楽しい育友会
総会・懇親会での再会を約すと述べられ
ました。引き続き司会者からの感謝の言
葉と閉会の辞をもって、育友会総会並び
に懇親会は盛会の裡に終わりました。
最後になりましたが、文化祭のバザー
並びに総会などの行事にご尽力ください
ました役員の方々に感謝申し上げます。
なお、次年度の育友会行事の詳細につき
ましては、後日、事務局よりご案内申し
上げますので、その節にはよろしくお願
いいたします。

＊　　　＊　　　＊
○新役員は次の方々です。（敬称略）
名 誉 会 長 尾崎正敏

育友会会長 竹下俊夫
副　会　長 中島茂人・林浩志・渡邊

三彦・中井陽子
理　　　事 大森節子・佐藤英子・萬

野博子・磯部典子・石山
千恵子・石井美代子・日
浅慶子・辻村照恵・前川
真理子・清水信昭

実 行 委 員 岸本光生
監　　　事 舟橋麻稚子・辻井真澄・

甲和子・清水尚子
顧　　　問 𡈽方正英

○育友会として、今年も学園文化祭で高
校PTA主催のバザーに参加させていた
だきました。会員の方々にバザーに出す
物品のご提供をお願いしましたところ、

下記の皆様からご提供いただきました。
厚くお礼申し上げます。（敬称略・順不同）
なお、収益金は「関西大倉学園教育基金」
等に活用させていただきました。
竹下俊夫・中島茂人・林浩志・渡邊三彦・
岸本光生・恩庄康之・中井陽子・大森節
子・萬野博子・佐藤英子・磯部典子・舟
橋麻稚子・辻井真澄・甲和子・石山千恵
子・石井美代子・日浅慶子・辻村照恵・
前川真理子・清水尚子・殿村三恵子・平
成26年度役員一同
○育友会活動に関しまして、ご意見など
がございましたら、育友会事務局（関西
大倉学園内　℡072-643-6321）ま
でお願いいたします。

（事務局）

●平成26（2014）年春より開始された「関西大倉学園教育基

金」の募金活動状況につきましては母校より学園ホームペー

ジや広報誌『サイカス』などを通じお知らせいただいていま

す。母校の更なる発展と地域からの高い評価を得るため、

同窓会としてもひき続き協力していきたいと思っています。

同窓生諸氏のご支援よろしくお願いいたします。

●同窓会活動の活性化、とりわけ同窓会総会を如何に充実

させるかを主題に、昨年度より若い同窓会役員の方々を対

象にした意見交換会（分会）を開催しています。今後も継

続していきたいと思っておりますので、多くの方々に参加を

お願いいたします。いただいたご意見、ご提案などを、同

窓会運営に反映させてまいりたいと考えています。

●「分会」は若い方々に常に母校に関心を持っていただくよい

機会になると思っています。意見交換会に出席された若い

役員の働きかけもあり、今年度の同窓会総会には若い同

窓生が増加しました。次年度もご支援の程よろしくお願い

いたします。

●同じ学窓で学び、共に汗を流した仲間との思い出など、同

窓諸氏の青春時代や学園の今を伝える広報誌「サイカス」

でありたいと願って発行しています。皆様方のご協力のほ

どよろしくお願いいたします。

●『サイカス』30号が宛名不明や転居期限切れにより、約

200通が返送されてきました。同窓会に届けられておられ

た氏名・住所・連絡先電話・勤務先などに変更がありまし

たら同窓会事務局までご連絡ください。なお、住所変更な

どの手続きにつきましては同窓会のホームページをご参照く

ださい。

●同期会、有志の会、クラブOB・OG会などを開催されまし

たら、幹事の皆さん、その原稿や写真を、またそれらの会

を開催される予定があれば、その案内文などを「サイカス編

集委員会」宛てお送りください。お問い合わせは同窓会事

務局（TEL 072-643-6321）までよろしくお願いいたします。

同 窓 会 事 務 局 よ り同 窓 会 事 務 局 よ り
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昭和41年商業科卒業の有志が卒業の年、お互いに末
永く繋がりを持っていきたいとの願いから『環会』と名
付けた会を発足させました。
その年から北は北海道、西は九州まで各地を旅行し

たり、ゴルフや食
事会を楽しんだ
り、いろいろ情
報交換をしたり
して49年間、1
回も途切れるこ
となく活動を続
けてきました。
安藤先生には発
足以来欠かすこ

となくご参加いただいております。途中でこの会がいつ
までも楽しく続いていきますようにと『悦悠会』と名前
を変更し現在に至っております。
今回は参加者は少数でしたが、9月28日から富山県「大

牧温泉」入浴と観光の旅を行いました。小さな集まりで
すが49年間も続いてきたこの会を、会員の皆さんが元
気な間は続けていきたいと話し合っています。
なお、今日に至る間に会員の内数名の方が仕事の都合
や家庭の事情などでやむなく退会され、また2名の方が
黄泉の国に旅立たれました。2名の方には会員一同謹ん
で哀悼の意を表しました。
同窓会の片隅で母校を懐かしみながらこのような小さ
な会が活動していることを報告し、母校の益々の発展を
お祈りしております。 （佐野量一・記）

平成28年3月5日（土）に予定しておりました「UC会」
の開催は、都合により中止とさせていただきます。あし

からずご了承ください。 （幹事）

悦悠会（昭和41年商業科卒業）開催

UC会からのご連絡

平成27年6月24日（水）正午より約2時間、昨年同様
「ホテル阪神」において、同窓会の集いを開催しました。
藤井豊造先生と吉田寛先生には、今年も元気なお顔を

お見せいただき、今回もご出席いただいた全校同窓会事
務局長の清水信昭先生からは、今年の卒業生の進学成果
などが報告されました。
当日出席の同窓生は次の20名の方々でした。（敬称略）
井場元潔・今井澄郎・木津圭市・桐谷精藏・斉藤栄太

郎・澤登千晃・筒井正人・須藤精己・長岡英雄・渚 烱
為・糠野禎也・松田 強・松浪保明・三宅保矩・宮武康郎・
村中 弘・山中与次郎・山元 弘・両頭 實・和田泰彦
事前の準備は今回も松浪氏にお世話になり、司会は木

津氏が、開会の挨拶は不肖糠野が担当いたしました。
今年は、会員の全員が80歳になりましたので、それ

ぞれがこれまでの想い出を3分間ずつ語り次ぐ案が、司
会の松浪氏から提案され進められましたが、小生の不手
際もあり、会員の全員が洩れなく発言することなく、無
造作に発言された中には、修学旅行がなかったのが残念
であったとの声もありましたが、多くは学校創設者の平
賀義美先生並びに大倉喜八郎翁の英邁ぶりや、戦後の世

相不安定の中での髙木美喜次校長のご尽力を称える声が
数多く聞かれました。また、生徒にあっては、毎年度の
全国珠算大会での優勝者・続出の賞讃の声も多く聞かれ
ました。その他では、想い出語りというよりは、各々が
現在の健康状態に言及し、その向上、良好さ維持の大切
さを唱える声が多く聞かれたのも、ごく自然の成り行き
であろうと思われました。
最後に、来年の集まりでも互いに元気な顔を見せ集う
ことを誓い合い、全員で校歌を合唱して、全員集合の記
念写真を撮影して散会いたしました。 （糠野禎也・記）

二八会（昭和28年卒）同窓会 開催
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前会の約束通り2年目の再会を、この度は『かんちゅ
う36人会＆ S46年卒同期会』として学園同窓会に集い
ました。一昨年、何だかんだと言いながら卒業後43年
振りに再会を果たした私たちは、この間、『サイカス』第
27号に載った私たちを観て、「俺も加えろ！」と新たな
再会が生まれ、会えば、「○○君にも会いたいな・・」と、
消息をたずね歩いた同期生も新たに加わりました。「友
達の友達はみんな友達だ」と誰かが言いはじめ、発展的
に「S46年卒同期会」に会名を改めました。同窓の輪を
縦に横にと、さらに拡げていければと希っています。私
たちS46年卒の同期生は829名でした。これは関西大
倉の歴史で最も多い数字だそうです。

さて、この度も写真は2枚になりました。学園同窓会
総会＋二次会から参加した同期生を合わせますと21名
で、恩師の池本一夫先生、清水信昭先生に加わっていた
だきました。H27年度ミスユニバース大阪代表の森川
佑香さん（H24卒）が紅一点、写真に入って花を添えて
くれました。
“目指すは大還暦120歳まで！”隔年で残り28回とな
りましたが、欲ボケせずに1年ごとにしようとの話にな
りました。目指すは90歳まで。さて来年はどれだけの
同期が顔を見せてくれるのか楽しみです。
2016年9月4日日曜日に、S46年卒同期生集まれ！！
 （幹事：ＫＫ・ＭＭ・記）

S46年卒同期会(かんちゅう36人会改め)へ集まれ！！

2015年5月24日（日）、1967年卒業旧3年8組（担任：
故今村俊彌先生）のクラス会を開催し48年振りの再会
を喜び合いました。受験戦争激烈な時の入学生で個性派
の多かったクラスでしたが、旧友はどう変わったか、あ
るいは相変わらず“個性派”か、興味津々であったと思
います。さてその結果は…
母校見学組は6名。平野先生に徹底的に鍛えられた懐

かしの理科実験室階下のピロティを通り、旧3年8組教
室前で記念撮影。当時の教室裏のアーチェリー場跡には

0号棟とういう立派な教室棟が建てられていました。高
校3年生の教室とのことです。設備の整った体育館を見
て、たまたまおられた松本光男学園事務長様（4期後輩
とのこと）に教えていただき展望台へ。素晴らしい北摂
の景色を眺め懐かしみました。
1時30分から、「木曽路茨木店」で宴会。鬼籍に入られ

た今村先生と旧友に黙祷後、尾崎正敏校長先生（旧3年
7組の同期生）、日本史の担当であられた清水信昭先生
からご挨拶をいただいた後、ご健在でおられる平野康蔵
先生の声のメッセージを聴き、一同改めて緊張。そのあと
は賑やかにそれぞれの人生を語りあい、中には大演説も
ありましたが、本当に和気あいあいと旧交を深め合い、2
年後の50周年の再開を約束し合いました。記念撮影後
午後4時に散会、10名ほどで2次会へと繰り出しました。
当日の参加は14名。五十川、猪又、大串、小畑、下浦、
鈴木、竹本、西畑、林、近藤（美馬）、森田、山崎、吉川一、
吉川哲（50音順、敬称略）の各氏。ご参加いただいた尾
崎校長先生、清水先生には大変お世話になり、厚く御礼
申し上げます。 （五十川 進・記）

昭和42年卒・旧3年8組クラス会を開催しました
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地歴旅行部・OB・OGのかた。お元気でしょうか。
今年は5月23日（日）に西天満のホテル・イングラン

デ梅田で平成27年度OB・OG会総会を開催いたしまし
た。当日は、恩師の清水信昭先生、奥田 至先生、植田
弘子先生に出席をたまわり、また遠くからは愛知県から、

若手はこの3月に卒業した大学生も合わせて、久しぶり
に総勢20名を越える参加をいただくことができました。
総会では、昨年度の活動報告や会計報告、今年度の活動
案や人事案などを承認いただきました。引き続いての懇
親会では、18歳からおおよそ還暦の方までの幅広い年

齢層の方々が昔話や、現状のことなどを和や
かな雰囲気で語り合っていたのが印象的でし
た。
ただし、22年目を迎えた地理歴史旅行ク

ラブOB・OG会ですが、学園の同窓会総会
と同様、出席者の確保に苦心しております。
『サイカス』をご覧になられたOB・OGのか
た、是非とも下記のアドレスまでご連絡くだ
さい。詳しい活動内容や今後の行事予定など
を案内させていただきます。
e_itasan@yahoo.co.jp
 （板垣英治－平成1年3月卒・記）

地歴旅行部OB・OG総会報告とお願い

平成27年5月10日（日）に今井先生ご夫妻が、私た
ち11名のために、三間堂本町店において、還暦のお祝
いをしてくださいました。今井先生は、定年後、度重な
るご病気になられましたが、奥様の献身的なご看護と、
ご自身も懸命にリハビリをされて、お過ごしになられて
います。
今回の還暦会は、昨年11月のゴルフの会の忘年会の

時に今井先生が、「君たちも、皆、還暦になっているなら、
ぜひ、お祝いをさせてほしい」と仰ってくださり、この
会となりました。

私たちは1970（昭和45）年、大阪万国博覧会の年に
商業科に入学しました。それから45年の月日が過ぎて
自分たちが還暦になり、今井先生にお祝いをしていただ
けるとは、夢にも思いませんでした。入学時は今井先生、
嶋岡先生、商業科の先生方に、教鞭をとっていただきま
した。今井先生には、ある出来事（ここでは書けませんが）
でものすごく叱られたこと、先生に映画の優待券をいた
だいたこと（今も色々いただいています）など様々な思
い出話に花が咲き、本当に楽しい時間でしたが、あっと
言う間に過ぎ、次は先生の喜寿お祝いに、皆で集まろう
と言うことで閉会となりました。今は商業科も無くなり、
淋しくなりましたが、今井先生には、いつまでもお元気
で過ごされる様、心より願っております。 （山﨑・記）
●今回の出席者
今井紘三先生ご夫妻、北本良弘、木津輝雄、栗本広志、
小谷敏夫、小寺正剛、高橋清、田中秀三、築山隆英、
西口敏夫、山﨑進彦、山村俊彦（敬称略）
尚、25回商業科卒業の方でゴルフの会に参加ご希望
の方は、ぜひご連絡ください。お待ちしています。
〈連絡先〉 北本良弘　090-9090-2225　
 田中秀三　080-8318-8828　
 山﨑進彦　090-3673-5630

関西大倉25回商業科卒同窓ゴルフの会還暦お祝い会 開催
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2011年８月に「ホテル日航茨木」においてOB会の設立
総会が開催されてから丸５年。OB会員相互の親睦・交流

と現役への支
援を目的にし
て活動が始ま
りました。手さ
ぐりだった当
初を思うと、
今ではOB会
としての「形」
もだいぶ出来
上がってきま
した。

さまざまな活動をOBの皆様にお伝えしようと、広報
誌「ウインドミル」を年２回発刊して、ささやかながら
もOB会員の動向や現役諸君の活躍ぶりをお伝えしてき
ました。その「ウインドミル」も発刊から10号を迎え、
毎回300名を超す会員のみなさまにお届けしています。
そして次号11号（2016年3月1日発刊予定）では、来年
定年を迎えられる吉野先生の特集号を計画しています。
OB会では来年の総会に合わせて吉野先生「退職記念・
感謝の集い」を4月に実施いたします。実施日時、内容等
は現在検討中ですので、詳しくは次号「ウインドミル」
11号でお知らせいたします。
 （事務局・高岡滋（副会長）・記）

ソフトボール部
OBが当時顧問を
していただいた安
藤先生を囲んでミ
ニOB会を結成し、
現在まで食事会や
軽スポーツ、情報
交換などを行って
きました。
今回は去る6月

17日、亀岡ゴルフ

クラブにおいて、安藤先生を囲み、図書館で色々ご指導
いただいた猪原さんをお招きしてコンペを行いました。
前回と比べ参加者も少ないにもかかわらず梅雨の合間の
厳しい暑さの中、参加者一同楽しい一日を過ごしました。
安藤先生、猪原さんの元気一杯なプレイには一同感心し
元気づけられました。
これからも会員の皆さん全員が元気で、このミニOB
会を続けていきたいと思います。
母校関西大倉高校の益々のご発展と現役ソフトボール
部の活躍を祈っております。

（世話人・深田安章（昭和47年卒）・記）

ソフトボール部OB会の皆様へ　おかげさまで５周年

ソフトボール部ミニOB会 開催

2015年9月27日「佐久美先生偲ぶ会」として京都　
東華菜館にてOB会を開催しました。上田（昭和39年卒）、
高畠（昭和41年卒）両先輩を含め総勢11名が集まり懐
かしい話、関西大倉の歴史を語り、よき時間を過ごすこ
とができました。次から次へと絶えることなく昔話が出
てきます、佐久美先生、高畠先輩を中心にした合宿、文
化祭での事がみんなの記憶に焼き付いていました。卒業
して長い年月が経つにつれ、ますます懐かしさが大きく
なっています。この後の思い出づくりのためにも途絶え
ることなく続けていこうと思います。
これからの関西大倉のご発展をお祈りし、楽しみにし

ております。

●出席者（敬称略）
（後列左から）万殿、山﨑、栄、角南、小林、西田、中村
（前列左から）後田、濱、上田、高畠
（上田が持つ写真）佐久美先生 （後田・記）

関西大倉書道部OB会 開催̶佐久美先生を偲んで昭和50年以前の卒業生集まる̶

創刊 10号を迎えた広報誌「ウインドミル」
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●井澤 宏一郎
 （関西大倉・普通科 昭和31年卒）

○高校野球ファンとして母校野球部の

大阪予選の戦いぶりを嬉しく思いまし

た。橋本君のご活躍をお祈りします。

●中村 雅俊 （関西大倉・普通科 昭和35年卒）

○今年74歳になりました。闘病中で

すが、関倉という言葉の響きに懐かし

さを感ずるようになりました。ご発展

を祈っております。

●山本 弘治 （関西大倉・商業科 昭和40年卒）

○卒業から50年、学園が今も発展途

上にあることを嬉しく思います。体力

はおとろえつつも「気力だけは」との

思いで過ごしています。

●三宮 貞憲 （関西大倉・普通科 昭和42年卒）

○今年は欧州出張を中止しました。昨

年出張した際、貧富の差が広がってお

り、移民も多く、治安の悪化、テロ多

発に進む危険性を感じました。欧州各

国はキリスト教が土壌の文化で、日本

の神道、仏教を土壌にしたものと違い

があり、何を規範にして生きているか

を理解することが必要になります。大

学の母校が4月より茨木に移転してき

たので、同期数名で訪問しましたが、

高校を併せて茨木にあることに不思議

な縁を感じました。

●小林 直哉 （関西大倉・普通科 昭和43年卒）

○海外赴任が長く、中国上海で8年、

大きな病気もしましたが、故郷の土を

踏むことができました。鳥取県倉吉市

で7年、やっと故郷の大阪へ帰ってき

ました。現在は定年退職して、自宅に

て地域活動に参加しています。

●田村 義則 （関西大倉・普通科 昭和45年卒）

○現在再任用で勤務。債権管理の仕事

を約30年間しており、プロと呼ばれ

ています。有給休暇を利用して70歳

になるまでに、行きたい国へ行こうと

年2回計画を立てて海外旅行に行って

います。

●田村 悦嗣 （関西大倉・普通科 昭和46年卒）

○保険代理店業を引退しました。現在

千葉県に住んでいますが、今後は関西

に今までより帰れると思いますのでよ

ろしくお願いします。

●山村 浩 （関西大倉・普通科 昭和50年卒）

○いつもアメリカンフットボール部の

試合を楽しみにしています。頑張って

ください。

●黒瀬 一輝 （関西大倉・普通科 昭和52年卒）

○定年まで残すところ4年弱となりま

したが、配属されてきた新入社員が関

西大倉の卒業の方でした。300名ほど

の新入社員がいるなかで、出身大学の

社内同窓会はあるものの、同じ高校出

身者が出会う確率は低く、何かの縁を

感じました。しかも大阪から愛知です

から、とても嬉しいです。

●島田 裕 （関西大倉・普通科 昭和53年卒）

○丹後の宮津へ単身赴任中です。地元

の人との交流も必要とボランティア活

動に精を出しています。定年まであと

5年、妻に「定年になったら帰らなけ

ればいけないかなあ？」「そのまま居

てもいいわよ」と言われました。

●高橋 眞実 （関西大倉・普通科 昭和60年卒）

○四国に単身赴任して1年目です。今

年、高校の同窓生に30年ぶりに会い

ました。いまでもFacebookで複数の

学友と繋がっています。高校時代の友

人はいいものですね。何時までも大切

にしたいと思います。

●三坂 裕士 （関西大倉・普通科 昭和63年卒）

○クラブ指導のために年2～3回、母

校を訪れています。その度に「関西大

倉は本当によい学校だなぁ」と感じさ

せられています。

●山下 晃生 （関西大倉・普通科 平成7年卒）

○入社以来17年間大阪勤務でしたが、

今年7月より東京勤務となりました。

所属していたクラシックギタークラブ

の演奏を生で聴くことが難しくなり残

念ですが、ギター・マンドリン音楽祭

での連続大賞授賞など、昨今の活躍を

嬉しく思います。首都圏にいるOBと

連絡を取り合い、久しぶりに交流を深

めたいと思っています。

●高谷 滋樹（関西大倉・普通科 平成11年卒）

○弁護士として活動しています。最近

はニュースにも登場しました。

http://h-law.osaka.jp　北摂弁護士と

して頑張ります！

●佐藤 大輔 （関西大倉・普通科 平成14年卒）

○関倉中学・高校時代は欠点（赤点）

だらけで苦労ばかりでしたが、一念発

起し早稲田大学を卒業し、現在神奈川

県庁に勤めております。昨年から東京

都庁へ出向し、2020年五輪大会を目

標に、外国人旅行者誘致のための海外

プロモーションを行っています。

●大林 恵 （関西大倉・普通科 平成19年卒）

○私は現在、精神科単科病院の病棟看

護師として勤務する傍ら、1歳の娘の

子育てをしております。患者様が安心

して療養できる看護とは何か日々探究

しつつ、新米ママとして育児をする中

で家族の温もりを改めて感じていま

す。

●中野 慶太 （関西大倉・普通科 平成26年卒）

○先日、私の通う大学の講義のゲスト

スピーカーとして、関西大倉の先輩が

お越しくださいました。関西大倉の先

輩方のご活躍を直に拝見する機会で、

とても誇らしい気持ちになりました。

同窓会員メッセージ

　教 職 員 短信

●亥野 彊 （旧社会科教諭）

○名塩地域の歴史を調査して楽しんで

います。知っていたつもりでも、まだ

まだ知らないことも多いです。知るこ

とは楽しいものですね。

●井戸田 健司 （旧英語科教諭）

○ご無沙汰しております。皆さんそれ

ぞれが社会生活の中で奮闘されている

ことと思います。今が苦しい状況でも、

かならず幸せが待っています。

私が学園を訪問する際に、かならず行

く場所がいくつかあります。出会った

人達を思い出します。１）中学棟の卒

業記念碑「絆」と、‘いろは紅葉’（平
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成17年度卒）　2）2号棟横の「夢」の

石碑（故岸岡先生から夢の字を頼まれ

書きました）とアメリカン楓15本（平

成5年度・13クラス＋予備1 ＋学年

教員用1）、阪神大震災の揺れにも耐

えました。3）0号棟横の石碑「平成22

世紀への礎・永遠への情熱」と‘紅梅’

の樹木（平成1年度卒）。碑文は2000

年に100年後も関西大倉が威風堂々と

存立することを確信し、その文言にし

ました。

私も平成27年12月で古希になります。

人生いろいろですね。今は10時間の

支援講師を島本二中でさせていただい

ております。

●野口 貴弘 （旧国語科教諭）

○ファイナンシャルプランニング技能

士に転身して3年目となりました。指

導科目も「古典」から「税務・保険・

不動産・資産運用・年金・相続」と幅

広くなっています。

●足立 孝夫 （旧学園事務長）

○ご無沙汰ばかりで申し訳ございませ

ん。「CYCAS」を通じて近況をお知ら

せいただき、関西大倉の発展ぶりと活

況を心から嬉しく思っております。勤

務当時を思い出すと懐かしさと良き想

いでで一杯です。

●駒井 功 （旧社会科教諭）

○体調が悪く、外出することもなくな

りました。皆様には健康にはご留意く

ださい。

●山地 崇正  （現国語科教諭）

○卒業生のみなさん、お元気ですか。

特に９月の文化祭で声をかけてくれた

皆さん。たった半年しか経っていない

はずなのに、すっかり大人っぽくなっ

ていてとても驚きました。まだ会えて

いない人も、これから会えるのを楽し

みにしています。

今後、良いことも悪いことも沢山ある

でしょうが、何事も全力で楽しんでく

ださい。もし悩んだり、立ち止まった

りしそうなときには、関西大倉を思い

出し、いつでも訪ねてくださいね。

●佐々木 俊哉  （現英語科教諭）

○卒業生の皆さん、その後元気にして

いますか？　自分の人生を楽しめてい

ますか？　自分は今、高1学年で特進

クラスを担任させて頂いております。

教科指導、クラス経営に頭を悩ませつ

つ、日々、「生きる喜び」を探していま

す。皆さんと再会するときには、お互

いに「今の自分」を報告し合いましょ

う。というわけで今、「話のネタ」作り

に必死に励んでいるところです。お互

いに頑張りましょう！！

●草木 均 （現国語科教諭）

○卒業生の皆さん、お元気ですか。今

年度は高校1年生特進クラスの担任を

しています。この学校に勤務した最

初の年は高校1年の所属でしたが、そ

の後2年→3年→2年→3年という動

きだったので、久々の1年生です。し

かも関西大倉初年度は副担任だったの

で、この学校で1年生の担任を持つの

は初めてです。生徒たちと真新しい気

持ちで頑張っている毎日です。

文化祭には多くの卒業生が遊びに来て

くれました。また、それ以外の日にも

夏休みを利用してわざわざ学校まで足

を運んでくれる人たちがたくさんい

て、嬉しい限りです。

では、大学生活を謳歌している皆さん

は、その貴重で輝かしい時間を大切

に！　また、大学入学を目指して奮闘

中の皆さんは自分を信じて頑張ってく

ださい！　またお会いできることを楽

しみにしています。

●上田 ゆかり （現理科教諭）

○犬を飼いはじめました。私にとって

は慣れた田舎道を散歩するときでも、

犬が草や虫や石に反応しながらとても

嬉しそうに歩くので、私にもその道が

とても面白い道のように思えて楽しい

です。

自分にとって新しいことを見たり聞い

たり理解したりすることは、やはり嬉

しいことのはず。生徒の皆さんがそう

いう嬉しさを物理で味わってくれれば

いいなという気持ちで、自分なりに試

行錯誤をしています。

先日の文化祭では、懐かしい卒業生の

皆さんの元気そうな顔を見て、とても

嬉しく感じました。またいつでも遊び

に来て下さい。

●渋谷 信之 （現芸術科教諭）

○出品展覧会のお知らせ　

①個展「Calling」

12/7（月）～12/19（土）

2kwギャラリー（大阪市西区京町

堀 1-13-2） http://www.2kwgallery.

com/

②「現代美術―茨木・特集作家たちに

よるミニアチュール展20」 

１/7（木）～1/12日（火）

茨木市立ギャラリー（阪急茨木市駅

ロサヴィア２F）…本校卒業生も出

品しています。

③「現代美術―茨木2016」 

5/30（月）～ 6/5（日）※ただし、31

日は閉館

茨木市立生涯学習センター…本校卒

業生も出品しています。

ご高覧くだされば幸いです。

関倉の中の

～小さな自然～
サギゴケ【ゴマノハグサ科】

中学棟前の植え込みに4月頃、小さな花を咲かせます。夏
には雑草として他の草と一緒に刈り込まれてしまいます
が、毎年鮮やかな色の花をつけています。

（文・写真：杉邨仁美教諭）
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 同窓会・広報誌協賛金をいただいた方々 （2015.7.1 ～ 2015.11.10迄・敬称略）

清水　茂秋 旧教職員 10,000

奥田喜久男 旧教職員 5,000

宮之前隆春 旧教職員 10,000

胡　　正行 関西商工（機械） 2,000

高木　義一 関西商工（電工） 2,000

米谷　恒雄 関西商工（商業） 2,000

岡崎　　徹 昭 9 大倉23 2,000

堀本　　修 昭16 大倉30 2,000

十都　重雄 昭18 大倉32 2,000

上田　正明 昭18 大倉33 2,000

公門　粂夫 昭19 大倉34 2,000

大山　仁躬 昭20 大倉35 3,000

金澤昌之助 昭20 大倉35 2,000

小林　正昭 昭21 大倉36 2,000

西田　一成 昭22 大倉37 2,000

三木　敏雄 昭23 大倉38 2,000

伊藤　昌治 昭26 全 3商 2,000

井上　信雄 昭26 全 3電 2,000

生瀬　陽三 昭26 全 3商 3,000

西田　成治 昭26 全 3商 2,000

浜野　一見 昭26 全 3土 2,000

山下　広男 昭27 全 4商 2,000

関倉二八会一同 昭28 全 5回 20,000

宮武　康郎 昭28 全 5商 4,000

小野登喜夫 昭29 全 6商 2,000

辰野　宥史 昭29 全 6商 2,000

田中　信守 昭29 全 6普 2,000

寺崎　公望 昭29 全 6商 2,000

西野　公三 昭29 全 6商 2,000

山田　晴久 昭29 全 6商 2,000

山本　光一 昭29 全 6商 2,000

家田　成夫 昭30 全 7商 10,000

岡村　三男 昭30 全 7商 2,000

北野　由次 昭30 全 7商 2,000

小林　幸雄 昭30 定 4商 4,000

小林兵太郎 昭30 全 7商 2,000

重浦　宗治 昭30 定 4商 2,000

寅井　章男 昭30 全 7商 2,000

中積　義政 昭30 全 7商 2,000

中野　晴夫 昭30 全 7商 4,000

西良　温行 昭30 全 7商 2,000

三崎　宗一 昭30 全 7普 6,000

山田　　登 昭30 全 7商 2,000

石山　邦彦 昭31 全 8普 2,000

和泉　長司 昭31 全 8普 2,000

大竹　日勝 昭31 全 8商 2,000

大槻　忠郎 昭31 全 8商 2,000

多良　兼彦 昭31 定 5商 2,000

橋本　博明 昭31 全 8商 20,000

浜口　　勲 昭31 全 8商 2,000

吉原　康文 昭31 全 8商 2,000

龝吉　正孝 昭32 全 9商 6,000

岩谷　　勲 昭32 全 9商 2,000

宇都宮成光 昭32 全 9普 5,000

雁金作二郎 昭32 定 6商 10,000

石黒　祥介 昭33 全10商 4,000

河村　武治 昭33 定 7電 3,000

北　政十郎 昭33 全10商 10,000

公手　良州 昭33 全10普 20,000

辻　　　繁 昭33 全10商 3,000

東井　保二 昭33 全10商 4,000

豊田　良亮 昭33 全10普 2,000

七種　　武 昭33 全10商 2,000

村山　勝彦 昭33 全10商 2,000

吉川　治重 昭33 全10商 4,000

𠮷田　英行 昭33 全10商 4,000

井実　広正 昭34 全11商 2,000

桐竹　克至 昭34 全11商 10,000

西村　康夫 昭34 全11商 2,000

村上　賀通 昭34 全11商 2,000

安丸　栄三 昭34 全11商 2,000

全11電34会一同 昭34 全11電 10,000

近藤　　明 昭35 定 9電 5,000

中村　雅俊 昭35 全12普 2,000

太田　勝義 昭36 全13商 5,000

清水　信昭 昭36 全13普 10,000

鈴木　雄三 昭36 全13普 2,000

高山　憲三 昭36 定10商 5,000

濱浦紀代輝 昭36 全13普 2,000

池永　莞爾 昭37 全14商 2,000

近藤　　誠 昭37 全14商 2,000

阪本　勝彦 昭37 全14商 10,000

桜井　一皓 昭37 全14商 2,000

棚橋　武彦 昭37 全14商 5,000

中井　　清 昭37 全14普 2,000

福冨　　実 昭37 全14商 2,000

今市　忠春 昭38 全15電 2,000

関　　昭夫 昭38 全15商 2,000

沼津　知明 昭38 全15電 2,000

山地　滋高 昭38 全15商 2,000

山初　義男 昭38 全15電 2,000

瀬山　健一 昭39 全16商 2,000

宮本　　修 昭39 全16商 2,000

伊坪　正憲 昭40 全17普 2,000

岩井　紳一 昭40 全17商 2,000

金井　重則 昭40 全17商 10,000

木村　　勝 昭40 全17商 6,000

中野　　修 昭40 全17商 2,000

福井　　弘 昭40 全17商 2,000

安本　光男 昭40 全17商 5,000

大坪　繁雄 昭41 全18普 5,000

齋藤　昇男 昭41 全18普 2,000

福西　英俊 昭41 全18普 2,000

山田　修宣 昭41 全18普 2,000

日　　大吉 昭42 全19普 2,000

山本憲一郎 昭42 全19普 2,000

加藤　　健 昭44 全21普 5,000

田川　芳樹 昭44 全21普 2,000

辻田　武志 昭44 全21商 4,000

山口　清稲 昭44 全21普 4,000

吉藤　卓朗 昭44 全21普 3,000

梅原　光生 昭45 全22普 2,000

奥　　雅文 昭45 全22普 2,000

中村　久継 昭45 全22商 2,000

飯田　敏夫 昭46 全23普 2,000

立川　博道 昭46 全23普 2,000

吉村　達雄 昭46 全23商 2,000

春田　恒夫 昭47 全24普 2,000

堀　　晋作 昭47 全24普 5,000

小東　雅夫 昭48 全25普 2,000

阪本　四郎 昭48 全25商 2,000

高井　一実 昭48 全25普 2,000

田辺　賢治 昭48 全25普 4,000

中西　　保 昭48 全25普 2,000

山﨑　進彦 昭48 全25商 10,000

岡本　宣記 昭49 全26普 4,000

篠田　雅章 昭49 全26普 10,000

島村　和臣 昭50 全27普 10,000

鳥牧　幸弘 昭50 全27普 6,000

水口　良一 昭50 全27普 2,000

吉川　一郎 昭50 全27普 4,000

吉川　順三 昭50 全27普 2,000

本田　　順 昭51 全28普 2,000

桂　　義幸 昭52 全29普 2,000

浅見健次郎 昭54 全31普 6,000

今井　一也 昭54 全31普 4,000

川口　雅夫 昭54 全31普 2,000

酒井多加志 昭54 全31普 2,000

島田　　裕 昭54 全31普 2,000

米光　秀夫 昭54 全31普 5,000

笹部　雅彦 昭55 全32普 2,000

田所　信彦 昭55 全32普 4,000

萩森　逸平 昭55 全32普 2,000

南　　英明 昭55 全32普 2,000

渡辺　秀孝 昭55 全32普 2,000

井上　　彰 昭56 全33普 2,000

堀口　泰輔 昭56 全33普 2,000

河合　郁夫 昭57 全34普 2,000

永井　　博 昭57 全34普 2,000

橋長　教行 昭57 全34普 2,000

堀山　直孝 昭57 全34普 10,000

岸本　光生 昭58 全35普 2,000

竹林　正浩 昭58 全35普 10,000

光橋　正人 昭58 全35普 2,000

田村　雅彦 昭60 全37普 50,000

茂山　福蔵 昭61 全38普 6,000

中田　裕之 昭61 全38普 2,000

東山　啓次 昭61 全38普 2,000

棚佐　哲久 昭62 全39普 3,000

山崎　元成 昭62 全39普 3,000

高橋　　渉 昭63 全40普 2,000

神田　幸宏 平 1 全41普 2,000

立川　善浩 平 3 全43普 10,000

西島　孝紀 平 3 全43普 2,000

根家　隆行 平 3 全43普 10,000

桑原　徳雄 平 4 全44普 2,000

榎本　吾郎 平 5 全45普 2,000

柴崎　　剛 平 5 全45普 2,000

水沼　　博 平 5 全45普 2,000

築部　英章 平 7 全47普 2,000

村花　宏史 平 7 全47普 2,000

山畑　廣則 平 7 全47普 2,000

富永　晃平 平 8 全48普 2,000

山本　幸司 平 9 全49普 2,000

佐藤　紀夫 平12 全52普 2,000

山岡　弘和 平13 全53普 2,000

浅田　雄太 平16 全56普 2,000

岡本　敏秀 平17 全57普 2,000

尾茂田眞榮 平18 全58普 2,000

松岡　祐加 平18 全58普 2,000

赤松　寛夫 平20 全60普 2,000

岡田　綾華 平21 全61普 10,000

相本　和希 平23 全63普 2,000

重松　佑輔 平23 全63普 2,000

島　　新治 平24 全64普 2,000

中山　祐里 平24 全64普 2,000

長崎　里佳 平24 全64普 2,000

猪俣優花里 平25 全65普 2,000

佐伯　宜洋 平25 全65普 2,000

清水　聖大 平25 全65普 2,000

荒木英伊知 平26 全66普 2,000

重松　賢多 平26 全66普 2,000

殿村　英嗣 平26 全66普 2,000

矢野　希輝 平26 全66普 2,000

小原　左匡 平27 全67普 2,000

清水　美月 平27 全67普 2,000

徳岡　永子 平27 全67普 2,000

豊田恭莉子 平27 全67普 2,000

 氏　　名 卒業年度（科・回） 金　額  氏　　名 卒業年度（科・回） 金　額  氏　　名 卒業年度（科・回） 金　額  氏　　名 卒業年度（科・回） 金　額
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「如蘭荘」は関西大倉学園の前身校の一つである大阪
大倉商業学校の初代学校長の安場禎次郎先生と先生の
薫陶を受けた卒業生や親交を結ばれていた人々の手に
よって生まれた先生のご邸宅でした。これまで「如蘭荘」
については「サイカス」14号の校史編集室便りなどで紹介
されていますが、今号ではその「如蘭荘」とそれに係わっ
た人々を中心について述べたいと思います。なお、如蘭
荘の名称は『易経』繋辞上伝の「君子之道、或出或処、
或黙或語。二人同心、其利断金。同心之言、其臭如蘭。（君
子の道、あるいは出であるいは処

お

り、あるいは黙しある
いは語る。二人心を同じくすれば、その利

するど

きこと金を断
つ。同心の言は、その臭

かおり

蘭のごとし）に由来しています。
また、大阪大倉商業学校の同窓会である「如蘭会」や同
窓会報の「如蘭會々報」もこれに因んで付けられたもので
す。
昭和7（1932）年、大阪大倉商業学校は創立25周年を

迎え、学園では記念式典、祝賀会をはじめとした諸行事
が計画されました。一方、安場禎次郎先生が隠居所の
建築を計画されていることをお聞きしていたので、この
節目の年に如蘭会の中に謝恩会が結成され、先生に新
築贈呈することになりました。この計画を知った、かつ
て安場先生が近江八幡商業学校の校長時代（明治36年
～明治39年）に交誼を結び、友情を深めたウィリアム・
メレル・ヴォーリズ氏（1880～1964）と、安場先生の薫
陶を受けた近江セールズ株式会社（現　株式会社一粒社
ヴォーリズ建築事務所）の八幡商業学校出身者が工事を
請け負うことを申し出られ、同年6月に着工、11月中旬
に新邸の完成をみました。なお、工事の進捗とともに高
価な建築部材や家具などが次 と々如蘭会会員によって寄
贈されたことが「如蘭會略史」（『大阪大倉商業学校三十
周年記念誌』所収）に記されています。
校長を辞された晩年、先生はこの名建築「如蘭荘」で

過ごされていましたが、昭和20（1945）年に入って、厳し
さを増す空襲を避けて、同年6月23日に南海高野線の
大美野にあった料亭喜久之屋の別邸に疎開されました。
「如蘭荘」は同年8月5日夜の阪神間大空襲により焼失し
ました。終戦後の同年10月に疎開先の大美野より大阪
市西区玉出本通の山口貢氏（次女の夫）宅に身を寄せら
れました。

ここで「如蘭荘」の建築設計に携わられたウィリアム・
メレル・ヴォーリズ氏と安場禎次郎先生との関係を説明
し、併せてヴォーリズ氏について簡単に紹介したいと思
います。
安場禎次郎先生が文部省の要請により下関市立赤間
関商業学校長より八幡商業学校校長に就任（1903年・
33歳）。2年後の1905年にYMCAの仲介により牧師と
して、また英語教師としてウィリアム・メレル・ヴォーリズ
氏（24歳）が滋賀県に来られると、先生はヴォーリズ氏を
八幡商業学校に招聘されました。安場先生が好意を持
たれたのはヴォーリズ氏が、自叙伝のタイトルに「失敗者
の自叙伝」と名付けられているように、謙虚さをもたれ、
また、教育に対する真摯な姿勢などを持たれていたから
のようです。実際、ヴォーリズ先生は安場先生の期待に

如蘭荘とウィリアム・メレル・ヴォーリズ

如蘭荘（写真上）と寛がれる安場先生
如蘭荘はヴォーリズ建築様式の特色である大きな窓（目的は部屋
を明るく開放的にし、かつ清潔に保つためであるという）や暖炉（座
敷の床の間のようなもので、人が集まる場を作り出すためのもの
であるという）などが採り入れられています。（参照：ヴォーリズ
著『How Shall I Plan My Home』文化生活研究会、1923年刊）

大阪大倉商業学校創立25周年〔昭和7（1932）年〕記念の諸行
事を紹介する「如蘭会会報」第86号
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応える先進的な授業
を展開されました。一
方、基督教の伝道師
として聖書研究会を立
ち上げ、自宅に向上心
に燃える生徒を集めキ
リスト教を伝えました。
しかし、この「バイブ
ルクラス」の活動が町
の人々から睨まれるこ
とになりました。また、
『安場禎次郎小傳』に
寄せられた「追憶記」
に記されている喫煙騒
動（禁煙運動）などから教師達からも敵視されることになり
ました。こうした一連のことがらに対し、安場先生が毅然
として、町の人々にヴォーリズ先生の活動内容を啓蒙される
とともに先生方にも反省を促され、その結果平穏になりまし
た。まもなく、滋賀県側と近江八幡との学校予算を巡る対
立から、安場先生は在任3年有余で惜しまれつつ近江八
幡商業学校を去られ、長崎市立長崎商業学校長として赴
任されました。ヴォーリズ先生と安場先生との交わりは1年
有余ではありましたが、極めて深い交流であったことが推
察されます。（なお、安場先生は翌年の明治40（1907）年に
大阪大倉商業学校校長に就任されることになります。）
安場先生が去られ、後任の校長が保守的な為か再び「バ

イブルクラス」が問題となり、ヴォーリズ先生に対し、学内
の風当たりが強くなっていきましたが、ヴォーリズ先生は自
己の信念をまげられることなく教壇を去ることになりました
［明治40（1907）年］。

その後のウィリアム・メレル・ヴォーリズ氏の活躍の足跡
を簡単に紹介しましょう。
明治41（1908）年：京都三条YMCAで建築事務所を開設す
る。（註：コロラド大学建築科入学・哲学科出身）

明治43（1910）年：「バイブルクラス」の生徒であった吉田悦
造、村田幸一郎らとともに近江基督教慈善教化財団（現
在の近江兄弟社メンターム）とヴォーリズ合名会社を設立。
同年、シカゴでメンソレータム社創業者アルバート・ハイ
ドと出会い、メンソレータムの日本での販売権を得る。

大正9（1920）年：ヴォーリズ合名会社を解散し、近江セール
ズ株式会社を設立。ヴォーリズ建築事務所（現在の一粒
社ヴォーリズ建築事務所）を創設する。

上記のような組織を通じ、建築設計家、実業家、基督
教伝道者として、また、教育（例：現近江兄弟社学園）、
医療関係（例：現ヴォーリズ記念病院）等にも携わる。現
在も近江兄弟社グループとしてさらに幅を広げ発展して
いる。なお、ヴォーリズが建築設計家として残した建築
物（約1600件）は基督教会、学校、商業・オフィスビル、
一般住宅など多種に亘っており、なかでも次のような作
品がよく知られている。
福島教会、近江ミッション住宅、ヴォーリズ記念館、神
戸YMCA会館、大阪教会、関西学院大学学舎、同志
社大学アーモスト記念館・致遠館・図書館、神戸女学
院、活水学院、明治学院礼拝堂、山の上ホテル、中道軒、
大丸百貨店心斎橋店、旧大同生命ビル、大丸ヴィラなど。

最後にウィリアム・メレル・ヴォーリズ（一柳　米來留）氏
の来日後の生活面・功績などの一端を紹介しておきます。
大正8（1919）年：子爵（旧小野藩主）一柳末徳の三女、満
喜子と結婚する。（満喜子は保育・教育分野の発展に尽力・
近江兄弟社学園へと発展）
昭和16（1941）年：日本へ帰化、日本国籍取得、一柳米來留
（ひとつやなぎ　めれる）と改名する。
戦時中は軽井沢で過ごす。
昭和20（1945）年：終戦後、GHQと日本政府を繋ぐ使者と
しても活躍する。
昭和29（1954）年：社会公共事業の功績により藍綬褒章を
受ける。
昭和33（1958）年：近江八幡市名誉市民第1号に推される。
昭和36（1961）年：建築業界における功績で黄綬褒章を受
ける。
昭和39（1964）年：メリル永眠、近江八幡市民葬と近江兄
弟社葬との合同葬となり「恒春園」に眠る。勲三等瑞宝
章を受ける。

清水信昭　記

拙文叙述にあたり次の資料を参考にさせていただきました。
安場禎次郎直筆の「回顧録」「年表」「履歴」（いずれも毛筆

で和綴じ）、『安場禎次郎小傳』（大阪大倉如蘭会編・発行、昭
和29年刊）、『大阪大倉商業学校三十周年記念誌』（冨永祐治
編・大阪大倉商業如蘭会、昭和12年刊）、『ヴォーリズ評伝』（奥
村直彦著、㈲港の人、2005年刊）『メリル・ヴォーリズと一柳
満喜子̶愛を架ける橋̶』Grace Nies Fletcher著・平松隆円
監訳、水曜社、2010年刊）、『失敗者の自叙伝』（一柳米來留
著、湖声社、昭和32年刊）、『わが母なる学窓』（関西大倉学園、
平成19年刊）、「如蘭會々報」第86号（昭和7年発行）

『安場禎次郎小傳』の追憶記に寄稿され
たウィリアム・メレル・ヴォーリズ（一
柳 米來留）氏の原稿
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【ご報告とご紹介】
●平成27（2015）年4月30日に安場耕一郎氏（大阪大

倉商業学校初代校長・安場禎次郎先生の孫、関西大

倉学園理事）より下記の先生ゆかりの資料をご寄贈

いただきました。なお、ご寄贈いただいた資料に関

し、安場耕一郎氏より「甲子園の自宅が1945年8月

5日の阪神大空襲により焼失した際、資料の多くが

失われた。戦後、祖父が記憶に基づいて記したもの

が中心である」と伺っております。

⑴先生愛用の赤膚焼きの抹茶茶碗
⑵『安場禎次郎先生小傳』掲載の長男安場忠雄氏らご
親族、大阪大倉5期生・関西大倉初代同窓会長の平
井常次郎氏ら同窓生、関西大倉初代校長髙木美喜次
氏、豊田武治氏、一柳米來留氏、竹田量之助氏ら同
窓並びに同僚の方々の直筆原稿類
※『安場禎次郎先生小傳』大阪大倉商業学校如蘭会
編集・発行　昭和29年刊

⑶神祇や神道に関するもの、仏教に関するもの、遺跡
に関するもの、御陵に関するものなど、宗教・史跡
関係の諸事項の研究を毛筆で記され製本された書5
冊（ノート・和綴じ）（「観世音三十三個所巡礼」「四
国遍路八十八ケ所」「二十二社巡り」「大神宮神明社
巡り」「皇陵巡拝」「熊野三山詣で」など内容は多方

面にわたっている。）※それらの書には朱筆をもっ
て巨細にわたる書き入れがみられる。
⑷毛筆の自筆による「英語の覚書」1冊（和綴じ）
⑸毛筆の自筆による「用字の覚書　上・中・下」3冊（和
綴じ）
⑹毛筆の自筆による「年表・履歴」2冊（和綴じ）
⑺毛筆の自筆による「回顧録」4冊（和綴じ）・表紙欠
落の「回顧録」（和綴じ）1冊
⑻原稿用紙による万年筆での自筆「回顧録・年表」3冊
⑼毛筆の自筆による「雑纂」2冊（和綴じ、先生が興味
をもたれていた事項について私見などまじえて記さ
れている。）

⑽先生が孫たちのために描かれた絵画類（『サイカス』
第26号「校史編集室便り」参照）
⑾先生が孫たちのために書かれた字のお手本
⑿「金蘭録」と名付けられた先生自筆による住所録
⒀大阪大倉商業学校創立十周年記念式典並びに記念相
撲大会などの記念絵はがき類
⒁相撲の雑誌類3冊
⒂『高商　二八同級會四十季記念録』如水会内　二八
同級會発行　昭和11年刊
※⑹・⑺・⑻は重複する記述内容がある。

安場先生愛用の赤膚焼の抹茶茶碗

安場先生自筆による絵画 「英語」覚書
大阪大倉商業学校土俵開き記念はがき

（明治43年発行）

「回顧録」「金蘭録」



第 31 号

36

○早いもので、今年も残すとこ

ろ半月ほどになってしまいまし

た。慌ただしい時期になります

が、年末に近づくにつれて一年

間を振り返られる諸氏も多くい

らっしゃることと存じます。小

生、今年の諸々の反省すべきこ

とがらを踏まえ、新たな気持ち

で新しい年を迎えたいと思っています。

来年は申年、干支にちなんで一言。猿知

恵や猿真似と謗られないよう、自分なり

のものを出していきたいと思っていま

す。“猿猴月を取る”の危険性があるかも

しれませんが、自分に納得できるのでは

と思っています。高校３年生の皆さんは

いよいよ入試ですね。自信は十分あると

思いますが、“猿も木から落ちる”の喩え

もあります。最後まで油断せずに頑張っ

てください。

○今号の「校史編集室だより」の原稿執

筆のために手にしたウィリアム・メレル・

ヴォーリズ氏関係の諸資料から、氏が残

された「人のため」の諸事業とともにそ

の謙虚で真摯な姿勢など、人柄の一端に

触れ、胸に響くものを感じました。折し

も多くのマスメディアが、今年度のノー

ベル医学生理学賞を受賞された大村 智

氏（北里大学特別栄誉教授）の数々の業

績とともに、その人物像を報じました。

ヴォーリズ氏と同様、氏の多方面にわた

るご活躍と「人のために」という深い人

間愛に裏打ちされた謙虚な人柄に感銘を

受けました。 （清水信昭　記）

○10月末に中学弁論大会が開催されま

した。各クラスで選ばれた代表者がそれ

ぞれの思いを発表しました。家族や周り

の人に対する温かい感謝の気持ちが伝わ

ってくる発表が多くありました。私が数

年前に出席した、介護の仕事をしている

友人の結婚式で「お父さん、お母さん、

どんな姿でもいい。一日でも長く生きて

いてください。」という言葉を聞き、胸

が熱くなったことを思い出しました。そ

ばに居てくれていることに感謝しなが

ら、大事な人をこれからも大切にしてい

きたいなと改めて思えるような弁論大会

でした。 （牧野菜穂子　記）

○今回はたくさんのクラブ顧問の先生方

のご協力の下、前回以上にクラブ活動報

告を充実させることができました。「文

武両道」の関西大倉、やはり多くの卒業

生が後輩のクラブでの活躍に関心を持っ

ていらっしゃると思います。先日、私が

顧問をしている高校ハンドボール部が目

標としている中央大会進出を果たした際

も、多数のOBが試合に駆けつけ、後輩

たちの活躍を自分のことのように喜んで

くれました。卒業生が築いてきた伝統が

土台となって、現役生徒たちの活躍があ

るのだと認識を新たにしました。

 （堀内誠太郎　記）

編
集
後
記

■募集人数 六年一貫コース　約160名（男子・女子）

■出願方法・期間
 郵送必着　12月25日（金）～1月8日（金）
 窓口受付　1月13日（水）・14日（木）・18日（月）
 ※ 1月18日の出願は、原則としてＡおよびＢ日程で受

験されなかった方のみが対象です。

■試験日 Ａ日程：1月16日（土）
 Ｂ日程：1月17日（日）午後
 Ｃ日程：1月18日（月）午後

■試験科目・時間・配点
A日程
（4科型）

国
60分/120点
語・算

60分/120点
数・理

40分/80点
科・社

40分/80点
会

A日程
（3科型）

国
60分/120点
語・算

60分/120点
数・理

40分/80点
科

B日程 国
60分/120点
語・算

60分/120点
数

C日程 国
60分/120点
語・算

60分/120点
数

■合格発表
　Ａ日程：1月17日（日）ホームページ掲載・郵送
　Ｂ日程：1月18日（月）ホームページ掲載・郵送
　Ｃ日程：1月19日（火）ホームページ掲載・郵送
※郵送通知は各発表日に投函しますので、複数の入試日程に出願して
いる場合は、ホームページで入試結果を確認してください。

■入学手続 A日程・B日程・C日程とも：
1月21日（木）・22日（金）10：00～15：00

平成28年度　中学校　生徒募集要項（抜粋）

■募集人数  ●特進S ‥ 約  35名（男子・女子）
  ●特進　‥ 約160名（男子・女子）
 ●総合　‥ 約160名（男子・女子）

■出願方法・期間
 郵送必着　1月22日（金）～1月27日（水）
 窓口受付　1月22日（金）～1月28日（木）

※土・日除く・10：00～15：00

■試験日 2月10日（水）

■試験科目 国
50分/100点
語・社

50分/100点
会・数

50分/100点
学・理

50分/100点
科・英

50分/100点
語

■専願者の優遇

 合格最低点を有利に取り扱います。

■合格発表

　2月13日（土）郵送・ホームページ掲載

■入学手続
　●専願：2月17日（水）・2月18日（木）　10：00～15：00
　●併願：3月18日（金）　10：00～15：00
 （兵庫県以外の公立高校受験の生徒）　
　　　　：3月22日（火）　10：00～14：00

（兵庫県の公立高校受験の生徒）　

平成28年度　高等学校　生徒募集要項（抜粋）

◎中学入試を複数の入試日程に出願した場合は、後ろの入試日程で合格基準点を若干有利に取り扱います。
◎父（祖父）が本学園の卒業生であるか、兄姉弟妹が本学園の卒業生（在校生）である場合、中学入試および高校入試（総合コー
ス専願）の合格基準点を若干有利に取り扱います。なお、受験連絡届（本校所定）の事前提出が必要です。




