
“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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自然環境について思うこと

今年は本当に災害に悩まされています。
６月に起こった大阪北部の大きな震災に
始まり、７月には、記録的な豪雨。８月
には記録的な猛暑。そして追い打ちをか
けるように９月の大型台風２１号、２４号。
想定を越える甚大な被害をもたらしました。

生徒や教職員には特に大きな被害はなくホッとしていますが、
校内及び周辺道路の木々や電柱等が倒れたりする被害があ
りました。教職員も一丸となって、生徒たちに気持ちよく授業
を受けてもらえるようにと、率先して校舎内外の散乱している
ゴミや枝、葉っぱ等々清掃しました。改めて本校の教職員（含
む同窓生や一部地域の皆さん）の学校並びに生徒を想う気
持ちの大きさに心打たれました。

本当に自然災害が多い年で、記録的な猛暑や台風に伴う
集中豪雨等が続いています。今後もまだまだ予断を許さない
状況です。美しい自然も一度牙をむけば、人間の手では抗
することのできない力で、逆に私達人間を飲み込んでしまいま
す。荒れ狂う海原の怒涛や天空を閉ざす山からの噴煙、大
地をゆるがす大地震など。その人間の力を超えたものに偉大
さを感じざるを得ません。社会経済活動の拡大や人口の増
大は、本来環境として持っている復元する力を超えて、地球
温暖化、オゾン層の破壊、砂漠化、熱帯雨林の減少、野
生生物の種の減少、酸性雨問題など人類の生存基盤である
地球環境そのものに取り返しのつかない影響を及ぼしているよ
うな気がします。

環境問題はまさに国境を越えて人類にとっての緊急の課題
であるとともに、一人ひとりの子どもの生き方にもかかわる問題
でもあります。単に、学校教育における取組みのみをもっては、
到底そのねらいを達成できるものでなく、幼少年期からの、学
校、家庭、地域社会のそれぞれの場における様々な取組み
によって、初めてその効果が現れてくるものです。

私達は、このような認識に立ち、子どもたちが、豊かな自
然や身近な地域社会の中での様々な体験活動を通して、自
然に対する豊かな感受性や環境に対する関心等を培う「環
境から学ぶ」ということを大切にしたいと考えています。そうい
う意味からも、この緑豊かな関西大倉学園は環境教育に適し
た場所に位置しているものと思っています。

今後とも、関西大倉学園が自然の中に溶け込み、子供た
ちに、環境を大切にする心や、環境を保全し、よりよい環境
を創造していこうとする心を育んでいくためにも、皆様方の温
かいご理解を賜り、ご支援、ご協力をお願い申しあげます。

学校長
下 川  清 一
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創立120周年を4 年後に控え、いよいよ本年より記念
事業の取組が始まると共に、その最大の目玉である校
舎の建替工事がスタートいたします。

校舎の建替は、単なる設備の更新ということではなく、
教育インフラの大規模整備であると同時に、世の中に関
西大倉をアピールできる大きなチャンスとなるものです。
中高一貫教育はじめ我が校の特色・強み、教育方針を教
育環境の整備に合わせて告知でき、「関西大倉を目指す」

「関西大倉に行ってみたい」というムードを種々のイベント・
広報機会を通じて盛り上げ、多くの人々に関西大倉に振
り向いていただく良い機会になるのではと思います。

120周年記念事業に関しましては、同窓会といたしま
してもできる限りの協力をし、その役割を果たして、学
園と一体となって推し進めていかなければならないと考
えており、同窓会長の私が記念事業委員会の委員長を
仰せつかり、同窓会といたしましても最大限の協力体制
を敷いて取り組むことになりました。

まず120周年記念事業の準備委員会が立ち上り、そ
の中で記念事業の主旨・目的・やるべきことを確認する
と共に、どのような組織体制でスタートするかを取り決
め、事業担当委員会として、⑴新校舎竣工披露式典委
員会、⑵祝賀会委員会、⑶募金委員会、⑷記念誌委員会、
⑸制服検討委員会、⑹広報委員会の6つの委員会をま
ず置いた上で、主として学園側から各委員長、同窓会側
から副委員長を選任し、それにPTA・育友会からも委
員をお出しいただくという、まさに学園・同窓会・PTA・
育友会あげての取組体制を整えて、いよいよ120周年記
念事業委としてスタートする運びとなりました。

今、学園には、これからの学園のあり方とそれに向け
ての取組を進めている「みらい委員会」と校舎建替を直
接推進している「建設委員会」という、すでに活動して
いる2 つの委員会がありますので、それらとも連係しな
がら今置かれている経営環境を踏まえ、より良い学園の
将来像に結びつくような取組を行っていきたいと考えて
おります。

創立120周年は2022年の10月でそれまで4 年あると
はいえ、同年3月には新校舎が竣工する予定ですので、
校舎建替・関連施設の整備に向けた募金活動は一刻も
早くスタートしなければなりません。これに関しては同窓
会が主体となって取り組む方針で準備を進めつつあり、
各委員会も目的・役割に応じて適時タイムリーな検討が
できるように、またその過程で課題が出来てくれば新た
な検討委員会を設けることも視野に入れて効率的かつ、

当初の目的に沿った有効な活動ができるように取組を進
めてまいります。

募金活動に関しましては、幅広いご理解をいただき進
めていかなければなりませんが、やはり同窓生の皆さま
にご理解を賜り先陣を切っていただくことが大きなポイ
ントになってまいります。同窓会員２万人の皆さまは無論
のこと関係先にもアピールをいただき、所期の目的を達
成できますよう、まずはよろしくご協力のほどお願い申し
あげます。

さて、去る10月12日（金）から14日（日）までの３日間、
韓国の姉妹校、善隣インターネット高校を同窓会のメン
バーで訪問いたしました。同窓会も毎年、互いに訪問し
あって親交を深めており、本年は関西大倉同窓会が善
隣インターネット高校を訪問する年に当たります。学校と
しても、相互に生徒のホームステイ交流を開始してから3
年目になり、今や学園・同窓会あげての交流ができ上が
りつつあります。

今回は橋本顧問・前会長にも同行いただき総勢 9名
で訪問させていただきました。初日の10月12日にはロッ
テホテルで歓迎のレセプションを催していただくと共に、
昼間は同校の施設をご案内いただきました。同校120
年の歴史を綴った「歴史資料館」も見学させていただき、
同校の伝統と歴史を感じ取らせていただきました。また
同校は学業成績が上位５％に入っていないと受験資格が
得られないほど優秀で、野球をはじめスポーツも全国大
会で何度も優勝を飾るなど、まさに文武両道の学校です。
そういった姉妹校を持ち、ホームステイを通じて生徒が
交流することで、国際化の進んだ韓国の気質を直に体験・
吸収することができ、これからの課題であるグローバル
人材の育成に大きく寄与できるのではないかと思いまし
た。同校との交流推進は同窓会が大きな役割を果たし
てきていますので、その成果・課題を毎回チェックしな
がらより良い形にしていくべく、同窓会の中心的活動事
項と位置付けて取り組んでいきたいと思います。

何れにいたしましても、これからの4 年間は校舎建替
えを始めとして、創立120周年に向けての様々な取組を、
学園を取り巻く種々の課題に対応する中で進めていかな
ければならない重要な期間となります。

そのような中で同窓会は、今まで以上に組織・人脈を
総動員し学園と一体となって、会員相互交流の促進は
無論のこと、関西大倉学園のブランド価値向上と関西大
倉を目指す生徒を増やすべく、120周年記念事業にも取
り組んでいきたいと思います。

ご挨拶

関西大倉同窓会 会長

髙 寺 　 淸（昭和41年卒）
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事務室より

平成23年3月に設置した、第一情報実習室のパ
ソコンを更新しました。
今回も国庫補助金を申請し、設置は8月中旬から
始め9月に完了しました。
パソコンは授業で活用していますが、企業探求授
業のプレゼンテーションでは動画を再生するケー
スも多く、パソコン・サーバーを入れ替えたことに
より処理速度が上がり快適に活用できる様になり
ました。
現在、校内には情報実習室が２か所あり、高校

の「社会と情報」の授業や中学校の「技術」の授業
でフル活用しています。

第一情報実習室　機器更新

保健室より

一日の大半を学校で過ごす中で、ケガや体調不良以外にも、泣いたり笑ったりしに来室す
る生徒もいます。日々の頑張りの中で、ちょっと一休みできる、給水スポットのような場所

であるようにも思います。
思春期真っ只中の生徒達、悩むことはたくさんある
だろうけど、それぞれの道へ進んでいく皆さんを見守っ
ています。
関倉を巣立った卒業生や先生方の顔を見ると、懐か
しくもあり、嬉しくもあります。
学校へ来られた際には、保健室へもぜひお立ち寄り
ください。	 （谷口・太田）癒しを与えてくれる、人気のぬいぐるみ達♪

関倉の中の

〜小さな自然〜
スイバ【タデ科ギシギシ属】

雌雄異株で、見つけたのは雌株です。春、高3校舎へと上がる道のテニス
コート沿いに赤く色づいた花が目立ちます。若葉は昔から食される野草
として、おひたしや天ぷらに。スイバは酸っぱい葉からの語源らしいです。

（文・写真：杉邨仁美教諭）
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ず」、ねじり鉢巻きの夜なべ仕事になっ

てしまいました。

昭和38年2月、入学試験のその日に

父が亡くなり、第一志望を工業高校に

変更してみたものの入学手続を放棄、

やはり普通科に行きたいと駄々をこね

関西大倉高校に入学しました。在学中

の昭和40年に菩提寺の住職について

得度、曹洞宗の僧籍に入りました。担

任の金林良治先生も寺院住職であられ

たのは、ありがたいご縁でした。

ご本山の重役を勤めた師僧、宗派の

重役を勤めた兄弟子、大学時代の恩師、

研究所の仲間たちに支えられて、昭和

52年から私は京都郊外の向日市にあ

る慶昌院の住職を勤めています。

尾崎君から校長就任の挨拶状をいた

だいたころ、私も中京地区にある宗門

大学（愛知学院大学）の理事長を勤め

ておりました。18歳人口が減少に向か

う時、何をなすべきか、2018年問題が

理事会での最大の関心事でした。彼に

エールをおくるつもりで連絡をとり、

学園のめざましい発展の様子を詳しく

伺いました。ただ少子化はどこの学校

にとっても一大事、将来の展望はと尋

ねますと120周年にむけて校舎の新築

など万全の態勢をとっているとのこ

と、同窓生の一人として心強いかぎり

でありました。過疎地に住む友人は、

「学校の統廃合が進み、小学校も中学

校も、高校も名前が変わり、母校と呼

べる学校がありません、これでお寺も

なくなれば、何を心の支えにすればい

いのでしょうかと考え込んでいます。」

と話されていたのを改めて思い出しま

す。

現在同窓会報『CYCAS』を送付さ

れている2万人の中に、寺院住職や宗

教者がおられるか興味があるところで

す。同窓会に宗教者部会を組織して、

2025年を目前にして超高齢社会に宗

教者としてどう取り組むか、おおいに

議論をしてみたいものです。

今年4月中旬に「久しぶりに弁論部

のOB会を開催することになりまし

た」と、前校長で現学園理事長代行・

常務理事の尾崎正敏君と、元学園事務

長で現学園理事の松本光男君からの声

かけがあったころ、私はインフルエン

ザをこじらせ、肺炎で数週間の入院生

活を終えて帰宅したばかりでした。そ

の会合には出席できず心苦しく思って

いたところ、重ねて松本君から「同窓

会事務局から連絡があると思いますか

ら」との優しい声に、この原稿の依頼

に応じてしまいました。彼ら2人は、

中学・高校の6年間を関西大倉学園で

過ごし、第二の人生で母校に奉職する、

愛校心豊かな同窓生の手本のような人

物。私はといえば、卒業と同時に上京

し、大学その他の事情で同級生との連

絡も途絶えてしまいました。そんな不

良同窓生を学園とつなぎとめてくれた

のは彼らのおかげです。しかし安請け

合いをしたばかりに、「後悔先に立た

　　　『縁』

山路　純正
昭和41年卒 ● 慈廣山慶昌院（曹洞宗）住職・学校法人愛知学院元理事長

夢O B 訪 問

高校の弁論部時代（後列右から 2 人目が筆者） 慶昌院の山門
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具体的な仕事内容としては、病気を

抱えている方への心理的支援と、患者

の治療にあたる医療者に心理学的な視

点から協力することが主になります。

現代医学は目覚ましい勢いで進歩して

きており、iPS細胞やオプジーボなど

の開発によって、さらに進化してきて

います。死の病は、現代では死ぬまで

うまく付き合っていく病気に変わっ

てきています。加齢による衰えも含め

て、病気や困難を抱えながら生きてい

くことがむしろメジャーになってきま

した。これまでの治る／治らない（つ

まり死）という二極ではなくて、「治る」

と「治らない」の間に広いグレーゾー

ンが出来上がったのです。このグレー

ゾーンで生きる人が多くなったので、

医療の世界もこのグレーゾーンを無視

することが出来なくなってきました。

病気を抱えながら生きる人を支えると

いう領域です。私の仕事はこの領域で

医療者と協働し、患者支援をおこなう

というものです。

身体疾患を心理学で治すということ

はできませんが、病気を抱えて生きる

困難や苦悩について、心理学は患者を

支えることが出来ます。医療において、

この領域で心理士と協働するというこ

とは比較的新しいことであり、私はこ

の新しい試みについて、創意工夫して

いかねばいけないですし、自分の仕事

について紹介し、評価を得ていかなけ

ればなりません。そういった意味では

パイオニアと言えると思います。

思えば、関倉でも女子第1期生。全

学の中で圧倒的少数派の女子だったと

しても、伸び伸びと過ごすことのでき

た関倉での時間は、私が何事にも委縮

せずにトライしていける自分自身を信

じる力になっていると思います。

人と違うことをしていくことにはパ

ワーが必要ですが、その分楽しく、自

分を創造的にしてくれます。これから

様々な道にトライしていかれると思い

ますが、大胆に創造的に過ごしてくだ

さい。

私は、関西大倉中学高等学校が男子

校から男女共学へと変わった平成9年

に、女子第1期生として中学校の六年

一貫コースに入学しました。真新しい

校舎、初めての女子ということで、先

生方や先輩方が非常に気を遣ってくだ

さっていたのを覚えています。しかし、

女子は強し。初年度は全学で1800名

近い中、女子は36名だったにも拘わ

らず、当時の同級生の女子達は何に臆

することもなく、まさに自由奔放に伸

び伸びと過ごさせていただいたように

思います。

私は現在、臨床心理士として沖縄県

の病院で働いています。病院の中でも

糖尿病内科専属の臨床心理士という立

場であり、これは日本中で数えても、

恐らく片手で数えきれる位少ない存在

だと思います。臨床心理士としては資

格取得して6年目。まだ中堅とも言え

ない私ですが、この仕事においては日

本におけるパイオニアということにな

ると思います。

大胆に、創造的に

高橋　紗也子
平成15年卒 ● 沖縄県社会福祉法人かりゆし会
ハートライフクリニック糖尿病内科臨床心理士

夢O B 訪 問
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教務部から— 関倉の学びの現在（いま）

『しなやかなグローバル人材』育成に向けて

「2週間とても楽しかった」「日本に帰りたくない」…イギ
リスから帰国する際の生徒達の言葉です。この2週間で生
徒たちは何を学び、何を感じ取ってきたのでしょうか。
7月28日（土）、大きな期待と少しの不安を抱えて、高校2
年生24名、高校1年生15名の合計39名が関西国際空港に
集合しました。参加した動機は、「本場の英語に触れたかっ
た」というものから、「イギリスへ行ってみたかった」という
ものまで様々です。しかし、皆に共通しているのは、これか
ら始まるイギリスでの2週間の生活に向けて、生き生きと
した表情でした。
関西国際空港を離陸してから、アムステルダムを経由し
てロンドンへという長いフライトの後、ヒースロー空港に
着陸、さらにバスに1時間ほど揺られて、オックスフォー
ドにあるBrasenose	Collegeに到着しました。わずか1泊で
すが、オックスフォード大学を構成する歴史あるカレッジ
のひとつに滞在できたことは、大きな経験になったことと
思います。
ここで1泊した後、私たちがプログラムの前半で滞在する
ことになるOxford	Brookes	University	のHarcourt	Hill	Campusに
移動しました【写真❶】。このキャンパスはオックスフォー
ドの郊外に位置する近代的な大学であり、寮は個室でトイ
レとシャワーがついているなど、快適な環境でした。ここ

にはイタリア、モロッコ、香港など、世界各地から同世代
の生徒たちが集まり、生活は、基本的に午前中は英語の授
業を受け、午後からはアクティビティに参加するというも
のでした。関倉生たちは、積極的に発言する他の国々から
参加した生徒たちから、大きな刺激を受けていたようです。
またスポーツやディスコなどのアクティビティを通じて、友
好を深めていました【写真❷】。また女子生徒の中には浴衣
を着て外国人たちと写真を撮るなど、日本文化を紹介する
楽しそうな姿も見られました。
帰国後の感想文からも、この友人たちとの出会いが楽し
かったという声が多かったです。みずみずしい感性を持っ
ている高校生の時期に、外国の友人たちと交流することの
意義は、計り知れないほど大きいと思います。それは多様
性・寛容性を育むのに大きな意味があるのではないでしょ
うか。また、自分たちが住む日本の文化にも興味を持つきっ
かけになったのではないかと思います。
校外学習としても、様々な場所を訪れました。オックス
フォードの歴史ある街並みを散策したり、オックスフォー
ド大学の博物館を見学したりしました。また遠方では、中
世の城郭建築が残るウォーリック城を訪れました。ここは
中世の貴族の生活が保存されており、イギリスの歴史を感
じることができました【写真❸】。また短い時間でしたがロ

今年度も学園では、生徒たちに「高い志」と「幅広い教養」を身に付けさせるため、様々な角
度からアプローチする取り組みを行っています。今号ではその中から、語学研修とホームステ
イ研修を通じた国際教育と、中学校の新しい取り組みについてご紹介します。

異 文 化 に 触 れ、豊 か な 心 を 育 む
オックスフォード語学研修

●❷●❶ ●❸
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7月27日（金）の出国から8月12日（日）の帰国に至るまで
の17日間にわたり、高校1年六貫コース生のうち36名が、
ニュージーランドでのホームステイを体験してきました。
初日に伊丹の大阪空港から出発して、羽田・シドニーを
経由し、約1日かけて目的地であるニュージーランドの首
都ウェリントンに到着し、そこからバスでロウワーハット市
のTaita	 College、アッパーハット市のUpper	Hutt	 College
に移動してホストファミリーと対面しました【写真❶】。7月
29日（日）は疲れを癒しながら、ホストファミリーと1日ゆっ
くりと過ごしました。
翌30日（月）からは、Taita	CollegeとUpper	Hutt	College
の2校に分かれ、ESOLの授業を受けてバディのいる授業
に参加することを基本に、現地校の校舎に入っての体験
となりました。日や学校によっては、調理実習をしたり、近
隣の自然を体験したりする時間もありました。
現地校の生徒に交じって体育の授業に参加したり、「AI
は人類にとって有益か有害か」というテーマで意見を交換

したり、あるいは（Upper	Huttでは日本vsニュージーラ
ンドで、Taitaではミックスチーム形式で）数学問題の解
答対決をするなど、現地校の生徒の中に入って協同・競争
をする機会も両校で得られました。
学校外での交流としては、現地の老人ホームを訪問して
折り紙の折り方やラジオ体操を教え、Tertiary（第3世代）の
方々と話をする機会を設けました。
校外学習としては、ウェリントンという地の利を活かし
て複数の場所
を体験しまし
た。Lambton	
Quayで ケー
ブルカーに乗
り、丘の上か
らウェリント
ンの街並みと
海の風景を楽

ンドンを観光し、バッキンガム宮殿の衛兵交替や、ナショ
ナルギャラリーなどを見ることができました【写真❹】。こ
れらの校外学習を通じて、イギリスの文化や歴史を感じ取
ることができたと思います。
プログラムの後半は、ケンブリッジ大学のChurchill	College
に滞在しました【写真❺】。このカレッジの寮はバス・トイ
レが共同で、伝統的な雰囲気の漂う部屋でした。ここでは
関倉生対象の特別プログラムが提供され、前半と同じく午
前中は授業、午後からはアクティビティという流れでした。
またケンブリッジ市街にも出かけ、買い物や観光を楽しみ
ました。最終日の修了式では、一人ひとりに修了書が手渡

されました。浴衣を着
て参加した生徒もい
て、彩りを添えていま
した。修了書を受け取

る生徒たちの顔は皆、達成感に満ちた良い表情をしていた
のが印象に残っています【写真❻】。
2週間のイギリス滞在…この2週間が生徒たちに与えた
刺激は、計り知れないほど大きなものであったと思います。
「英語を頑張ろうと思った」とか「大学に進学したら、もっ
と長期の留学に行きたいと思った」など、感想文には頼も
しい決意があふれていました。高校生という時期に、異文
化に触れる機会を得ることは、生徒たちの豊かな心を育て
るのに大きな力となったと考えます。またオックスフォード
とケンブリッジという、歴史ある2つの大学都市を訪問でき
たという経験は、何物にも代えがたい貴重な機会となった
に違いありません。最後になりましたが、本プログラムを
支えてくださった教育基金に寄附を寄せてくださった皆様
や諸先生方、阪急交通社の方々に厚くお礼を申し上げます。

文責：岡市正達

初 め て の 試 み の な か、豊 か な 収 穫 を 得 た 生 徒 た ち
ニュージーランドホームステイ研修

●❹ ●❺ ●❻

●❶
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教務部から— 関倉の学びの現在（いま）

しみ【写真❷】、産
休中だったニュー
ジ ー ラ ン ド
Jacinda	Ardern
首相が執務復帰
したまさにその
日に国会議事堂

を訪れ、厳重なセキュリティ管理の下ではありましたが、
議場の中まで見せていただくことができました【写真❸】。
また、国立博物館であるTe	Papa	Museumに行ってニュー
ジーランドの建国の歴史を学び、市内にあるMassay	
Universityを訪れて災害対策や移民問題についてのレク
チャーを受けた後に、有志学生に引率されてキャンパスツ
アーをしていただきました。
様々な体験を終え、最終日のFarewell	Partyでは、一人
ひとりに修了証が手渡された後、本校生は現地で学んだこ
とを披露させてもらいました。Taita	Collegeでは現地で習っ
たポリネシアンダンスとハカを声とともに踊り【写真❹】、Upper	
Hutt	Collegeではマオリ語の歌を歌いました【写真❺】。

入植者と先住民がほぼ平等な状態であるという協定のも
と建国された国であり、世界で初めて女性参政権が認めら
れた国でもあるニュージーランド。その首都であるウェリン
トンは、ガイドブックLonely	Planetが2014年にThe	Coolest	
Little	Capital	In	The	Worldと呼び、イギリスBBC放送が2015
年にThe	Hottest	Citiesの1つに選んでいます。そのウェリ
ントン近郊の学校でのホームステイで生徒たちは、昨年まで
のオーストラリア・アデレードから変更となった初めての年
で、また初めての2校分割という方式でしたが、今後の人
生でも得られることはないであろう体験ができたと思いま
す。行程の企画と実行にあたっていただいたOKCとJTBの
関係者の皆様、費用面でサポートしていただいた教育基金
関係の皆様、本プログラムを勧めてくれた中学時代の担任
の先生を含めた諸先生方、引率教員が日本にいない間、様々
な点をフォローしてくださった先生方、こちらの方針を理
解し、気持ちよく送り出してくださった保護者の皆様に、
厚くお礼を申し上げます。

文責：豊山貴久

中学校では、今年から新しい取り組みを始めています。
中学校が始まって以来続いている読書の時間では、単に
本を読むだけではなく、読んだ本についての紹介や感想を
紙に書いて、廊下に掲示している世界地図に貼っていきま
す。目標は各クラス年間1,000冊です。紙に書くことで思
いを表現し、また互いにそれを見ることによって他人の思
いや考えを知ることができます。

聞き取りテストに加えて週に1回「思考力テスト」を実施
しています。物事をいろんな角度からとらえられるように
なることを目標にしています。
2年生では「エナジード」というシステムを導入してい

新 し い 取 り 組 み の 数 々
中学校から

●❷

●❸ ●❹ ●❺
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台風24号の影響で、9月30日（日）に予定されていた文化
祭が10月3日（水）に延期となり、3年生の主な校内行事は
例年より少し遅れて全て終わり、いよいよ受験本番のシー
ズンが到来しました。毎年書いていることではありますが、
やはりこの時期の進路指導室は、赤本のコピー、推薦入試
用の小論文の添削、進路相談、面接の練習などで、休み時
間や放課後ともなれば大勢の生徒たちが訪れて大賑わいと
なっています。ひたむきなその努力は必ず実を結んで返っ
てくることでしょう。
10月初旬現在、推薦入試の結果はまだほとんど届いてい
ない状況ですが、今年度は指定校推薦の内定者が昨年より
も10名以上多い49名にもなり、入試に向けての動きだしの
早さが目立ちます。実際に指定校推薦で大学に進学する生
徒は例年40名前後ですが、関関同立の枠だけでも50枠弱、
全指定校推薦枠は500枠にのぼり、この数字から関西大倉
の卒業生たちが、今までいかに努力してきたかが覗えます。
今年の卒業生たちも先輩たちに続いて良い大学生活を送っ
てくれることでしょう。
また、2020年度における大学入試新テストの実施や、その
後の新指導要領の導入に向けて、子供たちの『学び』の方向
性も徐々に変化してきています。知識の積み重ねは変わら
ず必須のため、従来通りの黒板を使った授業は必要ですが、
それに加えパワーポイント資料を多用した授業、アクティブ
ラーニング型授業が増え、メタ認知の必要性から、ジャパ
ンeポートフォリオや本校独自の進路ノートを使った『振り返
り』にも注力しています。特に現高校1年生が受験を迎え
るときには、出願時に生徒が自ら作成したポートフォリオの

提出が必須となる大学が増えると予想されており、出願前
に過去3年分の自らを振り返って資料を作成するのではな
く、高校1年生のときから普段の自分の経験をその都度パ
ソコンやスマホ上に入力して、3年間の自分の経験や成長の
跡をアピールする必要性が出てきました。今までのような
知識の詰め込みに特化した学習形態からの大きな変革が起
こっていますが、生徒の意識改革やキャリア教育でも十分
なサポートを行い、いかなる状況にも対応して生徒たちの
希望を実現させた
いと考えています
ので、今後ともご
支援ご協力のほど
宜しくお願いいた
します。

ます。数名のグループになり、答えのない質問を考えてい
きます。今はないけれど将来必要とされる仕事にはどうい
うものがあるか、生活の中であったら便利だと思われるの
はどのようなものか、などについてみんなで意
見を出し合いながら発表しています。
3年生では「先生からの質問状」を行っていま
す。先生方に問題を作成していただき、グルー
プで力を合わせて解答し、正解したら次の問題
に進むという方法で、制限時間内に何問解ける
かを競い合います。生徒たちは皆、教室では見
られない生き生きした顔をしています。

これらの取り組みを通して主体的に物事を考え、他者と
協力しながら行動できる人物を育てていきたいと思ってい
ます。

変 化 を 続 け る 進 路 指 導 の 現 場

進路指導部より— 関倉の学びの現在（いま）
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男子バドミントン部

「男子」バドミントン部は女子とは違って、一時、部員数

もかなり少なくなり、細々と活動を続けていました。しかし、

2018年11月現在、23名も部員が集まり、なかなかの賑わい

を見せています。

かつては2012年度に近畿大会に出場したこともありまし

たが、現在は大きな成果を上げるには至っておりません。部

員のほとんどが初心者からのスタートだということもありま

すが、「経験者頼み」にならぬよう、これからも気合いを入れ

て頑張っていこうと思います。

顧問：佐々木・山地・柳瀨

卓　球　部

高校生（男子20名、女子7名）、中学生（男子13名、女子

2名）で体育館多目的ジムで月，金，日を除いて活動してお

ります。近畿大会への出場を目標にし、過去ないほどの大人

数の中で、工夫しながら練習をしております。最近の戦績を

以下に載せさせていただきます。

これからもどうぞよろしくお願いします。

●戦績（高校男子）
新人大会
　団体　ベスト32
　シングルス　ベスト32　礒川 京也
チャレンジカップ
　１部２位トーナメント　優勝

顧問：横山・亀山・古川（岳）

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。

今年は試験的に土曜日の午後に開催しましたが、「仕事の

都合が合わないので欠席します。」という声を複数いただき

ました。OB・OGの方の集まりも例年より少なかったよう

に思います。そこで、来年は従来通り８月の最終日曜日
に開催することにします。お間違えのないよう、今から確認

をお願いします。また毎年、事前に送らせていただいている

案内はがきの返信も是非お願いします。

みなさんが毎年のように元気な顔を見せてくださるのが、

柔道部にとっては大きなエネルギーになっています。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。 顧問：浦㟢・芳賀・小寺

躍動する後輩たち—クラブ活動紹介

高校女子バスケットボール部

5月に創部以来のインターハイ予選3回戦進出を果たした

のち、高校3年生が引退。現在、2年生4人、1年生7人で活

動をしています。8月末のウィンターカップ予選では香里ヌ

ヴェール学院に61―60、2回戦で岸和田産業に25―75で敗

北。11月の私学大会では梅花、帝塚山学院に勝利し、初の

決勝トーナメント進出を果たすことができました。教育実習

生でOGでもある布川先生にもお世話になり、引退した先輩

たちの大きさを感じながらも、自分たちなりに多くの課題を

見つけながら、次の試合に向けて練習に励んでまいります。

 顧問：小西・三品・井上

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。

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。	 	（2018年10月25日現在）
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高校陸上競技部

近畿インターハイ
〔6月16日 皇子山陸上競技場（滋賀）〕

●女子5000mW
　第２位　杉林 歩（3年）　23分34秒08
　※全国インターハイ出場決定

全国インターハイ
〔8月3日〜4日 伊勢陸上競技場（三重）〕

●女子5000mW予選
　５　着　杉林 歩（3年）　24分52秒93　※決勝進出
●女子5000mW決勝
　失　格　杉林 歩（3年）
　※出場16名中、3番目でゴールしたが、ゴール後「失格」と判定

全国高等学校陸上競技選抜大会
〔8月25日 ヤンマーフィールド長居〕

●女子ハンマー投
　第３位　黒田 佳代（３年）　44m87
※U20日本陸上競技選手権大会への出場権を獲得

顧問：中阪（益）・酒本・小野

高校ハンドボール部

8月12日に恒例となったOB会を茨木市の南市民体育館で
開催しました。柿木先生や昭和48年度卒の方から今年の卒
業生まで33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。
10月に行われる新人大会に向けて部員31名と顧問3人。

一丸となって頑張っていきます。
	 顧問：堀内・杉邨・奥田（英）

中学陸上競技部

大阪中学選手権
〔7月23日〜24日 ヤンマースタジアム〕
●200m予選
　辰巳 沙也加　26秒32（+1.5）
●200m準決勝
　辰巳 沙也加　25秒98（+1.1）
●200m決勝
　第４位　辰巳 沙也加

　26秒24（-1.0）
●1500m予選
　多和田 梓花　5分14秒48

大阪私立中学校総合体育大会
〔8月22日〜23日 ヤンマーフィールド〕
●100m予選
　辰巳 沙也加　13秒23（-1.4）
●100m決勝
　第１位　辰巳 沙也加

　13秒04（+0.6）
●200m予選
　辰巳 沙也加　26秒51（-1.6）
●200m決勝
　第1位　辰巳 沙也加　26秒23（+1.0）
●800m決勝
　第２位　多和田 梓花　2分33秒56
●4×100ｍR決勝
　第８位　登島 一華・辰巳 沙也加・

多和田 梓花・淺原 愛実
 58秒21

●女子総合
　第３位　24点
●女子トラック
　第１位　24点

大阪中学総体三島地区大会
〔8月25日 万博記念競技場〕

●1年100m予選
　大月 健人　12秒87（-1.5）
●1年100m決勝
　第４位　大月 健人　12秒94（-3.1）
●3年100m予選
　辰巳 沙也加　12秒89（-2.4）
●3年100m決勝
　第３位　辰巳 沙也加

　13秒01（-1.0）

●2、3年1500ｍ決勝
　第６位　多和田 梓花　5分07秒52

●1年走幅跳決勝
　第３位　上藤 秀祐　4m45（+0.9）
●3年砲丸投（5kg）決勝
　第４位　中林 駿翔　9m24

大阪中学校総合体育大会
〔10月6日〜7日 ヤンマーフィールド〕
●3年100m予選
　辰巳 沙也加　13秒04（+1.0）
●3年100m準決勝
　辰巳 沙也加　13秒31（-2.6）
●3年100m決勝
　第８位　辰巳 沙也加

　13秒46（-2.3）
●2、3年1500ｍ予選
　多和田 梓花　5分01秒89
●2、3年1500ｍ決勝
　第15位　多和田 梓花　5分16秒12

顧問：中阪（紀）・安喰
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洋　弓　部

高3の6名が引退した現在、高2が17

名、高1が18名の合計35名で活動して

います。創部以来初めての2学年合計

で30人超えということですが、限られ

た場所と時間を有効活用し、それぞれ

の目標に向かって日々切磋琢磨してお

ります。

今年度は私学大会、大阪総体ともに

30mW男子の部で1位・2位を取ること

ができました。総体決勝にも男子2名

女子3名が進出するなど、ますます今後

の活躍が楽しみになる代です。

今年度は、卒業生の鈴木侑弥氏を外

部コーチとして招聘し、技術指導をし

ていただいています。さらなる技術の

蓄積・継承ができればと思います。

大学でも競技を続ける卒業生が確実

に増えていて、各学連が発表している競

技成績を我々も楽しみにしています。

OB・OGの皆さん、是非とも折を見て、

今度は本校の射場にもお越しくださ

い。

顧問：豊山・堀田・河角

●第38回 近畿高等学校総合文化祭
　囲碁部門　大阪府予選
　　高校1年6組　近藤 さくら

　　女子個人戦　第3位

→第38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15回 大阪府中・高等学校
　将棋選手権　夏季大会

　高校1年12組　赤澤 亮祐

　　男子個人戦C級　優勝

現在、中学生・高校生合わせて14

名で頑張っています。

顧問：中井（孝）・福本・福原

吹奏楽部は現在61名で活動しています。夏の吹奏楽コン

クールでは北摂地区大会で銀賞でした。8月には箕面の夏祭

りに招いていただき、祭りを盛り上げる演奏を行いました。

先日は文化祭で、室内発表、野外ステージ発表を行い、多く

のお客様に喜んでいただきました。

来年の定期演奏会までに、老人ホームでの演奏会、第2ブ

ロック音楽会、アンサンブルコンテストなど、さまざまな行

事を重ねながら、よりいい音を探求していきます。お時間が

ございましたら音楽室までお越しください。お待ちしていま

す。

顧問：杉本・木村

本校文化祭におきまして、恒例となりました「クラギフェ

ス」を開催しました。6月に行われたギター・マンドリン音

楽祭で高3生と高2六貫生が引退し、新入生13名を加えた

新体制での初めての演奏会となりました。部員たちにとって

満足のいく演奏はできなかったようですが、この日の反省を

次に生かすことができるよう話し合いました。2日目は台風

の影響で平日開催となりましたのでOBの姿は少なかったの

ですが、部員の家族、友人を中心に多くの方にご来場いただ

きました。ありがとうございます。

《演奏曲目》

ニューヨークシティセレナーデ（クリストファー・クロス）

Lemon（米津玄師）

MUSIC FOR PLAY（クラウディオ・マンドニコ）

３月26日（火）午後2時よ

り、茨木市クリエイトセンタ

ーホールにて第28回定期演

奏会を開催いたします。ぜひ

ご来場いただき、日頃の練習

の成果をお聴きくださいます

よう、お願いいたします。

顧問：飴田・益井

クラシックギタークラブ

囲碁将棋部

吹奏楽部

剣　道　部

私たち剣道部は高校3年生が6月に

引退し、現在、高校2年生8人、高校1

年生6人に加え、中学生5人も高校生

の稽古に加わり、活気のある稽古が行

われています。

恒例の和歌山県で行われる夏合宿

も、今年はおおむね快晴で、怪我もな

く充実したものとなりました。合宿後

も校内稽古に加え、近隣から滋賀県に

いたるまで出稽古を行い、近畿大会へ

の出場を目指し、日々頑張っていま

す。

OB・OGの先輩方も時々道場に足を

運んでくださり、大変感謝いたしてお

ります。近くにお越しの際はぜひ顔を

出してくださいね。年末にも例年通り

冬合宿がありますので、朝の6時に道

場でお待ちしています。

顧問：田村・松本・岩澤・三宅
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福岡県北部を巡る（2018 年度「夏期合宿」）
今夏は下記の行程で「夏期合宿」を実施しました。今回は、合宿の行程を作成するに

当たり、部員にアンケート調査を行い、福岡県内で訪れてみたい名所・旧跡を挙げてもら

いました。この結果をできるだけ反映できるように工夫をして、行程表を作り上げました。

当日は好天に恵まれ（猛暑に見舞われ）、部員たちは各地の地理・歴史を学びながら、

それぞれに良い思い出ができたようです。2 日目の夜に、宿舎前で海風に吹かれなが

ら、満天の星空を眺めている部員たちの姿が印象的でした。 顧問：野村・牧野・鍵

8 月 6 日（月） 8 月 7 日（火） 8 月 8 日（水）

集合 07：40 新大阪駅
宿舎 07：50 発 宿舎

送迎バス
宿舎 08：50 発 宿舎

送迎バス
東郷

08：10 着 宗像大社 09：10 着
新大阪 08：04 発 新幹線

さくら547号
08：24 発

JR
★宗像大社 参拝★

小倉
10：20 着

博多
08：53 着 宗像大社前 09：53 発

路線バス
10：41 発

JR
09：08 発

地下鉄 東郷
10：09 着

下関
10：55 着 西新 09：21 着 10：20 発

JR
11：10 発

路線バス
★防塁跡・福岡市博物館 見学★

折尾
10：36 着

唐戸
11：17 着 西新 10：52 発

地下鉄
10：42 発

11：40 発
★関門連絡船★

中洲川端 11：01 着 スペースワールド 10：55 着
門司港 11：45 着 ★昼食（博多ラーメン）★ ★八幡製鉄所跡　見学★

★門司港★

①昼食（焼きカレー）

②散策（観光ボランティアの方の案内）
三井倶楽部

門司港レトロ展望室
など

西鉄福岡 12：18 発
西鉄

スペースワールド 11：59 発
JR

下大利 12：32 着 小倉 12：14 着
★水城跡 見学★

★小倉★

①昼食（鉄なべ餃子）

②散策（観光ボランティアの方の案内）
小倉城（改装中のため外観見学）

小倉城庭園（抹茶を点ててもらう）
など

下大利 13：37 発
西鉄

都府楼前 13：40 着
★太宰府政庁跡 見学★

太宰府政庁前 14：42 発
西鉄バス

太宰府 14：50 着
★太宰府天満宮 参拝★

太宰府 16：06 発

西鉄
西鉄二日

市
16：13 着

16：18 発
紫 16：19 着

門司港 15：02 発
JR

二日市 16：31 発 JR 小倉 15：58 発 新幹線
さくら560号

赤間
15：49 着

東郷
17：18 着 新大阪 18：24 着

15：50 発 宿舎
送迎バス

17：20 発 宿舎
送迎バス

＊解散＊
18：30

新大阪駅
宿舎 16：10 着 宿舎 17：40 着

現在、高校部員は13名、中学部員が6名となり、文化祭展示も賑やかなも

のになりました。

7月24日～ 29日に大阪市立美術館で開催された「大阪私学美術展」には今年

も参加しました。高校の部は立体と絵画を含め12点の作品、中学の部では1

年生4名の参加を得て5点の油絵が並びました。受賞生徒を以下に報告いたし

ます。

高校の部　奨励賞

楢崎　真之（2 年1 組） 立体「branches」

小松　温花（2年10 組） 絵画「淵源」

尾花　郁海（2年11 組） 絵画「amphibian」

中学の部　優秀賞 松尾　ゆき（3 年1 組） 絵画「追」

中学の部　奨励賞 森　　瑛菜（1 年3 組） 絵画「陽の当たる木々」

私学美術展に続く文化祭は、雨・風・地震に負けず頑張りました。あわせて、

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。

顧問：渋谷・柳瀬

地歴旅行部

美　術　部
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学園祭を終えて

今年の高校体育祭は当初、6月7日（木）に実施、予行は5

日（火）の予定でした。しかし5日午後の段階で、翌日6日の天

候不良が予想されたため実施を見送り、7日の朝からクラブ

生、生徒会役員、実行委員の協力のもと準備し、実施しました。

今年は各団とも30人位の応援団を結成し、種目を絞って

ではありますが、応援団長を中心とした団の応援が見られま

した。

今年の学年競技は1年生大縄跳び、2年生台風の目、3

年生段ボール戦機でした。各クラスとも事前に練習や作戦を

たてていました。本番は優勝を目指してクラスの友達を一生

懸命応援する姿が見られ、大いに盛り上がりました。

また、今年はリレー種目が増え、障害物リレーやバトン変

則リレーが新たな種目として加わりました。

準備から運営、後片付けまで毎年スムーズに進行できてい

ます。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。

今年の文化祭は9月29日（土）、30日（日）の予定でしたが、

台風のため2日めは10月3日（水）に延期しました。今年のス

ローガンは「X-Fade ～平成ラストカーニバル～」でした。パン

フレットやチケット、対外ポスターは、今年も生徒会役員によ

る力作となりました。

高校1年生による屋外企画は、歓迎門や大壁画、点描画、

階段アート、オブジェ、顔出しパネル等によって文化祭を華

やかに彩ってくれました。

屋内企画は3・5号棟で実施しました。フォトスポット、映画・映

像上映、高2有志による霊長類実習発表などが行われました。

文化部の屋内企画は2・3・5号棟や芸術棟にて、例年通り

作品展示や部誌配布、対局が行われました。これらは本部

企画のスタンプラリー場所と兼ねており、多くの方に見学して

いただけました。

視聴覚室では、クラシックギター部の演奏と放送部のアナ

ウンス体験が行われました。29日は雨天だったため、午後の

野外ステージ演目が全て視聴覚室に移動し、満員御礼の大

賑わいとなりました。

ハイブリッドホールでは高校 2年生によるダンス発表があり

ました。29日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

れました。

高校3 年生の模擬店は、例年通り各クラス工夫したメニュー

や宣伝により、長蛇の列ができていました。特に29日は雨

天にも関わらず、例年の晴天時とほぼ同じ賑わいで活気にあ

ふれていました。

野外ステージでは高校1年13組による背景画をバックに高

校 2年生によるダンス、ギター弾き語り、バンド演奏、さら

には女子ダンス部、書道部パフォーマンス、和太鼓部、吹奏

楽部による発表が披露され、大いに盛り上がりました。29日

午前の有志バンドは雨天のため中止し、10月6日（土）14時

半からハイブリッドホールにて振替公演を行い、再度盛り上

がりました。

また、科学部園芸班主催による募金活動も行われました。

33,285円のご協力をいただきましたので、日本赤十字社を通

じて、「平成30 年7月豪雨災害義援金」「平成30 年北海道胆

振東部地震災害義援金」に寄付させていただきました。本当

にありがとうございました。

今年は29日が雨天、10月3日は晴天での学園祭でした。

1日めの朝からの雨にも拘わらず、本部前は例年通り、賑わっ

ておりました。ご来場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します。前年度から活躍している

役員に加え、フレッシュな生徒も加入し、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

高 1 生による大壁画 高 2 生によるダンス発表 ミニハイキング
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学園祭とPTA活動

平素は、PTA 活動に多大なるご協力を賜り誠にありが

とうございます。本年度、副会長を仰せつかっております、

審良朋美と申します。

本年は、地震・豪雨・台風と多くの災害に見舞われ、学

校においても校舎損傷等の被害にあいました。また、関西

大倉学園関係者の被災されました多くの方々に、心よりお

見舞い申し上げます。

関西大倉高校 PTA では、「自立とコミュニケーション

の輪を広げよう」をモットーに取り組んでおります。生徒

や保護者が、それぞれの立場で互いに尊重しあい、適切に

頼り助け合うことが自立につながり、多くの意見交換をす

ることにより人は大きな人間へと成長をしつづけます。

その一環として、文化祭では、生徒も保護者の皆様も気

軽に集いあい、笑いあえる「場」となるよう、PTA とし

て今年度も関西大倉育友会の皆様のご協力をいただきなが

ら、合格餅の販売、餅つき、バザー

などを出店させていただきまし

た。

文化祭の企画準備、また大雨

の中、会場設営から祭の開催ま

で、多くの生徒たちの必死な顔、

輝いた笑顔、仲間たちとの協働

しあう姿を拝見し、保護者とし

て心が熱くなり、感動させていただいた文化祭でした。

全ては子どもたちの笑顔のために、混沌とした時代を生

き抜く力を養うために、子どもたちの応援団として取り組

んで参りたいと考えております。今後とも PTA 活動にご

理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

文化祭を終えて
高等学校PTA副会長　審良　朋美

この度の、大阪北部地震で被災されました皆様には、心

よりお見舞い申し上げます。

また、日頃より PTA 活動にご理解、ご協力いただきま

して、誠にありがとうございます

今年度は、地震・豪雨・台風と災害が続き、学校行事の

開催も毎回不安な思いになっておりました。

体育祭は、開催日が雨天で延期となったものの、振替日

は晴天に恵まれ無事終える事ができました。

文化祭は、台風の接近に伴い２日目が延期となってしまい

ました。中学PTAは役員で協議を重ねた結果、1日目のみ

PTA事業を行うこととなりました。

雨が降る中の開催となりましたが例年通り、バザーと喫

茶、屋外テントにてペットボトル・アイスの販売をいたし

ました。バザーでは、予想を上回る来場者で長い行列とな

り、多くの方にお買い物を楽しんでいただきました。これ

も皆様にたくさんの物品をご寄贈いただけたおかげでござ

います。心より感謝し、お礼申し上げます。喫茶・屋外テ

ントもご好評を得て、焼き菓子・

洋菓子・パン・ジュース・アイ

スも完売することができました。

準備・片付けでは、子ども達が

率先してお手伝いしてくれる姿

に「さすが関倉生」と、とても

頼もしく感じました。様々なサ

ポートをしてくださった先生方

や、お手伝いにご参加くださった方々にも、感謝の気持ち

でいっぱいでございます。

また、ご一緒できたPTA役員、委員の方々と共に力を

合わせ、悪天候の中、1日のみの文化祭でしたが、楽しく無

事に終えることができましたことに深く感謝申し上げます。

今後も中学ＰＴＡの活動がございます。ぜひお気軽にご

参加いただければ、嬉しく存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

皆様のご協力に感謝
中学校PTA副会長　小枝　加代
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昨年に引き続き、関西大倉高等学校と姉妹関係にある韓国・善隣インターネット高等学校との間でホームステイ
を軸とした生徒間の交流が実現しました。募集生徒数8名に対して40名にも及ぶ応募があり、書類（志望動機など）・
面接などにより校内選考をすることとなりました。以下、事前学習として行われた韓国留学生との関倉版エン
パワーメントプログラムの内容、保護者向け説明会、訪韓の様子を写真とともにご紹介いたします。

関西大倉高等学校　善隣インターネット高等学校ホームステイ

学校間交流の新たな取り組み

■事前学習タイムテーブル

9：55 － 10：50 11：00 － 11：55 12：35 － 13：30 13：40 － 14：35

Day1
8/1（水）

アイスブレイク
「韓国朝鮮語で挨拶しよう」
お互いの自己紹介

留学生の出身国の紹介
韓国のお薦めスポット

「名前をハングルで表記しよう」

昼
食

スモールグループディスカッション
日本と韓国との慣習
・バレンタイン事情

ディスカッション
日本と韓国との食文化
・バレンタイン事情

Day2
8/2（木）

スモールグループディスカッション
日本と韓国との大衆文化

グループディスカッション
日本と韓国との大衆文化

昼
食

スモールグループディスカッション
娯楽文化

グループディスカッション
娯楽文化

Day3
8/3（金）

スモールグループディスカッション グループディスカッション
昼
食

全体のまとめ 振り返り

訪韓する生徒の保護者対象の説明
会を本校ホール会議室で行いました。
下川校長から、今回の訪韓が「しなやか
なグローバル人材の育成」を目的とし
たもので、関西大倉学園教育基金の
支援を受けたグローバル化事業の一

環であること、ホームステイの意義な
どについて説明がありました。続いて
矢野教頭から、しおりに基づき日程の
詳細の説明、ホスト ファミリーの情報
の連絡が行われ、旅行業者（JTB）か
らは、海外旅行保険・外貨両替などに
ついて説明が行われました。詳細な
ホスト ファミリーの情報を得て、保
護者の方も、善隣の生徒たちの英語・

日本語レベルや
家族の様子がわ
かり、安心され
た様子でした。8
月下旬の訪韓ま
でに、生徒同士
の間ではSNSを
通じて情報交換
が何度となく行われていたようです。

7月28日（土） 14:30
保護者対象校内説明会

事前学習として、小グループでの対
話を通じて、外国人とのコミュニケー
ションに慣れることと韓国に対する理
解を深めることを目的として、韓国の
留学生との交流が企画されました。立
命館大学OICキャンパス国際課に留学
生の派遣を依頼すると、早速2名の韓
国留学生、チョ ジュンヨンさんとユン 
サンヒョンさんを紹介していただくこ
とができました。

日程は、留学生たちの大学でのフィー
ルドワークが始まるということで、8月
1日（水）〜8月3日（金）の3日間となり

ました。
留学生との会話は、原則英語で、簡

単な挨拶・自己紹介はハングルででき
るようにプログラムが組まれました。
最初に留学生の自己紹介「안녕하세요

（アンニョンハセヨ）」から始まり、留
学生と生徒たちもお互い英語での自己
紹介が行われました。初対面のぎこち
なさは、恒例の餃子ジャンケンで一気
に打ち解けました。
「これって韓国朝鮮語？」では、発音

が日本語と類似している（차－「チャ」
－茶・약속－「ヤクソク」－約束）など
の単語を、ジェスチャーを交えながら
発音しあって、韓国朝鮮語に対する親
しみが湧いたようです。続いて、ユン

さんによるハングルのミニ講義が行わ
れました（写真●❶）。文章の基本的な
構造は日本語と似ており、ハングルは
10の基本母音と14の基本子音を組み
合わせて表記することを学び、自分の
名前をハングルで書いてみました。

昼食は、校内の食堂カフェテリアで
留学生と一緒に摂りました。持参する
お土産は？という質問に対して、留学

8月1日（水）〜 8月3日（金）

事前学習

●❶
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関西大倉高等学校　善隣インターネット高等学校ホームステイ

生徒会の森岡　拓（高2）を代表に、
松村勇佑（高2）、橋本幸征（高2）、
小島涼誠（高2）、占部いくみ（高2）、
川﨑梨央（高2）、平野咲希（高2）、
津戸まな美（高2）の8名と教職員2名

（矢野高史教頭、杉本泰子生徒会顧問）
は、大韓航空KE2726便（12：00発
→13：45着）で空路、大韓民国金浦

空港へ向かって出発しました。昼食
は機内食（サンドイッチ）で済ませまし
た。

金浦空港には、善隣
インターネット高等学校
の日本語担当のホ ヨン
ソン先生、キム ジェスン
教頭先生、それにホー
ムステイ先の生徒2名も
出迎えに来てくれてい
ました（写真●❺）。気温は

34℃で、夏の暑さは日本とあまり変
わらない感じでした。15時過ぎに貸

8月19日（日） 9:40
関空第1ターミナル 4階集合

生からは、甘くておいしいお饅頭やロ
イスチョコレート、インスタントみそ、こ
んにゃくゼリー、サロンパス、ロイヒつ
ぼ膏など具体的な商品名も飛び出して
いました。

午後からの「韓国常識クイズ」で
は、韓国で新学期が始まるのはいつ？

（答えは3月）、1992年9月8日生ま
れの人の韓国での年齢は？（答えは
27years old）、韓国の十二支の最後
は？（答えはpig）などの質問が出され
ました。韓国では、日本の数え歳と同
じで、生まれた年が1歳になります。
また韓国では年齢の上下関係をとても
大切にします。初対面なのによく年齢
を聞くのもそれが理由です。遠まわし
に聞くときに一番よく使われる手は干
支を聞くということです。ハングルで
干支は何かを尋ね、各自の干支を答え
られるようになりました。昼からは「日
本人と韓国人の違うところ・同じとこ
ろ」について、KJ法を使って話し合い
を進め、お互いに発表しあいました（写
真●❷）。積極的な性格、控えめな性格

の違いもありましたが、真面目な国民
性は共通するようでした。

2日目は、スパゲッティを使って、
グループで知恵を出し合って構造物を
作るマシュマロチャレンジから始まり
ました（写真●❸）。

続いて、生徒から英語で、成人の
日など日本の祝祭日の説明をして、留
学生は英語でいろいろ質問するという
形式の質疑応答をしました。祝祭日は
日韓の歴史に由来するものが多く、そ
の意識の違いについて生徒たちは少し
戸惑いを覚えたようです。途中に「砂
漠に不時着しちゃった！」という想定
で、磁石の羅針盤、
懐 中 電 灯、 約2ℓ
のウオッカなど12
アイテムに、生き残
るために最も重要
と思われる順に順
位をつけるという
グル ープコミュニ
ケーションを行いま
した。日本に留学

に来て不思議に思ったこととして、日
本人はすぐ「すみません」と言う。本
音をあまり言わない。電話をするとき
電話越しの相手に頭を下げる。韓国の
学生はいい大学に行くのが第一の関心
事。日本の学生たちは大学入学も重要
だが部活を同じ重さで見ている人が多
い。…などを話してくれました。同じ
漫画「ドラえもん」でも、吹き出しの
コマや細かな描写の違いを指摘しあっ
て盛り上がっていました。

昼食時には、訪韓の際に訪れる予
定の金浦空港、宗廟、南山（Nソウル
タワー）、仁川空港などの情報交換が
行われました。午後から3日目にかけ
ては、善隣で意見交換を行う懇親会の
テーマ「高校生たちが好きな職業・高
校生活・家庭食を中心とした食文化・
大衆文化（AKB48）」などについて意
見交換が行われました。（●❹プログラ
ムを終えた後の集合写真）

●❷ ●❸

●❹

●❺
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し切りバスに乗り込み、ソウル特別市
鍾路区の北岳山の麓に所在する、警備
が厳重な韓国大統領官邸・青瓦台（Blue 
House）の前を通過して（写真●❻）、世界
遺産である宗廟（チョンミョ）を訪れま
した。予約していた日本語ガイドの説
明を受けながら、1時間ほどかけて見
学しました。宗廟は朝鮮王室の歴代の
王・王妃の神位（位牌）を祭った霊廟で、
儒教の思想に基づいて建てられまし
た。正殿（チョンジョン）には19室49位、
別廟に当たる永寧殿（ヨンニョンジョ

ン）には16室34
位が安置されてい
ます。外大門をく
ぐると前方に伸び
る道には、中央・
左・右の3列に石
が 敷 か れ て い ま
す。左右に比べ若

干高くなっている中央の道は、「神の
ための道」とされ「神路」と呼ばれてい
ます（写真●❼）。正殿の神
門へと通じていました。

その後、善隣インターネッ
ト高校ヘ向かいました。
校門を入ると「百年を踏
まえ千年を翔こう」と刻
まれた記念碑（関西大倉
の食堂の中庭にもレプリ
カがあります）の前で、
ホームステイ先の生徒た

ちと善隣の先生たちが出迎えてくれま
した。早速、善隣インターネット高等学
校音楽室で対面式が開かれました。（写
真●❽）キム ジェスン教頭先生の歓迎の
言葉、ホームステイ先の生徒の紹介が
ありました。 生徒たちは、事前に連
絡を取り合っていたせいか、すぐに打
ち解けた様子でした。しばらくして、
生徒たちはホストファミリーと一緒に
帰宅していきました。

キム ジェスン教頭先生の進行のもと、
善隣インターネット高等学校の紹介映
像を見せていただきました。冒頭、グォ
ン　ビョンオク校長先生から歓迎のご
挨拶をいただきました。続いて善隣の
生徒会長が日本語で挨拶をしてくれ
ました。関西大倉からは矢野教頭が
挨拶を行いました。両校からの記念
品の交換が行われ
た後、善隣の先生
方も加わり、ホー
ムステイ先の生徒
同士がお互いのこ
とを紹介すること
から、懇談会が始
ま り ま し た（ 写
真●❾）。次に、4人
ずつ4グループに分
かれ、関西大倉の

生徒たちが準備してきた、高校生に
人気の職業・高校生活・食文化・大
衆文化の4つのテーマについて約20
分間、各テーブルごとに意見交換を
行いました。その後グループごとに
皆の前で感想等を発表しました。（写
真●�）。

懇談会終了後、生徒たちはパソコ
ン教室に移動し、専攻連携プログラ
ム体験授業である3Dプリントの授業
を受けました。3Dプリントクラブの顧

問の先生の説明を聞き、7人の部員生
徒に手伝ってもらいながら、パートナー
と協力してそれぞれ思い思いの立体
を、3Dペンを使用して製作しました。
次に、4グループ対抗で20分間、マシュ
マロの高さを競うチャレンジをしまし
た。皆1位を目指して、3Dペンを用
いながらどうやったらマシュマロを高
く乗せることができる立体を作れるの
か、試行錯誤しながら作っていました。

（写真●�）

8月20日（月） 8:30
視聴覚室で歓迎式

●❻ ●❼

●❽

●❾ ●� ●�
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この日は高温のため短縮授業でし
た。教員、生徒たちともに、昼食は学
校の食堂で、豆腐チゲ、プルコギ、たこ
焼きの給食をいただきました。私たち
の訪問に合わせての「たこ焼き」のメ
ニューだったようです。その後、生徒た
ちは校内散策、学園祭を前に練習に励
んでいたバンド演奏を見学しました。

午後は自由行動で、生徒たちはロッ
テワールドや博物館、買い物、カラオケ
に行ったり、「雪氷（ソルビン）」を食べ
たり、脱出ゲームを楽しんだようです。

私たちは、40分ほどをかけて漢江

（ハンガン）クルーズを楽しみました。
船上には家族連れが多く、ユリカモメ
のエサやりに興じていました。下船後
は、明洞（ミョンドン）の隣、地下鉄4
号線会賢（フェヒョン）駅を起点に四方
200m〜500mに広がる南大門市場に
足を延ばしました。花崗岩の土台の上
に二重楼閣が建てられた崇礼門（南大
門）一帯には日用品や食料品、衣料品
を中心に大小約1万店以上が立ち並
び、中国人・日本人観光客が多くみら
れました。各自、味見をした韓国海苔
や土産品を購入しました。

私たちの夕食は、リュウ ポヨル總同
門会主席副会長のご招待で、地下鉄サ
ダン駅近くの薬膳コースとなりまし
た。善隣の先生方とワン ソンウ總同門
会会長、キム キョンジェ事務局長とグォ
ン校長先生、キム教頭先生、ホ先生、
パク チョンヒ行政室長、ジョン ビョン
ヒ教務部長、キム ジエ広報部部長の皆
さんと、来年の善隣創立120周年、さ
らには2022年に迫った本校の創立
120周年についての話題を中心に話が
弾み、両校の結びつきがより深まって
いくように思いました。

8月21日（火） 8:30
理科実験室でドローン製作

生徒たちと合流後、善隣の理科実験
室でドローンの授業に参加しました。
ドローンの歴史について説明を受けた
のち、実際にドローンとリモコンの製
作をパートナーと協力しながら行って
いきました。（写真●�）ドローンにバッ
テリーを付けて色が光ったとき、さら
にはプロベラが勢いよく回って上に飛
んだときには歓声があがっていまし
た。3Dペンでの作品同様、ドローンキッ
ドもそれぞれお土産としていただきま
した。

その後、卒業生の名前の一覧や歴代
校長の写真などがあり、過去から現
在に至る善隣の歴史を直接感じられ
る「善隣歴史館」を見学させていただ
きました。歴史館では、本校との結縁

当時の写真も飾られており、関西大倉
OBの先生方の当時のお姿を見ること
ができました。

次回の再会を約束して最後のお別れ
を惜しみながら、記念碑前で集合写真
を撮りました。（写真●�）、その後、学
校のすぐ近くにあり30年の歴史を持
つ、ソウルでも指折りの参鶏湯（サム
ゲタン）の名店「江原亭（カンウォン
ジョン（写真●�）」にて、昔ながらのい
い雰囲気のなか、最後の昼食をとりま
した。12：00には学校からバスで、
ピョンチャンオリンピックの際に増設
された仁川（インチョン）空港第2ター
ミナルへ向け出発しました。

仁川空港は、仁川の沖合、永宗島（ヨ
ンジョンド）と龍遊島（ヨンユド）の中
間にあった干潟を埋め立てて造成され
ました。ソウルの西に位置する空の玄
関口として2001年にオープンした国

際ハブ空港です。空港には出迎え時と
同様、善隣からホ先生やグォン校長先
生も見送りに駆けつけてくださいまし
た。

帰りは大韓航空KE725便（15：20
発→17：10着）で、両空港が混雑し
たため、約1時間と大幅に遅れました
が、関西国際空港に無事到着しました。
入国審査は、最新の顔認証システムで
スムーズに手続きが終わりました。

3Dペンやドローン体験をはじめ、善
隣の生徒さんやホストファミリー、先
生方の心温まるおもてなしを受けた生
徒たちは皆、満足そうな表情でした。
わずか数日でも今回の経験が、生徒た
ちが大きく成長する糧となったことを
確信できる訪韓でした。

（文責・杉本泰子）

●� ●� ●�
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こんにちは。

私は大阪府立大学の4回生です。私の所属する大阪

府立大学は大阪市立大学との統合が予定されており、

現在も統合に向けた準備が進められています。とは

いっても今のところ学生の立場からは特に変わったな

と感じるところはありませんが、これから受験される

方は調べておいた方が良いかもしれません。

私は工学域機械系学類海洋システム工学課程に所属

しています。日本でも数少ない、船舶と海洋をメイン

に扱う課程です。今注目されているレアアースなどの

海底資源や、日本の主な輸送手段である船舶や海上空

港など幅広い分野があり、それらを広く学ぶことがで

きるという魅力があります。一学年の学生数が30名

ほどなので、自然と同学年とのつながりは強くなりま

す。また教授も含めた海洋システム工学課程全体での

イベントが毎年開かれることもあり、同学年はもちろ

ん、先輩とも教授とも距離が近く相談しやすいことも

魅力の一つです。

私が現在学んでいることについてお話ししたいと思

います。主に分野は溶接工学について勉強しています。

溶接と聞くと現場で遮光のための面を持っている様子

を想像するかも知れませんが、溶接をそのような施工

現場で勉強しているのではありません。私の研究室で

は、パソコンを用いて熱加工のシミュレーション方法

を開発し、現場で溶接する際に起きうる諸問題に対し

て、シミュレーションによる解析を基に原因解明を目

指し、解決方法を提案することを目的としています。

まだまだ勉強不足で分からないことが多いですが、実

際に施工現場の方から施工中に発生する問題について

聞き、それらの問題を解決していくために取り組んで

いくことにやりがいを感じています。自分の勉強・研

究したことが世の中の役に立つことは、新鮮でうれし

いです。

私は高校に引き続き大学でもサッカー部に入ってい

ます。高校との一番の違いは学生主導であることです。

自分たちでチームを運営し、各個人がそれぞれの役割

を果たしていく必要があります。大阪府立大学サッ

カー部はそうした学生主導の取り組みを通して、今後

社会に出て活躍するために「人間性の向上」という理

念のもとで活動しています。活動は週5日あり、土日

大学での学び、活動

大 学 探 究 記

大阪府立大学工学域機械系学類
海洋システム工学課程　4回生

芦田　崚（平成27年卒）
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関西大倉高校を卒業してから3年半経ち、大学生活

4年目を送っています。大学生の一人として、私の大

学生活を紹介しますので、皆さんが自分の大学生活を

イメージするきっかけとなれば嬉しく思います。

私は、硬式テニスサークルに所属しています。部活

とは違い、自分の好きな日時に行くことができるので、

良い気分転換となりました。様々な学部が同じサーク

ルに所属するので、たくさんの同級生や先輩後輩と出

会い、たくさんの思い出ができました。また、他大

学の学生とテニスの試合をしたり、自分より40歳以

上年上の先輩方と交流するOB戦があったりと、出会

いの幅が広く、多くの方とお話しする機会がありとて

も楽しかったです。練習日を決めたり、合宿などの行

事を一から企画したり、自分たちでサークルを作り上

げていくことができるのがサークルの魅力だと思いま

す。皆さんは、大学生になったら何の部活やサークル

に入りたいですか？

次に、私が大学生活において一番時間を費やしてい

る研究活動について紹介したいと思います。皆さん、

日本人の死因第1位の病気は何か知っていますか？正

解は、がんです。私は、がんで苦しむ多くの人々を救

う手助けになりたいと思い、がんに関する研究に取り

組んでいます。がんを実際に治療して治すことができ

るのは医者の方々ですが、がんを発症させている原因

は何か、がんだけに存在するどのような物質（タンパ

ク質）を抑える薬が効くか、など実験を繰り返しなが

ら、基本的ながんの性質について明らかにしていく基

礎研究は、非常に大切であると考えています。月曜日

から土曜日まで毎日、大学の研究室に通い実験を行っ

ています。定期的に、さまざまな分野で研究を行って

いる方々と意見交換を行う場があり、自分と違う見方

でアドバイスをいただけるのでとても良い刺激をも

には試合があったり、それに加えてバイトに勉強とな

るとかなり忙しくなりますが、部活の仲間と一生懸命

練習するため充実しています。当然学業優先であり、

将来にとって必要であれば休むこともでき、実際私は

フィリピンとアメリカに留学に行かせていただきまし

た。今年は母校で教育実習をさせていただきました。

様々な経験のできる環境に感謝しています。

さて、皆さんは何を考えて大学を選んでいますか？

とりあえずいい大学に入りたい、みんな受けるから自分

もそこを受ける、といろいろあると思います。私はあま

りはっきりと何がしたいと決まっていたわけではありま

せんでしたし、第一志望の学校にも落ちてしまいまし

た。ですが、大学生活をここまで送ってみて感じるの

は、大学在学中「何をしたのか」という点が大切だと

思いました。大学では自由に新しいことにチャレンジ

したり、好きなことに没頭したりすることができます。

ぜひ、大学在学中や大学卒業後に何をしたいのかを

しっかり考えて、志望校・学部を決めてください。皆

さんが行きたい大学で最高の大学生活を送れることを

祈っています。

私の大学生活
〜あなたはどんな大学生活を送りたいですか？〜

京都産業大学総合生命科学部
生命システム学科　4回生

太田　成美（平成27年卒）
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らっています。皆さんも、大学生活で何か一つ一

生懸命できたと誇れるものを見つけてみてくださ

い！

最後に、私が大学1年生から4年かけて学んだ

教員免許課程について紹介したいと思います。私

の所属している学科の授業の他に、教員免許課程

のための授業が多くあり、日々授業と課題に追わ

れていました。教員免許課程の集大成として、今

年の6月、関西大倉中学校に教育実習に来させて

いただきました。先生方や生徒の皆さんが温かく

迎えてくださりとても嬉しかったです。教育実習

生を見かけると挨拶をしてくれたり、話しかけて

くれたりしたことが、私の大きな心の支えになっ

たと同時に、関西大倉の生徒の皆さんを誇りに思

いました。自分が生徒だった頃とは違う目線で先

生方と接することで、様々なアドバイスもいただ

くことができ、教員という職業の魅力を新たに知

ることができる貴重な経験となりました。皆さん

も、大学でいろんな事にチャレンジして自分の可

能性を広げてみてください！

大学生活はとても自由なので、自分が積極的に

活動していかないと多くのチャンスを逃してしま

います。テストで点が悪くても課題を忘れても、

自分たちのことを思って叱ってくれる先生もいま

せん。だからこそ、人生の中で自分自身を成長さ

せる貴重な機会なので無駄にせず、様々なことに

挑戦してください。関西大倉での生活を含め、一

度限りのその日を後悔しないよう大切に過ごして

くださいね！

大 学 探 究 記

学校・同窓会 からのお知らせ とお願い

警察庁によると今年度上半期（1 〜 6 月）の「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付

金詐欺」などの「特殊詐欺」の被害総額は 174 億 9 千万円に上ったと報告されています。「特殊詐欺」

全体では昨年同時期より 13 億 3 千万円（7.1％）減少したものの、「オレオレ詐欺」は 22.7％と大幅

に増加して（被害総額 96 億 3 千万円）おり、その手口も年々巧妙になってきているとのことです。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）。また、「大阪府警本部」のホームページなどもご覧ください。

「特殊詐欺」やそれに類似する被害に遭わないよう、卒業生をはじめ学園関係者の皆さまには、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。

上記の特殊詐欺事件などと同様、会社や業者を名乗る者が本校の名前を出し、学園関係者であるかのよ

うに装って、ご家族に連絡してくることがあります。このような電話なども詐欺である可能性が高いため、

受信されたときは、学園または同窓会事務局までご一報くださいますよう、お願いいたします。

学園ならびに同窓会では、在校生、卒業生の個人情報に係わる名簿を今後も発行・配布することはござ

いません。

なお学園では、卒業された皆さまの個人情報の資料は、同窓会と合同で「個人情報に関する法律」に基づ

き、安全管理のための必要な措置をとるとともに、細心の注意を払っておりますので、ご安心ください。
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関西大倉学園教育基金だより
教育基金が設立されて間もなく５年になります。この間に、967名の方々からご協力をいただき、累計では
36,468,936円のご寄付を頂戴いたしました。主な使途としては屋外体育施設の夜間照明設置などに使わせてい
ただき、そして毎年グローバル化支援として、夏のホームステイや語学研修に参加する生徒たちへの支援、韓
国の姉妹校である善隣インターネット高等学校との相互訪問・交流会への支援を毎年実施しています。生徒た
ちや保護者の皆さま、関係各所からのご要望や、ご意見を頂戴し、発展させていきたいと思います。　
一昨年から開催しております「グローバル支援事業報告会」では、ご寄付を頂戴した方々や、在校生の保護
者など大勢の皆さまにご来校いただき、聴講していただいています。
基金の趣旨をご理解いただきまして、なお一層ご協力を賜りますように、お願い申しあげます。
今年度の支援状況と見込を以下にご報告します。

【平成30年度計画・実施状況】
≪グローバル化支援≫　　計画：5件　600万円	 実施状況：5件　326万円

① ニュージーランドホームステイ 　　38 名（参加予定）　16 名　  960,000（支援金6万円／人）
※参加者36名　国庫補助金対象は20名となり、残り16名分が対象となった。

② UK（Oxford）語学研修  　　40 名（参加予定）　38 名　1,900,000（支援金5万円／人）
③ 韓国善隣インターネット高校への派遣生   8 名 　　　8 名　  240,000（支援金3万円／人）
④ 留学生とのエンパワメント費用    3 名 　　　2 名　    60,000（支援金3万円／人）
⑤ ニュージーランド トビタテ留学JAPAN 若干名 　　　1 名　  100,000（支援金10万円／人）

学校法人関西大倉学園・教育基金委員会

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。

寄付金額 1,921,000円 法人・団体・個人 80口
累計金額 36,468,936円 法人・団体・個人 967口

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
2,960,000 3,527,500 29,749,436 円 232,000 円

2018年6月20日〜2018年11月5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）

個　人
荒川　美貴 岡村　直弘 小牧　秀夫 武部　俊和 徳岡　永子 沼津　知明 溝口　綾乃

飯田　敏夫 亀谷　良二 小山　雄悟 田中　貞雄 徳田　朗人 橋長　教行 村花　宏史

井上　博文 川端　億佳 三宮　貞憲 田村　雅彦 鳥居　茂司 浜田　和夫 村山　暢彦

家田　成夫 川那辺　清高 重松　賢多 棚橋　武彦 鳥牧　幸弘 浜野　一見 森　浩一

石田　実 北川　智司 重松　佑輔 段中　明紀 中川　友就 林　順一郎 山口　清稲

稲益　昭男 吉矢　優輝 篠田　雅章 谷川　肇 中川　友葉 平井　奈津恵 山口　智広

井上　祐哉 木村　俊彰 清水　信昭 谷口　善穂 中西　保 福岡　道隆 山崎　徹

岩谷　勲 桐竹　克至 白瀬　寿勇 辻田　武志 中西　徹 福西　英俊 吉川　治重

牛野　裕善 桐谷　精藏 鈴木　蓮生 寺田　裕晤 中野　修 藤村　恒治

江頭　哲也 久場　健二 高井　一実 土井　慎一郎 中尾　聡之 堀口　泰輔

太田　二郎 黒木　茂 竹林　正浩 東井　保二 中村　久継 松本　光男

企　業　・　団　体
ギャレックス大阪㈱ 竹林塗装工業㈱ ㈲中尾ガラス店 阪急バス㈱
㈱廣済堂 関西大倉同窓会
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第46回同窓会総会・懇親会が9月2
日（日）、母校関西大倉高等学校で開催
されました。当日は、猛暑も一時に比べ
れば少ししのぎやすくなり、好天に恵まれ
た一日でした。

午前10時30分から第1部の総会と
ステージイベントはハイブリッドホールで、
第2部の懇親会は4号館1階食堂にお
いて開催されました。

第1部の総会は、岸本光生同窓会副
会長（昭和58年卒）の司会によって進行
されました。

はじめに学園関係の物故者に対し黙祷
を捧げました。続いて髙寺　淸同窓会長

（昭和41年卒）のご挨拶と、下川清一
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。

同窓会長は、就任の挨拶と簡単な自
己紹介をされた後、母校関西大倉学園
は2022年に創立120周年を迎え、そ

れに向けて新校舎建設事業が進んでいる
との報告をされました。その事業は、単
に施設の更新という意味合いだけではな
く、関西大倉の発展に向けた教育インフ
ラ整備であり、また母校を目指す後輩た
ちに大きな夢を与えるものになると話され、
同窓会にとっても母校の発展は名誉なこ
とであるので、最大級の協力、支援をして
いきたいと思っていると述べられました。そ
して学内では創立120周年に向けて各
種委員会が立ち上げられており、同窓会
としても、募金活動にとどまらず、幅広い
協力体制を整えていきたいと考えているの
で、同窓会員の皆様のご支援をお願いし
たいと話され、ご挨拶を締めくくられました。

下川清一学校長は、同窓会総会に招
聘されたことへのお礼の言葉の後、同窓
会総会の意義などについて、次のように
話されました。「いくつになっても母校に
来れば、当時のことが甦ってくる。先輩、
後輩、そして関西大倉の仲間として、お
互いに利害関係を超えて親しくなれる。そ

んな空間を提供してくれるのが、同窓会
総会ではないでしょうか。今日は若い世代
の同窓生もたくさん来てくれているので、
諸先輩たちも彼らに声をかけていただき、
関西大倉ファミリーを築いて欲しいと思っ
ています」と結ばれました。

その後、同窓会会則第14条に則り、
同窓会会長が議長を務め、議事に入りま
した。配布資料に基づき、平成29年度
の諸行事について同窓会事務局長の清
水信昭氏（昭和36年卒）から報告があ
り、事務局担当同窓会理事の本田　順
氏（昭和51年卒）から平成29年度決算
報告、平成30年度予算案が提案されま
した。また、同窓会監事の米光秀夫氏
（昭和54年卒）から監査報告があり、い
ずれも承認されました。（平成29年度会
務報告、平成29年度決算報告、平成
30年度予算案の詳細につきましては広
報誌『サイカス』第36号をご参照くださ
い。）

次に事務局担当同窓会副会長の松

同窓会総会受付準備風景 壇上の同窓会長と来賓の学園関係者の方々

第46回

〜懐かしい緑溢れる母校に集いましょう〜

同窓会総会・懇親会	開催
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本光男氏（昭和46年卒）から、善隣イン
ターネット總同門会との交流と、「関西大
倉学園教育基金」の募金活動について
の報告が行われました。なお、これらの
詳細につきましては、広報誌『サイカス』
第37号をご参照ください。

引き続き、公務のため少し遅れて会場
に到着された学園理事長の倉田　薫氏か
ら以下のような内容のご挨拶がありまし
た。

現在、学園創立120周年記念事業と
して、新校舎建設計画を進めているので、
今後、同窓会のご支援、ご協力をお願
いしたい。新校舎建設資金については、
自己資金と私学共済からの借入金で目途
が立っているが、記念事業に向けての募
金活動は行っていくつもりなので、ご協力
をお願いしたい、と呼びかけられました。

併せて、学園のさらなる充実・発展を

図るため、現在、学内に2委員会（未来
委員会、建設委員会）を立ち上げ、それ
ぞれが真摯に取り組まれて着実に前に進
んでいると報告された後、第46回同窓
会総会が盛会裏に終わることを祈念して
いると結ばれました。

次に、同窓会から「関西大倉学園教
育基金」への寄付目録が、同窓会長から
尾崎正敏理事長代行に渡されました。

最後に学校からの報告として矢野高史
教頭が、新校舎建設の基本構想「夢舞
台・新校舎」について、平面図をもとに、
高校棟、中央共用棟を映像で紹介され、
総会は閉会しました。

引き続き、同窓会常任理事の松尾亮
佑氏（平成25年卒）の司会進行のもと、
芸術鑑賞に移りました。

最初に、同窓生の佐伯 優氏（平成28
年卒）の吟詠による詩吟がありました。一
昨年に続いてのご披露ですが、彼女の
見事な吟詠は会場の聴衆を引きつけ、惜
しみない拍手が贈られました。続いて登場
された関倉和太鼓部OB・OGの馬場謙
次氏（平成22年卒）、山下ほのか氏（平成
29年卒）、吉田寛彬氏（平成25年卒）、
高松 快氏（平成29年卒）の4人組のバン
ド「暁

あ か ね

音」による演奏は、私たちに大きな
感動と元気を与えてくれ、吟詠と同様、
会場から盛大な拍手を受けていました。

学園関係者の方々には、若い彼らが
今後さらなる活躍をされるよう、応援して
いただきたいと思います。

第2部の懇親会は、場所を学園カフェ
テリアに移し、同窓会常任理事の板垣

松本光男副会長の事務局報告 倉田 薫学園理事長のご挨拶 矢野高史教頭による学園近況報告

ハイブリッドホールでの同窓会総会風景 佐伯 優氏による詩吟
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英治氏（平成1年卒）の司会進行のもと、
改めて同窓会長のご挨拶があった後、同
窓会理事の生瀬陽
三氏（昭和26年卒）
の乾 杯のご発 声を
もって始められました。

会場では、和やか
な雰囲気の中で、恩
師の方々や同窓生
が食事をとりながら、
時代を超えて互いに
懐かしい学園生活の

思い出や近況などについて、世代を超え
て歓談されていました。

宴酣の頃、当日演奏していただいた
「暁音」のCD販売が告げられ、にわか作
りのブースでメンバー 4人は、同窓生の
求めに応じてサインをしたCDを販売、す
ぐに完売となりました。売り切れ後も予約
販売を受け付けることになるほどの盛況と
なりました。

その後ほどなくして会場から、昨年と同
様、「かんくら山」展望台への遊歩道・ミ
ニハイキングコースの散策を希望する声が

自然発生的に上がり、事務局の松本光
男氏のご案内で、約20名の方々が遊歩
道散策を楽しまれました。

至福のひとときの後、同窓会副会長
の島村和臣氏（昭和50年卒）による閉
会の辞をもって、懇親会は盛会裏にお開
きとなりました。

最後になりましたが、総会運営のため
にご協力いただいた教職員並びに同窓
会役員の方々や放送部の生徒諸君に深
く感謝いたします。

（写真・文責　清水信昭）

熱演する 4 人組バンド「暁音」 懇親会場での同窓会長のご挨拶 乾杯の音頭をとられる生瀬陽三氏

「暁音」の CD を買い求める同窓生

懇親会場での歓談風景 懇親会場に並べられたご馳走

同窓会池田支部から
総会のご案内
同窓会池田支部では、昨年と同様に本校昭和 51
年卒業の大倉慶郎君が支配人を勤めるグリーン
リッチホテル大阪空港前で、平成 31（2019）年 2
月に総会を開催します。池田市内在住あるいは関
係の同窓生の皆さま奮ってご参加ください！

■日時：2 月17日（日）18 時〜
■場所：グリーンリッチホテル大阪空港前
 （送迎バス：池田市役所前 17時30分発・文化会館前 17時40分発）
■会費：5,000 円

参加ご希望の方はメールまたは FAX にてご連絡ください。
 メール  kojiharada88@gmail.com　 FAX  072 -751- 3388

●支部長　栃尾成一（昭和32年卒）　●幹事長　原田孝治（平成11年卒）
●連絡先　072 -751- 2222
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平成 30 年6月20日（水）正午より、昨年と同じ「ホテル阪
神」にて二八会（同期会）を開催いたしました。

今回の二八会も、いつも同様、松浪保明氏に事前準備等
のご苦労をいただきました。

当日は不肖、糠野禎也の挨拶に始まり、物故者への黙祷
を捧げた後、ご出席いただいた同窓会事務局長の清水信昭
先生より、今年度の大学進学状況など、学園の現況報告が
されました。

後川 博氏の乾杯の音頭で開宴となりました。多少お身体
がご不自由でしたが、人格者であられた髙木美喜次学校長
や池田烋一先生をはじめ、お世話になった先生方のことや、
当時のいろいろな体験談に花が咲き、会場はとても盛り上
がり、至福の一時を過ごすことができました。

現在、同期生は83 歳になっていますが、ますます元気に

活動しています。来年も元気に再会することを約束して、散
会いたしました。

当日、ご出席の同期生は、次の方々でした。（敬称略）
後川 博、井場元潔、澤登千晃、長岡英雄、糠野禎也、本
間久雄、松田 強、宮武康郎、両頭 實　の 11 名。

（糠野禎也・記）

昭和 46 年のこの年、私たち卒業生は学園歴史上最多記
録の829 名でした。2013 年度同窓会総会に集まった私た
ちはその年に還暦を迎えたばかりの同期生でした。当初は2
年ごとの集いの予定を、参加者から声が上がり、2015 年か
らは毎年定例で学園に集うことになりました。今年、5回目
は15 名の同期とお二人の恩師にご参加いただきました。学
園が茨木に移って6 年目に入学した私たち、高校3 年生の時

（昭和 45 年）はEXPO＇ 70（万博）で大阪が一番賑わった時

でした。学園の裏山からは北摂の街並みが一望でき右手方
向に万博会場があって、濃いブルーの屋根のソビエト（現ロ
シア）館が観えました。今年の文化祭、台風 24号の関係で
延び、10月3日に2日目が行われましたが、この時に参加し
た生徒主催のミニハイキングで、案内の生徒達がこのことを
語り継いで説明してくれました。

学園でのスナップ11名、二次会での集合写真14 名（店主
の大久保さん忘れてゴメン！）
“2019 年 9月1日（日曜日）、S46 年卒同期は、また此処

に集まれ！！”
（幹事：ＫＫ・ＭＭ・記）

二八会（昭和28年卒）同期会　開催

昭和４６年卒同期会（５回目）だより

学園本館東側の善隣記念碑前 二次会『焼肉 大』にて前列小村賢治先生 　後列清水信昭先生
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平成30年8月4日（土）、学園体育館において、OB・現役交流
戦を開催しました。例年どおり現役生へのシャトル贈呈から始まり

（昨年の交流戦または懇親会でご寄付いただいた方々、ありがと
うございました。）、お互いの自己紹介後、OB・現役生混成で2チー
ムに分かれて対抗戦を行いました。

今年は多くのOBが参加されたこともあって、大いに盛り上がり、
現役生とも親交を深められたのではないかと思います。ちなみに参
加者は、山地先生に加え、OB8名、高3生3名、現役生18
名でした。開催にあたり、ご尽力くださった顧問の先生方には、心
より感謝申し上げます。また今年の11月には「創部50周年記念
OB会」を開催します。その報告は『サイカス』第38号に掲載しま

すので、楽しみにしていてください。
最後に、バド部OB会行事、現役生の練習日程等の案内がほ

しいという方は、下記までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
連絡先：OB会幹事　米光秀夫
携帯番号：090－9716－0657
メールアドレス：hynkm1987o5o3@softbank.ne.jp

（米光秀夫・記）

バドミントン部OB・現役交流戦　開催

地歴旅行クラブOB・OGの皆さま。こんにちは。平成最後の
遠足を11月3日に行いました。遠足始まって以来かも知れないほ
どの快晴でした。行先は奈良。西大寺と平城京跡。恥ずかしな
がら西大寺駅は知っていましたが、西大寺というお寺は知りません

でした。非常に立
派な仏像が数多く
あり見ていて飽き
が来ませんでした。
境内も広く、拝観
者もさほど多くなく
ゆっくりと過ごすに
は良いお寺でした。

平城宮跡は8年前に開催されていた平城遷都1300年祭以来
2回目です。無料となっている大極殿や資料館を現役生たちと一
緒に回りました。宮跡内は第二大極殿等の建設が行われており、
いい天気でしたが芝生に寝転ぶとか芝生で遊ぶとかはできない状
況だったのが残念でした。

今回はOB8名、現役生・先生16名、合計24名というたくさ
んの方に参加いただきました。今後もこのような活動を行ってまい
りますので、皆さまのご参加をお待ちしています。

次回の活動は平成最後の新年会です。平成31年1月26
日（土）18：00から梅田にて行います。また、OB・OG会の
活動内容をもっと知りたいと思われる方は下記までメールをいただ
ければと思います。 平成30年6月からOB・OG会のLINEと
FaceBookを立ちあげています。こちらに興味がある方もメールを
いただければ幸いです。

アドレス：e_itasan@yahoo.co.jp  （板垣英治・記）

地歴旅行部OB・OGと現役生
合同見学会　開催

同期生・同窓生の皆さん、こんにちは。3回目となる今回は、
8月4日（土）に同期の卒業生14人が梅田に集まりました。今
回初参加で東京からの参加もありました。

最初は静かでしたが、自己紹介・近況報告では大いに盛り上
がりました。友達の友達が仲の良い友達と分かったりしました。

二次会は5人になりましたが、終電前まで大いに飲みました。
参加は
2組：川崎嘉人、6組：石橋 渡、７組：嶋田幹雄・三沢良次・

安野雅弘、８組：柴谷雄次・長沢 忠・水口良一、11組：岩田
信之・山本（片岡）高志、12組：山口正剛、14組：上田暢彦・
松田（大西）一郎・塩津有喜　の14人でした（敬称略）。

次回は来年2月16日（土）夕方開催で、場所担当、連絡担

当、総括担当に分かれて、各自が同窓生1人ずつに参加を誘う
ことになりました。懐かしい高校生活を思い出す同窓会に是非参
加してください。参加の希望があれば水口の携帯かPCアドレスに
メールをください。詳細を案内します。よろしくお願いいたします。

携帯：090－7487－3437
PCメール： y-mizuguchi@joy.hi-ho.ne.jp （水口良一・記）

昭和50年卒業 有志の同期会　開催
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■関西商工学校
酒　井　　　健	 	電　工　科	
篠　原　雅　敏	 	機　械　科	 平成	 25.	 7.
野　村　嘉寿彦	 	商　業　科	 平成	 1.

■大阪大倉商業学校
庄　本　萬寿雄	 30 回	（昭和 16）	 平成	 30.	 1.	19
本　岡　一　郎	 32 回	（昭和 18）	 平成	 29.	 1.	 9
藤　野　晴　夫	 32 回	（昭和 18）	 平成	 26.	12.	28
野　原　三　郎	 32 回	（昭和 18）	
澤　田　安　博	 37 回	（昭和 22）	 平成	 29.	 5.
徳　山　豊　和	 37 回	（昭和 22）	

■関西大倉高等学校
岸　田　喜　旬	 全 1回土	（昭和 24）	 平成	 20.	 8.	22
横　山　久二郎	 全 2回商	（昭和 25）	
赤　尾　　　貴	 全 3回電	（昭和 26）	 平成	 29.	10.	 5
野　武　英　之	 全 3回土	（昭和 26）	 平成	 28.	 7.	24

森　　　康　祐	 全 11 回電	（昭和 34）	
稲　垣　二三夫	 全 13 回電	（昭和 36）	
中　尾　泰　門	 全 15 回普	（昭和 38）	
畑　　　博　之	 全 17 回商	（昭和 40）	 平成	 29.	 9.	 1
中　川　克　己	 全 18 回商	（昭和 41）	 平成	 30.	 2.
米　沢　　　洋	 全 18 回普	（昭和 41）	
北　村　行　央	 全 19 回普	（昭和 42）	 平成	 30.	 4.	 7
深　田　政　治	 全 19 回普	（昭和 42）	
川　島　照　男	 全 20 回普	（昭和 43）	 平成	 29.	 8.
林　　　順一郎	 全 21 回電	（昭和 44）	 平成	 29.	 6.	26
上　原　　　誠	 全 22 回普	（昭和 45）	 平成	 30.	 2.	21
尾　上　輝　雄	 全 23 回商	（昭和 46）	 平成	 30.	 8.	30
寺　本　喜代史	 全 26 回普	（昭和 49）	 平成	 30.	 4.	25
横　山　浩　一	 全 26 回普	（昭和 49）	 平成	 28.	11.	30
中　邨　卓　司	 全 27 回普	（昭和 50）	 平成	 29.	 8.	17
中　島　　　昇	 全 30 回普	（昭和 53）	 平成	 26.	 6.	30
米　澤　浩　司	 全 48 回普	（平成		8）	 平成	 30.	 3.	11

【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）

桜舞い散る16歳の春に、茨木のとある小高い丘の上で出会っ
た我々アメリカンフットボール部6期生は、ブラウン管から流れる

“College Football in USA 1974”のオープニングの声に心を
躍らせ、南カリフォルニア大学のアンソニー・デービスの華麗なる
RUNに歓喜し、K.T氏の解説に妙に頷いたあの日から44年の
歳月を経て迎える人生の節目“還暦”を記念して一泊二日の旅に
出かけました。

快晴の5月26日、東京からの遠征組も含めて総勢9名が千
里中央に集合し、車2台に分乗して、一路目的地の淡路島にア
クセル・オン！　車の中から60歳のオッサンたちは高校生モード全
開で当時の写真を見ては、甦る思い出に大笑いしたり、もう誕生
日がきて60になったか？等、馬鹿話をしていると、アッと言う間に
淡路島に到着。お昼に淡路島名物玉ねぎラーメンを食べ宿泊先
のホテルへ

チェックインまで少し時間があったので、ホテル裏の海に面した
プライベートスペースで貸し竿で釣りをしたり、持参したボールでパ
スを投げて遊んだり、近況
報告をしたりしているうちに
チェックインの時間。ほぼ貸
し切り状態の温泉で汗と一
緒に日ごろの疲れも流した
後は、持ち込んだ酒類で夜
の宴会まで部屋にてプチ宴
会。当然ここでも当時の話
や裏話ですでに大盛り上が
り、他校もびっくり、今なら

大変なことになっていたかもしれないことでも笑い話に。でも古き良
き昭和の時代で辛いこともありましたが、本当に良かった良かった。

夜は、キャプテンの乾杯の合図で宴会がスタート。もちろんおい
しい魚料理を中心に、ノリのいい仲居さんもいて、またまた大盛り
上がり。後は、え〜っと、忘れました（笑）

翌日は食べきれないほどの朝食をいただき、お土産を持って大
野先生のお宅に還暦のご報告。この日のために作った赤いちゃん
ちゃんこ、ならぬ赤いTシャツを先生にも着ていただき、奥様もご
一緒に記念撮影をパチリ！

これにて無事、今回の還暦の旅の予定はほぼ終了しましたが、
もし本当に暦が還るなら、42年前ほんの少し何かが足りなくて届
かなかった頂点。今度はその足りなかった何かを見つけて、またこ
のメンバーで（もちろん今回参加できなかったメンバーも含めて）、痛
いところは、一手に引き受けてくれた山田君を日本一のキャプテン
に。そして大野先生を日本一の先生にして泣かせてみたいもの。

こうして、44年前と変わらない、みんなの笑顔に感謝して今回
の旅を終えました。

せやけどやっぱり、昔の仲間はええもんやなぁ〜。ところで次、
どこ行く？（笑） （幹事：初瀬川 孝・記）

アメリカンフットボール部6期生（昭和52年卒）
還暦記念旅行
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●江戸 博文 （大阪大倉・昭和24年卒）

○小生の青春時代は全ての面で、熱中

症などと言っていられない厳しい時代で

ありました。大阪大倉の教育現場では、

酷しい夏ほど心身の向上の機会とばか

り、授業が終わりやれやれと思った頃（そ

の夜）歩いて四條畷神社への参拝など

が実施されました。鍛錬のため、不参

加は許されず、強い心を持つことが求

められました。今、体感している疲労と

は違ったものでありました。（2018.8記）

●糠野 禎也 （関西大倉・商業科	昭和28年卒）

○毎年 6月に同期会を開催しておりま

す。今年は6月20日に開催しました。

参加者が年々少なくなってきており、幹

事の一人として寂しい限りです。出席者

11名は全員元気に楽しい一時を過ごし

ました。

●高瀬 敏夫 （関西大倉・商業科	昭和35年卒）

○まもなく学園創立120周年、おめでと

うございます。小生が56年前在学中は、

商業科が主で商家の子息が多かったよ

うに思います。松下幸之助先輩が関西

商工出身とのことで、講演に来られたこ

ともあり、本当に充実した科目（SM）で、

小生の基本的な人格形成に役立った3

年間の高校生活でございました。

●岩崎 正 （関西大倉・普通科	昭和37年卒）

○小生も74歳になり、積水ハウス㈱役

員、監査役、顧問も退任いたしました。

●木村 勝 （関西大倉・商業科	昭和40年卒）

○小生、67歳でリタイヤして、今はヨッ

トクルージングと歌声で、悠々自適で、

日々過ごしています！

●中野 修 （関西大倉・商業科	昭和40年卒）

○この度、論文を発表しました。「相続

人指定預金」のサービス開始とご家族

の安心がテーマです。大切な家族が亡

くなると、その方の預金は、たやすく引

き出すことができません。しかし、今般

成立した遺言書保管法は、先述の預金

の創設と、遺贈者の単独引き出しを可

能としています。「銀行法務21」№ 831

の36頁以下をご笑覧くだされば幸いで

す。コピーをご希望の方は、同窓会事

務局にお申し出ください。事務局より連

絡をいただいた方に、小生よりお送りい

たします（送料など無料）。

●渡辺 正男 （関西大倉・普通科	昭和40年卒）

○毎回『サイカス』を楽しみにしておりま

す。今春、転居いたしました。今後も

現住所宛に、継続して郵送していただ

けるようお願いいたします。今後、母校

がますます発展するよう祈願いたしてお

ります。

●五十川 進 （関西大倉・普通科	昭和42年卒）

○生徒たち一人ひとりの個性が輝き、

自分らしく元気に学び、活動する学園

であって欲しいと思っています。若者が

元気で自分らしく生きる学園は活気が

あり、次の若者が続きます。『サイカス』

は楽しみに読んでいます。

●加藤 健 （関西大倉・普通科	昭和44年卒）

○この年齢（68歳）になって、初めてCD

（子供合唱団・2 曲・コーラス参加）を

制作しました。作詞・作曲・歌を自作自

演にて、6 ヶ月かけてやっと8月に出来

上がりました。まだまだ意気軒昂。

●富岡 義隆 （関西大倉・商業科	昭和44年卒）

○平成27年12月に、38年間勤務した化

粧品容器の製造・販売会社を退職し、今

は孫の稽古事のサポートをしております。

●田村 義則 （関西大倉・普通科	昭和45年卒）

○卒業して早 48 年になります。同学年

の方全員と同期会ができたらなあと思っ

ています。現在、これまでの職場を退

職して、新たな職場に勤めています。

●須山 俊寛 （関西大倉・普通科	昭和48年卒）

○現在、枚方信用金庫で専務理事とし

て、マイナス金利と戦っています。

洋弓部時代、横松先生には大変お世話

になり、感謝しております。

●壷井 眞次 （関西大倉・普通科	昭和48年卒）

○前勤務先の会社を定年退職後、貿易

関係会社に再就職しています。

●田邊 賢治 （関西大倉・普通科	昭和48年卒）

○『サイカス』36号を拝見し、担任の恩

師2人のお顔が確認できました。高校1

年生時担当の宮之前先生、2年生時担

当の森先生。森先生には2010 年頃ま

で賀状交換をさせていただいておりまし

たが、2010 年より米国在住となり、不通

となりました。現在、岡山県にて喫茶

店「珈琲べるまーど」を経営しています。

●藤木 健 （関西大倉・普通科	昭和49年卒）

○気がつけば還暦世代になりました。

これまでいろいろありました。人生は山

あり谷ありですね。

●清水 伸介 （関西大倉・普通科	昭和51年卒）

○定年を迎え、子会社に転籍いたしま

した。

●河南 敬介 （関西大倉・普通科	昭和52年卒）

○大阪北部で強い地震がありました（大

阪北部地震）。また、その後の豪雨に

より出た塵芥など、茨木市環境衛生セ

ンター内で焼却灰の処理に日々追われ

ています。（2018.7記）

●矢口雄二郎 （関西大倉・普通科	昭和52年卒）

○日曜日の午前中は礼拝のため、同窓

会の総会に参加できず、残念に思いま

す。しかし、文化祭に足を運びました。

私にとって約40 年ぶりに母校を見て、

懐かしく当時の思い出に浸りました。そ

のような中で、後輩や教職員の方々と

触れあうことができ、ランチを学食でい

ただけて嬉しかったです。

私は父の母校ということで、すべり止め

で受験した学校に入ることになり、後ろ

向きでした。また、在学中に父が倒れ、

約 8ヶ月入院して亡くなり、暗い気持ち

で過ごしました。それから長い歳月が流

れました。定期的に『サイカス』を送って

いただき、生徒や同窓生の活躍に励ま

されています。今では関倉を卒業したこ

とを誇りに思えるようになり、母校に親し

みと愛着を感じています。母校のます

ますの発展を心よりお祈りしています。

●島田 裕 （関西大倉・普通科	昭和54年卒）

○先月の大阪北部地震や今月の豪雨

に被災された同窓生の方々、お見舞い

申し上げます。小生、地震では阪急電

鉄が宝塚で止まり、動けなくなり、豪

雨では職場のある宮津で国道が寸断さ

れ、仕事と生活には苦労しました。私

よりもっと苦労された方や、大変ご苦労

されている方が多くおられます。どうぞ

お身体に気をつけて頑張ってください。

（2018.7.9記）

●竹森 千晃 （関西大倉・普通科	昭和59年卒）

○近年、自然災害による甚大な被害が

出る中、ボランティアの方々が復旧作業

を手伝われている姿に心を温められま

す。私も在学時、体育の授業（試合）中

同窓会員メッセージ
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に眼鏡を落としてレンズを割った際、ク

ラス全員が百円ずつ集めて手渡された

その行動に、とても助けられたと同時

に大変嬉しく思いました。関西大倉高

校にて「相互扶助」の精神を学ばせてい

ただきました。感謝。

●田中 孝明 （関西大倉・普通科	昭和62年卒）

○大学卒業後、現会社・大陽日酸㈱に

入社して早27年経ちます。入社後は愛

知・栃木・神奈川・岐阜・三重と転勤し

てまいりました。去年、やっと大阪に戻

ってきました。実家に送っていただいて

いる広報誌を見て、大変嬉しく思いまし

た。

●行田 義弘 （関西大倉・普通科	昭和63年卒）

○今年 6月付で、東京支店勤務となり

ました。

●東堂 英雄 （関西大倉・普通科	平成3年卒）

○2015 年に起業し、企業の環境問題

や地方創生に取り組む会社を経営して

います。

●望月 洋志 （関西大倉・普通科	平成7年卒）

○卒業後 20 年以上が経ちました。40

代に入り年々、時の流れの速さを感じ

るばかりです。振り返りますと、わずか

3 年間という期間ではありましたが、母

校で出会えた仲間たちとは、少ないな

がらも親交は続いており、私の財産で

す。機会があれば母校もまた訪れたい

です。

●山本 幸司 （関西大倉・普通科	平成9年卒）

○結婚して、子供が産まれました。父

親としての自覚をしっかり持ち、大切に

育てていこうと思っています。

●若杉 哉 （関西大倉・普通科	平成12年卒）

○箕面から堺市に転宅いたしました。

今は単身赴任で、東京で働いておりま

す。

●上田 沙紀 （関西大倉・普通科	平成21年卒）

○縁あって京都へ引っ越ししました。ま

た、11月から心機一転、短期留学する

ことになりました。いくつになっても学

べる環境にいられることは、本当に有

り難いことだと、しみじみ思います。

●川浪 直樹 （関西大倉・普通科	平成22年卒）

○『サイカス』郵送していただき、有り難

うございます。小生も日々、仕事に頑張

っています。

●宇戸谷翔太 （関西大倉・普通科	平成23年卒）

○本年 4月から2 年間、研修医として

勤務しています。研修終了後の勤務地

は未定です。

●田口 拳 （関西大倉・普通科	平成27年卒）

○この度、東京大学大学院に合格し、

来春より進学することになりました。大

好きな北海道を離れるのは少々寂しい

ですが、より高いレベルで研究を行える

ことにわくわくしています。北海道大学

で学んだフロンティア精神を忘れずに、

東京でも勉強・プライベートともに充実

したものにしようと思っています。

●前畑（旧姓・山本）愛也
 （関西大倉・普通科	平成27年卒）

○只今、立命・産業社会4回生で、就

職活動真っ最中です。内定もいくつか

いただいています。順調に単位も多い

めに取れ、野球もサークルで続けました。

（2018.7.10記）

　教職 員短信

●今井 紘三 	 （旧商業・社会科教諭）

○高齢者生活を過ごす中、震度6.5弱

の北摂地震は自宅近くの二寺の山門を

逆さまに倒壊、40 年経過の我が家も基

礎部分や屋根瓦などの被害は大きく、

ブルーシートをかける。新たに太陽光住

宅建築とブロック塀の処理などで多忙。

一昨年、関西大倉の生徒が英米に学園・

国費補助での短期留学の報告を拝聴。

長男も国費による口腔癌研究の単独申

請が認可される。サプライズと忙中、慶

びあり。研究は焦らず何時の日にか、

成果が出るのを願う。

人生、山あり谷ありで頸椎の難病と心

臓病との付き合い、散歩や体操を続け

ているも、体力等減退の日々です。

●井戸田 健司	 （旧英語科教諭）

○昭和39（1964）年10月10日、それは私

が高校を卒業し、大学1回生の秋の東

京オリンピック開催日でした。それから

54 年、2020 年の2度目の東京オリンピ

ックまであと2年を切りました。思えば

その大半を関西大倉学園で卒業生の

皆さんと過ごさせていただき、感謝の

気持ちでいっぱいです。ふと、あの教

室・あのグラウンドでもう一度“Back To 

The Future”の思いに駆られます。卒

業生の皆さん、時代はどんどん自分の

足どりより速く通り過ぎていきます。で

もその大切なさりげない一日こそが宝物

です！　その宝物に乾杯！

●矢野 高史	 （現社会科教諭）

○本当に早いもので、定年の区切りとな

る齢になりました。時折、母校を訪れ

てくれる卒業生に会うことができ、当時

の生徒達の顔を思い浮かべることも多く

なりました。関西大倉も2022年の創立

120周年に合わせて、新校舎への建て

替えが始まるところです。かつての学び

舎が姿を変える前に、是非一度、母校

に帰ってきてもらえればと思います。

●渋谷 信之	 （現芸術科教諭）

○作品発表展示の御報告とお知らせ

□「2018CAF.Nびわこ展」

　9月19日（水）～ 26日（水）

　大津市歴史博物館

□ 渋谷信之＋寺島みどり 二人展

　「開かれ」2kwギャラリー

　　滋賀県大津市音羽台3-29-1

　11月3日㈯～ 11月25日㈰

　12：00 ～19：00（最終日は17：00まで）

　休廊日：月・火・水

□「ミニアチュール23 回展」

　茨木市立ギャラリー

　阪急茨木市駅ロサヴィア2F

　1月10日㈭～ 22日㈫

　10：00 ～ 19：00（最終日は17：00まで）

本校卒業生も参加する「現代美術- 茨

木展」特集作家による小品展です。

ご高覧いただければ幸いです。

●村井 真	 （現理科教諭）

○卒業生のみなさんご無沙汰しており

ます。関西大倉に赴任して15 年が経ち

ました。私はいつも通り明るく、楽しい

毎日を過ごしています。今年度からアメ

リカンフットボール部の顧問になりまし

た。限られた時間の中で、勉強とクラ

ブ活動に打ち込み、そして苦悩する彼
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	 同窓会・広報誌協賛金をいただいた方々	 （2018.6.11〜 2018.11.10迄・敬称略）

稲益　昭男 旧教職員・英語科教諭 10,000
清水　茂秋 旧教職員・数学科教諭 10,000
宮之前隆春 旧教職員・社会科教諭 5,000
奥田喜久男 旧教職員・数学科教諭 5,000
井戸田健司 旧教職員・英語科教諭 5,000
庄本萬寿雄 昭16 大倉30 5,000
堤　　　宏 昭16 大倉30 3,000
堀本　　修 昭16 大倉30 6,000
藤野　晴夫 昭18 大倉32 5,000
上田　正明 昭18 大倉33 2,000
西田　一成 昭22 大倉37 2,000
伊藤　昌治 昭26 全 3商 2,000
生瀬　陽三 昭26 全 3商 3,000
西田　成治 昭26 全 3商 3,000
原　　　清 昭27 全 4商 3,000
山下　広男 昭27 全 4商 3,000
関倉二八会一同 昭28 全 5回 20,000
桐谷　精藏 昭28 全 5普 3,000
本間　久雄 昭28 全 5商 3,000
宮武　康郞 昭28 全 5普 6,000
寺崎　公望 昭29 全 6商 3,000
宮本　良一 昭29 全 6商 3,000
大和　健司 昭29 全 6商 10,000
山本　光一 昭29 全 6商 3,000
家田　成夫 昭30 全 7商 5,000
今村　悦造 昭30 全 7商 3,000
岡村　三男 昭30 全 7商 3,000
中川　　亘 昭30 全 7商 3,000
中野　晴夫 昭30 全 7商 6,000
西良　温行 昭30 全 7商 3,000
三崎　宗一 昭30 全 7普 3,000
山田　　登 昭30 全 7商 2,000
石山　邦彦 昭31 全 8普 3,000
橋本　博明 昭31 全 8商 13,000
福岡　玄次 昭31 全 8商 3,000
岩谷　　勲 昭32 全 9商 2,000
藤村　恒治 昭32 定 6商 5,000
河村　武治 昭33 定 7電 2,000
北　政十郎 昭33 全10商 10,000
東井　保二 昭33 全10商 3,000
鳥居　茂司 昭33 全10商 3,000

七種　　武 昭33 全10商 3,000
村山　勝彦 昭33 全10商 3,000
森　　浩一 昭33 全10商 3,000
吉田　英行 昭33 全10商 3,000
吉川　治重 昭33 全10商 3,000
井実　広正 昭34 全11商 3,000
桐竹　克至 昭34 全11商 5,000
外山　喬英 昭34 定 8商 3,000
中村　邦彦 昭34 全11商 3,000
春名　忠雄 昭34 定 8電 3,000
福岡　賢造 昭34 定 8商 4,000
福原　力男 昭34 全11電 3,000
安丸　栄三 昭34 全11商 3,000
岡村　直弘 昭35 全12商 5,000
近藤　　明 昭35 定 9電 5,000
寺田　裕晤 昭35 全12商 5,000
木村　俊彰 昭36 全13商 3,000
清水　信昭 昭36 全13普 6,000
渡辺　健一 昭36 全13商 2,000
池永　莞爾 昭37 全14商 3,000
岩崎　　正 昭37 全14普 6,000
川口　栄一 昭37 全14商 3,000
黒木　　茂 昭37 全14普 3,000
武部　俊和 昭37 全14普 5,000
辰已　好夫 昭37 全14商 3,000
棚橋　武彦 昭37 全14商 5,000
中井　　清 昭37 全14普 3,000
福冨　　実 昭37 全14商 3,000
園中　光男 昭38 全15商 3,000
沼津　知明 昭38 全15電 3,000
山地　滋高 昭38 全15商 3,000
瀬山　健一 昭39 全16商 2,000
中江　和行 昭39 全16普 3,000
石田　　実 昭40 全17普 2,000
伊坪　正憲 昭40 全17普 3,000
岩井　紳一 昭40 全17商 3,000
中野　　修 昭40 全17商 3,000
福井　　弘 昭40 全17商 3,000
森　　　敬 昭40 全17商 3,000
東　　　洋 昭41 全18普 3,000
岡田　正之 昭41 全18普 3,000

中西　　徹 昭41 全18普 5,000
福西　英俊 昭41 全18普 3,000
武田　一士 昭42 全19普 3,000
日　　大吉 昭42 全19普 3,000
山本憲一郎 昭42 全19普 3,000
辻田　武志 昭44 全21商 6,000
林　順一郎 昭44 全21電 3,000
山口　清稲 昭44 全21普 3,000
吉藤　卓朗 昭44 全21普 3,000
梅原　光生 昭45 全22普 3,000
奥　　雅文 昭45 全22普 3,000
奥村　政則 昭45 全22普 3,000
谷川　　肇 昭45 全22商 3,000
村尾　秀明 昭45 全22商 3,000
飯田　敏夫 昭46 全23普 3,000
太田　二郎 昭46 全23普 3,000
川端　億佳 昭46 全23普 3,000
福井　武信 昭46 全23普 3,000
松本　光男 昭46 全23普 3,000
高井　一実 昭48 全25普 3,000
中西　　保 昭48 全25普 3,000
山﨑　進彦 昭48 全25商 10,000
篠田　雅章 昭49 全26普 9,000
伊藤　雅裕 昭50 全27普 3,000
久田　知弘 昭50 全27普 3,000
島村　和臣 昭50 全27普 10,000
鳥牧　幸弘 昭50 全27普 6,000
広田　耕三 昭50 全27普 3,000
水口　良一 昭50 全27普 3,000
吉川　一郎 昭50 全27普 3,000
吉川　順三 昭50 全27普 3,000
上西　治道 昭51 全28商 3,000
本田　　順 昭51 全28普 3,000
桂　　義幸 昭52 全29普 3,000
前田　一成 昭52 全29普 5,000
矢口雄二郎 昭52 全29普 3,000
浅見健次郎 昭54 全31普 6,000
今井　一也 昭54 全31普 3,000
島田　　裕 昭54 全31普 3,000
辰巳　保人 昭54 全31普 3,000
福岡　道隆 昭54 全31普 3,000

北川　智司 昭55 全32普 3,000
萩森　逸平 昭55 全32普 3,000
南　　英明 昭55 全32普 3,000
山崎　　徹 昭55 全32普 3,000
貝原　郁男 昭56 全33普 3,000
堀口　泰輔 昭56 全33普 3,000
今木　隆茂 昭57 全34普 3,000
河合　郁夫 昭57 全34普 3,000
橋長　教行 昭57 全34普 3,000
竹林　正浩 昭58 全35普 10,000
田村　雅彦 昭60 全37普 30,000
東山　啓次 昭61 全38普 3,000
村山　暢彦 昭62 全39普 9,000
高橋　　渉 昭63 全40普 3,000
寺田　　格 昭63 全40普 3,000
桑原　徳雄 平 4 全44普 3,000
清水　洋平 平 5 全45普 3,000
水沼　　博 平 5 全45普 3,000
築部　英章 平 7 全47普 3,000
村花　宏史 平 7 全47普 3,000
川那辺清高 平 8 全48普 3,000
金森　昭憲 平 8 全48普 3,000
富永　晃平 平 8 全48普 3,000
神代慎太郎 平 9 全49普 3,000
太田　圭紀 平11 全51普 3,000
浅田　雄太 平16 全56普 3,000
神原　広嵩 平18 全58普 3,000
赤松　寛夫 平20 全60普 3,000
徳岡　　勲 平21 全61普 3,000
中西　真紀 平23 全63普 3,000
平井奈津恵 平23 全63普 3,000
河本　大輝 平24 全64普 3,000
飯田　成香 平27 全67普 3,000
徳岡　永子 平27 全67普 3,000
河内　　涼 平28 全68普 3,000
藤田　あい 平28 全68普 3,000
山中　子々 平28 全68普 3,000
渡辺　　悠 平28 全68普 9,000
溝口　綾乃 平30 全70普 6,000
土井慎一郎 平30 全70普 3,000

 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

らと関わることで私も刺激され、充実し

た日々を送らせてもらっています。関西

大倉を訪れた際は、理科室にお立ち寄

りください。

●三輪 淳司	 （現英語科教諭）

○卒業生の皆様、いかがお過ごしでし

ょうか。関西大倉に赴任して21年が経

ちました。赴任した年に知った3DCG

の世界に魅せられ、趣味として続けて

きました。最近はそれを仕事に活かせ

る機会も増えてきました。機会があれ

ば、私の顔と一緒に作品の方も見てい

ただければと思います。

●小林 悠一	 （現数学科教諭）

○教育実習生として帰ってきてくれた

人、就職や大学院進学の報告をくれた

人、毎日元気に過ごしていますという人、

岐路に立って悩んでいますという人。今

年は、卒業生たちの成長した姿にたく

さん出会うことができました。嬉しい限

りです。私も、以前より成長した姿でみ

なさんとお会いしたいものです。
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第16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27日（土）、「大阪ガー

デンパレス」において開催されました。

総会は石山千恵子理事の司会のも

と進められました。始めに竹下俊夫

会長のご挨拶があり、その中で、関

西大倉学園120周年事業としてのキャ

ンパス更新事業などが計画・実行され

ており、育友会としても積極的に協力

したい旨のお話をされました。

次に、下川清一学校長の代理とし

て、矢野高史教頭のご挨拶があり、

現役 PTA会長の田村雅彦氏が矢野

先生の関西大倉学園での教え子で

あったこと、田村さんが高校 PTA会

長をされるということは、関西大倉学

園の教育理念が間違いでは無かった

というお話がありました。その後、ス

ライドを使ってのキャンパス更新事業

の説明をしていただきました。

続いて、竹下会長より、新入会員

と現役 PTA役員・実行委員の紹介

があり、新入会員を代表して木村正

宏さん、現役 PTAを代表して田

村雅彦会長からご挨拶をいただ

きました。

その後、大森節子理事より平

成30 年度定例理事会のご報告

（①学園文化祭でのPTA 主催バ

ザーへの参加。②育友会 20周

年記念行事積立金、③「学園の

備品購入」への寄付、④育友会定例

理事会、⑤育友会発足 20周年記念

祝賀会（準備委員会設立）、⑥「女子会」

発足、等）、中井陽子副会長から会

計報告、清水尚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。

引き続き、「関西学園育友会会則」

改正案が理事会から提案され、実行

委員を30名以内にすることが承認さ

れ、新たな14 名の実行委員を含む新

役員が承認されました。

休憩、記念写真撮影後、懇親会に

移りました。

懇親会も石山千恵子理事の司会の

もと進められ、土方正英顧問のご挨

拶・ご発声で始まり、恒例のビンゴ

大会など、会場は大いに盛り上がり、

楽しい時間を過ごしました。

最後に中島茂人副会長のご挨拶で

お開きとなりました。 （片岡みか　記）

台風24号がヒタヒタと迫っ

てくる中、今年度も学園文

化祭にて高校 PTA 主催の

バザーに参加させていただ

きました。中心気圧950hPa

の台風の勢力も育友会のパ

ワーで跳ね除け、寄贈してい

ただいた物品を完売すること

ができました。

現高校 PTAの皆様のご理

解とご協力、そしてご一緒に楽しい交

流の時間を過ごせたことに感謝の気

持ちでいっぱいです。

なおバザーの収益金は関西大倉学

園教育基金に寄付させていただく予

定です。

育友会活動に関し、ご意見などご

ざいましたら育友会事務局まで（関西

大倉学園内TEL072-643-6321）。

（井上典子　記）

第16回関西大倉学園育友会総会が開催されました

第71回学園祭に協賛参加しました

同
窓
会
事
務
局
よ
り

●古希・喜寿を超えても同窓の絆を深めておられる同窓会・
同期会をはじめ、継続的に開催されているクラブ OB・
OG会の親睦会、総会などの紹介原稿をお待ちしていま
す。
新たに同期会などの開催を考えておられる方は、同窓会
事務局にご連絡いただければ、協力したいと思います。

●母校は 2022 年に学園創立 120 周年を迎えます。学園
では記念事業実行委員会を中心に周年事業が推し進めら
れています。同窓会としても積極的に協力、支援してい
きます。

記念事業の一環として募金活動も計画されています。詳
細につきましては次号の『サイカス』などでお知らせい
たします。募金活動を成功させるためには多数の方々に
ご賛同いただき、ご協力いただくことが不可欠です。母
校の一層の発展のために、格別のご高配を賜ることを
願っています。

●同窓会新執行部が発足して半年を経ました。今後さらに
役員一同、母校と同窓会の連携を深化させるべく努力し
てまいりますので、同窓生の皆さまのご支援、ご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。
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今回の訪韓団一行
を乗せ、関西 空 港を
10：50に飛び立った 
アシアナ航空OZ111

便は、仁川空港に12：40に到着。空港
には善隣總同門会の金 京宰（キム キョ
ンジェ）事務局長、許 永嬋（ホ ヨンソ
ン）教諭と事務局の女性職員１名が出
迎えてくださいました。（写真❶）

仁川空港から一路、善隣インターネット
高校へ。正門には權 炳玉（グオン ビョ
ンオク）校長と金 在順（キム ジェスン）
教頭、總同門会の王 成宇（ワン ソンウ）
会長が出迎えてくださり、さっそく「百年を
踏まえ　千年を翔こう」と刻まれた石碑の
前で記念写真を撮りました。（写真❷）そ
の後、学校内へご案内いただくと、入っ
てすぐのところにあるショーケースに、
関西大倉学園から贈られたペン立てと
コースター、それに２つの扇子が陳列さ
れていました。校内は美しく整備されて
おり、現校長が就任されてからRenewal
が施されているとのこと。（写真❸）

案内された応接室で、学校から權校
長と金教頭、總同門会から王会長と金
事務局長が出席され、打合せを行いま
した。

まず、 權校長より次のようなご挨拶が
ありました。（写真❹）「関西大倉同窓会
の皆さまの善隣訪問を感謝し、心から
歓迎申しあげます。また本日は新人の
松尾君というNew Starを迎え、両校
は30 年の絆で結ばれていると実感して

います。両校の友好関係は33 年となり
ましたが、これからも続くことを希望し
ます」。

これにお応えする形で、関西大倉同
窓会の髙寺 淸会長は次のように話され
ました。（写真❺）「今回は總同門会の
金事務局長、許教諭等にお出迎えをい
ただき感謝します。私は、橋本博明前
会長が23 年間務められた後を受けて、
この4月に会長に就任しました。学校
間では一昨年からホームステイも開始さ
れ、大変嬉しく思っています。私は同窓
会理事を3 年務めて会長となりました
が、善隣インターネット高校を訪問する
のも今回が初めてです。橋本前会長が

遺された功績を汚すことがないよう努め
たいと思っています。3日間という短い
滞在期間ですが、先人たちが築かれて
きた両校並びに両同窓会の足跡をたど
り、その想いなど、いろいろ吸収した
いと思います」。

次に清水信昭事務局長が、下川清一
学校長からの以下のような伝言を述べ
られました。「両校でのホームステイを
今後も発展させたいので、現在行ってい
る相互のホームステイを、今後も継続し
ていただきたい。つきましては、ホーム
ステイ実施に向け、貴同門会のご協力
をお願いしたいと思います」。

続いて橋本前会長をよく知る王会長

韓国・善隣インターネット高等学校・總同門会 訪問

『親善交流記念植樹』を行いました
1984（昭和59）年、関西大倉高校と韓国・善隣インターネット高校および両校の同窓会・總同門会
の間に姉妹関係の縁が結ばれました。その後、友好交流は着実に進展し、両校生徒間の相互訪問・ホー
ムステイも定着し、両同窓会間で毎年行っている相互訪問も、近年はその交流の内容が幅広く豊富に
なっています。今年は10月中旬、関西大倉同窓会が訪韓、友好関係の新たなメルクマールとすべく、
善隣校内において記念植樹を行いました。

1日目
2018年

10月12日㈮

●❶

●❷

●❸

●❹

●❺



第 37 号

35

から、「23 年の間、会長をお務めになら
れ、お疲れ様でした」と橋本前会長に
対して労いの言葉があり、尾崎正敏学
園理事長代行・前学校長からは、学園
の近況報告がありました。

続いて挨拶に立たれた王会長が「本
校も来年2019 年が120 周年です。權
校長が善隣に来られ、国から補助金を貰
うようになった。校長には他所に行かな
いようにしていただかないといけません」
と話され、皆さんの笑いを呼びました。

この後、学内を案内していただきまし
た。職員室の前を通って、出たところに
ある赤レンガの建物は旧校舎（講堂）で、
現在は国の重要文化財として大切に保
存されているとのこと。（写真❻）そして
善隣校を卒業され、日本でも有名な作
曲家である古賀政男先生が寄贈された
時計台に向かいました。（写真❼）所々
に国の財産である重要な樹木もあって、
周囲の柵はしっかりと施錠され、枯れ
ないよう手入れされていました。

緩い坂道を下ったところで同門会館
の建物に行き当たります。（写真❽）建
物前の植栽の間に石碑が並び、改めて
足を止めて權校長、王会長から石碑の
謂れや書かれている内容の説明を受け
ました。

会館に入ると、ここには120年の歴史
がビッシリと詰まっていて、壁に貼られた
写真の歴史絵巻を興味深く見せていた
だきました。姉妹校結縁締結直後の訪
韓時に撮った写真の前では、今回同行し
た橋本顧問、清水事務局長、尾崎理事
長代行の若かりし頃の写真もあり、暫し
足を止め写真の前で当時を振り返りなが
らの思い出語りと、今昔を比べるように
写真を撮る一幕がありました。（写真❾）

その他、歴代校長の写真や歴代總同
門会会長の写真、卒業生全員の名前が
掲示されている様子は壮観でした。卒
業名簿には、日本語で書かれた名前も
たくさん並び、つい最近まで続いていた
青坡クラブ（善隣を卒業した日本人の会）
の資料も展示されていました。總同門

会歴代の人々の思い入れが詰まった同
窓会館を訪れるたびに、善隣校の歴史
の解り易さとともに、總同門会の皆さ
んの誇りが感じられました。

今回の訪問時に、両校の「親善交流
記念植樹」をすることを總同門会を通じ
てお願いしていました。学校と相談した
ところ快く承諾していただき、同門会館
南側の日当たりの良い場所を用意してく
ださいました。髙寺同窓会長、橋本窓会
顧問（前会長）、尾崎学園理事長代行の
手で鍬入れを行い、枝垂れ桜を植樹し、
日本を出る時に学園の永井郁久教諭（雅
号：龍法）に「親善交流記念植樹」と書
いていただいた檜の記念碑も一緒に建
てさせていただきました。（写真❿）南の
陽を受けてすくすくと大樹に育って両校
の親善交流が幾久しく続きますようにと
の願いを込めて、記念撮影を行い、善
隣インターネット高校を後にしました。

その夜は『関西大倉高等學校・總同
窓會 訪韓』歓迎会をロッテホテルで開

韓国・善隣インターネット高等学校・總同門会 訪問

『親善交流記念植樹』を行いました

●❻ ●❽ ●❾

●❼ ●❿
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催してくださいました。
司会は善隣總同門会事務局長の金さ

んと関西大倉同窓会理事の朴 元哲さ
んのお2人が務め、まず金事務局長か
ら善隣側出席者16 名の皆さまの紹介
があり、続いて朴理事からも関西大倉
側の9 名が紹介されました。

まず、王總同門会会長からご挨拶が
ありました。（写真⓫）その中で王会長
は、両校の姉妹締結から34 年経ち、
現在生徒達の交流も盛んに行われてい
ること、また、今年８月に行われた第
11回となる總同門会主催ゴルフ大会
に、初めて日本から6 名が参加、他の
總同門会メンバーと合わせて212名で
盛り上がったとのご報告がありました（次
ページ末尾に紹介記事があります）。ま
た本日は、両校親善交流記念植樹が行
われたこともご紹介くださいました。続
いて、母校善隣インターネット高校の近
況を述べられ、今や韓国屈指の名門校
となり、中学で成績が上位5％以内に
入らないと入学できないこと、2017年
は全国野球大会で全国優勝し、2018
年もソウル大会で優勝したともご報告さ
れました。そして野球選手も優秀な模
範生となって、勉強でもスポーツでも成
績を上げている後輩たちのお蔭で私た
ち卒業生も鼻が高い、全て大倉喜八郎
翁のお蔭だと話されました。

続いて、金 春吉（キム チュンギル）
顧問が乾杯のご挨拶に立たれ、「大阪と
ソウルでは気温差のある時期ですから、
滞在中も体調管理に気を付けるように。

そして、1984 年 6月の両校姉妹締結
以来34 年、これからも絆が続くよう、
両校の友情にWonderful !」と声高らか
に音頭をとられ、一同も唱和し乾杯しま
した。（写真⓬）

この後、髙寺会長が返礼の挨拶に立
たれ、以下のような内容を述べられまし
た。（写真⓭）
「橋本顧問から会長を引き継ぎまし

た。今回初めて善隣インターネット高校
を訪問し、歴史館を見学して、良き伝
統を受け継いでおられることに感銘いた
しました。王会長のご挨拶にもありまし
た通り、中学で成績トップ５％に入らな
いと受験できない人気校で、野球も全
国大会で優勝される実力校とお聞きしま
した。一昨年よりホームステイなどで生
徒同士の交流が始まっており、本校も
善隣校に追いつくように頑張ります。善
隣校は来年120周年を迎えられるとお

聞きしました。本校も120 周年には新
校舎に建て替わりますので、その節に
はぜひ日本にお越しいただきたい。本
日はこのような歓迎会を催していただ
き、感謝申し上げます」と、お礼を述べ
締めくくられました。

次に、尾崎理事長代行が挨拶に立ち、
「120周年の新校舎は大倉喜八郎翁

の流れをくむ大成建設が設計を行って
います。本日は学園の入口に桜の記念
植樹をさせていただきました。両校の絆
がさらに深まり、来春には桜の花が咲
くことを祈念します」と改めて乾杯の音
頭をとられ、全員が唱和し2 度目の乾
杯をいたしました。（写真⓮）

各テーブルでは談笑の内に、互いに
お土産を交換するなど交歓の輪が広が
り、最後に全員で集合写真を撮りました。

（写真⓯⓰）なお、来年は日本にお越
しいただくことになっています。

翌2日目はツアー
ガイドさんの案内で
市内観光に出かけま
した。

景福宮から国立民族博物館－守門将
交代儀式観覧－南大門市場－仁寺洞・
明洞散策などを巡り、最後に空中遊
歩道ソウル路7017を見学しました。

（写真⓱）
ツアーガイドさんが終始、

詳しい説明をしてくださり、
行く先々の風景を韓流映画に
出てくるシーンと重ねあわせ
たりしながら興味深く、また
これまでとは違った印象の韓
国を観ることができました。

2日目
2018年

10月13日㈯

●⓱

●⓫ ●⓬ ●⓭ ●⓮

●⓯ ●⓰
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善隣總同門会主催のゴルフ大会に参
加するため、ダブル台風（19号、20号）
直後の8月24日から26日までの2泊3
日で韓国を訪問しました。

昨年も大会参加のお誘いを受けたもの
の、当日が同窓会総会の前日にあたった
ため、日程的に適いませんでした。代わり
に、總同門会のご一行が昨年日本に来
校された折に、初めて両校親善ゴルフ会
を開催したことは、『サイカス』第35号で
ご紹介したとおりです。

大会は日本から参加した私たち6名を
加えて総勢212名54組が参加するビッ
グな大会となり、午後からショットガン方式
で始まりました。集合写真を見ていただい

ても分かる通り、皆さんの見事な団結とス
ケールで行われました。

大会後の合同晩餐会は、王会長のご
挨拶から始まりました。学校の近況報告
の中で「善隣インターネット高校は、韓国
では全国でも3本の指に入る進学校で、
ソウル大学はじめ海外の有名大学に、毎
年多くの生徒達が進学する実績を残して
おり、またスポーツでも日本の甲子園に相
当する野球大会で全国優勝し、韓国のプ
ロ野球界に毎年数名が進んでおります」
と話されました。

私たち6名も全員がご紹介をいただき、
松本光男副会長が訪問団を代表して、ご
招待へのお礼と、関西大倉学園も創立

120周年を迎える2022年に向け、記念
事業として新校舎建設が進んでいるとご
報告しました。

日本側からゴルフの景品をいくつか提供
しましたが、その一つのキャディーバッグ
が抽選にかけられました。ところが当選し
て受け取られた方は最長老に渡され、さ
らに最長老は再度事務局に戻されました。
そしてこれが突然オークションにかけられま
した。すると、なんとこれが1000万ウォン
（日本円で100万円）で競り落とされると
いうハプニング（？）があり驚きました。この
資金は奨学金になり、海外に雄飛する生
徒達の渡航資金として贈られるそうです。

今回のゴルフ会参加を通じて、参加し
た私たち6名は、善隣總同門会の皆さん
の敬老の念と熱い結束を感じ、この母校
愛に燃える熱き心を日本に持ち帰りたいと
思いました。 （M.M記）

第11回善隣總同門会主催
ゴルフ大会に初参加

2018年
8月24日㈮〜26日㈰

3日目は世界遺産
に登録されている宗
廟から北村韓屋村の
観光に行きました。

宗廟には歴代王朝の王が祀られてお
り、木造建物として横の長さは京都の
三十三間堂に次ぐ規模で、世界2位だ
そうです。また朝鮮王
朝最後の王世子（皇太
子）に嫁いだ日本の皇
族出身の方子妃が祀ら
れていることからも、日
本と所縁の深いところ
です。（写真⓲）この日は
日曜にも拘らず見学が
可能になったと聞きま

したが、専属のガイドさんの説明も上
手くて解り易く、聴き入ってしまいま
した。

お昼は總同門会の金事務局長のご案
内で、学校近くの「江原亭」で参鶏湯
をご馳走になりました。8月にホーム
ステイに参加した本校の生徒達も昼食

に訪れたとのこと。韓国でも３本の指
に入る美味な有名店だと伺いました。

（写真⓳）
温かい参鶏湯と人に会えた旅でした。

来年日本にお越しになる善隣御一行を
お迎えするのが、今から楽しみです。

 （文・松本光男　写真・米光秀夫）

3日目
2018年

10月14日㈰

●⓲ ●⓳
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学園創立百周年記念碑の右側には、安場禎次郎先生と
髙木美喜次先生の胸像が設置されています。
百周年記念碑のすぐ右側にある胸像が、学園のもう一方
の前身校である大阪大倉商業学校の初代校長の安場禎次
郎先生⑩で、平成19（2007）年に建立されました。胸像の
制作者は彫刻家の熊谷友児氏、書は永井郁久教諭（雅号・
龍法）、文章は清水信昭同窓会事務局長によるものです（『サ
イカス』第15号参照）。
そのさらに右隣の胸像は、関西大倉中学校・高等学校
初代学校長の髙木美喜次先生⑪で、平成14（2002）年に建
立されました。胸像の制作者は彫刻家の熊谷友児氏、建
立の記の文章は辻 善夫学校長、書は永井郁久教諭（雅号・
龍法）によるものです（『サイカス』第5号参照）。
両先生の胸像は、同窓諸氏のご協力をいただき、建立さ
れたものです。
創立百周年記念碑の右前方には、関西商工学校発祥
之地の顕彰碑⑫が設置されています。この石碑は昭和43
（1968）年に、先述の「大仁会」の有志によって、旧学舎の
近くの八阪神社境内の一角に建立された顕彰記念碑です。
先賢の方々が残された貴重な歴史的遺産である記念碑を後
世に伝えていくために、平成28（2016）年に母校に移転・

設置されたものです。（記念石碑は大仁会有志によって建
立、発起人は吉田亀太郎氏、企画は山田勝治郎氏、撰文
は栗田金太郎氏、参与は樋口佐兵衛氏・三上英雄氏・井
上福蔵氏、その他幹事、相談役の方々や銘板寄付者名簿
が埋め込まれています。）そして碑の手前右側には、顕彰碑
の由緒が彫られた石板が設置されています。文章は清水信
昭同窓会事務局長によるものです（『サイカス』第20号・第
32号参照）。
本館から中学棟に降りる階段の少し手前の左側の大きな
クスノキの根元に、小さな石碑⑬が建っています。この石
碑は、旧大淀学舎時代の昭和27（1952）年11月、皇太子
殿下（現天皇）の成人と立太子を祝して、学園は奉祝休校と
し、校庭に記念碑を建立しクスノキを植樹したものを、学
園移転の際に現在の場所に移設・移植したものです。
階段の中ほどの左斜面には、学園創立90周年記念として、
姉妹校結縁提携校の韓国・善隣商業高等学校（現善隣イン
ターネット高等学校）とともに設置された記念碑⑭がありま
す。その横には、秋になると赤い小さな実をつける「黐

もち

」の
木が植えられています。また、前の広場には「憩の場」と刻
まれた石碑⑮が建てられています。
中学棟の正面右側には2基の記念植樹の自然石の碑⑯

学園関係の屋外建造物について（下）

⑩
安
場
禎
次
郎
先
生
胸
像

⑪
髙
木
美
喜
次
先
生
胸
像

⑫
関
西
商
工
学
校
発
祥
之
地
顕
彰
碑

⑮
前面：憩いの場
背面：昭和六十三年度

　　　卒業記念

⑭
前面：

記念植樹
関西大倉学園創立90周年

1992.11.6
姉妹校 善隣商業高等学校

⑬
前　面：皇太子殿下立太子禮碑
右側面：関西大倉学園
左側面：昭和二十七年十一月
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⑰が建てられ、「垂れ桜」と「いろは紅葉」の記念の木が植
えられていて、春には薄紅色の垂れ桜が新入生を迎え、秋
には美しい深紅の紅葉の彩りが後輩たちの目を楽しませて
くれています。
バスの駐車場の片隅には「関西大倉学園」と彫られた阿波
石⑱が設置されています。この校名が刻まれた大きな自然
石碑も、高等学校の卒業記念として贈られたものです。
学園の専用道路を上がったところに、ちょうど⑱に隣接
して、自然石の門柱⑲が建てられています。この門柱は、
大阪大倉商業学校の学舎から大淀学舎、さらに茨木学舎に
運ばれてきたものです。昭和20（1945）年の大阪大空襲によ
り、大阪大倉商業学校は形あるものをほとんど失ったなか、
わずかに当時の面影を偲ばせるものです。かつて柱に埋め
込まれていた大阪大倉商業学校の銘板のあとに、「関西大
倉 中学校 高等学校」の銘板が埋め込まれています（注1）。
銘板の書は永井郁久教諭（雅号・龍法）によるものです。
ハイブリッドホール（多目的ホール）の正面玄関横には学
園創立百周年記念のモニュメント「群生—この地につどいて
—」⑳が設置されています。制作者は彫刻家の岡 晋司氏
です（注 2）（『サイカス』第5号参照）。
以上、学内の屋外に設置されている建造物についてご紹

介してきましたが、寡聞のため、学園が直接関係する学外
の記念碑などについては、大阪市北区（旧大淀区）の大淀
校舎跡の「関西商工学校発祥之地記念碑」と北区中之島に
ある大阪大倉商業学校発祥地にある「大阪大倉商業学校跡
地」の記念碑は周知していますが（注3）、他にご存じの方
があれば、ご教示ください。
注1： 上述⑰の門柱は、大阪大倉商業学校の正門の門柱で、

遊歩道入り口の門柱が通用門の門柱です。
注2： 上述⑱のモニュメントと対をなす小型の同様のモニュ

メントが、展望台への遊歩道の途中にある広場に設置
されています。

注3： 「関西商工学校発祥之地記念碑」並びに「大阪大倉商業
学校跡地」の記念碑に関する詳細については『サイカス』
第20号・25号に紹介していますので、ご一読ください。

（清水信昭　記）
【参考資料】

『関西大倉学園70年のあゆみ』　関西大倉学園　1972年
『八十年のあゆみ』　関西大倉学園　1982年
『九十年のあゆみ』　関西大倉学園　1992年
『関西大倉学園百年史』　関西大倉学園　2002年
『わが母なる学窓』　関西大倉学園　2007年
『関西商工界の父・平賀義美』　関西大倉学園　2012年

⑳
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⑲
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大
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舎
の
門
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⑱前面：関西大倉学園
　背面：昭和55年度
　　　　昭和56年度 卒業記念

⑥
学
園
創
立
百
周
年
記
念
碑

⑯
前面：卒業記念植樹
　　　　　 絆
　　　関西大倉中学校
　　　　第10期生

背面：時を超えて177名
　　　（以下、各クラス

の生徒数を男女別
に列記）

⑰
前面：卒業記念植樹
　　　関西大倉中学校
　　　　　第5期生
　　　　 2001.3.10
背面：文面なし

①

③ ④
⑤

⑥〜⑫
⑬⑭⑮⑯

⑰

⑳

⑱⑲

②

高 校 棟

高 校 棟
本 館特別教室棟

中 学 棟

ハイブリッド
ホール

→
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○少子化が進む近年、母校でも生徒の
確保が課題となっています。なにより
も学園の永続的発展が求められていま
す。同窓会としても母校発展のための
知恵を出しあって、協力体制を確立し、
支援していきたいものです。
○21世紀のグローバル社会は、小生
のような旧世代が育った時代では想
像もできない世界がやって来ていま
す。これまでの価値観や世界観だけで
は考えられない世になっていると思い
ます。換言すれば、経験したことのな
い事柄に立ち向かっていかなければな
らない時代ともいえます。それ故、次
代を担う若者に求められるのは自立す
る力、主体的に行動できる力、多様な
人々と共生する力などではないでしょ

うか。母校にはそれらの力をつけるた
めの教科活動、特別教育活動、外部と
の連携などが推進されることを期待し
ています。
○来年は亥年。「亥」に因んで一言。
情報過多の時代。さまざまな情報が飛
び交っていますが、それらの情報に対
し、右

う　こ　さ　べん

顧左眄していては、きりがあり
ません。進むを知って、退くことを知
らない「猪武者」のつもりで「猪突猛進」
することも、時としては必要ではない
でしょうか。	 （清水信昭　記）
○今年の文化祭2日目は、台風で延期
になりました。このとき、以前に文化
祭2日目が休校になったことを思い出
しました。当時高校1年の担任で、生
徒たちは3クラス合同の巨大迷路を作

っていました。1日しか文化祭を楽し
むことができなくて悔しかっただろう
と思います。それでも生徒たちはクラ
ス全員で準備できたことに満足し、ク
ラスメイトに感謝のことばを述べ、み
んなを温かい気持ちにさせてくれまし
た。彼らが卒業後、時々顔を見せに来
てくれたり、それぞれの場所で活躍し
ていること聞くたびに、今でも彼らは
変わらず温かい気持ちにさせてくれる
のだなと感じています。

（牧野菜穂子　記）
○『サイカス』の編集のお手伝いをさ
せていただいて2年目になります。多
くの方々がこの関西大倉学園を大切に
考えてくださっていることに深く感謝
申し上げます。	 （柳瀨彰弘　記）

編
集
後
記

■募集人数	六年一貫コース　約140名（男子／女子）

■出願方法・期間
　A1日程Web出願：12月14日㈮ 0時〜1月17日㈭ 15時
　A2日程Web出願：12月14日㈮ 0時〜1月19日㈯ 14時
　B日程Web出願 ：12月14日㈮ 0時〜1月20日㈰	14時
　C日程Web出願 ：12月14日㈮ 0時〜1月22日㈫		8時

■検定料	 20,000円
	 ※A1日程出願者のC日程の検定料は10,000円

とします。

■試験日	 A1日程：1月19日㈯　点呼　		8時45分
	 A2日程：1月19日㈯　点呼　16時
	 B日程　：1月20日㈰　点呼　16時
	 C日程　：1月22日㈫　点呼　		9時45分

■試験科目・時間・配点
A1 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

A1 日程
（3科型）

国
60分/120点
語・算

60分/120点
数・理

40分/80点
科

A1 日程
（2科型）

国
60分/120点
語・算

60分/120点
数

A2・B・C日程 国
60分/120点
語・算

60分/120点
数

■合格発表

　A1日程：1月20日㈰	ホームページ（午前掲載予定）
　A2日程：1月20日㈰	ホームページ（午後掲載予定）
　B日程　：1月21日㈪	ホームページ（午後掲載予定）
　C日程　：1月23日㈬	ホームページ（午前掲載予定）
　※掲示による発表はありません。

■入学手続	A1・A2日程：1月21日㈪15時まで
	 B日程：1月22日㈫15時まで
	 C日程：1月24日㈭15時まで

■英検資格取得者への加点優遇

　　A1日程　　：4級＝12点、3級＝24点、準2級以上＝48点
　　その他日程：4級＝		9点、3級＝18点、準2級以上＝36点
　　※Ａ1日程2科型については、国算の合計点を4/3倍

してから加点します。

2019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
	 	窓口受付　1月23日㈬〜1月29日㈫

※10時〜15時（土・日を除く）
	 	郵送受付　1月21日㈪〜1月26日㈯ 必着
	 	 	※インターネットによる出願情報登録を開始します。
■検定料	 	 20,000円
■試験日	 	 2月9日㈯
■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12日㈫　郵送・ホームページ掲載
■入学手続
　●専願：2月14日㈭・2月15日㈮　10時〜15時
　●併願：3月19日㈫　10時〜15時
	 （兵庫県の公立高校受験の生徒も含む）
■英語外部検定制度による英語得点の読み替え
大阪府立高校入学者選抜「英語」の外部検定資格の読み
替え制度に準2級を加え、有資格者への優遇を行います。

TOEFL	iBT IELTS 英検 読み替え得点率
60 点〜 120 点 6 準 1 級 100％
50 点〜 59 点 5.5 （対応無し） 90％
40 点〜 49 点 5 2 級 80％
30 点〜 39 点 4 準 2 級 70％

2019年度　高等学校　生徒募集要項（抜粋）

◎中学入試を複数回受験した場合は、2回目以降の日程で10
点加点します。

◎父母（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）で10点加点します。（本校所定の受験
連絡届を事前に提出してください。）


