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社会の変化に対応できる、
特色ある教育を

1990 年代半ば、アメリカで軍需用に研

究・開発されたインターネットが民間に開

放されたことで、情報化は急速に全世界

に広がり、大量の情報交換が瞬時に可能

となりました。しかも携帯電話を皮切り

に、スマホが普及したことで、情報交換はいかなる場所でも

行えるようになりました。このインターネットの着想は1960

年代にまで遡るとされています。　　

一方、この20 年間で電子商取引、スマホ決済やＡＩの普

及にみられるようにユビキタス社会の急拡大が続き、利便性

も向上してきています。

これら情報技術の進歩は、社会に劇的な変化をもたらし、

産業界にとどまらずグローバルな規模で社会を大きく変えつ

つあります。教育界においても、このような急激な変化に対

応する力をつける必要に迫られています。

その変化に対応する力とは何か。それは日々の学校生活

から培われるもので、中でも、コミュニケーション能力や協

調性は、家庭だけにとどまらず、学校生活におけるクラスや

クラブ活動の中で養われていくものです。才能があるにこし

たことはありませんが、才能があっても伸ばしきれない人も

います。また、才能がないからこそ頑張る人もいます。最後

の最後にはその人の人柄がものをいいます。中学校や高等

学校などの中等教育機関は、それらを養う上で非常に重要

な機関であり、期間でもあります。

「バスに始まりバスに終わる」。1963（昭和38）年に、大阪

市内大淀の地からこの茨木に移転したことで、バス通学は

避けて通ることはできません。その中で、どのような特色あ

る教育を行っていくか、他校とどう差別化を図っていくかが

大きな課題です。文武両道はもちろん、大学進学は当然の

ことです。芸術科・体育科を含め、全ての教科が人格形成

において関わっていく必要があるのです。

「バスで通学してでも行きたい学校、来たいと思う学校」。

大阪の私立中学校、高等学校の中で、大阪一の広大なキャ

ンパス（里山）７万坪を生かすこと、この自然環境を生かし

た教育こそが、他校との差別化ができ、本校教育のアピー

ルとなると思っています。これらは教育目標である「誠実で

品性の高い教養のある人間を育成する」「自然に親しみ、自

然とともに生きることが大切だと思える心を育成する」に合

致するものと考えています。

“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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5月より新しい元号「令和」の時代を迎え、学園のほう
でも新校舎の建築工事がいよいよスタートいたしました。
学園創立120周年の記念事業につきましては、事業を推
進するための組織として、昨年の9月に120周年記念事
業実行委員会を立ち上げ、活動を始めておりますが、そ
の中心事業である校舎の建て替え工事が、昨年末から始
まった仮設校舎の新設・移転、旧校舎の撤去工事の開
始に引き続き、新校舎の新築工事の段階に入った訳です。

この建て替え工事は、併せて種々の施設・設備の整備・
充実をも行うもので、まさに教育インフラ全般の改良を
通じて、教育環境の改善を図ろうとするものです。そして
この機会を捉え、関西大倉学園をより魅力ある姿に変貌
させ、ブランド価値を高めることにつなげてゆく取り組み
がなされようとしているのです。

それに向けた基本方針となるコンセプトを策定し、よ
り多くの子どもたちに関西大倉を目指してもらえるよう、
さまざまな広報活動を通じて外部にも広く訴求していくた
め、前述の実行委員会のもとに、新校舎式典委員会や
募金委員会等 、々種々の個別担当委員会を設けて、取り
組みを始めています。

同窓会といたしましても、全面的な支援体制を整え、

あ学園と手を携えて記念事業の成就に向けて取り組みを
進めていきたいと考えています。ただ、これだけ大規模
な事業を推進していくには、経済的な原資＝多額の資金
が必要になってまいりますので、事業を成功に導くには、
資金面でも学園だけでなく、多方面からの幅広いご支援
をいただくことが不可欠になってまいります。

実行委員会内の募金委員会も活動を始めています。今
号の学園広報誌『サイカス』にも、「『学園創立120周年記
念募金』ご協力のお願い」のリーフレットを同封させてい
ただいています。これを皮切りに、これからも学校行事等、
さまざまな機会を通じて、学園、同窓会、PTAが一丸となっ
て、さらには学園内外の関係者にも範囲を広げて、支援
の輪が広がるように、総力で取り組みを進めていきたい
と考えています。

やはり関西大倉学園が、生徒の皆さんから見て「行って
みたい学校」「目指したい学校」になるように、また卒業
してからも「行ってよかった」と自慢できる学校に進化させ
ていく、ということが、学園創立120周年記念事業が目
指すところです。記念事業のさまざまな取り組みの主旨と
内容をご理解いただき、募金事業に対しても格別のご支
援・ご賛助を賜りますよう、お願い申し上げます。

「目指される関倉」へと進化させよう
〜学園創立120周年記念事業へのご協力のお願い〜

関西大倉同窓会　会長

髙寺　淸（昭和41年卒）

新校舎建設に向け、2018年
12月に人工芝の広場の所に仮
設校舎が建てられ、現高校2年
生の教室が旧校舎から移転しま
した。今年4月からは旧校舎の
1・2号棟の解体工事が始まり、
5月にはすべて解体され、新し
い高校用校舎の建設用地が姿
を現しました。旧校舎に併設さ
れていた駐輪場も解体され、仮
設校舎に隣接する広場に設置さ
れ、利用されています。
6月3日には新校舎建設のた

め、学園関係者の方々にご参列
いただき、地鎮祭が挙行されま
した。

新校舎建設に向けて — 学園創立120周年記念事業—

❶❷解体される校舎と解体後の更地、
❸❹建てられた仮設校舎と新しい駐輪
場、❺❻❼旧校舎（1・2号棟）

❶

● ● ● ●

❷ ❸

❼ ❻ ❺ ❹

●お知らせとお願い●
母校は創立120周年を迎えます。この機会に、同窓会の会員登録データの更新を行いますので、同封のハガキに関連事項
をご記載の上、ご返信いただきますよう、お願い申し上げます。
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新 校 舎 建 設 の ご 案 内

関西大倉学園は2022年に創立120周年を迎えます。

その記念事業として、学園の「夢舞台」となる新校舎を建設

いたします。

新校舎建設の目的・方針は、下記の５つです。

１．中学と高等学校の独立性と一体性を両立

２．豊かな自然環境を活かした学校施設

３．新しい時代に対応できるゆとりある施設計画

４．安心・安全を確実にする施設計画

５．省エネルギーと環境共生による維持コストの低減

高校3学年が集う高校教室棟と、特別教室・図書館・

事務機能からなる中央共用棟を計画します。渡り廊下により

0号棟（将来の中学棟）がフラットに接続することで、学園

の機能が１つに結ばれ、より一体感が生まれます。

【建物概要】
延床面積：10,900㎡（約3,300坪）
高校教室棟：地上4階
中央共用棟：地上3階地下１階　鉄筋コンクリート造
本体工事着工：2019年6月
全体竣工：2022年7月末（予定）

学園の新たな顔となる中央共用棟と高校教室棟

上下がつながる高校教室棟
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驚きと戸惑いを感じました。

私は、きもの販売をするには商品知

識が重要だと思い、全国各地のきもの

産地に出かけて、伝統工芸品の要素の

高い織物や染め物を見て回り、染色方

法や製造過程などの商品知識の習得に

努めました。地元の伝統工芸士や人間

国宝の先生方の話を聞き、長年にわた

り一つの技術の伝承に努めておられる

姿や、その方の人となりにおおいに感銘

を受けました。

家業の呉服小売業は、商品仕入・販

売企画・販売・経理の全般を把握し、

お客さまとのコミュニケーションを大切に

し、「良い品を安く」をモットーに営業活

動に励み、業績も順調に推移しました。

ある時、滋賀県の近江八幡市を訪れ

ました。江戸時代から明治にかけて、

ここから全国各地に物を売り歩いた近

江行商人達の経営理念のひとつとして

「三方よし」が広く知られています。この

「商売において売り手と買い手が満足す

るのは当然のこと、社会に貢献できてこ

そ商売といえる」、いわゆる『売り手よし、

買い手よし、世間よし』の考え方に出会

い、家業の呉服店経営に取り入れよう

と思いました。「三方よし」の考え方は、

現在の伊藤忠商事（株）をはじめ多くの

企業の経営理念の根幹となっています。

バブル崩壊後、「きもの文化」の継承

のため、平成8 年にNPO法人 和装教

育国民推進会議が設立され、和装教育

の重要性を国会に請願し、平成10 年、

国会において和装教育を中学・家庭科

授業に組み入れる法案が可決され、平

成20 年、新学習指導要領に公示され、

平成24 年、中学の家庭科授業で「ゆか

た着付け」が必須科目として行われるよ

うになりました。

当会議の大阪府支部は、大阪府下教

育委員会ならびに、中学校の家庭科の

先生方を対象に、「ゆかた着付け」授業

のモデル授業を開催し、府下教育委員

会や中学校からの依頼を受け、着付け

指導員を派遣して家庭科の先生による

「ゆかた着付け」授業のお手伝いを行っ

ています。平成25 年〜30 年まで、75

校の中学校から依頼を受け、12,500名

余の中学生に指導を行い、指導員も延

べ720名を派遣しています。

また、当会議大阪府支部を含めきも

の業界全体で、日本伝統の民族衣装「き

もの」の世界文化遺産登録に向けて邁

進しています。

平成30 年12月、NPO法人 和装教

育国民推進会議 大阪府支部事務局長

として、関西大倉中学校から「ゆかた着

付け」の指導依頼を受け、指導員8 名

と共に中学2年生の指導に行きました。

そのご縁で、この度、母校の広報誌に

寄稿することになりました。

私は関西大倉高校に昭和39 年に入

学しました。当時は、公立高校入試に失

敗し失意の中で、大阪市内からJR茨木

駅を経由し、今では考えられないギュウ

ギュウ詰めのスクールバスに乗って、早

朝の特一授業に間に合うように登校して

いました。学校は、茨木の丘陵地に真新

しい校舎があり、自然環境に恵まれ勉

学にはとても良い環境だと思いました。

入学して早々、1年担任の鍵岡純俊

先生との面談で、「自分に自信を持って

何事にも努力すること」と言われ、失意

の中の私にとってわずかな救いになった

と同時に、3 年間頑張ろうと決意しまし

た。進級するにつれて、個性豊かで有

能な先生方に出会いご指導を受け、ま

た、多数の学友（前理事長代行の尾崎

君、学園理事長・前池田市長の倉田君

etc.）にも恵まれ、あっという間の3 年

間でしたが、私の人生においての基礎

が築けたと思います。

大学に進学し、高校時代にできなか

ったクラブ活動（広告研究会）に所属し、

広告宣伝の方法やマーケティング理論・

広告デザイン等の研究・実践を行ってい

ました。部長時代にはクラブ運営に没頭

し、組織の動かし方やコミュニケーション

の取り方・まとめ方などを学びました。

大学卒業後、家業の呉服小売「島岡

呉服店」に入りました。入店後、今まで

使っていたメートル法から尺・寸の尺貫

法に変わり、また、きもの仕立てをする

時に、難しい専門用語がたくさんあり、

夢O B 訪 問

自分に自信を持って何事にも努力すること

島岡 秀行
昭和42年卒 ● NPO法人 和装教育国民推進会議 大阪府支部事務局長・島岡呉服店代表
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私生活においては、趣味の一つにな

ればと思い、50 代初めから「詩吟」を習

い始めました。詩吟は、中国・日本の漢

詩の大意や言葉のアクセント、発声方

法等の幅広い知識が必要で、当初は10

年位でマスターしようと思いましたが、

奥が深くマスターできず、現在まで続い

ています。詩吟は大きな声をお腹の中か

ら出すため、ストレス解消と共に健康維

持にも繋がっています。最近では、いろ

いろな吟詠大会に参加して、私の楽し

みの一つと、生涯学習になっています。

夢O B 訪 問

もなく、法律的にはグレーゾーンに分類

されていました。しかし2年以内には法

制化され将来性もあると考え、事業をス

タートすることとなりました。資金もない

私たちに、一緒に始めた友人のお父さん

が、使っていないマンションを無償で貸

してくださり、そこをオフィスにしました。

最初は飲食店とか運送関連の会社を

ターゲットに顧客開拓することから始め

ました。また派遣事業以外にいろいろ

な事業を立案するために毎日、泊まり込

みで頑張りましたが、給料も満足に取

れない日々が続きました。

事業をスタートして半年が経った頃に

第一の転機が訪れました。マンションを

貸してくださっていた友人のお父さんに

呼ばれて行くと、多額の事業資金を無

償で提供してくださったのです。「返す必

要はないから会社経営の授業料として

使いなさい」とおっしゃってくださいまし

た。その言葉は今も鮮明に記憶してい

ます。この資金を元に株式会社として登

記し、再スタートしました。

次に第二の転機が訪れました。高校

2年生の時の同級生がアメリカの留学先

からたまたま一時帰国して、お互いの近

況を話していると、レンタル会社を経営

されているお父さんを紹介してくれたの

です。お会いしてお話をするとコンスタン

トに仕事を発注していただけることにな

り、会社の経営基盤を確立することがで

きました。これを機会に東京に支社も開

設し、事業を軌道に乗せることができま

した。

それから年々倍々に売上も増え、5 年

もする頃には社員も50人を超え、売上

も10 億にあと一歩で届く会社になって

いました。業務も人材派遣業、広告代

理業、英会話スクール、コンピューター関

連業務など、多角経営のビジネスモデル

を確立することができました。

しかし、そこをピークに転落が始まり

ました。世に言う「バブル経済の崩壊」

です。取引先の経費削減により大幅な

売上減に見舞われ、金融機関への返済

もあり経営が苦しい状態になりました。

役員報酬の減額や経費削減、事業統合

など手を尽くしましたが、一向に上向き

になりません。それでも役員同士で仲違

いすることもなく出した結論は、倒産を

防ぐために各自の担当分野で事業と負

債を分離してそれぞれの道を進むことで

した。事業をスタートして12年、35歳

の時でした。

私が引き継いだのは広告代理業で、

主に企業の販売促進の企画立案をする

事業です。取引先は大手の家電メーカ

ー、電力会社、新聞社などの上場企業で、

ある程度の売上は確保できる見込みで

した。しかし、順風満帆にはいきません。

問題は引き継いだ負債です。大手銀行

や消費者金融など金融機関に多額の負

債があり、仕事だけではなく負債の処

理に追われ、また思わぬ事件に巻き込

まれたこともあり、大変な時期が3 年ほ

どありました。

その後、負債も返済し、それから20

年間は小さな山や谷はありましたが、順

調に会社を経営することができました。

現在は、企業の展示会やイベントの

関西大倉高等学校は今の私の原点で

す。

私が入学した頃の関西大倉高等学校

は男子校で、関西大倉中学も前年に閉

校され、最後に中学から進級してきた

同級生が10数名いました。

3 年生の時、私は11組の理系クラス

で、みんな真面目に勉学に取り組んで

いたと記憶しています。特に医学部、

歯学部志望の同級生が多く、私の知る

限り43 名のクラスで医学部、歯学部に

5 名（うち2 名は国公立）進学し、現在

も医者として活躍しています。

私も医学部志望でしたが、共通一次

の試験会場で体調を崩し、惨憺たる結

果となりました。私立の医学部は合格し

たものの、親の負担も考えて入学金を

納めませんでした。浪人する気力もなく、

第一志望の公立大医学部から同じ大学

の理学部に志望を変えました。大学に

は合格したものの今後の目標を見失っ

た状態で学生生活がスタートしました。

3回生になり進路に悩んでいた時に、

高校の同級生でアメリカに留学していた

友人が訪ねて来ました。その時に友人

が突然「俺と一緒に事業をしないか」と

持ちかけてきたのです。この一言が私の

人生の大きな岐路となったのです。その

時親交のあった友人 2 名を誘い、関西

大倉の同級生4人で事業をスタートする

ことになりました。

私たちはいろいろな事業モデルを検

討し、最終的には大学生のネットワーク

を活かした学生アルバイトの派遣事業に

行き着きました。当時は労働者派遣法

関西大倉というDNAを受け継いで
〜山あり谷あり出会いあり〜

福岡 道隆
昭和54年卒 ● インタースペック株式会社CEO
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税理士、パソコン会社の経営者、タイ

で店舗経営している友人と大変個性的

です。昨年からは、私たちが3 年の時

に赴任された吉野傳一先生も参加してく

ださり、楽しい時間を共有しています。

さて、関西大倉高校を卒業して40 年

にわたる私の歩みを文章にしましたが、

読み返してみると、本当に関西大倉の

同級生とそのご家族に助けられて今の

私があるとわかります。そして今の自分

の原点は関西大倉であったと改めて認

識させられました。

最後に、OBそして人生の先輩として

在校生の皆さんに私からお伝えできるこ

とが一つあります。皆さんはこれから大

学受験、就職、そして会社に入ってさま

ざまな課題に直面することでしょう。そ

の時、運や才能で乗り切ることができ

る人もいます。しかし、運不運や才能は

自分でコントロールすることはできませ

ん。唯一自分でコントロールできるのは

一生懸命頑張ることです。勉学に、ス

ポーツに、自分の夢に向かって一生懸

命努力し、友人の絆を大切にして実りあ

る人生を切り開いてください。

企画、著名人による講演会の企画、販

売促進用の映像制作、印刷物のデザイ

ン制作などを行っています。特に展示会・

イベントは、札幌から沖縄まで全国各

地を飛び回っています。

話は変わりますが、プライベートでも

6 年前から、30 年ぶりに関西大倉の3

年11組のメンバーを中心に、年3〜4

回の飲み会をしています。

メンバーは、一緒に会社を設立し現

在はオーストラリアで幼稚園を経営して

いる友人をはじめとして、高校の購買部

の経営者、歯科医、国際線のパイロット、

夢O B 訪 問

4月 2日 中学入学式
4〜5日 中1オリエンテーション
8日 高校入学式
9日 一学期始業式・対面式

10〜12日 実力考査
10日 高校新入生オリエンテーション
11日 高1総合学習（防犯教室）

15〜16日 文化部紹介
16日 避難訓練
20日 中3修学旅行説明会（保護者対象）

イギリス語学研修/ホームステイ
23日 中3全国学力・学習状況調査
26日 中2・3学力推移テスト

中3プレトレッキング
5月 7日 全校朝礼

11日 講演：第1回『進路を考える』
18〜23日 中間考査（中学は20日〜）

18日 オックスフォード保護者同伴説明会
高3進路説明会

23日 学校生活アンケート
24日 遠足
25日 高2修学旅行保護者説明会
26日 高校全統記述模試（全員受験）

29〜6月1日 中3修学旅行
【鹿児島・知覧・屋久島】

30日 高2古典芸能鑑賞（狂言）
6月 1日 高2古典芸能鑑賞（落語）

2日 第1回英検（一次）希望者（外部受験）
3〜22日 教育実習

3日 全校朝礼
4日 高校体育祭予行
5日 高校体育祭

中2介護体験実習
6日 中学生徒会選挙
7日 高校PTA総会・進路報告会
8日 ホームステイ保護者同伴説明会

高2古典芸能鑑賞（津軽三味線）
12〜13日 高3バスケットボール大会

14日 中学PTA総会・授業参観
15日 高3GTEC

17〜18日 高3実力考査（マーク）
22日 高1総合学習「コミュニケーション論」

中学進路報告会
25日 中1音楽鑑賞会

27〜29日 臨時休校（サミット）
30日 第1回英検（二次 A日程）

希望者（外部受験）
7月 4〜9日 期末考査

6日 高1進路説明会
9日 ホームステイ結団式

11〜16日 中学・高校授業

11日 オックスフォード結団式
15〜30日 高校オックスフォード語学研修

16日 高1・2進研模試（学年全員受験）
授業アンケート①

20日 一学期終業式
22〜25日 中学特別授業
22〜31日 高校サマー講習会
27〜8月11日 高1ホームステイ
27〜30日 中3サマースクール
29〜31日 中1林間学舎

8月 9〜17日 学校休業・バス運休
11日 高3全統マーク模試（全員受験）

18〜20日 善隣訪問
19〜23日 高3サマー講習会

26日 二学期始業式
26〜31日 短縮授業
27〜29日 実力考査

29日 高1・2GTEC
9月 4日 避難訓練

11日 中学体育祭予行
13日 中学体育祭
14日 講演：第2回『進路を考える』

19〜26日 短縮授業
26日 中学芸術祭リハーサル（4限〜）
27日 文化祭準備
28日 文化祭（中学芸術祭）
29日 文化祭

10月 1日 全校朝礼（創立記念日に向けて）
2日 創立記念日
6日 第2回英検（1次：外部受験）

　希望者＋中3の3級未取得者
高2駿台全国模試（六S＋希望者）

12日 講演：第3回『進路を考える』
15〜19日 中間考査（中学は16日〜）

19日 学校生活アンケート
20日 高3全統マーク模試（全員受験）

高1駿台全国模試（六S＋希望者）
26日 文章検定（LHR	中3・高1・高2）
29日 芸術鑑賞会
30日 高1・2進研模試（高2は31日も）
31日 中学PTA総会（2、3時限目授業参観）

11月 1日 高校PTA総会
（3時限目授業参観・進路講演会）

2日 高校生徒会選挙（LHR）
3日 第2回英検（二次 A日程）

5〜8日 高2修学旅行
【八重山諸島（石垣島）】

6〜7日 中3職業体験
7日 中1・2社会見学
14日 高1総合学習（留学生来校）
19日 高1ロードレース大会（服部緑地公園）

20〜21日 高3駿台・ベネッセマーク模試（CTプレ）
26日 中1美術特別授業4〜6限
30日 全校朝礼（TV人権講話）

講演：第4回『進路を考える』
12月 6〜11日 期末考査

11日 高3学校評価アンケート
13〜17日 中・高授業

14日 授業評価アンケート②
16日 イギリス語学研修第1回説明会
17日 中3ホームステイ第1回説明会

高1学部学科研究会（近大）
21日 二学期終業式

23〜25日 中2スキー実習
23〜27日 高1・2ウィンター講習会

高3センター練習会
28〜1月4日 学校休業・バス運休

1月 6〜3月12日 高3特別講習
6〜7日 高3センター練習会
8日 三学期始業式

9〜12日 実力考査
11日 中・高1・高2学校評価アンケート
16日 中学講演会

18〜21日 中学入試
18〜19日 CT試験

20日 高3	CT自己採点・高2	CTチャレンジ
23日 中学弁論大会（4、5限）

中学学級懇談会（6限）
25日 中学英検（校内）

　（3級未取得者全員受験）
26日 高1駿台全国模試

第3回英検（一次）：高1全員
2月 6日 高1企業プレゼン選考会

9日 高1全統記述模試
高2全統マーク模試

10〜13日 高校入試
15日 高2ダンス発表会

講演：第5回『進路を考える』
23日 第3回英検（二次 A日程）
27日 高校卒業式予行
28日 高校卒業式

29〜3月5日 学年末考査
3月 7日 中3ホームステイオリエンテーション

7〜11日 授業（中学は10日まで）
11日 高1企業プレゼン発表会（6限）
13日 中学卒業式予行
14日 中学卒業式
19日 三学期終業式

24〜30日 高校スプリング講習会
24〜28日 中1補習、中2スプリング講習会
24〜30日 中3特別補習

 年 間 計 画 表 （予定は変更になることがあります）

CYCAS38.indd   6 2019/06/05   14:14



第38号

7

今春の大学入試においては、現役生が131名、浪人生が83名の計
214名の生徒が全国国公立大学に合格しました。卒業生が468名なの
で、実に現役生の約3分の1が国公立大学に合格しており、さらに志望
校調査において国公立大学を第一志望にしていた生徒の割合から見る
と、国公立大学志望の2人に1人が現役で国公立大学に合格しています。
この数字は、ともに関西大倉史上最高で、現浪合わせて国公立大学の
合格者が200名を超えたのも初めてとなっています。京都大学11名（現
役3、浪人8）、大阪大学19名（現役12、浪人7）、神戸大学12名（現
役9、浪人3）の合格者が出ており、京都大学の合格者が10名を超え
たのは約10年ぶり、京阪神の合格者が40名を超えたのは、これもま
た関西大倉史上初めてです。
また、私大入試でも健闘し、同志社大学90名、立命館大学195名、

関西学院大学69名、関西大学114名（全て現浪合わせた延べ人数で、
推薦入試での合格者も含む）の生徒が合格を果たし、関関同立の合格
者数は述べ468名、さらに立命館大学の合格者数は久々にトップ10
入りを果たした上に、合格者数ランキングにおいて私立高校としては全
国1位となりました。数年前から続く入学定員の厳格化により、近年の
私大入試は非常に厳しいものとなっていますが、昨年度の卒業生たち
はその苦難をものともしない非常に素晴らしい結果を出してくれました。
2019年度の大学入試は関西大倉高校にとって、記録ずくめの結果が出

ましたが、この勢いを次年度も持続させたいと思います。
毎年のことですが、4月に入ってそれぞれ学年が上がり、進路指導室

を訪れる生徒の顔ぶれも大きく変わりました。今年はそれに加え、新校
舎建設工事に伴って昨年まで進路指導室が入っていた棟が壊され、今は
以前の物理講義室（旧理科準備室）に間借りしている状態です。引っ越
し当初は、理科の実験器具の前に赤本や進路資料が並べてある光景に
戸惑いもしましたが、歩くとミシミシ音がする、板張り床の昔ながらの
教室（職員室）に、今やすっかり慣れてしまっています。ただ、高3棟へ
と続く直通の廊下も取り壊されて、今の進路指導室はどの学年からも非
常に行きにくい陸の孤島状態。その影響か、訪ねてくれる生徒の数も例
年よりやや少なく、ちょっと寂しい限りです。ただ、その状況もそろそ
ろ終わりでしょう。ここ数日、目前に迫ってきた模試の過去問のコピー
を取りに来る3年生が日に日に増えており、赤本の閲覧や入試に関する
質問をしに来る生徒も多くなってきました。5月の連休が終わる頃には、
例年通り休み時間は生徒たちで大賑わいになると思います。今年の3年
生は現行の入試が行われる最後の学年。入試に関する不安は例年以上
に大きいと思いますが、やることは同じです。『行ける大学ではなく、行
きたい大学に行く』という気持ちを強く持ってこの一年を乗り切ってほし
いです。今年も進路面において精一杯生徒たちのサポートをしていきた
いと思いますので、今後ともご支援のほど宜しくお願いいたします。

進路状況

 国 公 立 大 学 合 格 者 数  （  ）内の数字は女子

2019年度入試 国公立大学の現役合格者割合が過去最高を更新しました

 私 立 大 学 ・ 専 門 学 校 合 格 者 数  （  ）内の数字は女子

京 都 11（2）
大 阪 19（9）
神 戸 12（3）
北 海 道 3（1）
北 海 道 教 育 1（0）
東 北 1（1）
千 葉 2（0）
新 潟 1（1）
富 山 1（1）
金 沢 2（0）
福 井 4（1）
山 梨 1（0）

信 州 1（1）
静 岡 1（0）
名 古 屋 工 業 1（0）
岐 阜 2（0）
滋 賀 20（9）
京 都 工 芸 繊 維 11（1）
大 阪 教 育 13（6）
奈 良 女 子 2（2）
和 歌 山 5（1）
鳥 取 7（3）
岡 山 6（2）
広 島 5（1）

徳 島 2（0）
鳴 門 教 育 1（0）
香 川 2（0）
愛 媛 2（1）
高 知 1（0）
九 州 2（0）
九 州 工 業 1（0）
長 崎 1（0）
鹿 児 島 2（1）
琉 球 1（0）
国 際 教 養 1（0）
横 浜 市 立 1（0）

石 川 県 立 1（0）
滋 賀 県 立 5（3）
京 都 市 立 芸 術 1（0）
京 都 府 立 3（2）
福 知 山 公 立 1（0）
大 阪 市 立 12（3）
大 阪 府 立 15（2）
神 戸 市 看 護 1（1）
神 戸 市 外 国 語 2（2）
兵 庫 県 立 15（5）
奈 良 県 立 医 科 1（1）
奈 良 県 立 2（0）

岡 山 県 立 2（0）
尾 道 市 立 1（0）
広 島 市 立 1（1）
山陽小野田市立山口東京理科 1（0）
高 知 工 科 1（0）
国 公 立 大 学 集 計 214（67）
航 空 保 安 3（2）
大 学 校 集 計 3（2）
国公立大学・大学校集計 217（69）

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

	 大　学　名	 合格者数

慶 應 義 塾 3（0）
早 稲 田 5（1）
同 志 社 89（28）
立 命 館 195（55）
関 西 114（40）
関 西 学 院 66（31）
酪 農 学 園 1（1）
北 海 道 医 療 1（0）
青 山 学 院 1（0）
学 習 院 1（1）
北 里 1（0）
共 立 女 子 2（2）
国 士 舘 1（0）
専 修 1（1）
多 摩 美 術 2（0）
中 央 2（0）
帝 京 2（0）
東 京 農 業 7（0）
東 京 薬 科 1（0）
東 京 理 科 9（0）
東 洋 1（0）
日 本 3（1）

日本赤十字看護 1（0）
法 政 3（0）
東 京 都 市 1（0）
明 治 11（1）
明 治 学 院 1（1）
横 浜 薬 科 1（1）
朝 日 2（1）
愛 知 医 科 1（0）
愛 知 工 業 1（0）
金 城 学 院 1（1）
中 京 1（1）
名 城 1（1）
長 浜 バ イ オ 8（1）
成 安 造 形 1（0）
京 都 外 国 語 4（2）
京 都 産 業 40（12）
京 都 学 園 1（0）
京 都 女 子 18（18）
京 都 造 形 芸 術 1（1）
京 都 薬 科 4（0）
京 都 光 華 女 子 1（1）
京 都 橘 15（13）

同 志 社 女 子 10（10）
京都ノートルダム女子 3（3）
佛 教 22（16）
龍 谷 86（30）
京 都 文 教 1（0）
大 阪 医 科 2（1）
大 阪 学 院 2（0）
大 阪 経 済 14（2）
大 阪 経 済 法 科 1（1）
大 阪 歯 科 4（4）
大 阪 芸 術 2（0）
大 阪 工 業 32（5）
大 阪 産 業 3（1）
大 阪 樟 蔭 女 子 2（2）
大 阪 電 気 通 信 14（1）
大 阪 薬 科 6（2）
大 阪 大 谷 1（0）
追 手 門 学 院 7（5）
関 西 医 科 3（2）
関 西 外 国 語 13（12）
近 畿 188（42）
摂 南 46（6）

藍 野 5（2）
梅 花 女 子 6（6）
阪 南 7（0）
桃 山 学 院 13（1）
千 里 金 蘭 8（8）
大 和 15（10）
大 手 前 1（0）
甲 南 30（16）
甲 南 女 子 21（21）
神 戸 学 院 12（2）
神 戸 芸 術 工 科 3（2）
神 戸 女 学 院 7（7）
神 戸 女 子 5（5）
神 戸 薬 科 2（1）
神戸松蔭女子学院 6（6）
兵 庫 医 科 1（0）
武 庫 川 女 子 37（37）
神 戸 親 和 女 子 4（4）
関 西 国 際 1（1）
兵 庫 医 療 6（4）
畿 央 2（2）
岡 山 理 科 2（1）

立命館アジア太平洋 2（0）
私 立 大 学 集 計 1284（497）
池 坊 短 大 1（1）
武庫川女子大短大部 2（2）
私立短期大学集計 3（3）
国際ファッション専門職 1（0）
専 門 職 大 学 集 計 1（0）
済生会中津看護 1（1）
大阪スクールオブミュージック 1（0）
大 阪 観 光 1（0）
辻 製 菓 1（1）
N I C 1（1）
大 阪 医 専 1（0）
大阪ECO動物海洋 1（1）
清風情報工科学院 1（0）
専門学校など集計 8（4）
大 阪 府 警 1（1）
兵 庫 県 警 1（1）
就 職 集 計 2（2）
総　　　　計 1298（506）
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本年5月1日付で、榎 豊司 前事務
長の後任として当学園の事務長職を拝
命しました佐々野雅雄でございます。
前職は、東証一部上場の電子機器メー
カーの役員として、経営企画、経理財
務、総務人事、法務等、グループ全体
の経営管理部門を統括しておりました
が、経営上の都合によりスポンサー企
業の支援を受けるにあたり、経営責任
の明確化の観点から1月下旬に退任い
たしました。

当学園は関西有数の伝統を誇る名門
私学として松下幸之助氏をはじめ各界
に広く人材を輩出しており、現在の生
徒の皆さんも一人一人が無限の可能性
を秘めています。長い人生において思
春期を過ごす中学・高校の時間は、今
後の人格形成において最も重要な時期
です。自然豊かな環境の下、日々生徒
のことを最優先に考えている素晴らし
い先生方と共に、当学園の発展ならび
に生徒の皆さんが学園生活を通じて世
界で活躍できる人財へと成長されるお
手伝いができればと思います。最後に、
小職が大好きなプロゴルファーのタイ
ガー・ウッズ選手が今年のマスターズ
で復活優勝した時の言葉。「誰もが毎
朝目を覚ませば目の前に課題はある。
戦い続け、乗り越え続けること。決し
て諦めないこと」。微力ではあります
が、精一杯尽力する所存ですので、ど
うぞ宜しくお願いいたします。

本年度より、国語科の専任教諭とし
てお世話になります。

昨年度、私は講師として本学園で勤
務しておりました。そのときに感じた
ことは、教員が自由に挑戦できる環境
であるということです。

授業や部活動を含め、さまざまな場
で訪れるコーチングの機会を、『思う
ようにやってみろ』と先生方が背中を
押してくださり、そして見守ってくだ
さいました。

挑戦をするということは、同時に責
任と不安を抱えることでもあります。
しかし、『生徒たちが主体的に考える』
ことを目指す私たちが、挑戦しないわ
けにはいきません。本学園の先生方の
姿勢は、そう語っているように感じま
した。

現状維持は、後退のはじまり。かの
松下幸之助氏も仰ったとおり、限界を
決めることなく、一歩でも前に歩み続
けます。生徒たちに、そして関西大倉
学園に貢献できるよう励んでまいりま
す。

本年度より専任教諭としてお世話に
なります。昨年度に担当させていただ
いた生徒のこれからを見つめ続けるこ
とができると思うと、大変嬉しく思い
ます。また、担任として今年度新たな
関倉生と出会い、改めて、持てる力を
尽くしたいと感じています。

教員になる前は、民間企業で約10
年働いていました。うち数年はイギリ
スに渡り、英国の企業にも勤めまし
た。国外に出たことのなかった自分が、
地道に英語を勉強することで思いもし
なかった人生が開けたことに気づいた
時、受けてきた恩を学校教育に返した
いと思い、教職を志しました。

大切にしているのは、「人にはそれ
ぞれの頂がある」という曽野綾子さん
の言葉です。複数の選択肢の中から常
に一番目指したい山頂を選び取れる、
心の強さと学力を持つ生徒を育てたい
と思っています。宜しくお願いします。

平成22年度から中・高校の校長と
して6年間、その後3年間は理事長代

新任のご挨拶

渋谷　香織
（英語科教諭）

新任のご挨拶

井上　花
（国語科教諭）

新任のご挨拶

佐々野　雅雄
（事務長）

ごあいさつ
退任

新
任
の

第38号

行として母校の運営に携わり、今春3
月末をもって学園を離れました。その
間、生徒の皆さん・保護者の方々・教
職員・同窓会員など多くの方々にお世
話になりました。この場を借りて御礼
申し上げます。

今後、少子化進行の中、学園の経営
力が課題となってきます。幸い本校に
は「全校一致」の精神が息づいていま
すので、この課題を乗り越えて、未来
永劫に発展されることを期待いたしま
す。学園の創立120周年と新校舎竣工
を楽しみにしています。

本年4月30日付で事務長を退任さ
せていただきました。

在任中は大変お世話になりまして、
本当にありがとうございました。しか
しながら、昨年5月に着任してわずか
1年での退任となり、生徒や教職員の
皆様に大変申し訳なく、あらためてお
詫び申しあげます。

この1年間を振り返りますと、私自
身にとっては「激動の1年」でした。
大阪北部地震や台風21号など大きな
自然災害に断続的に見舞われ、学園内
にも少なからず被害が発生し、その対
応に長らく追われたこと、また生徒に
関わる悲しいできごとが続いたこと、
さらに学年末間際になって校長先生の
退職が決まるなど、学園内の空気が非
常に重苦しい状況が長く続き、管理職
の一人として渦中に居りながら、まっ
たく力になれなかったことなど、すべ
てに私の力不足を痛感し、早期の退任
を選択させていただきました。

現在学園では、創立120周年を3年
後に控え、ハード面では、「新校舎建
設事業」の本体工事がこの6月に着工
したこと、またソフト面では120周年
記念事業にかかる募金をはじめ各事業
担当委員会が発足し、教職員の全員参
加をはじめ、学校・同窓会等が一体で
取り組んでいく重要な時期を迎えよう
としております。

このような局面の中、中途で職を辞
することは、私自身も非常に不本意で
すが、何よりも2年連続で事務長が交

退任のご挨拶

榎　豊司
（前事務長）

9年間、お世話に
なりました！

尾崎　正敏
（理事長代行）
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替する結果となったことについて、心
より申し訳なく思っております。

しかし、私の後任で5月より着任さ
れた佐々野雅雄 新事務長は、民間の
電子機器メーカーにおいて、長年にわ
たり経理財務部門を中心にご活躍さ
れ、海外勤務の経験も積まれ、グロー
バルな視点で学校経理のみならず、管
理面全般の責任者としてご尽力いただ
けるものと期待しております。

最後になりましたが、関西大倉学園
の益々のご発展と皆様のご健勝を祈念
いたしまして、退任のご挨拶といたし
ます。どうもありがとうございました。

平成24年度から7年間、理科（物理）
の教員としてお世話になりました。

新任の頃から退職に至るまで、物理
の先輩の先生をはじめとして、教職員
の皆様に温かく支えていただいたこと
を、心から感謝しております。

また、生徒の皆さんにはたくさん楽
しい思い出をいただきました。皆さん
との大切な思い出を胸に、これからも
頑張っていきます。ありがとうござい
ました。

最後になりましたが、関西大倉学園
の益々のご発展と皆様方のご健勝をお
祈り申し上げます。

平成24年4月から7年間にわたり、
国語科教諭としてお世話になりまし
た。

昨年夏に入籍し、鈴木へと改姓しま
したが、教師としての自分自身を振り
返ると、旧姓の「樋口先生」と呼ばれ
る方が馴染み深いです。大学院を修了
し、初めて教壇に立ったのが関西大倉
学園でした。翌年からは教科指導に加
え、女子バドミントン部の顧問として、
門外漢ながら尽力してまいりました。
授業、ホームルーム、クラブ活動など、
関西大倉学園で過ごしたすべてが私の

財産となりました。ひとえに、在校生、
卒業生、PTA、教職員の皆様方のお
かげです。厚く御礼申し上げます。

否定ではなく、受容から始めてみる
こと。自分も周りも受け容れられるよ
うな懐の深い人間を目指し、今後も精
進してまいります。

結びになりましたが、関西大倉学園
のますますのご発展と皆様のご多幸を
お祈り申し上げます。

平成17年4月に奉職し、14年間お
世話になった関西大倉学園を本年3月
末で退職いたしました。素晴らしい在
校生・卒業生・保護者・教職員の皆さ
んに囲まれて、本当に幸せな日々でし
た。特に担任として生徒たちと向き合
い、学校生活のこと、進路のことなど
を語り合った経験は忘れられません。
体育祭や文化祭などの行事を生徒たち
と共に成功に導いたのも良い思い出で
す。また高校硬式テニス部（男子）の
顧問として、部員たちがボールを一生
懸命追いかけている姿を支えたのも印
象に残っています。

4月からは実家である大阪府茨木市
の茨木神社の神職として勤務しており
ます。お近くにお越しの際には、お気
軽にお立ち寄りください。またお会い
できるのを心から楽しみにしておりま
す。

最後になりましたが、関西大倉学園
の益々のご発展と、皆様方のご健勝を
お祈り申し上げます。

平成24年度から国語科専任教諭と
してお世話になり、このたび出産を機
に平成30年度１学期末をもって退職
しました。

振り返ると、これといった大きな成
果もなく、力不足を感じることの方が
はるかに多い6年半でしたが、先輩の
先生方、生徒の皆さんのあたたかい支

えによって何とかここまでやってこら
れました。特に、クラス担任をもっ
た26年度から29年度までの4年間は、
毎日教室に行くのが本当に楽しく、教
員になってよかったと心から思えるう
れしい場面が何度もありました。改め
て、かかわってくださったすべての皆
様に深く御礼申し上げます。

いったんは職を離れることになりま
したが、関西大倉学園で経験したこと
をいつか再び社会にお返しできるよ
う、これからも学び続けていければと
思っています。本当にありがとうござ
いました。

このたび3月末日をもちまして、関
西大倉学園を定年退職いたしました。
4月からは特別専任講師として引き続
き働かせていただいています。

私は自身の高校入学時、担任の先生
の影響で世界史に興味を持ちました。
また男子校では珍しいクラシックギ
タークラブに入部し、そこで初めて教
師という職業を意識し、自身の将来像
を描き始めました。それを関西大倉で
実現することができ、このご縁に深く
感謝しています。

36年前、非常勤講師として、そし
て翌年から専任教諭としてお世話にな
りました。振り返りますと約30年間、
担任として生徒や保護者の方々に育て
ていただき、また先生方には様々な場
面で助けていただきました。ありがと
うございます。

新任から数年を経たころ、ある生徒
との出会いからクラシックギター同好
会を結成することになりました。その
後クラブに昇格し、中学生や女子生徒
の入部もあって現在の姿に成長しまし
た。定期演奏会も28回を数えるに至
り、卒業後も音楽を愛するOBに会う
のをいつも楽しみにしています。

最後になりましたが、今後もこの関
西大倉が生徒や教職員の皆さまにとっ
て、居心地の良い「われらの舎」であ
り続けることをお祈りし、退職の挨拶
とさせていただきます。

退任のご挨拶

清水（籔根）　知美
（国語科教諭）

退任のご挨拶

飴田　尚起
（社会科教諭）

退任のご挨拶

岡市　正達
（社会科教諭）

退任のご挨拶

鈴木（樋口）　彩乃
（国語科教諭）

退職のご挨拶

上田　ゆかり
（理科教諭）
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躍動する後輩たち—クラブ活動紹介
女子バドミントン部

女子バドミントン部は現在、高3生14 名が引退し、中学生・

高校生合わせて23 名で活動しています。中学1年生の初心者

から高校 2年生の上級者までレベルは違いますが、それぞれの

レベルに合った効率よい練習メニューを、自分たちで考えて取

り組んでいます。

これまでに、何人かのOGが教育実習生として練習を見にき

てくれました。非常に嬉しく思います。社会人になられたOGの

方々もぜひ遊びに来てください。

第59回茨木市民バドミントン大会〔2月3日〕
女子ダブルス2部　優　勝　上林瑞希・石原明日菜

第29回茨木市バドミントンダブルス大会〔4月21日〕
優　勝　上林瑞希・石原明日菜

第73回大阪高等学校春季バドミントン競技会 兼
2019年度全国高等学校総合体育大会大阪府予選会
女子ダブルスⅡ部　第３位　上林瑞希・石原明日菜
 顧問：田部・西村（公）・久松

高校女子硬式テニス部

ともに、OGの方々にとって誇れるクラブであるよう日々邁進し

ていきます。またOG会にもご参加ください。皆さんにお会い

できるのを楽しみにしています。 顧問：大山・久保田

今年度は、高校1年生の6 名で活動をしています。昨年度は

現高3生4 名のみで活動をしていました。

練習にも熱心に取り組み、夏の高校総体では、ダブルスで

大阪府ベスト16、シングルスでは大阪府ベスト32まで勝ち上が

りました。また3 年生の引退試合でもある総体春季団体戦では

予選で優勝し、本戦では1回戦を勝ち上がって大阪府ベスト16

になりました。

昨年度は今までで一番部員が少なく、OGの方々にも練習に

参加していただきました。たくさんの方々に支えられているとい

うことを改めて実感をした年でもありました。皆さんのおかげで、

高校3 年生は2年半のクラブ生活をやりきり、晴れ晴れとした

表情で引退をすることができました。本当にありがとうございま

した。

今年度も6 名という少人数ですが、彼女たちの成長を願うと

高校サッカー部

現在、部員40 名（3 年生10 名、2 年生11名、1年生19名）

で頑張っています。

高円宮杯JFA	U-18	サッカーリーグ2019	OSAKA	
所属：3部リーグAグループ（10チーム×4グループ編成）
6月3日現在、前期終了時点で2勝7敗、暫定8位
6月23日より後期リーグ開始

2019年度	大阪春季サッカー大会	
※2次予選進出（4回戦敗退）
　１回戦	vs	金蘭千里高（６－１）
　２回戦	vs	市岡高　　（２－０）
　３回戦	vs	槻の木高　（２－１）
　４回戦	vs	高槻北高　（１－１【PK０－３】）
 顧問：曽谷・小林（智）・向井・小林（亮）

CYCAS38.indd   10 2019/06/05   14:14



第38号

11

高校ソフトボール部

現在、3年生5名、2年生10名、1年生6名の合計21名で

活動しています。

3月に西日本の高校が32チーム集まって開催された大黒杯では、

史上初の1部トーナメントに進出することができ、全体の7位という

成績を残しました。また春季大会では、準決勝で上宮高校に敗戦

しましたが、3位という結果を残すことができました。ご声援ありがと

うございました。

6月にはインターハイ予選が始まります。インターハイ出場を目指し、

日々 練習に取り組んでいきたいと思います。

第17回大阪春季高校ソフトボール大会
〔4月13日〜 21日　堺グリーン広場ほか〕

１回戦　対　初芝立命館高校　　　　9－4
２回戦　対　大阪学芸中等教育学校　7－6
準決勝　対　上宮高校　　　　　　　1－4
※以上の結果から３位となりました。
 顧問：吉野・堀江・重松

男子バレーボール部

新入部員を迎え、30名のチームとなりました。

6月の近畿大会出場権を懸けた試合に向け、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。

【最近の戦績】
11月　大阪高校新人大会1次予選　2部1位（1部昇格）
1月　大阪高校新人大会2次予選　ベスト16	
4月　春季大会1次予選　1部2位
 顧問：竹内・小林（悠）・石川

高校男子硬式テニス部

高校男子硬式テニス部は、現在 3 年生13 名、2年生18 名、

さらに14 名の1年生も入部し、計45 名で活動しています。

春に行われた大阪高校スプリングテニストーナメントでは1名

が本戦に進み、大阪ベスト8まで勝ち上がりました。また4月1

〜 3日に行われた春季大会では、3 年生の引退前の最後の個

人戦ということで、各自ベストを尽くしましたが、本戦出場はか

ないませんでした。

OBの皆さん、これからも変わらぬご指導・ご鞭撻を、よろ

しくお願いいたします。 顧問：矢野・山本・安井

柔　道　部

現在は部員2 名で活動しています。新入部員を大募集中です

が、なかなか難しい現状です。

OB・OG会について、昨年は試験的に土曜日に開催しました

が、仕事の都合などでかえって来ていただけないことが分かり

ました。そこで今年は従来通り、8月の最終日曜日に日程を戻

して開催することになりました。一人でも多くの方のご参加をお

待ちしています。ぜひ道場に遊びに来ていただき、年齢を超え

た交流を深めていただきたいと思います。

【OB・OG会開催日時】
8月25日（日）11：00	 顧問：浦﨑・芳賀

野　球　部

応援されるチームになろう
昨年度から硬式野球部の顧問をさせていただいている松井

僚平と申します。昨年度の秋季大会から監督としてチームを任

されています。高校生にとってクラブ活動は「人生最大の思い出

づくり」だと考えています。「思い出づくり」と聞くと誤解を招く

かもしれませんが、私の人生にとってクラブ活動は永遠に忘れ

ることのできないツールとなっています。

私は沖縄県の首里高校で3 年間、硬式野球部に所属し、多

くの仲間と苦楽を共にしてきました。高校3 年生の最後の夏季

大会で10 年ぶりにベスト8に入ったことが、私の自信になって

いると思います。逆境にも耐えられる強い社会人になってほし

いという気持ちで常に選手に向き合っています。

新チームになったときに、いくつかの目標を設定しました。

その中の一つが、表題にもある“応援されるチームになろう”と

いう言葉です。「日々の努力なくして、応援されるチームにはな

らない」「他者を応援できないチームが、応援されるチームには

ならない」と考えています。そのために、やれる準備はすべて

行い、最後の夏季大会に向けて一層努力していかねばならない

と感じています。在校生、卒業生、教職員のみなさんが応援し

たいと感じられるチーム作りを選手たちと共に行っていきます。

これからも応援よろしくお願いします。

末筆ながら、みなさんのいっそうのご躍進をご祈念申し上げ

ます。 顧問：松井・大塚・伊達
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中学ソフトボール部

3 年生は5人、2 年生は4人、1年生は4人の計13人で活動

しています。

火・木・土の3日間は、参加しなければならない日で、第2

グラウンドで練習しています。月・水・金は自主トレーニングの

日で、参加は自由です。ただし、勉強が第一なので、成績が悪

いと参加できません。文武両道を目指して頑張っています。 

春季大会〔4月27日（土）・29日（月）〕
予選リーグ
　9－11　対豊中市立第十一中学校
決勝トーナメント
　１回戦　7－11　対大阪市立住吉第一学校

顧問：松本・宮下・重松

洋　弓　部

この原稿提出段階で高3は15 名が引退し、残り3 名が春季

大会（団体）に向けて活動を続けています。代替わりをした高2

が17名、高1が11名の合計31名で活動しています。3 学年続

けて10人以上の入部ということで、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、切磋琢磨しています。

今年度も、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、関東・関

西ともに各学連の発表している競技成績や、各大学洋弓部の

ホームページにUPされている部員紹介や競技記録を、我 も々楽

しみにしています。OB・OGの皆さん、ぜひとも折を見て、本校

射場にもお越しください。 顧問：豊山・堀田・河角

去る3月26日（火）、茨木市クリエイトセンターホールにおいて、

第28 回定期演奏会を開催いたしました。例年より数日早い日

程での開催でしたが、生徒たちも間に合わせるように懸命に練

習していました。以下は当日の演奏曲目です。

「メリークリスマス ミスターローレンス」（坂本龍一）・「Lemon」（米

津玄師）・「弦楽セレナーデ 第1楽章 Allegro piacevole、第3

楽章Allegretto」（エドワード・エルガー）・「ブエノスアイレスの

夏」（ピアソラ）・「交響曲第1番 第1楽章」（セルゲイ・プロコフィ

エフ）・「MUSIC FOR PLAY 第1楽章 ENTRATA、第2楽章

CANZONA、第3楽章 RITMICO」（クラウディオ・マンドニコ）他

また6月16日（日）、大阪府大東市サーティーホールにおいて、

第37回中学校高等学校ギター・マンドリン音楽祭が開催されま

す。これで29 回目の連続出場となります。この日の演奏をもち

まして、高3の9名と高2の六貫生1名が引退となります。多数

のご来場をお待ち申し上げます。

演奏曲目：「交響曲第1番 第1楽章」（セルゲイ・プロコフィエフ）

 顧問：飴田・益井

クラシックギタークラブ

卓　球　部

日々、本校多目的ジムで火・水・木・土曜日に活動しております。

現在、男子８名、女子３名で頑張っています。先輩の皆様方に

は、これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

●戦績
2018年度春季北摂大会　男子学校対抗の部　準優勝
2019年度大阪高校選手権　男子学校対抗の部　3回戦敗退
　　　　　　　　　　　　女子学校対抗の部　3回戦敗退

顧問：横山・亀山・脇村

高校ハンドボール部

3月27日より3 泊4日で、福井県での強化合宿を実施しました。

地元の羽水高校・武生高校・藤島高校と2日間にわたり練習

試合を実施できました。チームの結束力も高まり、充実した内

容となりました。

春季総合大会は三島高校に19対 23で惜敗し、トーナメント

進出はなりませんでした。これで3 年生は引退です。1年生は

16 名が入部し、新体制でスタートします。

 顧問：堀内・杉邨・奥田
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4月13日（土）に和太鼓部「雷」定期演奏会を行いました。

約500 名もの方々にご来場いただき、誠にありがとうござい

ました。

この演奏会をもって高3生18 名は引退し、また多くの新入部

員を迎え、今後も頑張っていきます。よろしくお願いいたします。

また、

・7月27日（土）　茨木市耳原ふるさとまつり

・8月 3 日（土）　彩都夏まつり

に出演予定です。お時間のある方は、ぜひお越しください。

顧問：中井（孝）・鍵・住

和太鼓部

第17回　吹奏楽部定期演奏会を開催しました
ＧＷ最終日の5月6日。高槻市の高槻現代劇場において第

17回定期演奏会を開催いたしました。

第1部は、①「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲（林

大地）、② NOBUNAGA（鈴木英史）、③双頭の鷲の旗の下

に（Josef Franz Wagner）、④ Celebration and Song（Robert 

Sheldon）、⑤ポップス描写曲「メインストリートで」（岩井直溥）、

⑥ Mindscape for Wind Orchestra（高昌師）が、さまざまな演

出を交えながら演奏されました。

第2 部はポップスステージということで、『希望』をテーマに、

朝、明日、結婚などの6つの言葉から、音楽の楽しさを披露し

てくれました。

最後に、今回で引退となる高3生の挨拶がありました。部長

さんが一人一人の仲間の名前をしっかり読み上げるなど、頑張

ってきた今までの思いや感謝を伝えていました。

次年度は5月6日（祝）に第18回定期演奏会を開催いたします。

ぜひ皆様ご来場ください。

また、音楽室にもぜひ足を運んでください。

 顧問：木村・杉本

吹奏楽部

交通研究・写真部の専用貸切列車が大阪を走る！

去る2019 年3月24日（日）10 時 01分、天王寺駅前駅を1両

の列車が発車しました。今回は、高2（新高3）部員2 名の立案

により、交通研究・写真部で『阪堺電車 (愛称：ちん電)・166

系［1928（昭和3）年製造＝ 90歳！］』の貸切運行を楽しみまし

た。この路線は、道路を走る区間があり、大阪府内唯一の路

面電車として知られています。貸切列車は、終点の浜寺駅（堺

市）を折り返し、大阪市内のもう一つの発着駅である恵美須町

駅に12 時15分に到着しました。

途中の我孫子道では、列車が車庫へ入り、撮影会を行いま

した。部員たちは、学年や世代を超えて交流を深め、約2 時

間の貸切列車の旅を大いに楽しんでいました。車内の「笑顔 ふ

れあい チンチン電車」という言葉が、まさに交通研究・写真部

の様子を表しているようで印象的でした。

 顧問：野村・鍵

交通研究・写真部

我孫子道車庫にて 昭和3年製造の166系
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園芸班
科学部園芸班は現在、中学1年生が2人、高校1年生が4

人入部し、合計 22人で活動しています。畑に野菜や果物の苗

を植え、花壇にも季節の花を植えて校内を明るくしています。

また、校内に生えている竹や木を間引いてコースターやペン立

てなどを製作し、再利用しています。今年の春には、和歌山県

紀の川市にある柿の農家を訪れ、蕾を摘む作業のお手伝いを

しました。一人1本の柿の木を担当し、余分な蕾やがくが3 枚

しかない奇形の蕾を摘みました。秋には同じ農家を再び訪れて

柿の収穫をする予定です。

科　　学　　部

実験班
科学部実験班８名は、昨年に引き続き高槻高校で実施され

た平成30 年度「グローバル・サイエンス・フォーラム」で、“希硫

酸と濃硫酸の境界線”という実験テーマでの発表を行ってきま

した。各学校の先生方や生徒、また大学の先生方に、今回の

発表の内容（脱水作用の違いをRGB値、粘度の違い）を説明

したり、質問に答えたり、他の学校の発表を聞き、新しい知識

を獲得したり、次回の実験の構想を練ったりと、大変有意義

な時間を過ごすことができました。 顧問：吉野・堀江・牧野

今春は右記の行程で「春期

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、部員たちがミーティングを

重ね、岐阜・愛知で訪れてみ

たい名所・旧跡をすべて決め

てくれました。その後、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、部員全員（男子 9名・

女子 9名）が参加し、顧問の

2 名を含め、計 20 名での賑や

かな合宿となりました。大人

数で談笑しながら食べる夕食

はとてもおいしく、すてきな時

間を過ごすことができました。

顧問：野村・牧野

地歴旅行部

集合　７：１５

新大阪駅 7：30発 ひかり 長良川温泉 8：37発 路線

名古屋駅 8：36着 510号 JR岐阜駅 8：58着 バス

名古屋駅 8：52発 岐阜駅 9：08発

犬山駅 9：17着 金山駅 9：34着

犬山駅東口 9：28発 路線 （乗り換え） 9：38発

明治村 9：49着 バス 熱田駅 9：41着

（徒歩約10分）

熱田神宮 9：50着

明治村 12：55発 路線

犬山駅東口 13：19着 バス 熱田神宮 10：30発

（徒歩約20分） （徒歩約10分）

犬山城 13：40着 熱田駅 10：47発

金山駅 10：49着

（乗り換え） 10：57発

犬山城 14：50発 大曽根駅 11：05着

（徒歩約15分） （徒歩約10分）

犬山遊園駅 15：12発 徳川美術館 11：15着

名鉄岐阜駅 15：39着

名鉄岐阜 15：48発 路線 徳川美術館 12：15発

岐阜公園歴史博物館前 15：54着 バス （徒歩約10分）

森下駅 12：29発

山麓駅 16：15発 東大手駅 12：33着

山頂駅 16：20着 （徒歩約15分）

名古屋城 12：50着

山頂駅 17：30発

山麓駅 17：35着

岐阜公園歴史博物館前 17：48発 路線

長良川温泉 17：53着 バス

宿舎チェックイン 18：00頃 名古屋 18:43発 のぞみ

新大阪 19:33着 243号

解散 19：40頃

集合　8：30　ロビーJR新大阪駅

3月21日（木） 3月22日（金）

名鉄

JR

★明治村散策＋昼食（約3時間）★

★犬山城見学（約50分）★ JR

★熱田神宮参拝（約40分）★

名鉄

（徒歩約5分）

ロープウェー

★岐阜城見学（約45分）★

★徳川美術館見学（約1時間）★

名鉄

夕食(名古屋名物：味噌煮込みうどん)

ロープウェー

昼食（金シャチ横丁）

（徒歩約5分）

★名古屋城見学（約50分）★

タクシーで移動

★トヨタ産業技術記念館見学（約1.5時間）★

徒歩で移動

明治村 岐阜城

昨年度は非常に大きなトラブルに見舞

われましたが、それでも残って活動して

いる部員たちは、少々不器用ながらも一

所懸命活動しています。6月のコンテス

トに向けての作品制作も順風満帆とは

言い難いですが、悔いの残らないよう

な活動をしたいと思います。

顧問：三輪・國瀬

現在、中学生7名、高校生9名で活

動しています。

【最近の成績】
●第38回近畿高等学校総合文化祭
　囲碁部門　第9位
　　高校2年13組　近藤さくら
●第7回近畿高等学校囲碁選手権大会
　9路盤の部　第4位
　　高校2年13組　近藤さくら
●第39回大阪府高等学校芸術文化祭
　囲碁部門　Cリーグ　準優勝
　　高校2年1組　堂脇雄飛
●第38回NHK杯争奪
大阪府中高将棋選手権大会
　S級　第3位入賞
　　中学2年3組　岸本梓沙

顧問：中井（孝）・福本・福原

放　送　部

囲碁将棋部
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4月13日（土）、「かんくら山を育てる会」総会がハイブリッ
ドホール会議室で行われました。20名のメンバーの方に
参加していただき、2018年度の活動報告と決算報告が行
われました。
まず、これまで副会長を務めてこられ、新たに名誉会
長になられた古川英明学校長からご挨拶をいただきまし
た。7年前の教頭時代に「学園の緑化整備は何とかならな
いか？」と周囲に声を掛けられたことから始まり、今は随
分と山も整備されて綺麗になったと、思い出を交えながら
のお話がありました。
続いて松本光男会長から、挨拶とこれまでの活動内容が
紹介されました。
議事に入り、まず過去1年間の活動として、今や定番と
なった筍掘りに始まり、文化祭への参加とブースでの木工
作品販売、初窯での竹炭作り体験とその炭の販売、1年を
通した「里山サポートネット・茨木」での（ボランティア）
活動などについて紹介されました。続いて、科学部園芸班
の生徒たちとコラボして椎茸やヒラタケなどの茸を栽培
し、みんなで収穫したこと、関西大倉学園初代校長の髙木
美喜次先生が折に触れ学園の自然の素晴らしさを称え、色
紙にも“校庭に緑と花を、そして心に花を”という言葉を
遺されていることにならい、校庭花壇でビオラやパンジー、
チューリップ等を育てていること、また３年目となった正
月用門松を制作したことなどの報告がありました。
最後に今年度の会計報告と監査結果報告があり、いずれ

も承認されました。また新年度はまず最初に、総会後に筍
掘りを行うほか、「里山サポートネット・茨木」の活動日程
など1年の活動方針案も報告され、予算ともども承認され
ました。
そして新年度の役員として、新会長に吉野傳一先生（前
副会長）を、副会長に奥田 至先生、木村正宏氏（元PTA
会長）を新たに選任することが満場一致で承認され、創立
から3年が経つ会の新体制が発足いたしました。
総会終了後は、同日行われていた和太鼓部『雷』演奏会
を少しの間鑑賞し、会員による筍掘り隊15名に科学部園
芸班の生徒たち13名が加わり、総勢28名で第2グラウン
ド奥の竹林において筍掘りを行いました。昨年と同じ時期
でしたが、桜の開花期間が物語るように今年は気温が上が
らず、また雨も降らずで、少し時期が早すぎたのか、過去
最低の収穫と残念な結果になってしまいました。しかしな
がら卵大の筍の子ども（？）を次々に探し出すメンバーの
テクニックは想像以上で「野生の猪レベル」と評してもよ
く、次年度への期待を持たせてくれました。また、初めて
筍掘りを体験する新メンバーの皆さんにとっては、興奮の
ひとときとなったようです。
ご参加いただいた皆さん、大変お疲れ様でした。来年度
は開催時期を1週間遅らせますので、ぜひまたご参加くだ
さい。

（松本光男　記）

総会を開催。
筍掘りは残念な結果に…

［かんくら山●を育てる会］だより
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私は大阪府立大学の

看護学類に通う大学4

年生です。本キャンパ

スは中百舌鳥（なかも

ず）にあります。看護

学類のキャンパスは羽

曳野にあり、看護学類、

総合リハビリテーショ

ン学類からなります。

看護学類では、3年生

の秋から4年生の夏ま

で、実際に医療機関へ

行って患者さんを受け

持ち、看護ケアを行う

臨地実習があります。

現在私も実習真っ只中

です。 

そんな実習をする中

で私が感じている府大

の魅力は、看護師のキャリアアップ資格を持つ教員か

らの指導です。看護師には専門看護師、認定看護師と

いうキャリアアップ資格があります。臨地実習指導教

員のほとんどが各分野の専門、認定看護師の資格を

持っているため、実習では各分野のエキスパートであ

る教員から指導を受けられます。他人の意見を聞くこ

とで、自分にはなかった考え方を知り、さまざまな患

者さんを人生の分岐点で支える立場として、日々関わ

り方を試行錯誤し、学びを深めています。実習中だけ

でなく、日常生活において、ふとしたコミュニケーショ

ンをとる中で「あのとき先生が言っていたのはこうい

うことか」と思うこともあ

り、医療者としてだけでな

く、人との関わり方を日々

学んでいます。 

また、臨地実習先の病院

も魅力の一つです。病棟実

習は、大阪府立機構の病院

に行きます。どの病院も特

化した最新の医療を提供し

ており、そこで働く看護師

さんから、自分では分から

なかった新しい視点やアセ

スメントの仕方を学ぶこと

ができます。 

このように実習に行き、

大阪府立大学の魅力をたく

さん感じています。そして、

私は現在4年生ということで、就職活動も盛んな時期

です。大阪府立大学、特に看護学類では、就労支援や

国家試験の対策が充実しています。キャリアサポート

室というところへ行き、面接練習や履歴書添削を繰り

返し、万全の状態で採用試験に挑みます。 

また就学支援では、1〜4年生まで各学年5人と担

当教員からなるアドバイザーグループがあります。グ

ループ毎に半年に1回くらいのペースで集まりがあ

り、それぞれの近状報告をしたり、悩みを先輩や教員

に相談したりすることができます。私自身、アドバイ

ザーグループの先生には何度も悩み事を相談させてい

ただきました。いつも親身に相談にのってくださり、

また時には厳しく指導してくださり、私にとって第 2 

の母のような存在です。 

命に関わる現場で働くということで、強い責任感が

必要な、また緊張感が大きい仕事ですが、看護師にな

りたいという小学生の頃からの夢がついに現実になろ

うとしているところです。1年後には自分が看護師に

なっているという実感はまだまだ湧きません。しかし、

人の心に寄り添える看護師になりたいという今の気持

ちを忘れることなく、不安と希望を胸に、立派な看護

師になるためにまだまだ勉強していきます。

看護師を目指して

大 学 探 究 記

大阪府立大学地域保健学域看護学類4年

茂木　琴音（平成27年卒）
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私は沖縄県にある琉球大学理学部海洋自然科生物

系の2回生です。国立大学の中で県の名前と大学の

名前が一致しない大学のひとつです。英語で書くと

University of the Ryukyusと書きます。「Ryukyus」と

複数形なのはどういうことを示しているかというと、

琉球列島全体の大学ということを示しているそうで

す。私はそんな沖縄を中心とした琉球列島の、本州と

は違った大自然の中で勉強、研究しています。

この大学は自然環境の現場がすぐ近くにあります。

大学から車で1時間も走れば亜熱帯の植物、巨大シダ

に囲まれた亜熱帯林が広がっており、沖縄で独自に進

化した昆虫や哺乳類、爬虫類、両生類が生息していま

す。海に関しては沖縄のいたるところで、サンゴ礁、

アマモ場が広がっています。亜熱帯の生物や環境につ

いての勉強や研究をしたい人にとっては、国内で最適

の大学だといえるでしょう。いくらお金があっても自

然環境を買って近くに置いておくことはできませんか

らね。

私は二酸化炭素が海に溶け込むことによって引き起

こされる海水の酸性化が、サンゴ礁の生物にどのよう

な影響があるかを調べている研究室で、環境調査や実

験に必要な機械を作製協力することで、さまざまなこ

とを学んでいます。もちろん学部生なので、本命はい

ろいろな教授から授業を受けて基本的な素養を高め

ることなのですが、うちの大学は自由な時間がかなり

多く、その自由な時間を他の活動に使ったり研究を手

伝ったり、他の自分の興味のある勉強をたくさんする

ことができます。

私は幼少のころから生物が好きで、母と図書館に

行っては生物の類の図鑑などの書物を見あさって、父

の協力のもとで昆虫や魚、海洋無脊椎動物の飼育をし

ていました。小学生のときなどは、博士と呼ばれてい

たこともありました。しかし、ここまで読んで典型的

な生物オタクのように思われた人が大半でしょうが、

スポーツや学校行事もかなりがんばるアクティブ少年

でした。高校では部活や文化祭に明け暮れ、定期テス

トで最下位だったこともあります。いろいろなことを

やりすぎて生物への関心を失いかけたこともありまし

た。行事や活動をたくさんすることで、挫折や、他人

ともめることは人一倍多かったです。

一般的に「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」

といわれますが、私は頭が切れるわけでもなく明らか

に後者でした。しかし現実問題として、自然を相手で

はいくら賢者でもおそらく歯が立たず、歴史に学んで

ばかりでは発見を見落とすことも多いでしょう。私自

身、中学と高校で勉強していた電子工作が自然環境の

研究で役に立つとは思っていませんでした。

日常生活で劣等感を抱くことや他人を羨むことも多

いでしょう。しかし、たとえ愚か者だったとしても自

分なりに考え、自分が携わっていることに努めていれ

ば、目に見えないかもしれませんが、それはきっと自

身の財産になっていますよ。

沖縄に来て自分が気づいたこと 琉球大学理学部海洋自然科生物系2回生

鈴木　陽樹（平成29年卒）

ストレスで死にかけているサンゴ 生物多様性の高い海
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霊 長 類 初 歩 実 習 4 期 生 の 取 り 組 み 報 告
高大連携プロジェクト（京都大学霊長類研究所）

2018年7月13日（金）から15日（日）まで東京の武蔵大学
江古田キャンパスで行われた、第34回日本霊長類学会大
会に参加。今期生も2月から京都動物園で、北野高校と合

同で観察実習を続けてきました。京都大学の学生や院生を
中心に指導協力していただき、途中経過をまとめ発表する
ことができました。高校2年生の4名が参加し、中高生ポ
スター発表では優秀賞を受賞することができました。中高
生対象のランチョンセミナーでは全国の霊長類研究に取り
組む高校生と交流を図り、若手研究者から直に研究の話を
聞かせていただくことができました。

教務部から— 関倉の学びの現在（いま）

生徒たちが発表したポスター

「京都市動物園における霊長
類学初歩実習の活動報告」
関西大倉高校の取り組みⅣ

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
グ大学院と関西大倉高校との
高大連携プロジェクトとして、
2015 年 2 月より月 1、2 回、
京都市動物園において高校生に
よる霊長類の観察実習を行って
いる。第 4 期となる本年度も
2018 年 2 月より、チンパン
ジー、ゴリラ、マンドリルの 3
種を対象として、関西大倉高校
の生徒 4名が各自の興味に基
づいてテーマを設定し、主体的
に観察に取り組んでいる。 ランチョンセミナーの様子

優秀賞を受賞する生徒たち

森君による口頭発表 剣持君・平⽥君によるポスター発表 小原さんによるポスター発表

また、1月には第63回プリマーテス研究会に参加させて
いただき、研究者の方々に交じって本校2年（現3年）の
森君が「マンドリルの使用する手の左右⽐較」について⼝
頭発表しました。27	日には剣持君・平田君が「チンパン
ジー各個体の行動と位置の関連性について」、⼩原さんが
「チンパンジー・ゴリラ・マンドリルの3	種における行動
割合」についてポスター発表をさせていただきました。い

ずれの発表も⾮常に緊張した雰囲気の中で、専門の先生方
からいろいろなご指摘もしていただき、一年間のまとめと
して貴重な経験となりました。ご指導していただきました
京都大学霊長類研究所の松沢先生、PWS	の先生方・院生
の方々、京都大学のアドバイザーの学生の方々、一緒に一
年間取り組んでくださった北野高校の皆さん、本当にあり
がとうございました。
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112 名 の 1 年 生 を 迎 え て 、元 気 に ス タ ー ト し ま し た ！
中学の取り組み

今年度の中学の取り組みについてご紹介いたします。

■ 読書の海（全学年）
昨年の「読書マラソン」を引き継ぎ、タイトルを「読書
の海」と改めました。各学年廊下の掲示板に海を模した模
造紙を用意しています。魚や海藻の形をした紙に、各クラ
スの生徒が読んだ本の簡単な紹介、コメントを書いて貼り
付けて海を賑やかにしていっています。先生方の海もあり
ます。年に2回、個人とクラスで読んだ本の数を表彰する
予定にしています。

■ Beyond Imagination（全学年）
今年度からオリジナルのスケジュール帳を持たせていま
す。その日の予定はもちろんですが、宿題の内容や提出期
限を自分でしっかり管理することを目標としています。ま
た実際の学習時間と机に座っていた時間の差も意識して、
より効率的に学習する習慣を身につけることも目的として
います。誰かに聞くのではなく、自分で把握する。そして
自立、自律できるような人に育ってほしいと考えています。

■ エナジード（中2・中3）
社会・未来・海外、とステージを変えながら生徒が自分
の力でゼロから1を生む経験を繰り返すことで自身の可能
性と「これから何をしたいのか、	どんなことを学びたいの
か」に気づきます。正解のない問いに答え続けることで、
新入試で求められる「自身の考えを組み立て、表現する力」
を身に付けることができます。（エナジード社HPより）
思考力、発想力を身につけて自分の力で物事を考え解決
する生徒を育てようと昨年度より導入しています。

その他多くの
行事を通して、
デジタルの時代
にこそ必要な人
間的な部分を育
み、心豊かな生
徒を育てること
を目標に日々取
り組んでいます。 修学旅行AED講習会

スキー実習エナジード

	

新
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退
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専 任 教 職 員
	 古　川　英　明	 （学校長）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 佐々野　雅　雄	 （事務長）	 令和			1 年		5 月		1 日付
	 井　上　　　花	 （国語科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 渋　谷　香　織	 （英語科）	 平成 31 年		4 月		1 日付

特 別 専 任 教 員 、常 勤・非 常 勤 講 師 、常 勤・非 常 勤 職 員
	 片　桐　勢津子	 （国語科）	 平成 30 年		8 月 25日付
	 塩　瀬　美　和	 （国語科）	 平成 30 年 10月		1 日付
	 久　松　玲　菜	 （国語科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 飴　田　尚　起	 （社会科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 小　林　亮　介	 （社会科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 藤　井　彰一郎	 （社会科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 矢　野　高　史	 （社会科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 北　﨑　信　吾	 （数学科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 栗　岡　　　静	 （数学科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 小　島　和　樹	 （数学科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 住　　　果菜子	 （数学科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 藤　尾　　　淳	 （数学科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 田　坂　直　也	 （理　科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 伊　達　俊太郎	 （理　科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 山　畑　勝　義	 （理　科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 石　川　美　里	 （英語科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 岩　田　一　郎	 （英語科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 脇　村　百合絵	 （英語科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 小　川　優　佳	 （家庭科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 小田中　　　彩	 （保健体育科）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 冨　本　摩　子	 （養　護）	 平成 30 年		9 月		1 日付
	 福井（辻丸）弥生	 （養　護）	 平成 30 年		9 月		1 日付
	 牧　　　佳　来	 （養　護）	 令和		1 年		5 月		1 日付
	 宮　地　里　緒	 （養　護）	 平成 31 年		4 月		1 日付
	 小　賀　葉　子	 （事　務）	 平成 31 年		4 月		8 日付
	 西　田　友　子	 （事　務）	 平成 30 年		8 月 27日付
	 細　渕　龍　彦	 （事　務）	 平成 31 年		2 月 25日付
	 町　田　和　美	 （事　務）	 平成 30 年		7 月		9 日付
	 田　中　　　涼	 （事　務）	 令和		1 年		6 月		1 日付

専 任 教 職 員
	 下　川　清　一	 （学校長）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 矢　野　高　史	 （高校教頭・社会科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 岩　田　一　郎	 （中学教頭・英語科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 榎　　　豊　司	 （事務長）	 平成 31 年		4 月 30 日付
	 清　水　知　美	 （国語科）	 平成 30 年		8 月 31 日付
	 鈴木（樋口）彩乃	 （国語科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 飴　田　尚　起	 （社会科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 岡　市　正　達	 （社会科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 上　田　ゆかり	 （理　科）	 平成 31 年		3 月 31 日付

特 別 専 任 教 員 、常 勤・非 常 勤 講 師 、常 勤・非 常 勤 職 員
	 塩　瀬　美　和	 （国語科）	 平成 30 年 12 月 31 日付
	 古　川　岳　志	 （社会科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 古　川　英　明	 （社会科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 前　田　将太朗	 （社会科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 石　原　　　卓	 （数学科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 滝　口　博　貴	 （数学科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 中　川　　　敦	 （数学科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 岡　﨑　真　衣	 （理　科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 亀　井　　　豊	 （理　科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 鎌　野　佐　知	 （英語科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 藤　本　雄　馬	 （英語科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 前　田　佳　那	 （英語科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 澤　村　富　恵	 （家庭科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 小　寺　章　太	 （保健体育科）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 福井（辻丸）弥生	 （養　護）	 平成 31 年		3 月 31 日付
	 北　村　久　子	 （事　務）	 平成 30 年		8 月 31 日付
	 町　田　和　美	 （事　務）	 平成 30 年		8 月 31 日付
	 吉　田　千津子	 （事　務）	 平成 30 年		7 月 20 日付
	 山　内　　　勉	 （事　務）	 平成 31 年		3 月 31 日付

教 職 員 異 動
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KE723便で、善隣高校の生徒8名と、
キム・ジェスン教頭先生をはじめ、日
本語教員のホ・ヨンソン先生、国際担
当・英語科教員のユ・オクジョン先生
が、関西空港に到着されました。本校
からは下川清一校長（当時）と矢野高
史教頭（当時）が出迎えました。貸切
バスに乗り換え、13時前に関西大倉
に到着しました。
前日、生徒会執行部のメンバーが飾
り付けをしてくれたハイブリッドホー
ル会議室で昼食後、校内の散策と善隣
から贈られた「百年を踏まえ千年を翔
こう」と彫られた記念碑の前で記念撮
影を行い、その後、両校の結縁関係締
結に尽力された清水茂秋元校長先生を
お招きして、ホームステイ先の生徒と

の対面式・歓迎会が行われ
ました。
本校の下川前校長、善隣
の教頭先生による挨拶、さ
らに本校生徒会長の森岡　
拓君と善隣高校生徒代表の
日本語による挨拶があり、
続いて本校科学部部員から
科学部園芸班が製作したペ
ン立てなどの記念品が贈呈
されました。
15時過ぎから芸術棟書道
室に移動して、永井郁久先
生、内藤幸久先生と書道部
の生徒の皆さんの指導のも
と、短冊に一文字ずつした
ためる書道教室が開かれま
した。その後、ハイブリッ
ドホールに戻ってダンス部
の演技を鑑賞し、和太鼓の

演 奏 後 は、
和太鼓部員と一緒に和
太鼓の演奏も体験して
大いに盛り上がりまし
た。最後に、両部員た
ちと一緒に記念写真に
収まりました。
18時には、ホーム
ステイを受け入れる生

徒と一緒に帰宅していきました。到着
後すぐの過密な日程でしたが、とても
充実した時間を共有しているようでし
た。夕食には、手巻き寿司やすき焼き
など、日本の各家庭料理を味わったよ
うです。
夕刻19時30分からは、『梅の花　
千里中央店』にて歓迎懇親会が開催さ

善隣インターネット高等学校　来校

生徒間交流がさらに充実
昨2018年の夏、8月19日（日）〜21日（火）、「しなやかなグ
ローバル人材の育成プログラム」の一貫として、生徒8名と
矢野高史教頭、杉本泰子生徒会顧問の計10名が、本校の姉妹
校である善隣インターネット高校（韓国・以下善隣高校）を訪
問しました（詳細は『サイカス』第37号参照）。生徒たちも、ホー
ムステイを通じて、日韓の文化の違いなどについて意見交換
をするなど、交流を深めてきました。その際に、2月に善隣の
生徒たちが訪日する約束が取り交わされ、今回のホームステ
イで受け入れてくれた善隣の生徒たちを、本校の生徒たちの
家庭に受け入れることとなりました。
12月に入り、食事（朝食2回・昼食1回・夕食2回）と宿泊寝具

の提供が可能なホームステイの受け入れ先の募集をしたと
ころ、多くの応募がありました。書類選考の結果、高校2年生
の松村勇佑、橋本幸征、小島涼誠、田村優佳、平野咲希、高校1
年生の米田幸輝、林 秋華、西 真維子の皆さんのご家庭が受
け入れてくれることになりました。
2019年1月26日（土）に開いた保護者説明会では、受け入れ
る善隣生徒のデータを事前に共有しました。昨夏の訪韓の
際にお世話になった生徒が半数いて、生徒間ではＳＮＳを通
じてやり取りが始まったようです。
以下、2月16日（土）〜18日（月）の行程を中心に、来日の様
子を写真とともにご紹介いたします。

初　日
2 月 16 日（土）

歓迎のメッセージが飾られたハイブリッドホール会議室

記念碑の前で記念撮影

対面式の様子
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両校の生徒たちは、大いに自由時間
を楽しみ、善隣高校の生徒たちは、日
本に関する見聞を広げたようです。朝

食は、ご飯・みそ汁・卵焼きやトース
ト・ジュースなどさまざまですが、昼
食または夕食では必ずと言ってよいほ
ど、お好み焼きやたこ焼き、ラーメン、
天ぷら、串カツなどの日本食が多かっ
たようです。京都（嵐山、祇園）で着

物の着付け体験をしたり、USJで遊ん
だり、心斎橋・梅⽥・道頓堀で買い物
をしたりと、思い思いの日本の休日を
楽しみました。

善隣高校の生徒たちは、ホームス
テイ先の生徒と一緒に登校してきま
した。1時間目の授業に参加し、朝の
SHRの時間を使って、それぞれ準備
してきたパワーポイントのデータを駆
使して、自己紹介と質疑応答が展開さ
れました。2時間目は、美術教室に移
動して渋谷信之先生の指導の下、美術
（抽象画）の授業を体験しました。3日
間共に過ごした生徒たちとホール前で
の別れを惜しみながら、帰路につきま
した。
途中、大阪城を一望できるレストラ
ンで昼食をとり、大阪城を見学しまし

た。その後、天神橋筋にある「大阪く
らしの今昔館」を訪れ、実物大で復元
された天保初年（1830年代前半）の大
坂の街並みを浴衣姿で散策するなど、
日本の歴史を感じるひとときを過ごし
ていただきました。
17時30分には
関西空港に到着し
ました。4階出国
ロビーの大韓航
空カウンター前
で、お別れの挨拶
をして、「まだまだ
日本にいたい」と
名残は尽きない生
徒もいましたが、
KE740便で出国し

ていきました。
わずか2泊3日という短いホームス
テイでしたが、同じ世代の生徒たちに
は文化の壁を超えるのに時間はいら
ず、ますます友好の絆を深めたようで
す。	 （杉本泰子　記）

れました。善隣高校のキム教頭先生は
じめユ先生、ホ先生、善隣總同門会の
キム・イルヨンさん、関西大倉同窓
会の髙寺 淸会長、清水信昭事務局長、

下川前校長、矢野前教頭、国際教育担
当の三品可奈子先生、渋谷香織先生ら
が出席、各々の自己紹介と挨拶の後、
記念品交換などが行われ、和やかな会

食が進みました。善隣高校の教育につ
いてのお話や、大倉喜八郎翁の数々の
功績などのお話を聞きながら約２時
間、楽しい時間を過ごしました。

善隣インターネット高等学校　来校

2 日 目
2 月 17 日（日）

最 終 日
2 月 18 日（月）

美術の授業体験

書道教室の様子 ハイブリッドホールで記念写真
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昭和31年卒業の第8期生の中に「八天会」という会があ
ります。
ネーミングの元は、8人が恩師の大阪天満宮宮司・寺井種

茂先生を交えてスタートした「飲み会」です。この会はいま
だに春・秋の年2回、「飲み会」を行っています。
寺井先生がご逝去されて今秋で30年になりますが、この

会は今も継続されていて、メンバーの藤⽥康夫君が大阪天満
宮氏子総代を永年務めている関係で、現在の宮司・寺井種治
様（種茂先生の甥御様）に話すと非常に感動され、今回の会
合にぜひ参加したいと申し出られ参加されました。
会合は 2019 年 3月 23日（土）、大阪市北区西天満の料

亭「芝苑」にて開催されました。出席者は（写真の前列左か
ら）水上順三、橋本博明、寺井種治様、藤⽥康夫、菅　真造、
（同後列左から）西⽥　弘、大槻忠郎、植⽥末広、福岡玄次、
藤沢康雄、松本　明、浜口　勲、の諸君。
礼会は橋本君の挨拶で始まり、冒頭、昨年11月にご逝去

された会員の⽥中稔一君のご冥福を祈って黙祷を行いまし
た。その時は全員静かに沈黙しましたが、その後は例年通
り、学生時代に戻って話題が盛り上がり、寺井先生にまつわ

るいつもの“大笑い会”となりました。最後に次回も皆揃っ
て再会することを約束して散会しました。
この会は、年 2回、集まって飲んで笑う、82歳の老人た

ちにはこの上ない楽しみとなっています。30余年も続いて
いるのは、橋本君や水上君の誠意あふれるお世話のお蔭であ
り、感謝の念でいっぱいです。
いつまでも元気で八天会が続けられることを願っています。
また、参加を希望される方は、下記までご連絡ください。

連絡先：水上順三
TEL.　　06-6871-2833

八天会　開催

恒例になっている35会（昭和35年卒業の同窓会名）の総
会を、平成30年12月1日（土）の午後1時から、20名の同
窓生が梅⽥・お初天神の「がんこ曾根崎」に参集し、開催し
ました。
今回も一番遠方からは埼玉県の松浪時弘君、次いで名古屋

から川畑勝慶君らが駆けつけてくれました。
総会に先立って同年に亡くなられた水島靖典君と藤井太

一郎君に、黙祷を捧げました。続いて今回初めて参加された
F組の浅井君とD組の岡⽥君の紹介と挨拶があり、35会会
長の山本隆孝君の挨拶と乾杯の発声で、会は始まりました。
宴たけなわの頃、出席者全員が1分間スピーチによる近況報
告を行うなど、お互いに思い出話に花を咲かせ、至福の一時
を過ごしました。
午後3時頃の閉会に際し、妙法寺（三⽥市）住職の鈴木蓮
生（旧姓・上畠一朗）君に法話をしていただきました。全員

が集合写真に収まった後、来年も必ず元気に再会することを
誓い合って散会しました。
最後になりましたが、幹事の下地義男、吾東慶隆の両君、

有り難うございました。
（澤　貞雄・記）

35会（昭和35年卒業・同窓会）開催
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OB会設立の経緯は、ソフトボール部が関西大倉で最も歴
史あるクラブの一つであることが広報誌『サイカス』で紹介
されたところ、1953（昭和28）年卒業のOBである吉⽥欽
一氏より、1950（昭和25）年からクラブ活動をしていたと
吉野傳一先生へ報告をしていただいたことに始まります。
OB会の発足については、2010（平成22）年の2月にOB
会設立に向けたワーキンググループが発足し、何度かの打ち
合わせを経て、同年6月には「OB会設立準備委員会」と名称
を変え、8月の記念すべき設立総会を迎えるために準備を整

えていきました。そして、その設立総会から今年が10年目
に当たり、来年はOB会設立10周年になります。そして同
時に、クラブ創設70周年の記念すべき年に当たります。こ
の記念すべき年が世紀の大イベントである東京オリンピッ
クイヤーと重なるのは偶然にしろ、何かおめでたいことのよ
うに思われます。
来年の記念すべき年のために、OB会ではOBの皆さまと

ともに10周年をお祝いしたいと考え、既に「10周年記念行
事実行委員会」を発足させ、企画立案中です。詳細につきま
しては別途OB会の広報誌「ウインドミル」等でお知らせさ
せていただく予定です。

（関西大倉ソフトボール部OB会会長　高岡　滋・記）

ソフトボール部OB会設立10周年と
クラブ創設70周年に向けて

同期生・同窓生の皆さん、こんにちは。1975年3月卒業（第
27期）の有志の同窓会（4回目）を、2月16日（土）に梅⽥の
北新地で開催しました。今回も東京や下関からの初参加もあ
り、16人が集まりました。近況報告では、「6年後の卒業50
周年に向けて」や「下関支部を作る」等々の話題が出て、ま
すます同期の輪を拡げていこうと大いに盛り上がりました。
当日参加したのは、
【3組】川崎嘉人、【7組】山⽥展也、【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】
金丸正弘、濵⽥厚男、七宝英治、山口正剛、【14組】上⽥暢彦、
松⽥（大西）一郎、塩津有喜、廣⽥耕三、山野俊二
の16人でした。（敬称略）
次回は今年8月24日（土）夕方、岩⽥、山本、山口の3人

が幹事となって開催します（総括幹事：塩津）。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。
参加のご希望があれば、下記水口の携帯宛にお電話いただ

くか、PCアドレス宛にメールをお送りください。詳細をご
案内します。

携　帯　：090-7487-3437
PCメール：y-mizuguchi@joy.hi-ho.ne.jp

（水口良一・記）

平成31年2月17日（日）、大阪国際空港に近いグリーンリッ
チホテル大阪空港前（伊丹）1Fのレストラン「センカ」にお
いて、池⽥支部の第3回総会が開催されました。今年の参加
者は昨年に比べて増加しましたが、前回同様、若い同窓生の
参加が少なかったのが少々残念でした。次回はぜひ、若い男
女の同窓生の参加者が増えることを願っています。
総会は、池⽥支部の幹事である原⽥幸治氏（平成11年卒）
の司会進行で始まりました。初めに支部長の栃尾成一氏（昭
和32年卒）、続いて母校関西大倉学園理事長の倉⽥　薫氏（昭
和42年卒）、関西大倉同窓会会長の髙寺　淸氏（昭和41年卒、
氏は学生時代まで池⽥で過ごされた）のご挨拶があり、栃尾

氏からは池⽥支部の発展のための協力と支援の要請があり
ました。また倉⽥氏と髙寺氏の両氏からは、母校の現況報告
などの後、母校創立120周年記念事業の一環として募金活
動を行うことになるので、卒業生の皆様の積極的なご支援・
ご協力をお願いしたいというお話がありました。
懇親会は、同窓会事務局長の清水信昭氏（昭和36年卒、

池⽥在住）による乾杯のご発声で始まりました。最初のうちは
少し戸惑われていた同窓の方もおられましたが、同じ母校で
育った先輩・後輩同士のつながりと池⽥の縁により、すぐにお
互い打ち解け合い、和気あいあいの楽しい会となりました。
至福の一時を過ごさせてくださった世話人の方々に感謝

申し上げますとともに、次回の池⽥支部総会にはより多くの
方々が参加されることを願っています。

（N.S・記）

1975（昭和50）年3月卒業有志の同窓会
開催

関西大倉同窓会池田支部総会　開催
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○現在の同窓会役員は次の方々です。
顧　　問 橋本　博明（昭和31年卒）
会　　長 髙寺　　淸（昭和41年卒）
副 会 長 多田　一夫（昭和42年卒）
  松本　光男（昭和46年卒）
  新田　恭正（昭和48年卒）
  島村　和臣（昭和50年卒）
  池田　晴彦（昭和50年卒）
  岸本　光生（昭和58年卒）
監　　事 米光　秀夫（昭和54年卒）
  尾崎　正典（昭和55年卒）
常任理事 下地　義男（昭和35年卒）

  中山　照久（昭和56年卒）
  板垣　英治（平成  1年卒）
  島井　宏尚（平成  5年卒）
  石原　華奈（平成15年卒）
  高橋紗也子（平成15年卒）
  藤川　洋平（平成20年卒）
  松尾　亮佑（平成25年卒）
幹　　事 中野　慶太（平成26年卒）
  松永さくら（平成27年卒）
同窓会事務局
事務局長 清水　信昭（昭和36年卒）
事務局担当理事
　　 本田　　順（昭和51年卒）
  平井　聰好（昭和56年卒）
  堀田　祐未（平成18年卒）
※理事の方のご芳名は紙面の都合により割愛
させていただきます。

○�同窓会長の委嘱により、今年4月に��
就任された理事は次の方々です。

理　　事 杦村　秀樹（平成  4年卒）
  審良　美和（平成31年卒）
  太田　　光（平成31年卒）
  新堀　菜月（平成31年卒）
  山口裕美夏（平成31年卒）
  石原　佑真（平成31年卒）
  井上　僚太（平成31年卒）

以上、髙寺 淸同窓会長のもと、役員一同、
同窓会の活性化と発展のため、積極的に
取り組んでいきたいと思っています。会
員の皆様のご支援、ご協力をお願いいた
します。

2019年度
関西大倉同窓会役員のご紹介
（敬称略）

岩崎　龍一
クラシックギター部に所属し、高校2年より部長とし
て指導力を存分に発揮し、2018年度の「第36
回中学校高等学校ギターマンドリン音楽祭」にお
いて、金賞ならびに音楽祭大賞受賞に多大な貢
献をした。

■同窓会長賞（特別教育活動表彰）

杉林　歩
陸上競技部に所属し、競歩競技において2年次
に近畿インターハイ2位入賞。3年次も近畿イン
ターハイ2位入賞を果たした。2年連続で全国イン
ターハイに出場し、決勝進出を果たした。また、全
日本競歩輪島大会の女子ジュニア10km競歩に
おいて8位に入賞するなど、大いに活躍した。

■皆勤賞（高校3年間皆勤） （クラス順）

近藤　尚希 佐伯　雅優美 中林　泰輝 岡本　拓也
小⽥　奈菜穂 小林　良輔 山本　佳樹 青谷　知聖
蘆⽥　ちひろ 杉林　　歩 前⽥　七海 山本　直季
伊藤　沙弥香 栗原　一輝 佐々木　えみり 重松　花音
仙波　一輝 西村　鈴音 濵⽥　彩花 溝部　友菜
山口　裕美夏 小畑　華菜穂 佐藤　和音 葛野　砂凪
古和⽥　徹 德能　菜月 長郷　一紀 深山　慶志郎
松岡　美貴梨 秋野　由衣 有本　瑞季 石⽥　隼登
今井　涼葉 上村　拓武 岸本　彩里 塩見　浩人
藤本　　秀 松村　悠生 三木　夏実 岩﨑　芽依
河合　優一 玉村　菜穂 江口　歩輝 木山　　雛
土井　咲音 大⽥　和穂 河野　有希 ⽥中　俊史
長谷川　晃平
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2018年11月10日、大阪ガーデンパレスにて、バドミ
ントン部創部50周年記念OB会を開催しました。参加者は、
北は青森、南は九州から、年齢層も昭和45年卒から平成
28年卒までと、全国で活躍されている幅広い年代のOB、
総勢42名のご参加をいただき、おかげで盛大な会となり
ました。
会は、クラブ創始者である濱 尚OB会会長から創部顧問
の荒木良憲先生への花束贈呈から始まりました。その後、
42名それぞれの近況報告や現役時代のエピソードを述べ合
う場面では、その都度笑いや野次などが起こり、賑やかで
楽しい、あっという間の3時間でした。
現役の顧問の先生方が諸事情でやむなく欠席されたのは
残念でしたが、日々のご尽力のおかげにより、荒木先生世
代以降のOBにも多数ご出席いただけました。心より感謝
申し上げます。
これからも、現役OB交流戦などで現役生とOBが交流し

つつ、何年かに一度は周年記念OB会を開催できればと思っ
ておりますので、引き続き現役生（未来のOB）へのご指導・
ご援助等、よろしくお願いいたします。

バドミントン部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）

バドミントン部創部50周年記念OB会
開催
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● 4月13日㈰　会計監査　実施

於：関西大倉学園　会議室
協議事項：�平成29年度会計監査、	 	 	 	

平成30年度予算書について

● 5月12日㈯　常任理事会　開催

於：ホテルイルグランデ梅⽥
議　題：定例理事会の議案について

○学園関係者の訃報について
⑴第46回同窓会総会・懇親会などのタイムスケジュール
⑵ 2017年度決算・2018年度予算案に関して
⑶募金活動（『サイカス』協賛金・母校教育基金）に関
して

⑷善隣インターネット高等学校・總同門会との交流に
関して

⑸学園創立120周年記念行事への支援と協力について
⑹その他

● 6月1日㈮ 　 	学園創立120周年記念事業準備委員会設置
に関し、同窓会長・事務局長と学校長との
話し合い

議　題：	学校長ならびに同窓会長より同窓会役員に対し準
備委員の委嘱依頼

● 6月23日㈯　平成30年度定例理事会　開催

於：ホテルイルグランデ梅⽥
出席者：44名
報告事項と審議・承認事項：

事務局より、平成29年度の行事報告（詳細については
広報誌『サイカス』第36号で報告）があった。例年と
異なる事項ならびに主な事項について説明された。ま
た、同窓会長をはじめ担当者からの報告ならびに提案
があった。

⑴学園関係

○2017年4月に就任された学園事務長の松井　厚氏
が、家庭の事情により退職され、5月1日付で榎　
豊司氏が就任された。
○学園案内パンフレット中の学園沿革史の記述内容が
訂正された件についての報告

○ホームページに関連して、学園卒業の著名人について
質問が出されたことに対し、学園ならびに同窓会の
ホームページには掲載していないとの回答があった。

⑵同窓会関係

○「同窓会青年理事の集い」の活動状況
○2017年度の第45回同窓会総会において、同年の同
窓会定例理事会で承認された役員候補の方々が承認
され、2018年4月1日より新執行部として発足した
（広報誌『サイカス』第36号を参照）。
○善隣總同門会ならびに善隣インターネット高等学校
との交流について（広報誌『サイカス』第36号にて
報告）

○事務局より2017年度決算報告（承認）（広報誌『サイ
カス』第36号にて報告）
○監事より2017年度監査報告（承認）（広報誌『サイカ

ス』第36号にて報告）
○事務局より2018年度予算案と事業計画説明（承認）
（広報誌『サイカス』第36号にて報告）
○同窓会長より同窓会役員（新理事）の委嘱に関する報
告（広報誌『サイカス』第36号にて報告）

○事務局より2018年度同窓会総会に関する説明があ
り、了承された。

⑶学園近況報告（教頭より）

○2017年度進路状況
大学入試結果は国公立194名（内現役147名）となり、
過去最高の実績となった（（広報誌『サイカス』第36
号を参照）。

○学園の特色教育の一つであるキャリア教育として、
企業探究型授業が紹介され、産経新聞に掲載された。

○関西大倉学園教育基金の使途の一つとして、グロー
バル化支援事業（ホームステイなど）の発表会の模様
が報告された。

⑷その他

○善隣インターネット高等学校ならびに善隣總同門会
とのこれまでの交流を総括し、新しい方針を打ち出
してもらいたいとの要望が出された。

● 6月30日㈯　広報誌『サイカス』第36号　発行

● 8月24日㈮〜26日㈰

善隣總同門会主催のゴルフ大会に、
関西大倉同窓会会員6名が訪韓・参加

● 9月2日㈰　第46回同窓会総会　開催

於：関西大倉高等学校
詳細は広報誌『サイカス』第37号に掲載

● 11月10日㈯　常任理事会　開催

於：ホテルイルグランデ梅⽥
議　題：

⑴学園創立120周年記念事業に関して

　記念事業実行委員会の委員長に同窓会長が、副委員
長に学校長が就任。各委員会の委員長には学園関係
者、副委員長には同窓会関係者が就任。募金委員会
は学校関係者が就任。

⑵同窓会総会について

　次回の開催場所、内容など

⑶善隣總同門会との交流について

　これまでの交流の総括と今後の親善交流のあり方、
学校同士の交流に対する同窓会としての関わり方

●12月4日㈫　広報誌『サイカス』第37号　発行

●2月28日㈭　関西大倉高等学校第71回卒業式　挙行

同窓会関係列席者：髙寺　淸同窓会長、松本光男・島村和
臣副会長、清水信昭事務局長
同窓会長より同窓会長賞が授与された。また、同窓会から
卒業記念品が贈呈された。

■ 関西大倉同窓会　2018年度行事報告（2018.4.1〜2019.3.31）
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P T Aから

平素はPTA活動にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

関西大倉高等学校 PTA会長を拝命いたしました、堺 潤と申します。

次男が中学校3 年生の時にＰＴＡ活動に関わらせていただき、この度

高等学校でもPTA活動に関わりを持たせていただくこととなりました。

伝統と歴史のある本学園で子供たちが学業に励み、心身ともに成長す

るよう、PTA会長として尽力を惜しまない所存でございます。どうぞ1

年間よろしくお願い申し上げます。

2019 年5月1日から、天皇陛下の退位に伴い、元号が平成から令和

にかわりました。新しい元号に込められた意味は「人々が美しく心を寄

せ合う中で文化が生まれ育つ・希望に満ち溢れた新しい時代を切り開

いていく」ということ。平成生まれの子供たちが、この新しい時代の幕

開けを関西大倉学園で迎えて、学園で学んだことを礎として、新しい元

号に込められた思いを体現すべく未来に向けて大きく発展させていける

ように、学校、ご家庭、地域社会そして同窓会の皆様と協力しながら、

よりよい環境づくりを目指していきたいと考えています。

関西大倉学園は、2022 年に創立120 周年を迎えます。現在創立

120周年記念事業として、新校舎建て替えが進行しております。新校舎

は新しい時代で活躍できる心豊かな人材育成の場として、また同窓会

会員の皆様をはじめ関西大倉学園に所縁のある人々の集いの場として

役立つものと信じております。

さて、昨年は地震、豪雨、台風と多くの自然災害がありました。さら

には猛暑による熱中症は大きな社会問題になっています。「今まで経験

したことがない」ことがたくさん起こりました。経験したことがなくても、

対応できるような危機対応能力が今後は必要な時代になってきました。

学内、学外での安全対策はご家庭、保護者同士、学校、地域社会と

連携して作り上げなければなりません。

今年1年間、微力ではございますが、子供たちが安全に学校生活を

送れるように、教職員および保護者の皆様と取り組んでまいりたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。皆様のＰＴＡ活動へのご理解と

ご協力をお願い申し上げ、会長就任のご挨拶とさせていただきます。

関西大倉中学校 PTA会長を務めさせていただくこと

になりました中村 友と申します。

昨年、本学園に長男が入学し、学校および先生方の

愛情あふれるご指導に感謝の思いを感じ続けておりまし

た。そんな中、会長が決まっていないとのご連絡をいた

だき、生徒の皆さん、学校、先生方の力になれたら、と

いう思いで引き受けさせていただきました。1年間どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

私は昨年、わが子の学校での様子、学校、先生方の

ことを知りたいという思いから、可能な限り学校行事に

参加させていただきました。これは息子の小学校時代に

それを十分できなかったという思い、また思春期の息子

と彼の環境を知ることが、これまで以上に必要ではない

かと思っていたからです。実際に学校に足を運ぶことで、

先生方、生徒の皆さんが真剣に、また素敵な表情で学

校活動に取り組まれていることがわかりとても嬉しく、学

校へ感謝の気持ちを抱きました。学校のことを知るほど

に息子との会話でもよりイメージが湧き、知ることの価値

を感じた次第です。

PTA活動に関しては、私自身、役員として参加するの

は初めてです。昨年、学校行事に参加する中で、さまざ

まな役員の方々が生き生きと活動されている姿を拝見し

ました。私も同様の姿勢で活動したいと思っております。

また保護者の皆様と活動を一緒に楽しんでまいりたいと

も思っております。PTA活動は、役員であるか否かにか

かわらず、それぞれのお子様、学校、先生方を知るよい

機会になると思います。またお子様や学校のためだけで

なく、自分自身の人生を豊かにしてくれると思います。

皆様のPTA活動へのご理解とご協力をお願い申し上

げまして、ご挨拶とさせていただきます。

ご 挨 拶

高等学校PTA会長

堺   　 潤

ご 挨 拶

中学校PTA会長

中村　友

	 2019年度 　　 PTA 役員に選出された方々 （敬称略）

去る6月7日（金）に開催された高等学
校PTA総会、14日（金）に開催された中
学校PTA総会において、右記の方々が
2019年度PTA役員に選出されました。
役員の方々には、体育祭・文化祭・芸

術祭などの学校行事をはじめとした学園
の教育活動にご支援、ご協力のほどよろ
しくお願いいたします。
なお、高等学校の学級委員の方々の

お名前は、紙面の都合で割愛させていた
だきました。ご了承の程よろしくお願い
いたします。

中学校PTA役員

役職名 氏　　名 学年

会　長 中村　　友 2

副会長 髙木　有美子 3

書　記 並川　好美 3

会　計 熊木　リサ 3

会計監査 塩尻　真由美 3

〃 土井　令子 3

学年委員長 小山　弘美 3

〃 廣畑　美恵 2

〃 夏秋　尚子 1

学年副委員長 寺井　康子 3

〃 張　　　茜 2

〃 杉田　千恵子 1

高等学校PTA役員

役職名 氏　　名 学年

会　長 堺　　　潤 2

副会長 土井佳代子 3

書　記 小家石 万里香 3

会　計 日下志　了江 3

会計監査 井上　圭子 3

〃 海堀　智子 3

学年委員長 菅瀨　陽子 3

実行委員 西田　孝規 3

〃 小笠原 わかな 2

〃 松井　直子 2

〃 髙橋　久美代 2

〃 北谷　雅子 2

〃 小林　小織 2

〃 小枝　加代 1

〃 細野　朱子 1

〃 辰巳　雪絵 1

〃 細野　良子 1

〃 田中　あかね 1
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○2019年度の第17回育友会総会ならびに懇親会は10

月26日（土）に開催いたします。多くの会員の皆様が

ご参加くださることを願っています。なお、詳細に

つきましては別紙にてお知らせいたします。

○関西大倉学園文化祭の育友会主催バザーに関して

今年度の学園文化祭は9月28日（土）・29日（日）の

両日に開催されます。

育友会も昨年に引き続きPTAのバザーに参加いた

します。育友会会員の皆様には、昨年に引き続き学

園文化祭のバザー用物品購入費として、1口千円の

協賛金へのご支援・ご協力をお願いいたします。

なお、「関西大倉学園育友会発足20周年記念祝賀会」

を開催するための積立金として別途、1口千円の浄

財もお願いできれば幸甚に存じます。

この趣意にご賛同いただける方は、この『サイカス』

に同封している郵便振替用紙にて、8月末日までに

郵便局の窓口でお振り込みください。

また、バザー用物品をご提供いただける方は、9月5

日（木）までに関西大倉学園内育友会事務局（〒567-

0052 茨木市室山2-14-1・関西大倉学園 TEL.072-

643-6321・FAX. 072-643-8375）までお送りくださ

るか、直接ご持参ください。 （N.S.　記）

「育友会」からのお知らせとお願い

本学園元教諭の梶村重次先生が、病気療養中のとこ

ろ薬石効なく、去る平成30年12月9日に逝去されま

した。享年77。

先生は昭和39年4月に関西大倉学園に理科教諭と

して奉職されて以来、平成14年3月に定年退職され

るまで、主として生物を中心に教鞭をとられました。

その間、教科指導や担任として進路指導などに、熱心

に、かつ細やかに取り組んでおられました。

学園で先生が担当された校務分掌では、管理部の環

境整備・美化方面を中心に活躍されました。

特別教育活動面においては園芸部、生物部、軟式テ

ニス部などの顧問として、厳しい中にも温かさをもっ

て生徒たちを指導されていたお姿は忘れられないもの

となっています。特に先生によって始められた「ヒラ

タケ・キノコ栽培」は、今では科学部園芸班の生徒た

ちに受け継がれています。

学園を去られた後は、日々農作業や地元の仕事に活

躍されていました。また、先生は若い頃から趣味とし

て古典芸能の一つである観世流謡曲・仕舞を続けてこ

られ、舞台にも立たれていました。定年退職後には小

鼓も加わり本格的に取り組んでおられました。

ここに謹んで哀悼の意を表し、先生のご冥福をお祈

り申し上げます。

梶 村 重 次 先 生 の 訃

■関西商工学校
左　川　芳　雄	 商業科	 平成	 30.	 7.	12
（佐川）

■大阪大倉商業学校
足　立　嘉　朗	 29 回	（昭和 15）
井　上　明　敏	 34 回	（昭和 19）	 平成	 29.	 8.	25
歌　橋　至　仁	 35 回	（昭和 20）	 平成	 30.	 8.	25
瀬　野　正　光	 37 回	（昭和 22）	 平成	 30.	 2.	22
西　村　和　久	 38 回	（昭和 23）	 平成	 30.	 5.	15
北　　　　　昇	 39 回	（昭和 24）	 平成	 30.	11.	 8
山　田　　　侈	 39 回	（昭和 24）	 平成	 29.	 2.	12

■関西大倉高等学校
萩　原　重　郷	 全 1回商	（昭和 24）	 平成	 31.	 1.	21
土　井　元　治	 全 2回商	（昭和 25）	 平成	 29.	12.

藤　尾　信　行	 全 3回商	（昭和 26）	 平成	 30.
中　川　計　夫	 全 4回商	（昭和 27）	 平成	 30.	 9.	 9
田　中　稔　一	 全 8回商	（昭和 31）	 平成	 30.	11.
大　江　純　二	 全 9回商	（昭和 32）	 平成	 30.	 6.	16
清　水　幸　夫	 全 10 回商	（昭和 33）	 平成	 30.	 1.
前　中　昭　彦	 全 12 回商	（昭和 35）	
高　岡　　　昇	 全 13 回商	（昭和 36）	 平成	 30.	 6.
木　村　重太郎	 全 14 回商	（昭和 37）	 平成	 28.	 7.	25
堀　　　昭　利	 全 15 回普	（昭和 38）	
大　石　佳　秋	 全 16 回商	（昭和 39）	
山　本　正　隆	 全 18 回普	（昭和 41）	 平成	 30.	 7.
須　谷　　　理	 全 19 回普	（昭和 42）	 平成	 30.	 2.	 9
中　尾　義　則	 全 23 回電	（昭和 46）	 平成	 29.	11.	16
松　阪　富士夫	 全 23 回商	（昭和 46）	 平成	 16.	 2.	12
犬　飼　　　靖	 全 30 回普	（昭和 53）	 平成	 30.	 8.	24

【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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関西大倉学園教育基金だより
教育基金はこの5年半の間に、952名（団体でご記名を合わせると1,041名）の方々からご協力をいただき、累計
では37,631,936円のご寄付を頂戴いたしました。これまでアメニティー支援として、学内の屋外運動施設の全てへの
夜間照明設置と、第一・第二グラウンドのネットの張替に使わせていただきました。そしてグローバル化支援として、
毎年海外に雄飛する生徒たちへの支援事業に使わせていただいております。
一方で学園創立120周年記念事業実行委員会が発足し、学園創立120周年記念募金（以下、周年募金）が始まり
ました。施設面では重なる部分もありますが、教育基金は設立当初からの趣旨に則り継続し、生徒たちの活動の領
域を拡げ、輝く未来に雄飛してもらうよう、既存施設のみならず、先んじた投資に使わせていただきます。また浄財
の一部は来るべき有為な事業のための財源といたします。これからの活動や目的・使途につきましては、引続き生徒
たちや保護者の皆様からもご意見を頂戴し、さらに発展させていきたいと思います。お声をお寄せください。
これまで教育基金は、ご希望の使途を①ブローバル化支援、②アメニティー施設支援、③教育基金委員会に一任、
④その他、の中からお選びいただいておりましたが、今後は「教育基金委員会に一任」として承ることとさせていた
だきます。基金の趣旨をご理解いただきまして、募金にご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
2018年度の支援計画と途中実績、2019年度計画を以下にご報告いたします。

項　　　　目
2018年度計画 2018年度実績 2019年度計画

対象人数
（参加総数）

金　額
（千円）

対象人数 金　額
（千円）

対象人数 金　額
（千円）

ホームステイ（ニュージーランド）
　・国庫補助金：1人当たり6万円（最大20人）
　・上記20人の枠を超えた分を支援

18人
（38人） 1,080 16人

（36人） 960 20人
（40人） 1,200

オックスフォード語学研修（1人当たり5万円） 40人 2,000 38人 1,900 27人 1,350
善隣インターネット高校訪問（1人当たり3万円） 8人 240 8人 240 8人 240
留学生との関倉版エンパワメントプログラム
　・立命館大学OIC留学生2人×3日間 2人 60 2人 60 2人 60

トビタテ！留学JAPAN 1人 100 1人 100
グローバル支援（国外：最大10万円、国内：最大5万円）
　・中学3年生3学期プロジェクト準備費用 10人 1,000 0人 0 10人 1,000

使　　　途　　　合　　　計 78人 4,380 65人 3,260 68人 3,950
次年度繰越積立金額（残予算） 1,620 1,827 2,050
合　　　計　　　金　　　額 6,000 5,087 6,000

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 1,166,000円 法人・団体・個人 74口
累計金額 37,631,936円 法人・団体・個人 952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
3,028,000 3,557,500 30,754,436 円 292,000 円

2018年度後半・2019年度前半（2018年11月8日～2019年5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）

個　人
青木　寛章 太田　二郎 木津　圭市 須谷　　理 辻本　善之 福西　英俊 山口　智広
飯田　敏夫 大山　善夫 桐谷　精藏 高井　一実 東井　保二 藤村　恒治 山田　訓生
家田　成夫 岡田　綾華 黒木　　茂 竹林　正浩 鳥牧　幸弘 前野　博之助 山元　一悟
池田　貴彦 岡本　宣記 櫻井　研二 田中　利夫 中野　　修 牧尾　尚能 横山　智晃
池田　晴彦 加井　健一 三宮　貞憲 田中　秀樹 糠野　禎也 松本　光男 米光　秀夫
池永　莞爾 梶　　隆治 篠田　雅章 棚橋　武彦 橋長　教行 宮本　良一
石田　　実 加藤　　健 島田　栄一 谷口　善穂 浜野　一見 三好　高志
今井　紘三 金田　愛里 島村　和臣 田村　雅彦 林　順一郎 森　　嵩裕
岩谷　　勲 神山　敏弘 清水　信昭 多良　兼彦 日下志　厳 安本　光男
円界　宏和 川口　洋一 白瀬　寿勇 辻井　正一 平井　智之 八幡　秀胤
大田　和司 北浦　平 杉村　信芳 辻田　武志 福田　裕美 山口　清稲

企　業　・　団　体
関西大倉育友会 竹林塗装工業㈱ 米光商店
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第47回　同窓会総会のご案内
日　時	 令和元年9月1日（日）午前10時30分より
場　所 関西大倉高等学校＆茨木スカイレストラン

今年の同窓会総会も皆様方に楽しんでいただける催しものを用意し、多くの方々
のご参加をお待ちしています。ご家族でのご参加も歓迎いたします。当日は普段
着でお越しください。
参加ご希望の方は、本誌『サイカス』第38号に同封のハガキで、来る8月22日

（木）までに同窓会事務局（関西大倉高等学校内）まで、お申し込みください。

■ 総会・芸術鑑賞
○ 場　所：学園・ハイブリッドホール
○ 時　間：10：30〜12：00
◆総　会
◆芸術鑑賞（ステージイベントをお楽しみください。）
　出演：吹奏楽部・ダンス部の生徒

■ 懇親会（ご満足いただけるお食事をご用意しております。）
○ 場　所：茨木市役所9F「茨木スカイレストラン」
	 　〒567-0888	茨木市駅前3-8-13　☎072-626-8753
　※懇親会場へは、学校からスクールバスで移動していただきます。
　　バスの発車時刻は12：15（予定）
○ 時　間：13：00〜15：00
　※	閉会後のスクールバスはございませんので、ご了解のほど、よろしくお

願いいたします。
● 会　　費
一般　3,000円　※同伴者は半額。中学生以下は無料。
学生　1,000円
※新卒者（平成31年3月卒）はご招待に付き無料
※下記の卒業生の方は「ホームカミング・室山」に付き、ご優待（無料）
昭和24（1949）年3月卒・大阪大倉商業39回生、昭和34（1959）年3月卒・11回生、昭
和44（1969）年3月卒・21回生、昭和54（1979）年3月卒・31回生、平成1（1989）年3月
卒・41回生、平成11（1999）年3月卒・51回生、平成21（2009）年3月卒・61回生

※総会のご案内は関西大倉同窓会ホームページをご覧ください。URL		https://www.kankura-dousoukai.jp/

当日は下記の場所よりスクールバスが発車します。自家用車でのご来場も可。

■ スクールバスのりば
関西大倉
バス停

P ス
ー
パ
ー

銀
行銀

行 コ
ン
ビ
ニ

阪
急
北
千
里
駅

改
札（
北
）

郵
便
局

ロータリーSATY

dios

交
番

N

■阪急千里線を利用する場合
阪急北千里駅下車。駐車場北側の本校バスのりばよりスクールバスで
約20分。

関西大倉
バス停

P

南改札口
茨木東
阪急ビル

ロータリー

交番●

東本願寺
茨木別院

ソシオ２
ソシオ1

阪
急
茨
木
市
駅

N

■阪急京都線を利用する場合
阪急茨木市駅下車。西側の本校バスのりばよりスクールバスで約
30分。

関西大倉
バス停

Nフレンドリー
●

春日丘高校

三
井
住
友
銀
行

三
菱
東
京
U
F
J
銀
行 路線バス

のりば

イズミヤ

西出口

JR茨
木
駅

谷川記念病院

春日1

至京都

■JRを利用する場合
JR茨木駅下車。西口を出て歩道橋を渡り、歩いて約7分。「春日1」交差
点北側バスターミナル内、本校バスのりばよりスクールバスで約20分。

第2立体
駐車場

豊中市千里
文化センター
「コラボ」

ザ・千里
タワー

（仮称）
千里中央
サウスタワー

通
行
不
可

大丸
プラザ

歩道橋
中央改札口

千里阪急

阪急千里
中央ビル

千里ライフ
サイエンス
センタービル

ヤマダ電機

北改札口

せんちゅう
パル

北
大
阪
急
行

千
里
中
央
駅

階段を
上がる

2Fに
上がる

423

関西大倉
バス停

N

■北大阪急行を利用する場合
北大阪急行千里中央駅下車。北改札出口を出て2Fに上がり、左へ。千
里文化センター「コラボ」横奥の階段から上がり、第2立体駐車場ビ
ル横の新御堂筋側道の本校バスのりばよりスクールバスで約25分。

N

関西大倉
バス停

171

176

171 池田バイパス
至池田

至神戸

至箕面

●ローソン
整骨院
　●

●予備校

東
出
口
●商

店
街

コンビニ
●

阪急
石橋駅

至梅田

■阪急宝塚線を利用する場合
阪急石橋駅東出口を出て箕面線に沿って歩き、171号線の交差点を渡
りバイパス道横一方通行路を道沿いに歩いて約7分。本校バスのりば
よりスクールバスで約25分。

方　　面 時　刻
阪急茨木 9：50
J R 茨木 10：00
阪急石橋 9：50
北 千 里 9：40
千里中央 9：50

 

懐
か
し
い
母
校
に
集
い
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春
を
謳
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し
ま
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う
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	 同窓会・広報誌協賛金をいただいた方々	（2018.11.11〜 2019.6.10迄・敬称略）

堀本　　修 昭16 大倉30 6,000

植田　基義 昭18 大倉32 2,000

十都　重雄 昭18 大倉32 1,000

井上　明敏 昭19 大倉34 3,000

瀬野　正光 昭22 大倉37 3,000

西田　一成 昭22 大倉37 3,000

生瀬　陽三 昭26 全 3商 3,000

西田　成治 昭26 全 3商 3,000

山田　訓生 昭27 全 4商 3,000

桐谷　精藏 昭28 全 5普 3,000

小倉　敏明 昭28 全 5商 3,000

糠野　禎也 昭28 全 5商 3,000

島田　栄一 昭29 全 6普 60,000

寺崎　公望 昭29 全 6商 3,000

宮本　良一 昭29 全 6商 3,000

村山　正夫 昭29 全 6商 3,000

山本　光一 昭29 全 6商 2,000

家田　成夫 昭30 全 7商 5,000

今村　悦造 昭30 全 7商 3,000

岸　日出夫 昭30 全 7商 3,000

西良　温行 昭30 全 7商 3,000

山田　　登 昭30 全 7商 3,000

山元　一悟 昭30 全 7商 6,000

石山　邦彦 昭31 全 8普 3,000

大槻　忠郎 昭31 全 8商 3,000

武田　皓夫 昭31 全 8商 3,000

多田　善秋 昭31 全 8電 3,000

多良　兼彦 昭31 定 5商 3,000

野村　照雄 昭31 定 5商 3,000

浜口　　勲 昭31 全 8商 3,000

岩谷　　勲 昭32 全 9商 3,000

川口　洋一 昭32 全 9商 2,000

杉村　信芳 昭32 定 6商 2,000

平田　英司 昭32 全 9商 3,000

藤村　恒治 昭32 定 6商 3,000

伊藤　健司 昭33 全10商 3,000

河村　武治 昭33 定 7電 2,000

辻　　　繁 昭33 全10普 3,000

永尾　勝利 昭33 全10普 10,000

中島　　実 昭33 全10商 3,000

東井　保二 昭33 全10商 3,000

村山　勝彦 昭33 全10商 3,000

吉田　英行 昭33 全10商 3,000

井実　広正 昭34 全11商 3,000

勝島　清年 昭34 全11商 3,000

岸本　　潔 昭34 全11商 3,000

大塚　　博 昭35 全12商 3,000

下地　義男 昭35 全12商 10,000

田中　悠一 昭35 全12商 3,000

清水　信昭 昭36 全13普 6,000

辻井　正一 昭36 全13商 3,000

邨山　捷三 昭36 全13商 3,000

池永　莞爾 昭37 全14商 3,000

川口　栄一 昭37 全14商 3,000

黒木　　茂 昭37 全14普 3,000

田中　利夫 昭37 全14商 3,000

中井　　清 昭37 全14普 3,000

中西　　博 昭37 全14商 10,000

福冨　　実 昭37 全14商 3,000

中野　昭一 昭38 全15商 2,000

松本　　孝 昭38 全15商 3,000

三好　高志 昭38 全15商 5,000

山地　滋高 昭38 全15商 3,000

石田　　実 昭40 全17普 2,000

上畠　三朗 昭40 全17電 3,000

中野　　修 昭40 全17商 3,000

森　　　敬 昭40 全17商 3,000

安本　光男 昭40 全17商 5,000

東　　　洋 昭41 全18普 3,000

大田　和司 昭41 全18普 10,000

田中　貞雄 昭41 全18普 6,000

徳田　順一 昭41 全18普 3,000

福西　英俊 昭41 全18普 3,000

安田　浩造 昭41 全18商 3,000

須谷　　理 昭42 全19普 3,000

北浦　　平 昭43 全20普 5,000

加藤　　健 昭44 全21普 10,000

辻田　武志 昭44 全21商 6,000

南部　一男 昭44 全21普 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

日下部　哲 昭45 全22普 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

立川　博道 昭46 全23普 3,000

松本　光男 昭46 全23普 5,000

川北　裕二 昭48 全25普 3,000

阪本　四郎 昭48 全25商 3,000

高井　一実 昭48 全25普 3,000

平嶋　敏雄 昭48 全25普 3,000

松下　正司 昭48 全25普 3,000

岡本　宣記 昭49 全26普 5,000

篠田　雅章 昭49 全26普 9,000

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　順三 昭50 全27普 3,000

本田　　順 昭51 全28普 3,000

桂　　義幸 昭52 全29普 3,000

木下　孝史 昭52 全29普 3,000

犬飼　　靖 昭53 全30普 30,000

浅見健次郎 昭54 全31普 6,000

今井　一也 昭54 全31普 3,000

神山　敏弘 昭54 全31普 6,000

酒井多加志 昭54 全31普 3,000

島田　　裕 昭54 全31普 3,000

米光　秀夫 昭54 全31普 10,000

萩森　逸平 昭55 全32普 3,000

南　　英明 昭55 全32普 3,000

茂山　広宣 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

八幡　秀胤 昭57 全34普 6,000

川畑　和生 昭58 全35普 3,000

竹林　正浩 昭58 全35普 10,000

光橋　正人 昭58 全35普 6,000

田村　雅彦 昭60 全37普 30,000

村川　弘幸 昭61 全38普 3,000

山崎　元成 昭62 全39普 3,000

寺田　　格 昭63 全40普 3,000

桑原　徳雄 平 4 全44普 3,000

寺川　雅年 平 4 全44普 3,000

水沼　　博 平 5 全45普 3,000

築部　英章 平 7 全47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

清水　　潔 平14 全54普 3,000

松本　暁彦 平14 全54普 3,000

今井　貴之 平15 全55普 3,000

横山　智晃 平15 全55普 9,000

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

岡田　綾華 平21 全61普 3,000

中西　真紀 平23 全63普 3,000

河本　大輝 平24 全64普 3,000

河内　　涼 平28 全68普 3,000

中田　　凱 平28 全68普 3,000

森本佳菜美 平29 全69普 3,000

金田　愛里 平30 全70普 6,000

 氏　　名 卒業年（科・回） 金　額  氏　　名 卒業年（科・回） 金　額  氏　　名 卒業年（科・回） 金　額  氏　　名 卒業年（科・回） 金　額
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■収入の部

前年度繰越金	 21,572,830
入会金	 @15,000×472名	 7,080,000	
総会会費　	 200,000	
会報協賛寄附金	 1,000,000	
一般寄附金	 30,000	
預金利息		 1,870

■収入合計	 29,884,700

■支出の部

通信費	 	 1,700,000
庶務費	 	 1,100,000
総会費	 	 950,000
会報発行費	 3,700,000
卒業記念品・同表彰副賞	 400,000
善隣親善交流費	 600,000
退職記念品費	 200,000
事務局費		 1,080,000
学園教育基金寄附	 50,000

■支出合計	 9,780,000	

差引次年度繰越金	 20,104,700

■預入先別次年度繰越金	

りそな銀行	 普通預金	 5,756,843
りそな銀行	 定期預金	 3,000,000
三菱UFJ信託銀行定期預金	 9,000,000

ゆうちょ銀行	 定額貯金	 3,000,000

■合計	 	 20,756,843

関西大倉同窓会

平成30年度予算・決算
（平成30年4月1日〜平成31年3月31日）

関西大倉同窓会

平成31年度予算（案）
（平成31年4月1日〜令和2年3月31日）

予　　算

■収入の部

前年度繰越金	 21,572,830
入会金	 @15,000円×468名	 7,020,000
総会会費		 196,000
会報協賛寄附金	 1,229,120
一般寄附金	 70,000
預金利息		 1,013

■収入合計	 30,088,963	

■支出の部

通信費	 	 1,654,470
庶務費	 	 975,440
総会費	 	 762,160
会報発行費	 3,591,570
卒業記念品・同表彰副賞	 374,400
善隣親善交流費	 539,080
退職記念品費	 305,000
事務局費		 1,080,000
学園教育基金寄附	 50,000

■支出合計	 9,332,120

差引次年度繰越金	 20,756,843

決　　算 ■収入の部

前年度繰越金	 20,756,843
入会金	 @15,000円×504名	 7,560,000
総会会費	@3,000円	 190,000
会報協賛寄附金	 1,000,000
一般寄附金	 30,000
預金利息		 857

■収入合計	 29,537,700

■支出の部

通信費	 	 1,750,000
庶務費	 	 1,100,000
総会費	 	 950,000
会報発行費	 3,700,000
卒業記念品・同表彰副賞	 510,000
善隣親善交流費	 600,000
退職記念品費	 200,000
事務局費		 1,080,000
学園教育基金寄附	 50,000

■支出合計	 9,940,000

差引次期繰越金	 19,597,700

同
窓
会
事
務
局
よ
り

●母校は 2022（令和 4）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記念事業
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、実施される
ことになりました。同窓会事務局として把握している約
2万人の同窓会員に対し、本誌『サイカス』第 38号に、
周年記念募金の趣意書と募金協力のお願いの文書を同封
しております。
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あります。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。

●これまで度々広報誌『サイカス』でお知らせしています
ように学園ならびに同窓会と関わりがあるかのような電
話やメールなどがありましたら、学園または同窓会事務
局までご連絡ください。なお、卒業生の皆様の個人情報
の資料は、学園と同窓会と合同で「個人情報に関する法
律」に基づき、安全管理のために必要な処置を取るとと
もに、細心の注意を払っておりますのでご安心ください。

●古希・喜寿を超えても同窓の絆を深められておられる同
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。

CYCAS38.indd   31 2019/06/05   14:15



第38号

32

●坂本　孟 （関西大倉・商業科 昭和32年卒）

○元気に何とか暮らしています。質実

剛健の男子校であった大淀時代が懐か

しいです。

●松本 康男 （関西大倉・普通科 昭和41年卒）

○2017年に通訳案内士（中国語）の資

格を取りました。70歳にして4度目の

挑戦で合格しました。お知り合いで中

国圏の方がおられましたら、ぜひご連

絡ください。親切丁寧にご案内させて

いただきます。

●前田 宗良 （関西大倉・普通科 昭和42年卒）

○2019年2月に70歳になりました。7

月に丸14年に及ぶ大阪での単身赴任生

活を終え、東京に戻ります。7月より

2つの会社の非常勤取締役として、毎

週1泊2日で東京から通うことにしま

した。比較的余裕のできる時間で何を

やるべきか、いろいろ思案中です。

●立川 博道 （関西大倉・普通科 昭和46年卒）

○2018年11月2日、関西大倉吹奏楽

部OB出演のコンサートに、同級生と

ともに聴きに行きました。出演された

鈴木豊人（CL）氏と公演後にお話をし

た際に、昨年の同期会（昭和46年卒業）

の写真に写っていた小村先生や同期に

ついて、懐かしいと話されていました。

母校から世界的な奏者が現れたこと

は、我々吹奏楽部OBとして誇りだと

思います。

●山路　茂 （関西大倉・普通科 昭和47年卒）

○毎日元気に取り組んでいます。70歳

まで頑張りたいと思っています。

●西野 英雄 （関西大倉・普通科 昭和48年卒）

○昨年10月1日付けで、九州工業大学

大学院工学研究院物質工学研究系特任

教授に就任させていただきました。研

究室は総合研究1号棟1階です。卒業

生の方は気軽に訪問していただいて結

構です。

●矢口雄二郎 （関西大倉・普通科 昭和52年卒）

○マンションの管理人の仕事をしなが

ら、シンガーソングライターとして音

楽活動をしています。ごく最近“生き

よう、今共に生きる”というタイトル

の歌を創りました。10代・20代で人

生に落胆している若人に聴いてほしい

です。私は若い頃から挫折ばかり経験

してきましたが、今となってはそれが

肥やしとなり、人として成長できたと

思います。苦しむ若人がおられたら、

何度でもやり直せますので、諦めるこ

となく、人生を切り開いていってくだ

さい。

●溝河　薫 （関西大倉・普通科 平成3年卒）

○2年生の時に担任を受け持っていた

だいた松本吉夫先生のご退任の報に触

れ、先生のこれからのご健康とご活躍

を心よりお祈り申し上げます。1年時

は浜出先生、3年時は黒田先生が担任

先生でした。先生方のご多幸をお祈り

申し上げます。

●植木　隆 （関西大倉・普通科 平成4年卒）

○最近会報を目にしないと思っていた

ところ、転居の連絡をしていなかった

ことに思い至りました。名簿が古いま

までしたら、恐れ入りますが今後、改

めて『サイカス』の送付をお願いいたし

ます。バックナンバーを拝見させてい

ただきました。高畠先生の訃報に接し

たり、当時若手の先生と思っていた矢

野先生が教頭にご就任と、時の移り変

わりを実感いたしました。今一度原点

に立ち戻り、日々を充実させてまいる

所存です。

●田中 慧介 （関西大倉・普通科 平成15年卒）

○先日、十数年ぶりに当時の担任の井

戸田先生やクラスメイト数人と会い、

楽しい一時を過ごしました。

住所変更をせずにこれまで放置してい

ましたので、これを機に報告します。

広報誌の郵送、よろしくお願いします！

母校創立120周年、素晴らしいです！

（2019.3.3記）

●今小路彬昌 （関西大倉・普通科 平成16年卒）

○最近、神戸に引っ越しました。山と

海が綺麗な街です。山を見ていると高

校時代を思い出します。（2019.1記）

●小出 勝也 （関西大倉・普通科 平成19年卒）

○現在子育て真っ最中です。我が子の

成長に驚くことの多い日々です。

●髙田 果那 （関西大倉・普通科 平成22年卒）

○送っていただく『サイカス』は、お

世話になった先生方や懐かしい母校の

現在の様子を知ることができ、毎回楽

しく拝見させてもらっています。

●田口　拳 （関西大倉・普通科	平成27年卒）

○北海道大学での生活もいよいよ終盤

にさしかかり、長かった学生生活も終わ

ろうとしています。大学ではコンクリート

といった土木分野の勉強をしています。

専門的で難しい内容ですが、受験で培っ

た精神力（？）で乗り切っています。あ

とわずかな学生生活、目一杯楽しんで

いきます！

同窓会員メッセージ

　教職員短信

●吉田　寛	 （旧商業科教諭）

○関西大倉6期生の諸氏も80歳を超え

られて健康の峠に差しかかられたこと

と拝察します。お元気な皆様の在学時

代を偲んでいます。大淀のキャンパス

を懐かしく思い出して、あの頃に戻っ

たように再会できますことを期待して

います。

●今井 紘三	 （旧商業・社会科教諭）

○朝の散歩で安威川堤防から見える学

園の校舎も、マンション等の建設で

30m位に減少。千里丘陵で開催された

70年万博当時、万博協会からの依頼で、

傘やバギーの適正配置をするアルバイ

トに尽力された生徒が50人ほどいて、

様子を知るために3度ほど協会本部に

行きましたが、「真面目に働いています

よ」との返事。今は皆、良いおじいちゃ

んでしょう…。

学園も、日本庭園等の樹木の仮植え場

所を福井地区寄りに提供し、その後地

区の人から網目状の繊維が混じって耕

し難いでしょうと言われましたが、菜
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園は長男長女の教育に大いに役立ちま

した。

昨秋、北摂地域を襲った震度6弱の地

震で、屋根や玄関のタイル壁、6段の

ブロック塀に被害を被りました。頸椎

の難病に加え心臓の弁置換、加齢と薬

の副作用も加わり、さらに筋力の衰え

を考慮して、地震の4日前に近くの介

護住宅を契約していました。自宅の修

理と建設を同時に施工しましたが、職

人不足でこの3月末にようやく完成し

ました。3.5kWの太陽光発電を空調等

に利用しています。

●亀山　誠	 （現英語科教諭）

○卒業生の皆さん、お元気ですか。

現在、私は高校3年生の特進理系クラ

スの担任をしています。

ご存知のように、「センター試験最後

の学年」なので、日々緊張感を持って

進路指導や教科指導を行っています。

さすがに毎日が「激務」です．．．しか

し、私の持っている担任クラスや学年

の生徒たち、先生方はみんなとても温

かく、笑顔の絶えない明るい雰囲気な

ので「激務」という悪玉菌をやっつけ

てくれています。本当に良い生徒たち、

先生方に恵まれて、ありがたい気持ち

でいっぱいです。また、一昨年度、長

年携わってきた硬式野球部の監督を辞

し、まったくの未経験である、卓球部

の顧問になりました。就任当初はとて

も不安でしたが、部員たちの心温まる

優しさ、楽しい雰囲気のおかげで卓球

というスポーツと部員たちが大好きに

なりました。年を重ねるたびに、人々

の

温かい思いやりをしみじみと感じてお

ります。関西大倉は、この「思いやり」

というキーワードを大切にしていけ

ば、まだまだ発展していくことができ

るのではないかと思います。私自身も

それを受け取るばかりではなく、与え

る立場になれるように日々努力してい

きたいと考えております。まずは、「カ

メちゃんスマイル」でOB、OGの皆さ

んをおもてなししたいと思いますので

是非、会いに来てください。その日を

楽しみに「激務」と「感謝」の日々を過

ごしていきますね。

●川本 芳樹	 （現理科教諭）

○今年初めて中学1年生の担任をして

います。昨年までは高校3年生の担任

をしていたので、そのギャップに戸惑

いながら、充実した日々を送っていま

す。部活動では初心者が多く、基本練

習の毎日です。女子バレーボール部

OGの皆さん、体育館でお待ちしてい

ます。ぜひ、後輩の指導にお越しくだ

さい。

●矢野 高史	 （現社会科教諭）

○３月末で定年を迎えました。あっ

という間の30年を超える年月でした。

令和になっても学校にはいます。高校

2年生で担任と日本史を担当していま

す。卒業生の皆さん、顔を見せに来て

ください。

●脇村 百合絵	 （現英語科教諭）

○初めまして。今年度から、英語科の

常勤講師としてお世話になります。

昨年度までは和歌山県の私立高校に勤

めておりましたが、この4月から新し

くこちらに引っ越してまいりました。

都会にあって、自然豊かな学校に心を

打たれております。この原稿を書いて

いる今は４月ですが、綺麗な桜に迎え

入れられるように入学してきた新入生

に、今の自分の心境を重ねたりして、

入学式は身の引き締まる思いがいたし

ました。今年度は高校３年生を担当さ

せていただきますので、生徒たちと一

緒に頑張って、年度の終わりには、晴

れ晴れした気持ちでまた桜を見られた

らと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。

●渋谷 信之	 （現芸術科教諭）

○美術部「第68回大阪私学美術展」

　7月23日㈫〜 28日㈰

　9：30〜17：00（入館は16：30まで）

　大阪市立美術館（天王寺公園内）

　※入場無料

美術部が今年も力作を発表します。

生徒、諸先輩、保護者、教職員の皆様、

ぜひご覧ください。

・渋谷信之作品発表のご報告とお知らせ・

◇「現代美術－茨木2019展」

6月3日㈪〜 9日㈰　4日㈫は休館

茨木市生涯学習センター きらめきホー

ル他

◇「個展」

10月14日㈪〜 26日㈯

　（日曜日は休廊）

12：00〜19：00

　（最終日／土曜日は17：00まで）

MU（むう）東心斎橋画廊

大阪市中央区東心斎橋1－12－14

※入場無料

関倉の中の

〜小さな自然〜
シイタケ【キシメジ科】

科学部園芸班の生徒たちがキノコ栽培をすすめています。春と
秋、0号棟の壁面や遊歩道沿いに並べられた原木に、すくすくと
育ったシイタケが実ります。ほかのキノコにも挑戦をしているよ
うで、日々大きくなる成長の過程を見るだけでも楽しいです。

（文・写真：杉邨仁美先生）
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関西大倉高等学校の前身校の一つである大阪大倉商業
学校と大倉商業学校（現・東京経済大学）ならびに善隣
商業学校（現・善隣インターネット高等学校）の創設者
である大倉喜八郎翁が晩年、それぞれの学校や生徒たち
に贈られた自筆の狂歌をご紹介したいと思います（注1）。
1920（大正9）年、84歳を迎えた喜八郎翁から「大阪大
倉商業学校の生徒諸君の為に」というため書きとともに

　幸福を授ける神やまもるらん
　　　　　　自助と努力と誠意ある人

という狂歌が贈られてきました（写真1）。
翌年の1921（大正10）年、創立20周年を迎えた東京の
大倉商業学校の記念祝賀式において、同じ狂歌が喜八郎
翁から贈られました。喜八郎翁は式典での訓話の中で、
贈呈した狂歌に関し、次のように述べられました。その
個所を紹介しておきます。（写真2）

人間の處世の上に、何が一番大切か。何が一番必要
か。人間に生まれた以上は自ら助ける所謂自助、己を
己が助けないのに人が助ける譯はない。己を自ら助け
ると天が助ける。是が自助。それから努力をしなけれ
ばならぬ。一生懸命に働かなければならぬ。是は當然
のことである。努力しなければ決して幸福は得られな
い。それから最も必要なのは誠の心、誠意がなければ
ならぬ。商業を廣く致しますには、誠の心がなくては
どうしても信用が生まれない。此の自助と努力と誠意。
此の三つは人間生涯の幸福を得る守本尊と思し召して
宜いのである。微力でありますが八十四歳の老翁でも
毎日努力してゐる。況して遊んで居りませぬ。
　幸福を授ける神やまもるらん
　　　　　　自助と努力と誠意ある人
之を書いて置きましたから、後で皆さんに進上し、之
を以て今日の祝辭に代へる次第で御座います。

この狂歌は英国人サミュエル・スマイルズの『セルフ・
ヘルプ』（自助論）をもとに詠まれたものです。喜八郎翁
は企業経営上の一つの精神的よりどころとして、翻訳さ
れていた『自助論』を愛読していたといわれています。
1917（大正6）年、喜八郎翁は次の狂歌を詠まれ、善隣
商業学校へ贈られています（写真3）。

善隣學校の為に
　吾れ人と共に磨かんあたらしき
　　　　　　知識ぞ國の光なる世ぞ

なお、喜八郎翁が1926（大正15）年、90歳のときに、
善隣商業学校を訪れて生徒たちに訓話をされた記録が
『鶴彦翁回顧録』に記されています。
大阪大倉商業学校に関して詠われたその他の喜八郎翁
の狂歌を紹介しておきます。

明治39年大阪に商業学校を
建つる折り　70歳（注2）　

　七十路の翁さびゆくすさびには
　　　　　　難波をよしとたつる學校

大正15年6月3日、大阪大倉商業學
校教員及び生徒諸氏に假寓を訪はれ
たるをよろこびて　90歳（注3）　　

　難波津に身をつくし居る學屋の
　　　　　　友に訪はれて老はふれしき

最後に、関西大倉学園には喜八郎翁の揮毫による作品
が所蔵されていますが、その一つをご紹介しておきます
（写真4）。なお、所蔵されている喜八郎翁の自筆文書や
作品群について、これからも機会があればご紹介してい
きたいと思います。（注4）

　鶴彦　
　楽あれは　苦あるうき世に　すみ田川
　　　　　華もさきけり　雨もふりけり

大倉喜八郎翁から学校・生徒たちに贈られた狂歌

写真1　	大阪大倉商業学校に贈られた狂歌（複
写）

写真2　『生誕百年祭記念 鶴彦翁回顧
録』

写真3　	善隣商業学校へ贈られた狂歌（『鶴彦翁回顧
録』より）
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（注1）喜八郎翁は「和歌晒門鶴彦」と号し、終生「狂歌」を詠
むことを趣味とし、生涯に数万首の狂歌をつくったといわ
れています。なお、雅号の「鶴彦」は翁の幼名「鶴吉」の
一字から取られたものです。珠玉の作品（上記の作品を含
む）一千首を集めたものが、翁と同じ新潟県新発田出身の
原 宏平氏によって、狂歌集『狂歌　鶴彦集』として刊行さ
れました。

（注2）この狂歌は喜八郎翁が1906（明治39）年9月に金30万
円を出資し、財団法人大阪大倉商業学校を設立されること
になったことを詠ったものです。

（注3）この狂歌は1926（大正15）6月、大阪大倉商業学校の
学校行事であった「皇陵巡拝」の20回目の記念旅行として、
教員と生徒一同が明治神宮、伊勢神宮に参拝するため東上
した際、喜八郎翁宅を訪れたことを詠ったものです。

（注4）『狂歌鶴彦集』に収録、374番目に載せられている歌です。
1907（明治40）年8月の豪雨によって決壊した隅田川堤防
の修復工事に思いをよせ、翌1908（明治41）年、当時の東
京府（現東京都）知事、阿部 浩氏に贈られた一首です。

翁の書体は本阿弥光悦の書に学ばれた所謂「光悦流」と
いわれるものです。

【参考資料】
『九十年のあゆみ』関西大倉学園 編纂・発行　1992年
『関西大倉学園百年史』関西大倉学園 編纂・発行　2002年
『わが母なる学窓』関西大倉学園 編纂・発行　2007年
『生誕百年祭記念　鶴彦翁回顧録』

大倉高等商業学校 編纂・発行　1940年
　　　　　　　　編輯代表者：古館市太郎氏
『狂歌　鶴彦集』原 宏平氏 発行　1924年
　　　　　　　　編集：畑 徳三郎氏
『大阪大倉商業學校　創立三十周年記念誌』

大阪大倉商業學校如蘭會 発行　1937年
備考：
（1）『自助論』：中村正直が著した訳本『西国立志編』として
明治時代の日本人に愛読されました。

（2）狂歌：和歌の形式のなかに機知や俗情を詠み込む文芸で、
よく人の知る文芸や成語をもじり、Parody、あるいは縁語・掛
詞の複雑な組み合わせなどの技巧を好んで用いた歌です。

（3）本阿弥光悦：桃山・江戸初期の芸術家。書・陶芸・漆芸
をよくし、特に優れた意匠をもって知られている人物です。
書は青蓮院尊朝の弟子とするのが通説（青蓮院流）。しかし、
生来天賦の才能をもって光悦流として一派をなしたものと
考えられます。

（4）関西大倉学園創立百周年記念碑には上記の「自助・努力・
誠意」の言葉が刻まれています。（『サイカス』第36号参照）

（清水　信昭　記）

【ご報告】
川居信次氏（関西大倉・昭和42年卒）より、亡父・川居勘三氏（大阪大倉商業・第14回・大正14年卒）が遺された貴

重な資料をご寄贈いただきました。
・	 川居勘三氏の卒業証書と卒業アルバム
・	 記念絵葉書
・	 大阪大倉商業学校同窓会（如蘭会）に
より建立された記念碑に彫られた碑文
の拓本

寄贈された卒業証書と卒業アルバムは、
学園が所蔵する大正期の大阪大倉商業学校
の卒業証書と卒業アルバムとしては唯一の
ものとなります。当時の学校の様子を垣間
見ることができる、貴重な写真が掲載され
ています。
これらの資料は校史編集室において厳重

に管理し、利用させていただきます。
卒業アルバムの表紙と掲載されている

写真校友会（後の如蘭会）から贈られた絵葉書

写
真
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2019年度の入試結果は次の通りです。新入生の皆さん、ご
入学おめでとうございます。

●中学校
	 募集：六年一貫コース　約140名
	 	 受験者	 合格者	 入学者
	 	 334名	 306名	 112名
　男子/女子	 （201名/133名）	 （180名/126名）	 （70名/42名）

●高等学校
	 募集：特進Sコース　男子・女子	約		35名
	 　　　特進コース　　男子・女子	約160名
	 　　　総合コース　　男子・女子	約160名
	 	 受験者	 合格者	 入学者
	 	 1383名	 1381名	 344名
　男子/女子	 （815名/568名）	（813名/568名）	（209名/135名）

入学者総数：特進Sコース　		35名
	 	 特進コース　　160名
	 	 総合コース　　149名
	 	 内部進学者　　128名

●中学校
◆募集人数：
　六年一貫コース　約140名
◆出願方法：
　全日程ともWeb出願
　　※詳細は未定
◆試験日：
　1月18日㈯より　詳細は未定
◆試験科目、時間、配点（昨年度実績）：
　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

　	 〔3科型〕：国
60分/120点
語・算

60分/120点
数・理

40分/80点
科

　	 〔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

●高等学校
◆募集人数：特進Sコース	 男子・女子　約		35名
　　　　　　特進コース	 男子・女子　	約160名
　　　　　　総合コース	 男子・女子　	約160名
◆出願方法：
　インターネットによる出願情報登録ほか
◆試 験 日：2月10日㈪
◆試験科目、時間、配点：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。

◎中学入試を複数回受験した場合、2回目以降日程で10点加点します。
◎中学入試において、英検4級以上の資格取得者への加点優遇があり
ます。

◎高校入試において、英語外部検定制度による英語得点のみ読み替
え制度があります。

◎本校卒業生の子女・兄弟または本校在学生の兄弟は、中学入試およ
び高校入試（総合コース専願）の合格判定において10点加点します。
（本校所定受験連絡届の事前提出が必要です。）
◎高校入試のみ、帰国生に対する配慮があります。（本校所定用紙の事
前提出が必要です。）

2020年度 生徒募集要項抜粋
詳細は、募集要項でご確認ください。 中学校授業見学会・説明会

施設見学・中学校授業見学・
説明会・クラブ見学
	 9月	 7日	㈯	 10月	 5日	㈯
	12月	14日	㈯

オープンキャンパス「関倉体験」
体験授業・クラブ体験・
クラブ見学
	 8月	 3日	㈯
	

中学校プレテスト・説明会
●プレテスト
11月	10日	㈰

●プレテスト解説会
11月	16日	㈯
従来の入試説明会に、プレテスト結果概況、受験へのアド
バイス等の内容が加わります。授業見学はありません。

高等学校入試説明会
学校紹介ならびに2020年度募集内
容について説明いたします。パンフ
レット・過去問題を配布いたします。
	 7月	20日	㈯ 	 10月	26日	㈯ 
	 11月	16日	㈯ 	 11月	30日	㈯ 
	 12月	14日	㈯ 	 12月	25日	㈬ 

2019年度 中学校・高等学校入学試験結果

○学園関係者のお力添えをもちまして、第38号発行の段に至
りましたのでお届けいたします。ただ悔やまれるのは、編集に
際し力不足のため、今号もいただいた玉稿を生かし切っていな
かったことです。今後さらに努力を積み重ねていく所存でおり
ますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
○毎年のように教職員の異動がありますが、今年も本校教育
のために心血を注いでこられた先生方が退職されました。ほん
とうに寂しい限りです。先生方におかれましてはお身体に充分
気をつけられ、一層の活躍をされんことをお祈りいたします。

○『サイカス』編集に携わってまいりましたが、中でも小生にとって思
い入れの記事が「校史編集室だより」でした。この記事を通じて学園
の生い立ちの一端を知っていただいたのではないかと思っています。
『未来への遺産』（NHK刊）に「もし、過去と現在が、断絶した無縁の
ものであるなら過去のことを知っても何の役にも立たない。同様に、
未来が現在と何の関係もなく始まるものならば、われわれは来るべき
未来に対して何の義務も責任もないことになる。（中略）文明人の名に
価する存在であろうとするならば『昨日を知って明日を夢見る』努力を
一日も怠ってはならないはずである。」と述べられていますが、私たち
も伝統ある母校の歴史を学び、明日に向かっていきたいものです。
	 （清水信昭　記）
○中学1年生から担任や教科担当として関わってきた生徒たちが、こ
の春に高校3年生になりました。人懐っこいところは今でも変わりま
せんが、出会ったころより背が高くなり、すっかり落ち着いて、そして
将来の夢や自分の考えを語ってくれる姿に、すごく成長を感じていま
す。関西大倉で出会った人たちと共に過ごせる最後の一年を大切に、
充実した日々を送ってほしいと思います。	 （牧野菜穂子　記）

編
集
後
記

定員有・事前予約要

詳細・お申し込みは本校ホームページ
をご覧ください。

定員有・事前予約要

詳細・お申し込みは本校
ホームページをご覧くだ
さい。

小学校6年生対象・無料　事前予約要

事前予約要

事前予約要

CYCAS38.indd   36 2019/06/05   14:14


