
“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
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力強いエネルギーを象徴しています。

2 0 1 9 年 1 2 月 1 0 日 発 行
発行者　関 西 大 倉 学 園
　　　関西大倉同窓会

〒 5 6 7 - 0 0 5 2   茨 木 市 室 山 2 - 1 4 - 1
TEL 072-643-6321  FAX 072-643-8375関 西 大 倉 学 園・関 西 大 倉 同 窓 会

第 39 号

C O N T E N T S
【OB訪問記】母校とともに夢を見る
【学園の現在】
●クラブ活動の状況　●平成26年度生徒募集要項
●学園事務室から　●保健室から　●関倉の中の小さな自然　●
NEWS

【学園・同窓会からのお知らせ】
●第41回同窓会総会　●第11回育友会総会　●大学探究記
●同期会・クラブOB・OG会だより　●校史編集室便り　
●学園祭と生徒会活動・PTA活動　●同窓会員メッセージ　
●教職員短信　●協賛金寄付者名簿　●同窓会事務局より 
●編集後記

“地球規模で考え、地域で行
動する力”を育成するために

昭和の末から平成を経、令和元年

にいたるまでの約40 年間、少子化と

いうキーワードは外れることがありま

せんでした。この少子化の中で、ど

のような人材を育成していくのかが、

本校としてのキーワードです。ヒト・モノ・カネが自由に

国境を越えて行き来するグローバルな波は急速に進み、

社会も急激に変化してきています。その変化に対応する

基本的な適応力は、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。しかしながら、単にグローバル

化に対応するだけではなく、グローカル（地域・社会へ

の貢献、人との結びつき、人と人との信頼関係）を重

視する必要性があるのです。

「グローカル」とは、「グローバル（Global、世界）」と「ロ

ーカル（local、地域）」を掛け合わせた造語で、「グロー

カルな人材」とは、グローバルに物事を考える視点を持

ち、その視点を活かして地域や社会に貢献する活動を

行う人材のことです。海外マーケットとの橋渡し役や企

業の海外進出を担う、世界に通用する能力を持った人

材を指します。このグローカル人材が果たす役割は、具

体的には、地域企業がグローバル市場に展開する、あ

るいは地域と地域をつなぐなど多様に解釈することもで

きますが、共通して求められるのは「地球規模で考え、

地域で行動する」力です。本校教育が将来担う役割は

まさにここにあるように思われます。中等教育機関はこ

れらの力を養う上で、非常に重要な機関であり期間でも

あるのです。学園は今、新校舎建設に向け、旧１号棟・

２号棟が取り壊され、高校棟の建設が進んでいます。

ただ、それはあくまで、外枠の構築に過ぎません。学

園で行われている教育を連携させ、再構築し、必要と

される講座を設けていかないと充足できません。それら

を構築しつつ、この豊かな自然が残る理想の教育環境

の室山の地から、世界にはばたく人材、急激な社会の

変化に対応する力を身につけ、自分の進路を自分の力

で開き、「自立」「自律」する力を持った人材が育ってくれ

ればと思っています。

学校長
古 川  英 明
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「Road to 2022」
〜母校のさらなるステップアップを目指して〜

関西大倉同窓会 会長

髙寺　淸（昭和41年卒）

学園創立120周年記念事業のメイン事業である校舎
の建て替え工事につきましては、去る6月3日に地鎮
祭がとり行なわれ建築工事がスタートしました。これ
からいよいよ、新しい校舎が目に見える形で徐々に姿
を現わしてまいります。前号（第38号）の『サイカス』
で新校舎建設のご案内をするとともに、母校のさらな
るステップアップのためにということで、「学園創立
120周年記念募金」へのご協力のお願いのリーフレッ
トを同封させていただきました。これによって120周
年記念事業遂行に向けての募金活動を、実質的にス
タートさせていただいたわけです。

そもそも120周年記念事業そのものが、校舎の建て替
えならびに付帯教育施設の整備という、教育インフラの
整備を通じて関西大倉学園のブランド価値を高め、よ
り多くの生徒たちに学園を目標とし入学していただく
という、大きな目標を掲げて取り組みが進められよう
としている事業です。その目標達成のための募金活動も、
2023年3月までの長期にわたり、3億円という大きな目
標額を設定して取り組みを始めています。

そこで、今後の募金活動をより幅広く展開してい
くために、120周年記念事業実行委員会のもとに設置
した募金委員会を戦略的に進化させ、学園の役員（理
事長はじめ理事・評議員）、教職員、同窓会、育友会、
中学・高校PTAの皆さまに加わっていただき、関西
大倉学園に関連する全組織を横断する形で「関西大倉
学園創立120周年記念募金委員会」を、100名体制で
立ち上げ、去る9月14日に第1回の設立キックオフ
会議を開催させていただいたところです。

それぞれの組織の中で皆さま方の人脈・ネットワー
クをフルにご活用いただき、広く関係先にお声がけいた
だくとともに、定期的に全体会合を開くことで活動実績・
手法等の情報共有を行い、目標達成に向けより有効かつ

効率的に募金活動を進めていきたいと考えています。
そのような中で同窓会といたしましては、同窓生組

織の特徴を生かして、クラブ活動という切り口で、各
運動クラブ・文化クラブの卒業生の組織であるOB・
OG会とも連携して募金の案内ができないかと考え、
クラブ顧問の先生方、OB・OG会の幹事の方々と連
絡を取り、アピールさせていただくべく働きかけをし
ています。その他にも地域毎の会合、卒業年度毎の集
まり、事業活動を広く展開されている皆さま、専門的
な分野で幅広いクライアントのネットワークをお持ち
の方々など、さまざまな機会、ルートを通じてきめ細
かく募金活動を浸透させていきたいと、取り組みを進
めています。

いずれにいたしましても、母校のブランド価値が高
まるということは、同窓生の立場からも今まで以上に

「自慢できる学校になる」ということになります。募
金活動につきましては、今後より具体的に、さまざま
な機会をとらえて進めてまいりますので、皆さま方に
は一層のご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

また、姉妹校の韓国善隣インターネット高校との親
善交流においては、11月8日に同校の同窓会組織で
ある「總同門会」の王会長以下10名の方々が来日され
ました。同校との交流は学校、同窓会それぞれの立場
で継続しており、学校サイドでは生徒のホームステイ
交流を毎年続けています。これからの国際社会に通用
するグローバル人材の育成にも大きな役割を果たすこ
とと思われますので、同窓会といたしましても總同門
会との交流、親善を通じて貢献できるよう、今後とも
取り組んでいきたいと考えています。

募金活動と併せまして、母校の国際化、ブランド価
値の向上を目指し、母校のさらなるステップアップの
ために積極的に取り組んでまいります。
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今年7月に発行した『サイカス』第38号発送の際、同窓会員
の皆さまに個人データ更新のための情報確認・更新依頼ハガ
キを同封させていただきました。ご返信をいただけますよう、
引き続きご協力のほど、よろしくお願いいたします。
ご提供いただいた個人情報は、個人の保護に関する法令そ
の他の規範を厳守して、同窓会活動等に活用いたします。
関西大倉同窓会から卒業生宛ての通信文書は（株）廣済堂に発
送業務を委託しています。

（株）廣済堂の個人情報の取り扱いについて
○お預かりした個人情報は、以下の目的に使用いたします。
・同窓会ならびに学校からの通信文書の発送
・同窓会が本来の目的により活動する場合、必要と思われる
作業を進行する際など、合法的な目的のために活用すること
（同窓会会則に準じます）

○ �個人情報については、（株）廣済堂データベース部が責任をもっ
て管理いたします。

○��（株）廣済堂が信頼するに足ると判断した外部企業に、個人情
報のデータ処理ならびに発送業務を委託することがあります。
○ �ご提供いただいた内容は、本人の承諾なしに学校・同窓会関
係者以外の第三者に開示することはありません。

○ �個人情報は原則として本人に限り、開示、訂正、削除を求め
ることができます。

特殊詐欺の被害にあわないよう不審な電話等に注意しましょう。

同窓会員のデータについて

新 校 舎
コ コ に 注 目 ！

F i l e 1

創立120周年記念事業の一つとして、2022年に竣工予定の新

校舎。その「夢舞台づくり」と謳われた設計コンセプトには、生徒

の学習・生活環境を向上させるためのさまざまな仕組みや工夫が詰

まっています。今号から何回かに分けて、それらを簡単にご紹介し

ていきます。

まず工事の全体像から

今回の新築工事では、現在、主に高校生たちの教室と学園の事務・
教務関係が使用している0号棟から5号棟までを解体・撤去し、新校
舎を建設するものです。（0号棟については、一部の改修のみで解体
はしません。）
2019年10月末時点で、すでに1号棟と2号棟の解体が終わり、バスター
ミナル横の人工芝広場に、高校2年生たちが学ぶための仮設校舎が
建てられ授業が行われており、駐輪場も同地に移設されています。
今後は、おおむね以下のような順序で工事が進められていきます。

■ 2019年6月〜2020年7月中旬	 ：1・2号棟跡地に高校教室棟を建設
■ 2020年7月中旬〜2020年12月中旬	：	仮設校舎解体・高校教室引っ越し、	

	4・5号棟解体
■ 2020年12月中旬〜2022年1月中旬	：	4・5号棟跡地に中央共用棟建設、

駐輪場整備
■ 2022年1月中旬〜2022年6月中旬	 ：特別教室等引っ越し、3号棟解体
■ 2022年6月中旬〜2022年7月末	 ：外構整備→竣工

工事前の航空写真

完成後の俯瞰イメージ

高校教室棟工事現場（2019年10月15日現在）仮設校舎
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器を買ってほしい」という訳です。

そして結果は、楽器を買っていただ

き、コンクールにも出場することが叶

いました。コンクールでは良い評価も

いただいたのですが、その時の自分た

ちのあまりにも身勝手で分別のない行

動は、今思い出しても恥ずかしい限り

です。この場をお借りして、小村先生

そして冨田校長にお詫び申し上げま

す。「本当にごめんなさい」。

ところが、その後も冨田校長は、音

楽室までよく足を運んでくださり、僕

たちの練習を部室の外で聞いていらっ

しゃるのを何度か拝

見しました。あの独

特のスタイル。両手

を後手に組み、左右

に体をぶらぶら振り

ながら！　そしてま

た、全校生を前にし

た朝礼の際には、お

話の中で音楽家や演

奏家のことを例に

とって、その心構え

を説いていらしたこ

と、よく憶えていま

す。本当に素晴らし

い校長先生でした。

その後、わたくし

は音楽の道へ進み、

東京の音楽大学（桐

朋学園大学音楽学

部）を卒業した後、

当時の西ドイツに留

学（ドイツ国立ケル

ン音楽大学）し23歳

でオーケストラに入

団することができま

し た。 そ れ か ら 13

年間、ドイツで生活し日本に帰国した

のは35歳の時でした。

大学時代の仲間と結成した「ダス・

ニッポン・オクテット」そして「サイト

ウ・キネン・オーケストラ」とそこで演

奏したフェスティバルin松本はとても

思い出深く、また「紀尾井シンフォニ

エッタ東京」（現：紀尾井ホール室内

管弦楽団）にも縁があり、素晴らしい

仲間と演奏できたことは幸せでした。

現在、定期的に活動を続けているの

は「宮川彬良＆アンサンブル・ベガ」

というグループです。このメンバーは

「母校とともに夢を見る」というこ

のコーナーのタイトルには少々戸惑っ

てしまいます。

せめて「青春の思い出、我が母校に

寄せて！」の方が僕には合っていると

思います。申し遅れました。わたくし

は鈴木豊人と申します。

あの盛りに盛り上がった「大阪万博」

の前の年、1969年に「カンクラ」を卒

業しました。長髪が解禁になった年で

す。そうなんです、カンクラはその当

時まだ丸坊主頭でした。

さて話は僕の大切な「青春の思い

出」。それはカンクラ時代の3年間、

楽しかった吹奏楽部の思い出です。

初心者だった僕は他のみんなとは別

メニューでクラリネットを練習してい

ました。美しい茨木の山の中腹に位置

するカンクラの校舎からは生駒山が望

めました。

「生駒の山に向かってロングトーン・

サン・ハイ」なんてやっていました。

楽しかったな～。そして初めてみんな

と合奏した曲がスーザ作曲「士官候補

生」！　その時の興奮と感動は忘れる

ことができません。

また、2年生の時には、当時できた

ばかりの視聴覚教室で、同じクラリ

ネットの水井先輩と顧問の小村先生と

の3人で、モーツアルトとベートーベ

ンを一緒に演奏させていただきまし

た。このふたつの体験は、僕のその後

の人生を決定づける大事件でした。

事件といえば、部長になった3年生の

時、僕は部員を増やして小編成の部の

コンクールに出場することを決めました。

そこで新しく楽器を購入すべく、当時、

天王寺商業高校から着任された冨田高

雄校長に、直でお願いしたのです。「楽

“青春の思い出、　我が母校に寄せて！”

鈴木　豊人
昭和44年卒 ● クラリネット奏者・指揮者

　“宮川彬良＆アンサンブル・ベガ”メンバー、相愛大学講師

夢O B 訪 問
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（？）生徒だったように思います。ただ、

学校は嫌いではなかったですし、男子

校のむさ苦しさにもすっかり馴染んで

それなりに楽しく通っていました。ス

マホはおろか携帯電話もインターネッ

トもなく、ようやくパソコンが誕生し

たぐらいの時代。今となっては想像す

らし難いですが、情報量や物事の流れ

るスピードは当然として、あらゆるも

のがもっとゆっくりと流れていたのだ

と思います。

関西大倉もおそらくもっとのんび

りしていて、今ほど勉強へのプレッ

シャーも強くなく、クラブに明け暮れ

た生活を送っていました。卒業後の進

路は、小さい頃から工作や絵を描くの

が好きだったことや、茶室や数寄屋建

築に接する機会の多い環境で育ったこ

となどの影響なのか、いつしか建築設

計という仕事に興味を抱くようになっ

ていて、福井大学の建築学科に進学。

4年後、大学院という選択肢もあるな

かで、とにかく早く仕事としての経験

を積みたかったので、大阪の和風旅館

やホテルを多く手がける設計事務所に

就職しました。

NHKの「クインテット」という番組で

も一緒でした。なかなかの長寿番組で

したよ。僕は「フラットさん」という人

形の役で、そのバックでクラリネット

を担当しました。ご存じの方も多いの

ではないかと思います。という訳で、

このカンクラから音楽家が誕生したと

いう、世にもめずらしいお話でした。

※大切な母校をカンクラ・カンクラ

と呼び申し訳ありません！

ある日、めずらしく清水信昭先生が

「ちょっと頼みたいことがあるねん…」

と。嫌な予感…。その後、お断りする

機会をいただけないままに、今この原

稿を書いています。

私が関西大倉に在学していたのは、

昭和56年から59年。今でこそいろん

な役目を拝命し学校に関わらせていた

だいておりますが、正直なところ当時

は、併願の結果として入学したことも

あって、おそらく良くも悪くも関倉生

の典型ともいえる大人しく目立たない

ご縁（追悼にかえて）

木村　正宏
昭和59年卒 ● アーキスタジオ 哲 一級建築士事務所 代表

（元 関西大倉高等学校PTA会長）

夢O B 訪 問
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先輩方からのご指名であることも多

く、それ故の強引さや、なり手の少な

さに対する戦略的なものを感じないで

はないですが、関西大倉で頂戴するご

縁は、それまでの私の個人的なお付き

合いの中では得られないような貴重な

ご縁でもあり、非常に有り難く受け止

めさせていただくとともに、ささやか

ながらお手伝いさせていただいている

つもりです。娘の入学で始まった母校

との再びのご縁は、娘の卒業とともに

終わるはずが終わらず、むしろ、いろ

いろな役目が増えていることに疑問を

感じずにはいられない、不思議なご縁

となりつつあります。

私が高校のPTA会長に就任した年

に、中学のPTA会長に就任したのが

田村雅彦君でした。田村君もOBで学

年は一つ下。この時まではまったく存

じ上げていませんでしたが、年齢も近

く、PTA会長になった時期が同じな

ので学校行事や委員会などで会う機会

も増え、同窓会の理事も一緒に拝命し

ました。中学と高校という違いはあり

ましたが、新米のPTA会長同士の共

通の話題も多く、時々呑みに出かける

ようになりました。性格の違いから、

細かい部分での考え方や舵の取り方に

は正反対程の違いがありましたが、感

じるところ、疑問に思うところでの似

た悩みを相談し合ったこともありまし

たし、意見の違いから口論になった

こともあったかもしれません。

PTAの役員さんの中では、田

村君と私は仲が悪いという噂

もあったようなので、余程熱

の入った会話をしていたので

しょう。本人同士は、OBであ

り関西大倉に子供を預ける保

護者の一人として、本気の思

いをぶつけ合っていただけで

すし、おそらくその会話が終

わったあとは、何事もなかっ

たかのように普通に酌み交わ

していたと思います。

彼との交流も関西大倉が繋

げてくれた貴重なご縁の一つです。

その彼がこの５月に急逝されまし

た。一報を聞いた時には、衝撃で言葉

が出ませんでしたし、その意味を理解

するのにも少々時間を要しました。通

夜・葬儀ではあふれ出る涙を止めるこ

とができませんでした。時に凄く大胆

だったり繊細だったり、気が大きいの

か小さいのか、つかみどころのない言

動から感じる彼独特の雰囲気を売り物

にするかのように、常に「嫌われ者」

を演じていましたが、根は優しくて妙

な人懐っこさがあって憎めず、人への

気遣いは一流のくせに、直球の発言で

人を怒らせることにも長けた不思議な

人でした。おそらく私を怒らせること

など簡単で、押したり引いたりを繰り

返しながら、からかって楽しんでいた

のでしょう。自分も癖が強いから…

と、アードベックという癖の強いウイ

スキーを好み、コロナビールの一気飲

みが得意で、酔うと誰にでもその勝負

を吹っ掛けていた彼の「コロナビール

の一気飲みの勝負しようか？」という

声が、彼とよく行った店に行くと、今

でも聞こえてくるようです。

彼の太く短かった人生にアードベッ

クで乾杯。

ご冥福をお祈り申し上げるととも

に、心より哀悼の意を込め、この他愛

ない文章を捧げます。

時代が巨大旅館ブームだったことも

あり、入社当初から多くの旅館やホテ

ルに関わらせていただき、ブームが

去ったあとになって、いろんな種類の

建築を経験させていただきました。

今は独立し、主に個人住宅や茶室、

数寄屋建築や古民家などで、先人達が

長い年月を掛けて培ってきた技術を出

来るだけ生かした建築を提案させてい

ただいています。

2014年に、マンションの一室を和

室にリノベーションした案件で小さな

賞を頂戴しましたが、どちらかという

とマイナーな方向を歩んでいることも

あって、嬉しさもさることながら、私

の考えに共感してくれる方がいること

を強く感じられたことが自信となり、

またその後のモチベーションとなって

います。社会構造の変革で、個人事務

所には益々大変な時代となりつつあり

ますが、満足していただける建築を創

り上げるためにとことん考え抜くこと

で、その独自性と存在価値を得るべく

日夜奮闘しております。

 在学中の3年間が良くも悪くも関

倉生の典型（？）でしたから、ご多分

に漏れず、卒業後の学校との接点もほ

とんどないままに20年以上が経過し

ました。

風向きが変わり始めたのは、娘が「関

倉に行きたい！」と言いだした時から。

娘の中学入学後、中学の3年間はなん

とか回避したのですが、高校に上がる

と同時に、高校のPTA会長経験者で

あった洋弓部の直属の岸本光生先輩

と、当時の校長でOBでもある尾崎正

敏元校長の強い要請もあって、高校の

PTA会長に就任しました。（関西大倉

では高校と中学でPTA組織が分かれ

ています。）当然ながら、そこから一

気に学校との距離が近くなりました。

PTA会長の重責は3年間、担わせて

いただきました。

また、別の役目のお声掛けもいろい

ろと頂戴し、微力ながらお引き受けさ

せて戴きました。よく知った先生方や

夢O B 訪 問
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『グローカル』な人材育成を目指して

私は2年連続でこの研修の引率を任せていただきました。
今年は大きく三つの点で、昨年度よりも恵まれた研修になっ
たと思います。

一つは天候です。昨年度は現地の方々も経験したことのな
いほどの暑さで、熱中症対策のため水分は取らせたい、しか
し市街地にはトイレが少なく、水分を取りすぎるのも良くない
というジレンマに悩まされました。今年は非常に過ごしやすい
天候でした。涼しいだけではなく、穏やかな雨が時々降るなど、
イギリスの典型的な天気の中で過ごすことができました。日
本人にとって、朝晩は長袖がないと肌寒く感じましたが、幸
い風邪などをひく生徒もなく、良い健康状態で研修を終える
ことができました。

二つ目は、2週間同じ場所で研修を終えられたことです。
昨年度は日程などの都合で、オックスフォードとケンブリッジ
で研修を行いました。二つのイギリスの街を味わうことができ
たという反面、研修スタートから1週間ほど経って生徒が英語
や他国の生徒たちに慣れてきたころに研修地が変わるのは、
生徒たちも少し残念な気持ちを持っていました。今年は2週
間の日程すべてをオックスフォードで過ごし、帰国後もやり取
りを続けるほど、現地で出会った生徒と打ち解けられた生徒
が多かったようです。

三つ目は、滞在中同じキャンパスに本校生以外の日本人が
いなかったことです。本校以外の日
本人に触れ合うことに意味がないとは
もちろん思いませんが、英語を使う機
会をより多くするという点で、これは
非常に効果的でした。二つ目に述べ
た点と合わせて、他国の生徒との触
れ合いに大きく寄与してくれたことだ
と思います。

ただ、優れたプログラムを用意して

も、良い条件に恵まれたとしても、このような研修を最大限
に生かすのは、やはり生徒自身がどれだけ自ら英語を使って
未知の領域に飛び込むか、という点にかかっていると思いま
す。今年の研修の最大の成果はここにあったと思います。1日
目の夜にオックスフォードに到着し、その翌朝にはもう本校生
と他国の生徒が会話する姿を見ることができました。日本に
興味を持ってくれている生徒が多数参加していて、漫画や漢
字などの話をきっかけに会話が始まりました。ただでさえ長
旅の直後で不安を抱えた生徒たちにとって、大きな心の支え
になりました。帰国の数日前に中国人の学生が現地入りした
ときには、自分がしてもらって嬉しかったことを他国の生徒に
してあげたいと思い、本校生から話しかける姿も見られまし
た。

夕食後のアクティビティの中で、自国の歌などを披露するイ
ベントや、個人の特技を披露するイベントがありました。前者
では星野源さんの歌「恋」に合わせて踊る「恋ダンス」を本校
生が披露し、その場にいた多くの参加者が一緒に踊ってくれ
ました。後者ではショパンの「華麗なる大ポロネーズ」という曲
をピアノ演奏した本校生徒の一人が見事優勝を勝ち取りまし
た。他国の生徒たちに日本の印象を残すことができたと同時
に、本校生の自信にもつながったことと思います。

授業最終日に受け取った修了証には、一人一人違うコメント

今年度も学園では、生徒たちに「幅広い視野」と「深く探究する心」を身に付けてもらうため、
さまざまな角度からアプローチする取り組みを続けています。今号でも、語学研修やホームス
テイ研修を通じた国際教育と、中学校での取り組みについてご紹介します。

積 極 的 に 異 文 化 に 触 れる 姿 勢 に 手 応 え
オックスフォード語学研修
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が書かれていました。2週間という限られた日程の中の、1日
4 ～ 5時間という限られた時間しか接していない生徒に、ここ
までの修了証を作ってくださった現地の先生方の努力には本
当に驚きました。

グローバル化が進んでいると言われる昨今であっても、海
外で異文化を味わえるこのような機会はやはり貴重なものであ
り、何物にも代えがたいものだと思います。生徒にこのような

素晴らしい機会を与えてくださった保護者の皆様、本プログ
ラムを支える教育基金にご寄付を寄せてくださった皆様、諸
先生方、阪急交通社の方々に厚くお礼を申し上げます。

今回の研修中に、次年度からの研修先となるハーロウ校の
視察も行いました。現地の様子や、ハーロウ校の先生方と話
す中で、次のプログラムはさらに良いものになると確信できま
した。どうぞご期待ください。	 （文責：三輪淳司）

7月27日（土）から8月11日（日・祝）まで高校1年の六貫生
40名が、ニュージーランドでのホームステイ語学研修を経験
してきました。研修自体は2週間という短いものですが、こ
の語学研修を終えた生徒たちからは、『今もLINEで毎日ホス
トファミリーとやり取りをしている』『メールをしていて、内容を
理解して返信するのに時間がかかるけど、楽しい』『毎週日曜
日にテレビ電話をして、今では家族ぐるみで連絡を取り合って
いる』『今度、一緒にホームステイをして仲良くなったドイツ人
留学生が日本に来る』『ニュージーランドで一緒にクリスマスと
お正月を過ごすために、この12月にまたホストファミリーに会
いに行く』など、ニュージーランドで出会った人たちとのつな
がりが今なお続いていることを耳にすると、とても嬉しくなり
ます。彼らがこの研修を通して学んだことは、語学の習得以
上に『（自分の努力次第で）海外の人たちとも友達になれる』
ことを実感できたことだと思います。

7月28日（日）正午に長旅を経てウェリントン空港に到着し、
ホームステイファミリーに会うために、Upper	Hutt	Collegeと
Taita	Collegeへ向かいました。ホストファミリーとの初対面の
際は、緊張と不安な表情ながらも、これから始まる異国での
の生活に期待を寄せる様子が見られました。

翌日からは早速それぞれの高校に登校、午前中は学校案内
や現地の生徒と交流し、午後からはESOLの英語の授業を受
けました。学校では、日本人生徒とニュージーランドの高校生
がタッグを組み数学の問題に挑戦する数学対決や、バスケや
卓球などのスポーツをするイベント、『AIが人間にもたらす利

益と危険について』というテーマでのディスカッションなどを通
して、現地の高校生とも交流する機会が多くありました。

また課外活動でRest	Home（老人ホーム）を訪問し、日本で
練習してきたソーラン節やピアノ演奏、けん玉などを披露し、
その後は一緒に折り紙を作ったり、好きな言葉を聞いて絵葉
書に漢字を書くなど一生懸命、現地の人 と々英語でコミュニ
ケーションをとる姿がとても印象的でした。帰る際には、入居
者の方から『とても楽しい時間だった』『またぜひ来てほしい』
とおっしゃっていただけ、生徒たちも嬉しそうでした。

そのほか、市役所を訪れて、移民局に勤めるAudreyさん
からニュージーランドの移民制度に関するレクチャーを受け、
今や4人に1人が移民であるニュージーランドの社会について
理解を深めたり、首都ウェリントンにあるVictoria大学を訪問
し、講義やキャンパスツアーで海外の大学の雰囲気を感じる
ことができました。

2週目にはParliament（国会議事堂）とTepapa	Museum

永 続 的 な つ な が り を 願 っ て
ニュージーランドホームステイ研修
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（ニュージーランド国立博物館）を訪れ、国会議事堂では実際
に議会が行われている場所に行って説明を聞き、Tepapa	
Museumではクイズの答えを探しながら、ニュージーランドや
マオリ族の歴史・文化についても触れることができました。週
末は、ホストファミリーと郊外の自然豊かな場所に出かけたり、
家で肉じゃがや寿司などの日本料理を作ったりして過ごしたよ
うでした。

研修の後半になると、授業でも先生の言っていることを1回
で聞き取って答えられるようになり、言っていることが理解で
きない時は『What	is～?』や『Could	you	say	that	again?』と
自然に質問するなど、1週目よりもリラックスしながら英語を
使えるようになっているのが見られました。また一緒に時間を

過ごすことが多いbuddyとのコミュニケーションでは、『単に
英語力だけでなく、話す内容やトピックを自分の中に多く持っ
ておくことが大事だということに気づいた』と言っている生徒
もいました。最終日は両校でそれぞれFarewell	Partyが催さ
れ、代表生徒によるスピーチや関西大倉高校からの出し物を
し、最後に研修修了証書が授与されました。

約2週間の語学研修が終わりに近づくにつれ『帰るのが寂
しい』『また絶対ニュージーランドに来たい』という声が多く聞
かれるようになり、ホストファミリーとのお別れの際に、涙を
浮かべハグをする姿を見ていると、生徒たちがそれぞれの方
法で、ニュージーランドで出会った人たちとの関係性をつくれ
たことを感じました。

ニュージーランドホームステイの最大の目的は、現地でホス
トファミリーやbuddy、学校の友達など現地の人たちとのつな
がりをつくるということです。そして2週間のホームステイを終
えた今、彼らの中には『また会いたい』『今ニュージーランド
で元気にしているかな』と想える人ができていると思います。
そういったつながりをたったの2週間で終わらせてしまうので
はなく、自分たちの手で、これからもずっと続いていく『つな
がり』にしていってくれることを願っています。

最後になりましたが、本研修を支えてくださり、教育基金
にご寄付を寄せてくださった皆様や諸先生方、保護者の方々
に厚くお礼を申し上げます。	 （文責：酒本望見）

2学期前半までの行事についてご報告します。
中学体育祭

9月になっても残暑の厳しい日が続きました。雨で1週間延
びましたが、天気に恵まれて体育祭を実施することができま
した。学年ごとの取り組みは、中1「大縄とび」 中2 「37人
38脚」中3「ムカデ競走」で大いに盛り上がりました。なかな
か練習する時間を確保できませんでしたが、競技を通してクラ
スがよりまとまりました。クラス旗もしっかりと描けていてレベ

ルの高い作品が多かったです。勝ち負けはありましたが、生
徒も教員も大いに盛り上がりました。
中学芸術祭

体育祭が終わって2週間、恒例の芸術祭が行われました。
中1「合唱」中2「学年製作」中3「舞台発表」。中1はクラスご
とに異なる曲調で、3クラスそれぞれ個性を生かした合唱とな
り、僅差で3組が優勝しました。中2は今までクラスを越えて

「モノ」を製作してきましたが、今年は「人文字動画」を作りま

2 学 期 前 半 ま で の 主 な 取 り 組 み
中学校から
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9月が終わっても気温の高い日が続いていましたが、10月に
入ってからはようやく秋らしい気候になりました。気温は日に
日に下がっていくのですが、それとは逆に大学受験を控えた
高校3年生の熱の入れようは増すばかりで、複数予備校によ
る合同の模試受付には多くの生徒が集まってくれました。今
回は3年生対象の模試でしたが、中には2年生の申込者も複
数おり、自己の進路に対する高い意識に感心させられるばか
りでした。

現行の大学入試は今年度で最後、来年度からは新テストが
始まります。この理由から、ここ数年全国的に安全志向が高
まっており、推薦入試の出願者も増え続ける傾向にあります。

本校もこの状況の中、特に指定校推薦の出願者が増えると
予想していましたが、結果は例年とほぼ変わらず。元来、国
公立を考えていた生徒が、世間の情勢を見て突然志望を変え
るようなことはなく、第一志望で考えていた生徒だけがしっか
りと出願してくれました。ほとんどの生徒が、周りに流される
ことなく、自分で判断して自らの進路を考えてくれていること
に安心しています。「行きたい大学に行く」、これを保証するの
が学校・教職員・進路指導部の役目だと思っていますので、
生徒たちのこの気持ちがブレないよう、今後もサポートを続
けていきたいと思います。

この時期、高校3年生の多くは、上述の「行きたい大学」が
決まっていますが、2年生以下の生徒の中には、まだまだ確
定していない人が大勢います。大学受験にとって最も大切なこ
とは、気持ちと意志の強さで、その原動力となるのが「○○
大学で、△△がしたい」というモチベーション。誰かに言われ
た志望校や進路先ではモチベーションは上がりません。自分
の進路は自分で見つけることが必須です。その進路先を見つ
けるための材料として、進路指導部としてはさまざまなイベン
トを用意してきました。

その最たるものが『学問体感』で、国公立大学の先生を中
心に出張講義をお願いし、年に20回ほどの模擬講義を実施

してきましたが、それに加えて今年度は生徒、特に高校1年
生による大学訪問の数も増やしています。夏休み前には希望
者を募り、大阪大学工学部の施設見学と説明を受け、世界最
先端の研究とその設備に圧倒されてきました。さらには、大
阪大学理学部宇宙研の先生方のご厚意で、2学期中間テスト
後には豊中キャンパスにおいて1年生、2年生を対象とした模
擬講義と見学会を行いました。

その後、12月には近畿大学キャンパス見学会と京都大学見
学会も控えており、パンフレットやHPによる情報ではなく、
大学での「学び」を実際に肌で体験し、「なりたい自分」になる
ために、今自分に必要なものが何かを考えてもらうきっかけ
づくりをしようと考えています。

大学入試の制度も変わり、社会において求められる力も変
化してきましたが、それに対応するためには従来の「知識」に
加えて「経験」が必要です。高校3年間、中学も含めると6年
間という時間は一生においては短いものではありますが、こ
の限られた時間の中で生徒たちが一つでも多くの「気づき」を
得られるよう、今後も新しいイベントを立ち上げていきたいと
思います。「こんなプログラムがあるけどどうだろう」「○○を
すればいいよ」などアドバイスをいただければ助かります。我々
教職員も生徒たちと一緒に成長していきたいと考えていますの
で、今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

教務部から— 関倉の学びの現在（いま）

した。準備もたいへんだったようですが、映像を見ている生
徒たちから感動と達成感が感じられました。
社会見学・職場体験
11月上旬に、中1・中2は社会見学、中3は職場体験に行

きます。中1は東大阪の町工場の見学。「モノづくりの技術と
モノづくりへの思いを学ぶ」をテーマに、6グループに分かれ
て体験学習を行います。中2は「起業家ミュージアム」を訪れ、

起業家の思いについて学習し、グランフロント大阪で体験学
習を行います。中3はそれぞれが希望する職場に2日間出向
いて、「働く」ことを通して社会とのつながりを体験します。や
はり、実際に働いてみることでさまざまなことを実感でき、よ
り将来に向けての職業意識が高まっています。ぜひ、職場体
験先をご提供いただければありがたいです。よろしくお願い
いたします。

変 化 を 続 け る 進 路 指 導 の 現 場

進路指導部から— 関倉の学びの現在（いま）
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中学陸上競技部

私学大会〔8月18日〜19日 ヤンマーフィールド〕
●男子800m
　第４位　井上 結翔　2分15秒15
●女子800m
　第８位　渡邊 芽衣　2分41秒01

大阪中学総体〔10月5日〜6日 ヤンマーフィールド〕
●男子110mH
　第５位　大月 健人　15秒98（+1.3）
※大月健人（2年）が2020年度大阪中体連強化選手に推薦され

ました。
顧問：中阪（紀）・安喰

高校サッカー部

令和元年度 大阪高校総体兼全国高校サッカー選手権大会大阪大会
1回戦 vs 国際大和田高（6－0）
2回戦 vs 牧野高　　　 （0－1）
※2回戦敗退

高円宮杯JFA U-18 サッカーリーグ2019 OSAKA
3部リーグAグループ（10チーム×4グループ編成）所属
全日程終了　年間成績6勝10敗2分　Aグループ7位
※以上の結果、3部リーグ残留が確定しました。

10月6日のリーグ戦最終節をもって今年度の公式戦の全日程

を終え、3 年生が引退しました。

たくさんの温かいご声援、ありがとうございました。また同

時に新チームも始動しております。今シーズンの成績を上回るよ

う、来年も部員一同頑張ってまいります。引き続きご指導とご

声援をよろしくお願いいたします。なお新キャプテンに吉岡滉生

（現 2年〈文Ⅲ〉）、副キャプテンに香川慶仁郎（現 2年〈特S〉）、

脇田真裕（現 2年〈特理〉）が就任いたしました。

 顧問：曽谷、小林（智）、向井、小林（亮）

躍動する後輩たち—クラブ活動紹介

高校ソフトボール部

現在部員16 名（2 年生10 名、1年生6 名)で活動しており、

インターハイ出場を目標に日々練習に励んでおります。OB・OG

の皆様お時間ございましたら、グラウンドに来ていただき、ご

指導のほどよろしくお願い申し上げます。

2019年度　全国高校総合体育大会　大阪府予選会
１回戦　○　5－2　対大阪産業大学附属高校
２回戦　●　0－2　対上宮高校

第74回大阪高校総合体育大会
１回戦　シード
２回戦　○　10－0　対大阪学芸中等教育学校
準決勝　○　  5－3　対興國高校
決勝　　○　  3－2　対茨木西高校
※平成24年度以来7年ぶりの優勝となりました。

※2019年度大阪府選抜選考会の結果、春名建太（3年生）が選
出されました。

第74回国民体育大会　近畿ブロック予選
※春名が2番ファーストで出場
１回戦　　　○　3－2　対兵庫県　
代表決定戦　○　2－0　対和歌山県
※以上の結果、第74回国民体育大会の出場権を獲得しました。

第74回国民体育大会
※春名が2番ファーストで出場
１回戦　●　１－２　対岡山県

 顧問：吉野・堀江・重松

現在、中学校・高等学校のクラブは一部を除き、1・2年生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。  （2019年10月25日現在）

※白が関西大倉



第 39 号

12

女子ダンス部

今年度から、ダンスを専門としておられる保健体育科の小田

中彩先生が顧問に加わりました。部員たちは、小田中先生のダ

ンスのスキルを吸収しようとすることはもちろん、ダンスに取り

組む姿勢を学び、舞台に立つにふさわしい人物像をしっかりと

イメージしようとしています。そして、舞台に立つ部員をサポー

トする裏方の役割、今自分がすべき役割なども考えながら日々

の練習に取り組んでいます。

例年出場している夏の大会（ダンススタジアム）は、今年度は

『ビッグ』『スモール』2チームに分かれて出場しました。本戦に

勝ち上がることはできませんでしたが、新たなことに「挑戦する

姿勢」を最後まで崩すことなく大会に臨めたことは部員たちに

とって大きな経験となりました。また、今年は今まで挑戦しな

かった全国高等学校ダンスドリル秋季大会（11月16日開催）に

出場します。文化祭が終わってからの大会への取り組みとなり

ます。2年生はこの間に修学旅行もあり、タイトなスケジュール

ですが、部員全員が一致団結して頑張っています。

さて、今年の文化祭はいい意味で天気予報に裏切られ、暑

い中、たくさんの観客の熱いエールを受け、野外ステージで舞

台発表させていただくことができました。

いくら素晴らしい作品を創り上げても、観てくださる方がいな

いと成り立たない部活動です。観てくださる方に少しでも感動

と笑顔を与えられるような、そんな部活動であり続けたいと願

っております。同好会創立当時からの「誰からも愛される存在

になろう」という目標の下、一日一日を大切にして頑張ってまい

りたいと思っております。今後とも応援をお願いいたします。

 顧問：三馬・渋谷（香）・小田中

洋　弓　部

第66回大阪私学高等学校総合体育大会
アーチェリーの部　30mの部　女子
　第１位 楠本なつみ　第２位 岸田真奈　第３位 山田果蓮

第74回大阪高校総体総合体育大会
アーチェリーの部　男子団体
　第３位　石村・立脇・大山・矢野

第54回大阪高等学校アーチェリー選手権大会
女子新人の部　　第３位　原田愛子

この『サイカス』発行時点で、高2が

18名、高1が14名、中2が2名の合計34

名で活動しています。昨年度より卒業

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る

結果が、上記の通り結実しつつありま

す。上記に加え、大阪府強化選手に高3の小川大輝が前期で、

高1の岸田真奈が後期1年で選出されました。

10月6日（日）に関西大学と

の対抗戦が、OB会長の岸本

氏がご覧になる前で3年ぶりに

行われました。弓歴1年以上の

部でOBの藤村一陽氏を含む

関大選手と対決し、高3の小川

大輝が第1位、弓歴1年以内の

部で高1の山田果蓮が2位、泉綾乃が4位と健闘しました。

年末・年度末に関西に戻ってくるOB・OG諸氏も多いかと思

われます。ぜひ折を見て本校射場にもお越しいただき、現役生

の様子を見ながら昔話に花を咲かせたり、競技を続けておられ

る方は、ぜひ久しぶりの本校射場での練習にご参加ください。

 顧問：豊山・堀田・河角

柔　道　部

夏のOB・OG会に来てくださった皆さん、本当にありがとう

ございました。今年は８月の最終日曜日に開催日を戻しました。

久しぶりの方も何人か来てくださり、恒例の腕相撲大会も行わ

れ大いに盛り上がりました。皆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。結婚の報告あり、就職の報告あり、本当に楽しいひ

と時になりました。

今年は都合がつかなかった方も来年はぜひ、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

男子バスケットボール部

男子バスケットボール部は高3生が引退して、現在、高2 生

12名、高1生5名、マネージャー3名の計20名で活動しています。

春のインターハイ予選と夏のウインターカップ予選で、2 大会連

続大阪ベスト16の清明学院に敗れました。夏の大会は2年連

続でベスト32まで勝ち上がることができました。現在も部旗に

ある『志一動気』の精神で、全員で目標に向かって気持ちを一

つにして頑張っております。

OBの皆様、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。

 顧問：西村（大）・松本（由）・井上（伸）
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高校ハンドボール部高校ラグビー部

恒例となったOB会を、8月12日に茨木市の南市民体育館
で開催しました。柿木外志生先生や昭和48年度卒の方から
今年の卒業生まで36名の参加をいただきました。大学に入っ
てからもハンドボールを続けている人も多く、白熱した交流
戦となり、現役高校生たちにとっても貴重な経験となりました。

10月の新人大会で大阪中央大会への出場を目標に全力で
取り組んでいきます。

部員：22名（マネージャー 3名含む）
	 顧問：堀内・杉邨・奥田（英）

高校ラグビー部は、現在部員19名（2年生6名、1年生13名）、
マネージャー7名（2年生1名、1年生6名）の合計26名で活動
しています。3年生が引退した新チームは高校からラグビーを始
めた者が多くを占めますが、来年の1月に行われる新人戦に向
け、チーム一丸となって練習に取り組んでいます。

今年の夏に行われたOB戦には、お忙しい中40名を超える
OB・OGの皆様にお集まりいただき、誠にありがとうございま
した。おかげさまで、大盛況のうちに終えることができました。
年末には毎年恒例の納会を本校グラウンドにて行わせていただ
きます。奮ってご参加ください。

今後ともOB・OGの皆様には、より一層のご指導とお力添え
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

	 顧問：土井川・有積

標高差1500mを巡る～日光・鎌倉～（2019年度「夏の合宿」）
今夏は、下記の行程で「夏の合宿」を実施しました。合宿

の行き先を決めるにあたり、部員が複数の候補地に絞り込み、

その中から自分自身が行ってみたい場所を選びました。そして、

ある部員の提案で、候補地の魅力を伝えるためのプレゼンを行

い、投票で決めることになりました。その結果、ほぼ同数で「日

光」と「鎌倉」が選ばれたため、両方に行くことのできるプラ

ンを作り上げました。おかげで合宿の前半は、標高の高い日光

周辺で「涼」を感じ、後半は鎌倉方面で「海」を眺め、二つの

夏に出会うことができました。「空間（地理）」と「時間（歴史）」

を往来するという、このクラブならではの合宿に、部員も大い

に満足していました。

●行程表

8月 4日㈰［午前］（移動）［午後］日光東照宮・二荒山神社� ［日光泊］

8月 5日㈪［午前］�戦場ヶ原・竜頭の滝・立木観音・華厳の滝［午後］（移動）　　　　　　　　　　　　［新横浜泊］

8月 6日㈫［午前］�鶴岡八幡宮・銭洗弁財天・高徳院（鎌倉大仏）［午後］�江ノ島

顧問：野村・牧野

地歴旅行部

寝台特急『北斗星』に宿泊！？（2019年度「夏の合宿」）
今夏、交通研究・写真部の合宿は、関東方面で実施しました。

例年通り、部員が工夫を重ね、鉄道ファンにとっては興味深い、

素敵な行程を計画してくれました。

また、行程の 2 日目には、運行廃止となって姿を消した寝台

特急「北斗星」を再現したホステルに宿泊しました。このホステ

ルでは、寝台特急「北斗星」で実際に使用されていたベッドや

食堂車の机などを再利用し、本物に近い空間を再現していまし

た。部員たちは、今では乗車することのできない憧れのブルー

トレインの 2 段寝台で横になり、大いに喜んでいました。きっと、

素敵な夢を見ながら、眠れたことでしょう。

●行程表

8月21日㈬ 新大阪→千葉（新幹線・東海道・相模・横浜・八高・
西武新宿・山手・総武）　　　　　　　［千葉中央泊］

8月22日㈭ 千葉→馬喰横山（成田・鹿島・鹿島臨海・常磐・関東鉄道・つくばエクスプレス・都営新宿）［馬喰町泊］

8月23日㈮ 馬喰町→新大阪（総武・「スーパービュー踊り子」・新幹線）

顧問：野村・鍵

交通研究・写真部
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現在、高校部員は 18 名、中学部員が 8 名と増加し、文化

祭展示も賑やかなものになりました。

また、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」に今年も出品しました。高校の部では立体と

絵画を合わせ 18 点の作品、中学の部では 8 点の油絵が並び

ました。受賞生徒を下に報告させていただきます。ご鑑賞くだ

さった保護者、先輩、生徒の皆様、ありがとうございました。
高校の部　優秀賞 小松�温花（3年13組）絵画「星のなき骸」

高校の部　奨励賞
楢崎�真之（3年 9組）絵画「見えない手枷」
山根�有賀（2年 7組）絵画「消え惑ふ」
位田�朱理（1年 7組）立体「奇妙な」

中学の部　優秀賞 大屋�舞華（2年 1組）絵画「ある空の表情（かお）」
中学の部　奨励賞 杉原�妃音（2年 2組）絵画「異世界の砂漠」

顧問：渋谷・柳瀬

去る6月16日（日）、大阪府大東市サーティホールにおいて、

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、

金賞を25 年連続受賞しました。

演奏曲目：「交響曲第1番　第1楽章」セルゲイ・プロコフィ

エフ作曲

9月には本校視聴覚教室において「文化祭」、11月には「第2

ブロック音楽会」に出場しました。来年の3月30日（月）には茨

木市クリエイトセンターホールにおいて、「第29 回定期演奏会」

（14：00 開演）を開催します。ご来場、心よりお待ちしております。

顧問：飴田・益井

和歌山県紀の川市にある柿の農家を訪れ、収穫作業のお手

伝いをしました。この春に摘蕾（余分な蕾やがくが3 枚しかない

奇形の蕾を摘む）作業でお世話になった農家です。春に残した

蕾の柿が成長し、その中からさらに良い柿を選んで、渋みを取

り除く過程を経てできた実を、一つひとつ丁寧に収穫しました。

状態が良く、出荷できるものと、傷があるものとに選別をする

作業もさせていただきました。クラブを引退した高校3 年生も3

人加わり、合計 9名の生徒たちで参加しましたが、みな手際が

良く思ったよりも早く作業が終わったので、農家やJAの方も驚

いておられました。また、今後も柿の摘蕾・収穫体験を続けて

いきたいと思っています。 顧問：吉野・牧野

百花繚乱
学園祭が実施された9月29日午後1時40 分、心配された雨

の予報でしたが、部員たちの願いが天に届いたのか好天に恵ま

れ、和太鼓部と書道部のパフォーマンスが始まりました。この

コラボは昨年に続いて2 回目で、書道部の今年のメンバーは、

高2男子：岸井康太郎、江上慶太、高2 女子：中村桃子、苗

村歩美、柳谷さやか、高1女子：竹内環の6 名でした。

使用した紙は5メートル四方のサイズです。紙作りをするのに

2 時間ほどかかりました。書道教室の展示もあり、6月上旬より

準備開始。文化祭1週間前には展示作品終了。当日の雨に備

えて、ホールと野外ステージ前の2通りの準備をして迎えました。

大筆のはね、とめ、

払いは和太鼓のリズム

と見事に調和し、一

体となって紙面を駆け

巡りました。和太鼓部

の気迫に満ちた演奏

のお陰で、他にはない

関西大倉独自の素晴

らしいパフォーマンスに仕上がったと思います。

最後になりましたが、和太鼓部顧問の中井 孝先生、ご協力

くださった生徒会の皆さん、本当に有り難うございました。

顧問：永井、矢野、小林（千）

クラシックギタークラブ

科学部園芸班 書　道　部

美　術　部
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夏の大阪府吹奏楽コンクール北摂地区大会で本校と

して初めて金賞・代表をいただき、8月10日、大阪国際

会議場で行われた大阪府大会に出場しました。多くの

OB・OGや保護者の方にご来場いただき、成果を見て

いただきました。結果は銅賞でしたが、生徒にとって

多くのことを学ぶ場になりました。

また文化祭ではホール、野外ステージで演奏を披露

させていただきました。多くの観客の前での演奏は生

徒にとっても刺激となり、力を与えられました。10月6

日（日）には、茨木市の敬老会に参加させていただき、地

域との関わりも築くことができました。今後もさまざま

な取り組みをしていきますので、今後とも応援のほど、

よろしくお願いいたします。 顧問：木村・杉本

今年は昨年に比べると穏やか

な年度になりました。文化祭での

発表に向けて作った作品は、顧

問も一緒に楽しんで制作しまし

た。しかしNHK杯放送コンテス

トに向けての制作においては、小

さなミスから一つの番組が完成

に至らず、悔しい思いをしました。

次年度に向けての新体制への引

継ぎをしっかりし、NHK杯に向

けてさらに充実した活動になるよ

う励んでいきたいと思います。

顧問：三輪・國瀬

9名の新入生が加わり、 現

在 23 名（文芸14 名・漫画 9名）

の部員が活動しています。

主な活動内容は、文化部紹

介と学園祭で配布する部誌制

作、『学苑』に掲載する作品の

執筆です。１冊の本について

語り合ったり、お互いの作品を

批評し合ったり、和気あいあい

とした雰囲気のクラブです。

顧問：福原・松村・小林（千）

吹奏楽部 放　送　部 文芸・漫画研究部

P  CT O I S PART 1

「STAGE	:	0（ステージゼロ）」とは、“eスポーツの甲子園”とも
言える国内最大級の高校生対抗eスポーツ大会です。

全国から1,475校、1,780チームが参加し、７つの地方ブロッ
ク大会を勝ち抜いたチームが日本一を目指す「Coca-Cola	
STAGE	:	0	eSPORTS	High-School	Championship	2019」決
勝大会が、千葉県浦安市にある舞浜アンフィシアターで8月
に行われました。関西ブロック代表として、関西大倉高校
１年生の厚澤雅記君、上村 悠君、島田和虎君、野田怜太郎
君ら4人のメンバー（チーム名「ノアズアーク」）が、全国か
ら集まる強豪校を相手に熱い闘いを繰り広げ、「クラッシュ・
ロワイヤル」の部で、みごと準優勝に輝きました。

快挙を成し遂げたメンバーに話を聞きました。
Q	 :	 e スポーツの魅力はどんなところにありますか。
厚澤 ：「スポーツ」とあるように、両者の健闘を称え合うとこ
ろです。そして、従来のゲームのイメージを覆した新しいも
ので、脳を最大限に活用することで、達成感ややりがいを感
じられるところです。
Q :	 準優勝が決まった時の心境を教えてください。
上村 ：�こんなに勝ち進めるとは思っていなかったので嬉し
かったです。
野田	：その瞬間は充実感でいっぱいでした。

厚澤	：日本一の王座を勝ち取るためには、あの場面ではこ
うすればよかった、という反省が浮かびました。
島田	：やっと終わったという解放感と安堵感です。
Q	 :	 e スポーツを通じて得られたものは何ですか。
島田	：協力することの大切さです。
上村	：チームメイトとのコミュニケーションの大切さを痛感
しました。
厚澤	：今までに経験したことのないプレッシャーを経験しま
した。
野田	：緊張の中で力を発揮することの難しさを知りました。
あと、コカ・コーラ120本です（笑）。

―話をしてみると、みんな明るく優しい生徒でした。

大阪府内の学校に在籍する生徒による優れた科学研究作品を表彰する
「令和元年度 大阪府学生科学賞」（大阪府教育委員会ほか主催）が実施され、
関西大倉高校から応募した2作品・6名が佳作に選ばれました。
佳作「ビタミンＢ２の崩壊」
　J1-2 中井悠人（代表）　J1-2 杉野斡　J1-2 中尾拓夢　J1-2 延原祐行

佳作「竹とんぼとヘリコプターの原理の探求」

　J1-3 大前正哲　J1-3 橋口顕賜　

全国eスポーツ大会「STAGE:0」で準優勝！

令和元年度 大阪府学生科学賞で2グループが佳作に！



第 39 号

16

7月27日（土）	13:45
保護者対象校内説明会

訪韓する生徒の保護者対象の説明会
を、ハイブリッドホール会議室で行い
ました。古川英明校長の挨拶の後、佐
久間崇好教頭から今回の訪韓が「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、
ホストファミリーの情報などについて
連絡、説明がありました。続いて杉本
泰子教諭から、しおり（写真●❶）に基
づき日程の説明が行われ、旅行業者
（JTB）からは、海外旅行保険・外貨両
替などの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
族の様子が分かり、
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。

●❶

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

学校間交流の着実なステップへ
例年通り、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20名を超える応募があり、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。

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
から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3
名の韓国人留学生、チョン�フンチェ
さん、ハン�スンファンさん、キム�ゴ
ンヒさんを紹介していただくことがで
きました。
日程は、留学生たちが夏休みのため帰
国する前の8月5日（月）～8月7日（水）
の3日間となりました。

留学生との会話は日本語と英語で、
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「안녕하

세요（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日本語や英
語での自己紹介を行いました。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、
留学生によるハングルのミニ講義がグ
ループごとに行われました（写真❷）。

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
留学生と一緒に取りました。
午後からはまず「マシュマロチャレ
ンジ」を行い、さらにグループの親睦
を深めました。｢韓国常識クイズ｣では、

8月5日（月）～ 8月7日（水）
事前学習

■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
8/5（月）

アイスブレイク①
「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

アイスブレイク②
日本と韓国との慣習
バレンタイン事情

グループディスカッション①
日本と韓国との祝祭日
日韓の大学受験事情

Day2
8/6（火）

グループコミュニケーション① 日本と韓国との食文化
ソウルと大阪

昼
食

大衆文化
学校生活

グループディスカッション②
テーマ検討、作業

Day3
8/7（水）

グループコミュニケーション② テーマ検討、作業
昼
食

プレゼンリハーサル
まとめ

●❷
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韓国の国旗に使われる色は全部で何
色？（答えはfour�colors）、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。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。次に、韓国の名所・スポッ
ト紹介もしていただきました。日本と韓
国の祝祭日の違いについても話し合い、
韓国が意外と祝祭日が少ないことを知
りました。韓国版｢ドラえもん｣の漫画
を使い、ハングルの吹き出しを留学生
に発音していただき、日本語と韓国語
の微妙な描写の違いを教えていただき
ました。「日本人と韓国人の違うとこ
ろ・同じところ」について意見交換が
行われ、KJ法により、グループごと
に発表をしました。留学生たちが日本
に来て不思議に思ったこととして、日
本人には本音と建て前があり意見を遠
回しに言うこと、現金使用率が高いこ
と、宅配を絶対自分でもらわなければ

ならないことなどが、韓国と違うと話
してくれました。
2日目は、｢砂漠に不時着しちゃった！｣
という想定で、磁石の羅針盤・食塩
(1000錠)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
ションから行いました。その後、善隣
で意見交換を行う懇親会のテーマ｢大衆
文化・食文化・学校生活・ソウルと大
阪｣について、まず各個人で調べてきた
ことを発表し、ペアを組む生徒と留学
生とで意見・情報交換を行い、さらに
内容を充実させるための検
討を重ねていきました。ま
た、日本と韓国の妖怪事情
について、2回目のKJ法
によるグループごとの発表
をしました。留学生に持参
するお土産について相談し
たところ、抹茶、和菓子、

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が飛び出
していました。
3日目は、「月からの脱出！」という2

回目のグループコミュニケーションを行
いました。1回目と違い、すぐに会話が
始まり、リーダーシップをとる生徒が現
れたり、各グループともコミュニケーショ
ンをうまくはかりながら意見交換を行っ
ていました。最後に、ペアによる懇親
会テーマのプレゼンのリハーサルを行い、
プレゼンの最終確認を行いました（写
真❸）。

学園祭とPTA活動関西大倉高等学校　善隣インターネット高等学校ホームステイ

泉　竜之介（高1）・馬場春毅（高1）・
萩　大輔（高1）・米田幸輝（高2）・松井
幸穂（高2）・津野花音（高2）・西　真維
子（高2）・近藤さくら（高2）の生徒8名
と教職員2名（古川校長・杉本生徒会顧
問）は、大韓航空KE738便（11：55発
→13：40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名が出迎えに来て
くれていました（写真❹）。日本ほど暑
くなく、聞くと前日くらいから30度前
後に下がったそうです。
14：30前に貸し切りバスに乗り込
み、まず国立中央博物館に行き、善隣
の生徒による日本語と英語の説明を受
けながら見学しました。皆熱心に見学
したため、1階を見終わったところで

もう16：30の
集合時間に
なってしまい
ました（写真
❺）。
17：00 く

らいに善隣イ
ンターネット
高校に到着。

校門を入ってすぐの所にある「百年を
踏まえ千年を翔こう」と刻まれた記念
碑を見て、本校生徒は関西大倉の食堂
の中庭にあるレプリカと同じものであ
ることに気が付きました（写真❻）。

8月18日（日）	9:30
関空第1ターミナル4 階集合

●❸

●❹

●❺

●❻
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バスを降りると、ホームステイ先の生
徒たちと善隣の先生たちが拍手で出迎
えてくれました。早速、善隣インター
ネット高校視聴覚室で対面式が開か
れ、キム教頭先生の歓迎の言葉の後、

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
合っていたこともあり、すぐに打ち解
けた様子でした。しばらくして生徒た
ちはホームステイ先の生徒と一緒に帰

宅していきました
（写真❼）。

●❼

8：30前に善隣インターネット高校に
登校すると、昨年、関西大倉学園の
先生方、同窓会の方々によって植樹
された木をグォン�ビョンオク校長先生
に教えていただきました。今春、桜の
花が咲いたそうです（写真●❽）。
キム教頭先生の進行のもと、まず
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。次に、グォ
ン校長先生から歓迎のご挨拶をいた
だき、続いて善隣インターネット高校
の生徒会長が日本語で挨拶をしてく
れました。関西大倉からは古川校長
先生の挨拶の後、津野生徒会役員に
よる挨拶がありました（写真●❾●�）。お
互いに記念品交換が行われた後、懇
談会に移りました。
懇談会は、本校生徒とホームステ
イ先の生徒がお互いを紹介し合うこ
とから始まりました（写真●�）。次に、
4人ずつの4グループに分かれ、本校
生徒たちが準備してきた「学校生活・

食文化・大衆
文化・ソウル
と大阪」の4
つのテーマに
ついてのプレ
ゼン発表を、
パワーポイン
トを駆使し、
日本語、英語
（と一部、韓
国語）を交え
ながら行いま

した（写真●�）。
懇談会終了後、生徒たちは科学室
に移動し、LEDランプ作りの授業に参
加しました。科学の先生の英語での
説明の後、善隣インターネット高校科
学部の部員生徒の協力のもと、パー
トナーと相談しながら製作が始まり
ました。LEDランプを紙コップにはり
つけた後、ランプの周りの枠の形を決
め、デザイン製作を行いました。トワ
イスのロゴなど好きなアーティストの
ロゴや学校のロゴの切り絵をする生徒
もいました。部屋を暗くして自分のラ
ンプを点けると歓声が上がっていまし
た（写真●�）。善隣インターネット高校
での科学の授業は、今回のように実
験や体験を多く取り入れた授業を行っ
ていると、科学の先生が
お話しされていました。
昼食は、教員、生徒た
ちともに、学校の食堂で
肉団子、キムチ、豆腐チ
ゲなどの給食をいただき
ました。その後、生徒た
ちは校内を散策したり、

生徒によるバンド演奏を見学したり
しました（写真●�）。そして「百年を
踏まえ千年を翔こう」の記念碑前で記
念撮影を行いました（写真●�）。
午後は自由行動で、生徒たちはロッ
テワールドや博物館に行ったり、「雪
氷（ソルビン）」を食べたり、脱出ゲー
ムを楽しんだりしたようです。
私たち教員たちの夕食は、リュウ�
ポヨル善隣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
コースをいただきました。善隣の先
生方とワン�ソンウ總同門会会長、キム�
ヒョンジュン未来Forum会会長、キム�
キョンジェ總同門会事務局長の皆さん
との食事の場では、今年10月に予定
されている總同門会ご一行の訪日の

8月19日（月）	8:30
視聴覚室での歓迎式、懇談会、体験授業参加

●❽ ●�

●❾ ●�

●�●�
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ことや、お互いの学校についての話
題を中心に話が弾み、両校の結びつ
きがさらに深まっていくように思い
ました（写真●�）。

8月20日（火）	8:30
未来教室で３Dプリント授業参加

生徒たちは未来教室に集合し、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、パートナー
と協力しながらそれぞれ思い思いの立
体を３Dペンを使用して制作しました
（写真●�）。次に4グループ対抗で、20
分間でマシュマロの高さを競う「マシュマ
ロチャレンジ」をしました。どのグループ
も皆1位を目指して、マシュマロをしっ
かり支える工夫を考え、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
を作れるか、3Dペンを用い試行錯誤し
ながら作っていました。優勝チームの高
さは48cmでした。たくさんのお土産、

手作りの名前入りキーホル
ダーを1人ずついただきまし
た（写真●�）。
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
る善隣インターネット高校の
歴史が直接感じられる｢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、本校OB
の先生方の当時のお姿も拝見しました。
次回の再会を約束し最後のお別れを
惜しみながら（写真●�）、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）｣にて、昔ながら
のいい雰囲気の中で最後の昼食をとり
ました。地元では有名なお店で、昼食
を待つ会社員の方々の行列ができてい
ました（写真●�）。
12：00前に、学校からバスで仁川（イ
ンチョン）空港へ出発しました。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たものです。
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
隣インターネット高校から先生方も見送
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

→17：15着）で、予定通りの時刻に関西国
際空港に無事到着しました。ほとんどの
参加生徒の保護者が迎えに来られていま
した。
わずか2泊3日のホームステイでしたが、

LEDランプや３Dプリントの授業を体験
できたことをはじめ、善隣の生徒やホス
トファミリー、先生方の大変心温まるお
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
経験が生徒たちにとって大きく成長する
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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私は神戸大学の保健学科看護学専攻に通う大学 4 年

生です。本キャンパスは六甲にあり、保健学科は須磨区

の名谷というところにあります。1年生の時は、週に4回

六甲キャンパスで一般教養の授業を受け、週に1回専

門科目の勉強をしていました。2年生から3 年生にかけ

ては全て専門の必修科目なので、毎日名谷キャンパスに

通って1日に4.5コマの授業を受けていました。2年生の

夏からは実際に患者さんを受け持ち、附属病院で実習

を行います。そこでは、日頃演習で学び、練習してきた

看護ケアを行ったり、看護計画を展開していったりしま

す。

4 年生の前期で長く続いた実習も終わり、現在は卒業

研究のためのアンケートを集めているところです。私は今、

「海外渡航時における感染症に対する大学生の意識につ

いて」を研究テーマとして卒業研究を進めています。最

近ではLCCが普及して、学生でも容易に海外旅行に行

けるようになっています。私も大学生になってから、毎年

長期休みの時には海外旅行に行っています。

私はこれまで海外渡航した際に感染症にかかったこと

はないのですが、「海外旅行　感染症」で検索してみる

と、厚生労働省から感染症に関する情報が多く提供され

ていることを知りました。海外旅行に行く際に、観光ス

ポットや治安、お土産などは調べても、感染症について

調べたり、予防接種を受けたりしている人は少ないので

はないか、実際にはどのくらいいてどのように意識されて

いるのか気になり、今回卒業研究で看護学系ではなく、

敢えて今興味のある旅行医学に関する研究をすることに

しました。最近のニュースで、住んでいる国では狂犬病

は広まっていないが、渡航先で動物に噛まれたことによっ

て帰国後発症し、亡くなるといったニュース、エボラ出血

熱の疑いがあったなどのニュースもあり、この研究によっ

て、海外渡航時の大学生の感染症への意識について明

らかにすることで、危機管理に役立てられたらいいなと

考えています。

私は看護師を目指してこの道に来ましたが、この4 年

間は、休みを見つけてはテニスをしたり海に潜ったり、

空を飛んだり北極圏に行ったりバイトをしたりと、好きな

ことをしながら過ごしていました。同じ看護師を目指す

仲間を見ていて、常に理想の看護師になるために自分な

りの看護について探求している人もいれば、看護師にな

るのは自分の夢を叶えるための通過点だという人もいて、

看護師になることを夢見ながらも、みんなそれぞれ違う

思いや生活をしているわけで、それぞれの個性に合った

看護が展開されていくのがまたおもしろいと思うようにな

りました。来年の春から看護師として働くわけですが（2

月の国家試験に合格すれば）、各々の経験や生活がにじ

み溢れた、人間味のある患者さんにとってやさしい看護

を提供し、専門性を発揮していきたいと思います。

理想の看護師を目指して

大 学 探 究 記

神戸大学医学部保健学科
看護学専攻　4回生

岩 本 　 麗 美（平成27年卒）
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私は大阪大学工学部応用理工学科の4回生です。応

用理工学科では、入学後に機械系の勉強をする機械化

専攻と材料系の勉強をするマテリアル専攻にコース分け

されます。3回生までに専門教科の知識を身につけ4回

生で研究室に配属されます。私は機械化専攻を選択し、

制御学の研究を行っています。

機械化専攻では主に4力と制御学の知識を身につけ

ます。4力とは、機械力学、熱力学、流体力学、材料

力学の4つの力学のことをいいます。4力の知識を身に

つけることでさまざまな物体の動的性質を明らかにする

ことが可能です。そのため、機械系の知識は、皆さん

が想像する飛行機や自動車といった工学以外にも、医

学や生物学の分野に応用することも可能です。ほとんど

の授業は座学ですが、実験や実習も行います。実習では、

エンジンを分解して観察したり、グループに分かれてピッ

チングマシーンを設計し、ほかのグループと性能を競っ

たりします。他の班員たちと議論しながら、これまで学

んだ知識すべてを生かして作業をします。ものを作製す

るために材料の強度や加工手順などを考えるので大変

ですが、班員たちとコミュニケーションをとりながら協力

する楽しさがあります。このように、多くの分野で活躍

できる知識や能力を身につけられることが機械系の魅力

であると思います。

4回生になると配属される研究室では、この4力と制

御学の中から1つの分野に絞った研究をします。私の研

究室では制御学の研究をしています。私の研究室は航

空宇宙系の研究室で、人工衛星の姿勢や軌道の制御な

どが行われています。私の研究テーマはドローンの非線

形確率制御というものです。テーマを聞いただけでは研

究内容が分からないと思いますが、簡単に説明すると、

ドローンが風に煽られても安定して飛行できるようにド

ローンをプログラムするというものです。制御学では、安

定を保つためにはどのような力を制御する対象に与える

かを考える学問です。ドローンが飛行する場合、気流が

安定性を妨げますが、気流はいつ、どの強さ、で吹くか

一般的にわからない不確かさを持っています。この不確

かさを持った外乱に対する安定性を保つことが私の研究

の難点です。もちろん私だけの力では研究を進めること

はできないので、教授からアドバイスをいただきながら研

究を進めています。研究で分からないことがあれば問題

点など親身に相談に乗っていただけるので、楽しんで研

究できています。

大阪大学は単位が取りにくいことで知られた大学で

す。機械化専攻は勉強する範囲が広く、私の要領が悪

いこともあって、課題に追われることも多かったです。体

力的にしんどいと感じましたが、機械系の勉強は自分に

とって本当にやりたいことだったので頑張れました。しか

し、研究室に配属されて研究室の先輩や留学生、担当

の教授とかかわる機会が多くなり、世の中にはすごい人

がたくさんいると感じるとともに、自分の未熟さを痛感し

ています。特に制御学の知識、英語力、プレゼンテーショ

ン能力は全く歯が立ちません。今後は大学院に進学して

就職するまでにもっと成長できるように頑張りたいと思

います。

制御学の道へ 大阪大学工学部応用理工学科　4回生

西 條 　 博 賀（平成27年卒）
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P  CT O I S PART 2

萬野達郎さんは、2003年に関西大倉高校を卒業して単身渡米。
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校映画制作学科に入学しま
した。同大学に在学中からAmerican	Film	Instituteの映画撮影な
どに参加し、自身でも映像作品を監督。環境問題を題材にした

「Save	Earth,	 Save	Us」は世界の映画祭で上映され、The	
Accolade	 CompetitionではAward	 of	Meritを受賞しました。日
本帰国後は歌舞伎俳優・市川海老蔵の初自主公演「ABKAI」の
Web	CMやPVを監督し、以後も市川海老蔵の専属的な立場で、
彼の映像作品の監督を続けています。

そんな萬野さんの最新作品「Motherhood」（主演：前田亜季）が
今、話題になっています。20分ほどの短編ですが、旧優生保護法
に基づいて、障害者らが不妊手術を強制された問題をテーマにし
ており、ラスベガスの映画祭で最優秀外国作品賞を受賞しました。

この映画は、妊娠中の女性（前田）がタイムスリップして、精
神科病棟で中絶を迫られるというショッキングなストーリー。萬
野監督がこの問題を知ったのは昨年1月だったそうで、1996年ま
で日本にそんな非人道的な法律があることに衝撃を受け、半年か
けて脚本を執筆されたそうです。弱者切り捨て、あるいは社会の
分断について考えさせられる映画になっています。関西での上映
予定は未定ですが、注目したいものです。

本校卒業生の福岡賢造さん（1969年定時制商業科卒）
が、去る5月12日（日）に東京・京王プラザホテルで開催
された「全国野鳥保護のつどい」において、環境大臣賞
を受賞されました。

福岡さんは1973年に大阪府鳥獣保護員に就任して以
来、自然保護活動、野鳥保護活動を務め、地域のリーダー
として活躍しています。この間40年にわた
り、日本野鳥の会大阪支部の幹部として、府
民対象の探鳥会や小中学校での環境教育に取
り組んだほか、鳥獣保護管理員として、野生
鳥獣の適正な狩猟のための巡視や普及啓発活
動を行い、広い世代に向けた保護思想の向上
に貢献しました。

また1989年からツバメの繁殖状況調査を

独自に行い、近年の繁殖数の急激な減少を明らかにし、
社会に警鐘を鳴らすなどの成果を挙げました。さらに
2010年からは日本バードレスキュー協会の理事として、
傷病野生鳥獣の保護や野生復帰に取り組み、500羽近い
野鳥を野性に返しました。これらの功績が認められ、今
回の受賞に至ったものです。

関西大倉高校時代、2011年に開かれた第66回国民体
育大会（山口県維新百年記念公園陸上競技場）において、
大阪代表として出場し、円盤投５位、ハンマー投4位の
好成績を残した佐伯珠実さん。現在もチャンピオンインター
ナショナルに所属し、女子ハンマー投（4kg）のトップ選手
として、2020年の東京オリンピック出場を目指し、活躍
を続けています。ぜひ応援しましょう！

【最近の主な成績】
■5月 3日� 静岡国際陸上　2位

■6月 29日� 日本選手権　3位

■9月 22日� 全日本実業団対抗　1位

■10月 20日�田島記念陸上　2位

萬野達郎さん（平成15年卒）が社会派映画監督として活躍！

福岡賢造さん（昭和44年卒）が環境大臣賞を受賞！

佐伯珠実さん（平成24年卒・陸上競技部OG）が活躍中！
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科学部園芸班、生徒会とのコラボで「かんくら山ミニハイキ
ング」などの企画で文化祭に参加しました。猛烈な残暑の中、

『里山サポートネット・茨木』のボランティアの皆さんにコース
の道の修復をお願いし、倒木や楢枯れ処理などに加えて、主
に新竹や笹の下草刈りも終え、見違えるような紅葉谷の風景
を参加者の皆さんに堪能していただきました。

遠くに見える生駒の山並みや近くは北摂の街並みを見下ろ
す展望台は今も健在で、傍らには“遊歩道開拓”に参加した
生徒たちの銘板が残っています。「展望台に登るのを毎年楽し
みにして参加しています」という保護者の方もおられました。

100周年記念樹の桜の木の下には昨年栽培したヒラタケの
榾
ほた

木
ぎ

が黒い覆いの下に並んでいて、奥には文化祭の１週間前
に竹炭を焼いた炭釜が大きく口を開けています。この傍らに

「はがきの木」ことタラヨウを見つけた吉田 宏先生（本校卒業
生で奈良の高校教諭）による、特別野外授業（参加者各自が
採った葉っぱに文字を書く実演）が行われました。このほか
にも野生のゴキブリを北池横で捕まえての説明に参加者は興
味津 （々羽が短く飛べない独特の形をしたゴキブリが一躍脚
光を浴びる）で説明を聴く一幕も。

科学部顧問で［かんくら山を育てる会］会長でもある吉野傳
一先生による説明で、毎年年末の土曜日に行っている門松制
作を知り、参加のお申し込み（＊）をいただきました。今年は
12月21日（土）13時～16時を予定しています。奮ってご参加
ください。

紅葉谷がその名の通り紅くもみじ色に染まるのは晩秋の11
月に入ってからですが、その光景を想像しながら山を下り、
山門前で記念写真を撮ってミニハイキングを終了しました。

教室の展示会場では学園に咲く山野の花や木を撮りため
た杉邨仁美先生のPhotograph	Galleryや、2012年から続い
ている里山センターの１年間の活動記録展示と野鳥の映像上
映、制作した竹細工や木工品、竹炭の販売を行いました。最
も賑わった「どんぐり人形制作コーナー」での制作は途切れる
ことなく、子どもたちから生徒、大人の皆さんまでオリジナル
どんぐり人形を作っていただきました。
＊せっかく書いていただいた連絡先のメモをなくしてしまいま
した。もしこれを読まれましたら、ぜひご連絡ください。

（松本光男　記）

今年も文化祭に参加しました。
［かんくら山●を育てる会］だより

関倉の中の　〜小さな自然〜
ドクダミ【ドクダミ科】

6月ごろ、ホールの植え込みにたくさん花を咲かせます。見慣れた雑草のように思われ
ますが、よく見ると清楚で美しい花です。花びらに見える白い部分は花ではなく、中
心の黄色い部分にたくさんの花がついています。匂いに好き嫌いがあると思いますが、
薬草やお茶としても昔から重宝されている植物です。一輪挿しに飾ると可愛らしいです。

（文・写真：杉邨仁美教諭）
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今年の高校体育祭は6月5日（水）に実施、予行は

4日（火）でした。予行前日の夕方と当日の朝にクラ

ブ生、生徒会役員、体育祭実行委員の協力のもと

準備し、実施しました。

今年も各団とも応援団を結成し、種目を絞って

の応援団長を中心とした団の応援が見られました。

今年の学年競技は昨年と同じく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しましたので、本番はどのク

ラスも一生懸命頑張る姿が見られ、大いに盛り上がり

ました。

また、玉入れが復活し、先生チームを加えた5

色対抗の玉入れとなり、生徒たちと一緒に競技を

楽しむことができました。

準備から運営、後片付けまで今年もスムーズに

進行できました。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28日（土）、29日（日）でした。

雨が心配されましたが、曇ったり晴れたりの蒸し

暑い2日間でした。今年のスローガンは「PIECE」

でした。パンフレットやチケット、対外ポスター

は、今年も高校生徒会役員による力作でした。

高校１年生による屋外企画は、歓迎門やオブジェ、

階段アートでした。バス受付をしていると、バスか

ら下車したちびっ子来校者が『スーパーマリオ』の

制作物に直進し、喜んでいる姿が見られました。

どれも文化祭を華やかに彩る力作ばかりでした。

屋内企画は5号棟で実施しました。縁日やイン

スタ映えスポット、映画上映、バルーンアート、

高2有志による霊長類実習発表などが行われまし

た。「女子力」を感じさせるスポットが印象的でし

た。高校1年9組教室では有志による折り紙やCG

静止画、イラスト展示、ギター弾き語り、映像発

表などが行われました。

文化部の屋内企画は3・5号棟や芸術棟にて、作

品展示や部誌配布、対局、実験などが行われました。

これらは今年も、本部企画のスタンプラリー場所を

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、高校1年6組の映画上映とクラシッ

クギター部の演奏が行われました。

ハイブリッドホールでは、高校2年生によるダンス

とミュージカルの発表が行われました。29日午前

中は例年通り中学芸術祭が行われ、合唱、動画上

映、劇が披露され、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、各クラス創意

工夫したメニューが並び、長蛇の列が絶えません

でした。

校舎建て替えの影響を受け、例年よりも前に張

り出した野外ステージでは、高校1年5組による

背景画をバックに、午前中は有志によるバンド演

奏とダンスが披露され、午後からは高校2年生に

よるクラス別ダンス発表、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

る発表も行われ、大いに盛り上がりました。

また、科学部園芸班と有志KVOによる募金活

動が行われました。科学部園芸班へは52,600円、

KVOへは27,266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」「令和元年8月豪雨災害義援金」「令和元年台

風第15号千葉県災害義援金」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。

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

指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

高
校
生
徒
会
顧
問
　

杉
本
　
泰
子

学園祭と生徒会・PTA活動
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化
祭
を
終
え
て

文
化
祭
を
終
え
て

平素より 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。両日共に雨の予報を覆

した子どもたちのパワー溢れる素晴らしい文化祭

となりました。

PTA では、今年も合格餅・バザー・飲み物販売

と制服リサイクルを開催することができました。

PTA の合格餅ブースでは、文化祭の安全と 3 年生

の合格を祈願し、理事長をはじめ校長先生、PTA

会長、ラグビー・アメリカンフットボール・サッ

カーの部員でお餅つきを行いました。飲み物・バ

ザー・リサイクルもおかげさまで大盛況でした。

関西大倉の子どもたちは、前日の忙しい中でも、

PTA の設営準備にも笑顔できびきびと対応してく

れました。さらに文化祭当日、不足していた氷を

運ぶ際は、遊びに来ていた卒業生たちが快くお手

伝いに参加、関西大倉で育てられた在校生・卒業

生は、素直で大らかな心を育み本当に素晴らしく

成長しているんだと誇らしく嬉しかった文化祭で

もありました。他校では

行事が縮小される中、子

どもたち皆で目標に向け

て知恵を出し合い、意見

交換し、しっかり役割を果

たし、力を合わせ創り上げ

るため何度も挑戦するこ

とで自信に繋がり自立に向かう貴重な時間だとも

感じました。

最後に、バザーの物品や制服をご寄贈くださっ

たご父兄の皆様、支えてくださった先生方・事務

室の皆様、お忙しい中お手伝いくださった多くの

学級委員の皆様に、心より厚く御礼申し上げます。

今後とも実行委員一同、力を合わせて、子どもた

ちのために活動してまいります。今後とも PTA

活動にご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申

し上げます。

日頃よりPTA活動にご

理解とご協力をいただき誠

にありがとうございます。

当初は雨が降る予報でした

が、両日ともほぼ晴天に恵

まれ、無事に文化祭を終え

ることができました。

中学 PTAでは例年通り

の活動をしました。バザーでは多くの方にお買い

物を楽しんでいただきました。これも皆さまからた

くさんの物品をご寄贈いただいたおかげです。心

より感謝し、お礼申し上げます。アイス、ペットボ

トル飲料は早々に完売し、喫茶でも焼き菓子など

が完売となりました。

準備や片付けでは、子どもたちがテキパキと動

いてくれ、頼もしく思いました。

サポートくださった先生方、お手伝いくださった

保護者の皆さま、PTA 役員、実行委員の方々と、

文化祭という大きな行事を楽しみながら終えられ

たことに、感謝申し上げます。

中学 PTA では今後も活動がございます。お気軽

にご参加いただければ嬉しいです。どうぞよろし

くお願い申し上げます。

高
等
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
副
会
長
　

土
井
　
佳
代
子

中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
副
会
長
　

高
木
　
有
美
子
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第47回同窓会総会・懇親会が9月
1日（日）に行われました。昨年までと
異なり、今年は総会を母校関西大倉高
等学校で、懇親会はスカイレストラン
（茨木市役所9階）において開催されま
した。当日は、陽射しはなお厳しいもの
でしたが、好天に恵まれた一日でした。
第1部の総会は、午前10時30分に
ハイブリッドホールで始まりました。
総会に先立ち、吹奏楽部の生徒たちに
よる演奏があり、後輩たちの素晴らし
い演奏に対して、先輩諸氏から惜しみ
ない拍手が起こり、賛辞が贈られまし

た。ちなみに吹奏楽部は今年度、吹奏
楽コンクールにおいて、北摂地区で金
賞、大阪府大会で銅賞を受賞していま
す。

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、
古川英明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、はじめに母校で新校舎
建設事業が進められていることを報告
され、続いて以下の諸点について述べ
られました。
・関西大倉学園では2022年の創立
120周年に向け、昨年9月に記念事
業実行委員会が立ち上げられ、同窓
会長が実行委員長を務めることに
なった。

・さらにその下に設置された6小委員
会の一つである募金委員会の委員長
も兼務することになった。
・7月に周年募金の趣意書を学園関係
者に配布し、募金活動を開始した。
・募金総額3億円を目標に、学園関係
者の方々の最大級のご協力とご支援
をお願いしたい。同窓会としても、
母校の発展のために、募金活動にと
どまらず幅広い協力体制を整え、一
丸となって努力していきたいと思っ
ているので、同窓会会員の皆さまの
ご支援、ご協力をお願いしたい。
・姉妹結縁をしている韓国・善隣イン
ターネット高等学校との親善交流に
関しては、8月に本校生徒のホーム
ステイが実施され、11月には善隣
總同門会ご一行の来日が決まってい
る。両校の親善交流が深化していく
ことを願っている。
学校長からは、社会科教諭として奉
職して約40年、今年4月から学校長

関西大倉吹奏楽部による演奏（指揮：木村季弘顧問）

第47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

同窓会総会受付準備風景
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に就任したとの自己紹介と、同窓会総
会に招待されたことへのお礼の言葉を
述べられた後、同窓会長の言葉を引用
しつつ、校舎建て替え工事の進捗状況
について説明されました。続いて今年
度の進学実績の報告と、学園として勉
学だけでなく文武両道を掲げ、クラブ
活動にも勉学にも励む生徒の育成を目
指し、教職員が一丸となって取り組ん
でいると述べられました。また先日、
参列した卒業生の結婚式での学園関係
者の「縁」に関するエピソードを語ら
れ、卒業生が活躍する同窓会の発展
が、ひいては学校の発展につながるも
のであると結ばれました。
引き続き、来賓としてご出席いただ
いた学園理事長の倉田　薫氏（昭和42
年卒）からも次のようなご挨拶があり
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。新校舎建設資金として
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。現在、300台収
容可能な駐車場の確保が命題となって
おり、検討している。大学進学の実績
や、クラブ活動や教科外活動で活躍し
ている生徒たちの紹介、入試広報活動
などにも言及された後、本学にはオー
ナー理事長はいないが、現在、自分が
常勤で学校長や教頭をサポートしてい
る、と話され、結びの言葉として、学
園発展のためには卒業生の応援と理解
が必要なので、今後とも宜しくお願い
したい、と述べられました。
その後、同窓会会則第14条に則り、
髙寺　淸同窓会会長を議長に、島村和
臣副会長（昭和50年卒）を副議長とし
て、議事に入りました。配布資料に基

づき、同窓会事務局長の清水信昭氏
（昭和36年卒）から平成30年度の会務
報告を、同窓会理事の本田　順氏（昭
和51年卒）から平成30年度決算報告、
令和元年度予算案が提案されました。
また、同窓会監事の尾崎正典氏（昭和
55年卒）から監査報告があり、いずれ
も承認されました。（平成30年度会務
報告、平成30年度決算報告、令和元
年度予算案の詳細につきましては広報
誌『サイカス』第38号をご参照くださ
い。）
次に事務局担当同窓会副会長の松本
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、両校
間のホームステイの実施状況の説明が
ありました。最後に同窓会から「関西
大倉学園教育基金」への寄付目録が、
同窓会長から理事長に渡され、総会は
閉会しました。

髙寺　淸 同窓会会長のご挨拶 古川英明 学校長のご挨拶 倉田　薫 学園理事長のご挨拶 ダンス部の司会

ダンス部による演技 総会会場（ハイブリッドホール）での集合写真
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引き続き、後半の芸術鑑賞に移りま
した。ダンス部の部員による司会進行
のもと、ダンス部の生徒諸君が力強
く、美しく、躍動感あふれるパフォー
マンスを披露し、私たちに大きな感動
と元気を与えてくれました。冒頭の吹
奏楽部の演奏同様、会場から惜しみな
い拍手が送られました。
総会・芸術鑑賞終了後、参加者はス

クールバス2台に分乗して、第2部の懇
親会会場となった茨木市役所南館9階
「スカイレストラン」に向かいました。
た

第2部の懇親会は、同窓会常任理事
の板垣英治氏（平成元年卒）の司会進行
のもと、改めて同窓会長のご挨拶があ
り、関東からご参加くださった小林日

出夫氏（大阪大倉39期生・昭和24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、恩
師の方々と同窓生たちが食事をとりな
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、
歓談されていました。
宴酣の頃、司会者から指名された山
口清稲氏（昭和44年
卒）・伊部伸二氏（昭和
49年卒）・芦田　孝氏
（昭和60年卒）の3名の
同窓生の近況報告と、
当日出席された役員の
方々の紹介とご挨拶が
ありました。
至福のひとときの後、
元学校長の尾崎正敏氏
（昭和42年卒）による閉

会の辞をもって、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
にご協力くださった教職員の方々、同
窓会役員の方々、放送部の生徒諸君、
今回の総会・懇親会の写真撮影をして
くださった同窓会理事の丸岡拓真氏（平
成25年卒）に深く感謝いたします。
（撮影 丸岡拓真氏・文責 清水信昭）

懇親会場風景（茨木スカイレストラン） 懇親会で紹介と挨拶される同窓会役員の方々

懇親会での同期生（昭和54年卒）の方々

懇親会で尾崎正敏元学校長の閉会の辞 懇親会場での集合写真
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第26回「参参会」の親睦食事会を令和元年8月20日（火）
に開催しました。新しい元号となった今年度、昭和33年卒
の皆さんは傘寿＝80歳を迎えます。そこで同期の内輪の祝
いとして、ほぼ全員の参加を得て飲み会を開いたものです。
我々が還暦を迎えた1999年に、教科・課程を超えて10
期生全生徒の還暦同窓会を開催したのをきっかけに、その
後、懇親会、懇親ゴルフコンペなどが有志の世話で行われ
てきました。しかし回を重ねるうちに高齢になり、いったん
成り行きで解散となりそのままになっていました。ところが約
9年前に、有志の世話人により、「33年卒業」ということか
ら「参参会」と銘打って、懇親宴会、ゴルフコンペが再び始
まり、今に至っています。
人生100年時代になりました。まだまだ元気な同窓生、

次は「米寿」を目指して、一人も脱落しないように、目標に進
みます。
「参参会」連絡先：072-762-5705

（世話人：中橋辰夫、奈良利一、伊藤健司）

今年は怠慢な幹事からの呼びかけがないまま、9月1日（日）
に開催された同窓会総会に、16名の仲間が集いました。
茨木市役所南館最上階スカイレストランで開かれた懇親
会での飲食後だけに、機嫌よく記念写真に納まりました。
二次会には、学園のある地元東村の2人が自治会の会合
に出なければならないと揃って抜け、また香川県から参加し
ていた1人は、今回も仕事の関係で泊まれず帰路につきまし
たが、「焼肉大」の店主・大久保君と清水信昭先生も加わって、
初めて店の前で写真を撮りました。いつもの見慣れた仲間た
ちとの風景が、毎年、学園同窓会総会にはあります。
2013年、『かんちゅう36人会』9名で還暦デビューしてか

ら、隔年を経て『S46年卒同期会』と会名を改め、毎年同
窓会総会の日に集まることとして、今年で通算6回目となり
ました。毎年続けておりますと、参加者の多少の凹凸はあり
ますが、いつも私たちには毎年帰る学園があり、そこには約
束を忘れず律儀に集まる同期の仲間たちがいます。7回目も
学園でまたお会いしましょう！！
※精算時に周年募金への協力を呼びかけ、多めに集金させて
いただきました。皆さまも同期会やクラブOB・OG会を開
かれたら、多少にかかわらずご寄付をお願いいたします。

○今年集まった仲間たち：
清水信昭先生、東 義智、及川 浩、大久保健二、川端億佳、

和本 正、小濵邦臣、小林宏行、上甲善行、竹原祐治、田
村悦嗣、鍋島滋博、南道勝己、東江 実、福井武信、松本
光男、宮本芳雄、村田 務� （松本光男・記）

昭和33年卒業 10期生は、
本年（令和元年）度、傘寿を迎えます

昭和４６年卒同期会だより

スカイレストランでの集合写真 二次会『焼肉�大』前での集合写真

【左側 7名】七種 武、奈良利一、中橋辰夫、伊藤健司、山垣 清、
吉田英行、松川正光
【右側 8名・奥中央から】上田正紀、額田祥伸、石黒祥介、森
尾 裕、濱野康信、久米弘毅、村山勝彦、中川宏亮
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令和元年６月２日、茨木スカイレストランにて、硬式野球部
OB・OG会設立総会と創部７０周年記念式典を開催しました。
第1部では、OB・OG会設立総会が行われ、S57年卒で元
主将の大町欣哉氏が初代会長として選出されました。
第2部では、創部70周年記念式典が行われ、関西大倉学
園理事長の倉田薫先生より祝辞をいただいた後、来賓として、
浜出満雄氏（元野球部監督）、福原 護氏（元野球部監督）、亀
山 誠氏（元野球部監督）より、監督時代の思い出話や祝辞、花
束贈呈等が行われました。
第3部の懇親会（ビュッフェ形式）では、顧問の小林兵太郎氏

（元大洋ホエールズで捕手として活躍［S30年卒］）、無徒史朗氏
（元南海ホークス／サンケイアトムズで内野手として活躍［S38年
卒］）より、元プロ野球選手としての現役時代のエピソードや祝辞
をいただきました。その後の歓談やスピーチ、記念撮影等でも笑
いの絶えない、賑やかでとても楽しい時間を過ごすことができま
した。
また、幹事長である芦田孝氏（S60年卒）や、事務局長であり、
前監督の細谷寿弘氏（S62年卒）、元コーチで事務局次長である

野口貴弘氏（S63年卒）には、開催前から当日までの運営や進行
に至るまで、尽力していただいたことに、心より感謝申し上げます。
そして、野球部マネージャーとして選手たちのプレーを支え続
けた、澤田由樹さん（旧姓�辻口由樹・H16年卒）と森川佑香さ
ん（H24年卒）も事務局・OGとして参加し、様々な場面で「花」
を添えてくれました。
最後になりますが、この式典開催後の夏の選手権予選で、現
役生たちが、4回戦進出という好成績を残してくれました。記念
すべき令和元年発足直後のOB・OG会としても良い船出になっ
たと思います。本当によくがんばってくれました。
来年もこのような総会・懇親会を開催する予定であると聞いて
おりますので、多くのOB・OGの皆様方と会えることを楽しみに
しております。� （元野球部監督 亀山　誠・記）

硬式野球部OB・OG会
設立総会・創部70周年記念式典　開催

昨年11月11日（日）、千里阪急ホテルで創部50周年記念総会
をとり行いました。当日はサッカー部創成期の方々をはじめ、
多くのOBにお集まりいただき、全国大会3位を成し遂げた当時
の監督や先輩方の貴重なお話も聞かせていただくことができ、
大変有意義な時間を過ごさせていただきました。OBの皆さん、
またグラウンドに遊びに来てください。��（現顧問 小林 智・記）

サッカー部創部50周年記念総会　開催

今回は宝塚温泉（ホテル若水）にて1泊2日で行いました。
卒業後半世紀以上（53年）も経ち、年齢その他いろいろな都
合もあって参加者は少数でしたが、参加された方々は皆さん
元気で、在校中のいろいろな思い出話や、母校の進学状況や
クラブ活動の様子、創立120周年事業の校舎新築の話など、
母校発展の話題で盛り上がり、楽しいひと時を過ごしました。
翌日は手塚治虫記念館などを見学して大阪に戻り、全員で昼
食をとり散会しました。
参加された皆さんは、各自いろいろな分野で現在も活躍され
ております。この会は小さな会ですが、会員皆さんが元気な間

は続けたいと思っています。
母校の発展を喜び、益々の繁栄をお祈りしております。

（田中〈旧姓・藤原〉　章・記）

悦悠会（昭和41年商業科卒業）　開催

（右から）田中、出口憲一、佐野量一、安藤正治先生
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地歴旅行部OB・OG会の皆さま、こんにちは。
令和元年度の総会を6月15日（土）に「ホテルイルグランデ
梅田」で行いました。今年の出席者は例年よりも若干少なく
15名となりました。総会議事についてはすべて承認をいただく
ことができました。2019年度も秋に恒例の卒業生・在校生合
同の遠足を行う予定にしています。行き先や活動内容にご希
望があればご連絡をいただきたいと思っています。OB・OG会
活動も27年目となりましたが、なかなか出席者が増えず苦し
い活動状況です。皆さまの学生時代を少しでも思い出すことが
できるOB・OG会であるように、今後とも取り組んでいきたい
と思っています。
当日は奥田　至先生、野村　智先生、牧野菜穂子先生に
もお越しいただき、学校の状況やクラブの活動報告等をしてい
ただきました。

来年はもっと多くの方々にご参加をいただき、より賑やかな
総会にしたいと思います。どうぞ皆さまのご協力をお願いいた
します。
今年度は以下の役員で活動していきます。
会長：島田　裕（S53）、副会長：板垣英治（H1）・
山田　亮（H3）、会計：尾崎正典（S54）

なお、OB・OG会活動に興味がある方は下記までメールに
てお問い合わせください。
e_itasan@yahoo.co.jp� （板垣英治・記）

地歴旅行部OB・OG会総会　報告

まずは嬉しい報告からで、９月に行われた大阪総体で関西
大倉が優勝しました。２回戦からの登場で、大阪学芸に10対
0。準決勝の興國には5対3。さらに決勝では茨木西を3対2
で下し、見事優勝しました。この勢いで10月26日から始まる
秋季大会を目指してほしいものです。そして来年の創部70周
年に弾みがつくことを願っています。
10周年記念行事実行委員会の活動については、会報誌「ウ
インドミル17号」でお伝えしていますが、現況検討事項につい
てお知らせいたします。

【開催時期】
現在、毎年継続的に現役世代と交流戦を実施しているグルー
プがふたつあります。一つは毎年8月11日に結集している昭
和55年卒を中心にしたグループ。もう一つは毎年12月29日
に結集している平成19年卒を中心にしたグループです。この
ふたつのグループが継続できている理由を考えてみると、時期

的に①お盆の時期、②年末の仕事納めの直後であることです。
そこで現在では、開催時期を検討するにあたり①、②を軸に
調整をしていくのが現実的ではないかと考えています。

【内容について】
やはりソフトボール部のOB会ですので、各年代の対抗戦形

式を中心に考えています。対抗戦に関しては一過性のイベント
で終わらせるのではなく、継続的に実施できるようになればと
考えています。そのためには70年の歴史の中で、実に38年
間の指導実績のある吉野傳一先生の輝きをさらに強いものに
するためにも、「吉野杯」のように先生の「冠」をつけた対抗戦
にすれば継続性も出てくるのではないかと考えています。

【その他】
雨天時の対応や学校からお借りすることになるであろう備品

の数々。傷害保険や会員の皆様への通知、連絡方法等、今
後決めていかなければならない事柄はたくさんありますが、今
後も検討を重ね、皆さんでお祝いができる素晴らしい機会にし
たいと思っています。

（10周年記念行事実行委員会委員長 十河秀樹・記）

ソフトボール部OB会だより

元国語科教諭の山下　剛先生が病気療養中のところ

薬石効なく、去る平成31年4月7日に逝去されました。

享年78。

先生は昭和40年に大学・国文学科を卒業後、同年4

月から関西大倉中学校・高等学校に国語科教諭として

奉職され、平成14年3月に定年退職されるまで、主に

古典・漢文を中心に教鞭をとられました。日頃、私的

には漢詩文を好まれ研鑽されていました。退職後、ご

入院された際にも漢詩の資料を持参しておられました。

誠実で温厚な先生は担任として、また教科担当とし

て、生徒にきめ細かな進路指導や教科指導をされてい

ました。先生の人柄に接して多大な影響を受けられた

卒業生の方々も多いことと存じます。また、学園での

校務分掌では日々の教育活動に直接係わる教務部の仕

事に真摯に取り組んでおられました。特別教育活動面

では放送部などで指導に当たっておられました。

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。

山下   剛 先 生 の 訃
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関西大倉学園教育基金だより
教育基金では、毎年11月末〜12月初めの土曜日に「グローバル化支援事業報告会」を開催し、ご寄付をいただき
ました皆様や、保護者の皆様、またこれから海外ホームステイ、語学研修や活動に参加したいという生徒たちが聴
講に参加する機会を設けています。参加した生徒たちは、学校内だけでは味わえない貴重な体験をすることができ
たと大変喜んでおります。
今年度は当初計画した事業以外に、グローバルリーダー養成プログラム「エンパワメントプログラム」や次年度実施
に向けて「ヤングアメリカン導入」が新たに加わりました。これからの活動や目的・使途につきましては、引き続き生
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。
基金の趣旨をご理解いただきまして、なお一層教育基金にご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
※ホームページからWEB入金（クレジット決済のみ）ができるようになりましたのでご利用ください。
今年度の支援状況と見込を以下にご報告します。

項　　　　目
2019年度計画 2019年度実績見込

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

20 人 1,200 20 人 1,140

オックスフォード語学研修（1 人当たり 5 万円） 27 人 1,350 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
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 3 人 90

トビタテ！留学 JAPAN 1 人 100 0 人 0
アメリカンフットボール部アメリカ遠征（Pacific Rim Bowl） 0 人 0 3 人 90
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

エンパワメントプログラム（新企画）　*ALL ENGLISH
　中 3、高 1、高 2 対象 70 人　（1 人当たり 1.5 万円） — — 70 人 1,050

使　途　合　計 68人 3,950 131人 3,960

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 2,664,000円 法人・団体・個人 59口
累計金額 40,295,936円 法人・団体・個人 1,011口

2019年6月1日〜2019年10月31日までにご寄付を賜りました方々のご芳名を、以下に掲載させていただきます。
（50音順・敬称略）

個　人
安藤　秀信 加井　健一 神山　敏弘 杉村　信芳 中野　修 福本　由貴子 山口　智広

飯田　敏夫 梶　明彦 加藤　健 武部　俊和 橋長　教行 牧尾　尚能 山中　光幸

井上　博文 亀谷　良二 金田　愛里 田中　伸穂 浜野　一見 松井　訓 横山　智晃

上畠　三朗 北谷　良一 川端　億佳 棚橋　武彦 林　順一郎 松本　光男 米原　晴幸

牛野　裕善 北村　健次郎 笹川　達也 田村　政哲 福岡　玄次 村田　務 渡邉　三彦

岡田　明彦 北本　良弘 島田　裕 辻田　武志 福田　貴光 村中　弘 匿名　4 名

岡田　綾華 金　東漢 清水　信昭 鳥牧　幸弘 福西　英俊 山口　清稲

企　業　・　団　体
㈲いがや イワナガユニ㈱ ㈱オーミヤ 竹林塗装工業㈱
共栄学生服㈱ 日本被服㈱
関西大倉同窓会 関西大倉高校PTA
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記念募金ご協力者ご芳名
関西大倉学園創立120周年記念募金に対しまして、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。
2019年6月28日〜10月31日の期間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 大塚　俊治 黒木　茂 笹川　達也 辻田　武志 福岡　玄次 村山　勝彦

芦田　貴司 岡田　明彦 桑原　徳雄 笹部　雅彦 土本　純平 福岡　道隆 邨山　捷三

安藤　秀信 岡田　綾華 岸田　二三矢 三宮　貞憲 寺井　将人 福田　貴光 森尾　裕

池永　莞爾 岡田　功 北谷　良一 島田　裕 土井　慎一郎 福西　英俊 森崎　淳至

家田　成夫 岡田　正之 北村　健次郎 清水　信昭 鳥牧　幸弘 藤田　尚眞 山口　清稲

井実　広正 岡村　直弘 北本　良弘 杉村　信芳 長沢　裕二 藤村　恒治 山﨑　進彦

稲益　昭男 奥　雅文 木下　志津子 高井　一実 中島　茂人 牧尾　尚能 山崎　泰智

井上　隆文 尾崎　正敏 金　東漢 高谷　直樹 中積　義政 槇田　昇 山中　光幸

猪俣　優花里 加井　健一 桐竹　克至 髙寺　淸 中野　修 松井　俊貴 夕田　憲児

今井　一也 神原　広崇 久保　裕司 竹林　正浩 中村　友 松本　光男 米原　晴幸

今井　貴之 河合　郁夫 神山　敏弘 多々納　逸郎 生瀬　陽三 溝口　綾乃 脇坂　知宏

今井　紘三 川居　信次 小枝　加代 田中　貞雄 西尾　暁 溝口　貴夫 渡邉　三彦

上田　正紀 加藤　健 小濵　邦臣 田中　伸穂 糠野　禎也 水口　良一 匿名　9 名

上畠　三朗 金田　愛里 小林　克彦 棚橋　武彦 橋長　教行 村田　務

牛野　裕善 川口　洋一 小牧　秀夫 田村　政哲 林　浩志 村中　弘

内山　正規 川端　億佳 後藤　一重 辻　　繁 福井　正哉 村花　宏史

企　業　・　団　体
㈲いがや イワナガユニ㈱ ㈱オーミヤ 共栄学生服㈱
瀧本㈱ 竹林塗装工業㈱ ㈱日本コーイン
昭和46年卒同期会有志 昭和50年卒業生有志一同 関西大倉育友会

創立120周年記念募金へのご協力のお願い
1902（明治35）年、平賀義美先生による関西商工学校創立から120周年を迎える2022（令和4）年に向けて、学園
創立120周年記念事業実行委員会を立ち上げ、その下に設置した6つの小委員会を中心に、さまざまなプロジェクト
が進んでいます。その中の1つである周年募金委員会では、7月1日に発行した『CYCAS』第38号に、“母校のさらな
るSTEP	UPのために「学園創立120周年記念募金」ご協力へのお願い”と題した周年募金趣意書を同封し、募金
活動を開始しています。9月14日（土）には120周年にちなんで120名を目標に、学内教職員はもとより学園役員、同
窓会、育友会、中学PTA、高校PTAなどから周年募金委員を募らせていただき、ご賛同いただいた方々でキック
オフ会議を開催しました。
現在、2022年の完成に向けて2棟の新校舎（高校棟：2020年7月完成予定、中央共用棟：2021年12月完成予定）
を建設中ですが、併せて、学内から強く希望が出ていた第1グラウンドの人工芝化と、体育館の空調設備設置を進
めるべく、必要な総費用3億円を集めるために、広くご協力を呼びかけていくことになりました。
下記に、4月1日以降にご寄付をいただいた皆様のご芳名を掲載させていただきます。なお、実質的には7月から
募金活動に入ったばかりですので、金額等詳細につきましては、来年度に改めて、ご芳名とともに掲載させていただ
く予定です。
なお、在校生の保護者の皆さまから、上述の趣意書を知らなかったというお声も聞かれましたので、今回から各
ご家庭宛に直接、郵送させていただくことにいたしました。また卒業生の皆さまには、クラブOB・OG会、同期会
などを開催される折には、参加者の皆さまに配布できるよう趣意書をご用意いたしますので、学園募金事務局までお
声がけくださいますように、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

関西大倉学園創立120周年記念募金委員会
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第17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26日（土）、「大阪ガー
デンパレス」において開催されました。

総会は大森節子理事の司会のもと
進められました。初めに竹下俊夫会
長のご挨拶があり、関西大倉学園120
周年事業に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。

次に古川英明学校長のご挨拶があ
り、昨年度の進学実績は国公立214
名、中でも京大が11名だったこと、新
校舎の建設が予定通りであること、
新校舎共用棟のデザインを急いでいる
というお話がありました。続いて倉田
薫理事長のご挨拶があり、生徒数確保
が課題であり、育友会の皆さんにもご
協力をお願いしたいとのことでした。

その後、中島茂人副会長より、新

入会員の紹介があり、新入会員を代
表して審良朋美さんから、現役 PTA
を代表して堺 潤会長と土井佳代子
副会長から挨拶をいただきました。

その後、大森理事より令和元年度
定例理事会のご報告、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。最後に松本光男理事よ
り役員人事と令和元年度役員につい
てご報告があり、
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。
懇親会も大森理
事の司会のもと
進められ、圡方
正英顧問のご挨

拶・ご発声で始まりました。恩庄康之、
井上典子両実行委員から「関西大倉あ
りがとう！」と題した感動のエピソード
が披露されるなど、会場は大いに盛
り上がりました。

最後に林 浩志副会長のご挨拶で
お開きとなりました。

次回の総会・懇親会は、2020 年
10月24日（土）に予定されています。

（片岡みか　記）

第17回関西大倉学園育友会総会が開催されました

同
窓
会
事
務
局
よ
り

●母校では 2022（令和 4）年の創立120周年に向け新校
舎建設をはじめ、周年記念事業が推し進められています。
その一環として募金活動が実施されることになり、同窓会
が中心に取り組んでまいります。
同窓会事務局が把握している約 2万の同窓会員に対し、7
月に発行した『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発送いたしました。
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。
●前号においてもご依頼いたしましたように、同期会、クラ
ブOB・OG 会や同好会等を催されましたら、そのご報告
をお寄せください。また、『サイカス』に同封している住

所変更届用ハガキの「同窓会員メッセージ」欄を、ご自身
の近況報告など学友との交流の場にご利用いただければ
と思っています。

●同窓会員の方より、学園関係の貴重な写真・資料などをご
寄贈いただきました際には、『サイカス』の「校史編集室便り」
のページで紹介しています。学園関係の貴重な資料は今
後散逸していくものと思われます。もし、母校関係の写真
や資料を所蔵されていましたら、ご提供または接写などの
機会をいただければ幸いです。また、同窓生ご自身が著
された書籍などもご紹介していきたいと思っていますので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

●同窓会に対するご意見、ご希望などがございましたらお知
らせください。

大阪モノレールに
「関西大倉号」走る！
学園創立記念日の10月2日（水）、創立120周
年に向け、大阪モノレールにラッピング電車
「関西大倉号」が登場しました。創立120周年の
2020年まで毎日、豊中、箕面、吹田、茨木、摂
津、門真など北摂の街を駆け抜けます。

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
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●島田 榮一 （関西大倉・普通科 昭和 29 年卒）

○実家のあった北田辺から箕面市に住
むようになって、母校が茨木に移転され
たので、後輩たちの通学する姿を楽し
く見ています。

●山本 光一 （関西大倉・商業科 昭和 29 年卒）

○相変わらず季節の植物など、南画に
よる描き方で小さな作品、その他書道、
俳句と、文人を目指しています。

●桐竹 克至 （関西大倉・商業科 昭和 34 年卒）

○2022 年、母校創立120 周年を楽し
みにしております。大阪より転勤で関東

（東京）へ赴任して以来 60 数年、赴任
地を離れておらず、機会があればと120
周年をチャンスととらえています。

●金屋 義昭 （関西大倉・普通科 昭和 35 年卒）

○最近、脚・腰が弱り、外出が不安に
なり、同窓会にへの出席も満足にでき
ず、残念です。

●黒木 茂 （関西大倉・普通科 昭和 37 年卒）

○週 3日の勤務、100 坪の家庭菜園、
登山と忙しい毎日ですが、この歳でま
だ勤務して、若い人たちとの交流が一
番です。日々努力することで、少し人より
優れた能力が身につくと思っています。

●沼津 知明 （関西大倉・電気科 昭和 38 年卒）

○小生、2017（平成29）年の同窓会総
会に初めて参加しました。あれからたっ
たの2 年しか経っていませんが、持病
の脊柱管狭窄症が進み、あまり出歩け
なくなってしまいました。定年退職後、
学校関係や神職会などの多くの肩書き
をお受けしておりましたが、平成の時代
も終わり、新しい時代に移るこの機に、
すべての役職から身を引くことにいたし
ました。ご恩になった関西大倉も一生
の良き思い出といたします。
目の前に2 年前の同窓会に参加した折
の写真がたくさんあります。学園関係の
皆さんに「会いたいな～」という気持ち
がふつふつと湧いてきます。本当に長い
間お世話になりました。関西大倉学園
と同窓会のますますのご発展をお祈り
いたします。事務局の皆さま、お元気
で明るくお過ごしくださるよう、お祈り
申し上げます。（令和元年7月5日 記）

学園旧職員・現 沼島八幡社宮司

●上村 良次 （関西大倉・普通科 昭和 41年卒）

○昨年春、瑞宝章受章を賜りました。
人の運に恵まれたものと思います。こ
れからも社会に役立てるように取り組ん
でまいります。学園のますますのご発

展をお祈り申し上げます。

●三宮 貞憲 （関西大倉・普通科 昭和 42 年卒）

○今年度の同窓会は欧州旅行と重なり
欠席させていただきますが、盛会を願
っています。今年70 歳になり、記念旅
行で初めてロシアも訪れます。

●髙畑 裕 （関西大倉・普通科 昭和 42 年卒）

○毎日が日曜日です。お天気が良いと
明け方から夜中まで「デジカメ一眼」を
駆使して風景を追いかけています。

●武田 一士 （関西大倉・普通科 昭和 42 年卒）

○希望校が不合格になり…往復3 時間
以上の通学時間。冬の朝は6 時前に自
宅を出て…新雪を踏み締めて…懐かしき
思い出。今は孫 8人です。

●松崎 茂夫 （関西大倉・普通科 昭和 42 年卒）

○石垣島に旅行に行った際、母校の修
学旅行の一行に会い、驚きました。我々
の時代にはありませんでしたから。

●加藤 健 （関西大倉・普通科 昭和 44 年卒）

○昨年、68 歳で念願のオリジナル CD
を製作しました。20 歳前後に作った3
曲と42 歳頃の1曲、ボーカル・作詞・
作曲・アレンジ等、無から有を生み出
すのは難しくて楽しい時間でした。

●辻田 武志 （関西大倉・商業科 昭和 44 年卒）

○同窓会事務局の皆さま、暑中お見舞
い申し上げます。（盛夏 2019.7）
健康にご注意なさり、頑張ってください。

●奥 雅文 （関西大倉・普通科 昭和 45 年卒）

○高校1年時の担任であった梶村重次
先生（生物）が亡くなられたことを知り、
悲しみで一杯です。黒板の板書が達筆
で、メンデルの法則を楽しく学習したこ
とを思い出します。

●及川 浩 （関西大倉・電気科 昭和 46 年卒）

○同窓会事務局の方々、いつも大変お
世話になり有り難うございます。これか
らも宜しくお願い申し上げます。

●市村正生貴 （関西大倉・普通科 昭和 46 年卒）

○来年（2020 年）開催の東京オリンピッ
ク・パラリンピック大会に向け、過去の
オリンピック大会の物語を執筆（シリー
ズとして）しています。過去の記述に間
違いなどあり、それらを訂正して筆を走
らせています。

●竹原 祐治 （関西大倉・普通科 昭和 46 年卒）

○現在はフィットネスクラブに通ってい
ます。

●尼崎 雅彦 （関西大倉・普通科 昭和 48 年卒）

○夏期休暇中はクラブ活動（卓球部）は
されていますか。もし、されているよう
でしたら、一度見学に行きたいです！

●髙井 一実 （関西大倉・普通科 昭和 48 年卒）

○半世紀ぶりに母校を訪問しました。
入学当時の頃のことを懐かしく思い出し
ました。母校のご発展を応援いたします。

●為村 啓二 （関西大倉・普通科 昭和 49 年卒）

○神戸学院大学のグローバル・コミュニ
ケーション学部に勤務しております。関
西大倉卒業生は大歓迎です。いつでも
研究室を訪ねてください。コーヒーでも
飲みながら母校の話でもしましょう。

●川上 哲 （関西大倉・普通科 昭和 49 年卒）

○総合芸能センター「キャッチ」の代表
を務める一方、俳優としてテレビ、ラジオ、
映画、舞台など数々の作品に出ていま
す。NHKの「歴史秘話ヒストリア」では、
豊臣秀吉役など15 年、務めております。

●藤木 健 （関西大倉・普通科 昭和 49 年卒）

○今年4月21日に92歳の父が亡くなり、
独りになりました。肉親を亡くすと寂し
いものです。

●矢口雄二郎 （関西大倉・普通科 昭和 52 年卒）

○いつもお世話になっております。思う
ところがあり、昨年10月、近畿大学法
学部 3 年に通信で編入学しました。卒
業を目指して勉学に励んでいます。

●小出 良司 （関西大倉・普通科 昭和 53 年卒）

○関西大倉卒業生3人（枝女太、枝光、
智丸）が集まり「大蔵亭」という落語会
をスタートいたしました（令和元年 8月
21日に天満繁昌亭にて第1回を開催）。
次回は明年4月です。皆さまの応援をよ
ろしくお願いします。

●須田 総 （関西大倉・普通科 昭和 53 年卒）

○来年、定年を迎えます。高校の同窓
生とは卒業以来ほとんどお会いしたこ
とがないので、クラス会などの情報があ
れば知りたいです。

●松井 訓 （関西大倉・普通科 昭和 53 年卒）

○還暦近くなり、毎日を充実させて生
活を送っています。関倉の若い世代が
育っていくことを願っています。私も頑
張ります。

●島田 裕 （関西大倉・普通科 昭和 54 年卒）

○地歴旅行部 OB・OGでは、会員の
中でもう一つの顔「鉄チャン」を持つ者
同士で鉄チャンラインを作りました。現
在 3 名ですが…。

●中村 隆志 （関西大倉・普通科 昭和 54 年卒）

○2015 年にパートナーが他界し、自失
しておりましたが、ようやく職場復帰い
たしました。

●田外 晶也 （関西大倉・普通科 昭和 56 年卒）

○母校の発展、大変嬉しく思います。

同窓会員メッセージ
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●竹森 千晃 （関西大倉・普通科 昭和 59 年卒）

○私学の高校に進学し、両親へ経済的
負担をかけてしまい、当時は大変辛い
思いをしました。今になってその頃の両
親の頑張る姿からいろいろと学んだと
思えるようになりました。母校から送ら
れてくる『サイカス』は私にとって心の糧で
あり、財産でもあります。私学ならではの
素晴らしいアフターケアだと思います。

●田中 伸穂 （関西大倉・普通科 昭和 59 年卒）

○昭和 59 年の野球部所属の田中です。
この度、関西大倉野球部のOB・OG会
を、昭和 60 年卒の芦田 孝君を中心に、
昭和 57年卒の大町欣哉先輩や母校の
元国語教師の野口貴弘君（昭和 63 年
卒）たちの力を借りて発足しました。

●東堂 英雄 （関西大倉・普通科 平成 3 年卒）

○会社を騒々しい永田町からビジネスと
子育てがミックスしている小石川へ移転

しました。この地で成長を目指していき
ます。

●岡井 淳一 （関西大倉・普通科 平成 5 年卒）

○『サイカス』に掲載されていた荒木先生
（バドミントン部顧問）のお元気なお姿を
見て、大変感動しました。在学中は体
育館でお見かけし（小生、バレーボール
部所属）、授業も教えていただきました。

●島田 龍 （関西大倉・普通科 平成 7 年卒）

○立命館茨木キャンパスに仕事で通う
と、駅で関倉の皆さんをよく見かけます。
家族が茨木の川端康成文学館で館長を
しています。康成はエッセイで関倉に触
れていますので、ぜひ皆さんもお越しく
ださい。
来年には編集に携わってきた本や雑誌
を出す予定ですので、よろしくお願い
いたします。

●今井 貴之 （関西大倉・普通科 平成15 年卒）

○転勤で 7年間住んだ東北を離れ、関
西に戻ってきました。関西大倉にも機
会があれば遊びに行きたいですね。

●友池 史明 （関西大倉・普通科 平成15 年卒）

○今春、学習院大学に助教として着任
しました。学生のポテンシャルにいつも
驚かされています。

●佐原 敏基 （関西大倉・普通科 平成 22 年卒）

○この度、2 度目の転勤で、広島へ異
動になりました。『サイカス』でハンドボ
ール部の後輩たちの活躍を知ることが
でき、非常に嬉しく思います。これから
も頑張ってください。

●小川京太郎 （関西大倉・普通科 平成 28 年卒）

○この度、大阪豊能地区の教員採用試
験に合格し、来年 4月から小学校教諭
として働きます。同窓会関係の皆さま、
今後ともよろしくお願いします。

　教職 員短信

●横松 一成  （旧英語科教諭）

○元気にしております。写真、俳句、
旅行などを楽しんでおります。

「糸
し

雨
う

そっと　額紫陽花を　ゆらしゆ
く」

●中嶋 徹 （旧職員・現弁護士）

○私が関西大倉でお世話になったのは
昭和20 年代。爾来 60 有余年。いろい
ろな点で現在とは異なるあの時代が懐
かしいです。吉田 寛先生とは今でも交
友を続けています。

●池本 一夫 （旧国語科教諭）

○今年、半寿を迎えました。
年々、気力・体力の衰えを感じています。
時々気まぐれに車で、学園へ伺っていま
すが、新校舎の建設など益々ご隆盛の
様子を拝見し、頼もしく思っております。

●安藤 正治 （旧国語科教諭）

○昨年来の大阪北部地震や台風直撃、
そして酷暑の夏等、これらの被害を何
とか乗り越え、現在充実した毎日を送っ
ています。これも卒業以来50 年を超え
てもご交誼いただいている卒業生をは
じめ、いろいろな年度の卒業生の時折
のご訪問、また、いろいろな機会にお
誘いいただき元気づけられた賜物と感
謝しつつの毎日です。こうした多くの卒
業生に恵まれ、今さらながら教職の道
を選んだことに深い喜びを禁じえませ
ん。卒業生の皆さんに感謝しておりま

す。関西大倉も創立120 周年を迎え、
ご発展のご様子、喜んでいます。卒業
生の皆さん、健康でご活躍のほど、祈
念しています。

●益井（旧姓・山下） 智子 （現国語科教諭）

○卒業生の皆さん、お元気ですか？　
私は昨年、特文の卒業生を送り出し、
今年度は高３に残留し副担任をしてい
ます。日々、楽しく授業しています。
今年の文化祭に、担任を持って初めて
送り出した卒業生が子どもを連れて遊
びに来てくれました。あんなにかわい
かった生徒が立派な親となった姿を見
て、とても嬉しく感慨深く思いました。
時間があれば、元気な顔を見せに来て
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。1986 年に起こったチェルノブイリ
原発事故を扱ったBBCの番組にとても
関心を持ちました。ALTのワータネン
先生にご協力いただき、英語の字幕を
作りました。ここから得るべき教訓はあ
まりにも多いのですが、皆様と一緒に
考える機会があればと思います。

●大塚 利彦 （現数学科教諭）

○卒業生の皆さん，お元気ですか？
1999 年に、非常勤講師として関西大
倉に来てから、もう21年が過ぎました。
今年度は高1所属ですが、余計な肩書

（学年主任）がついてしまいました。慣
れない業務に四苦八苦しながら、なん

とか日々を過ごしております。時間が許
せば、いつでも遊びに来てください。

●渋谷 信之 （現芸術科教諭）

作品展示のお知らせとご報告
○「第24回ミニアチュール展」
茨木市立ギャラリ ー

（阪急茨木駅ロサヴィア2F 入場無料） 
1/9 ㈭～ 21㈫ 10:00 ～18:00

（水曜休：最終日は17:00まで）
毎年 6月に開催する「現代美術 - 茨木」
展の特集作家による小品展です。
本校卒業生数人と共に参加します。 ご
高覧いただければ幸いです。
○個展 (10/14～26) のご報告

“DRAWING&PAINTING” 
MU 東心斎橋画廊（写真は会場一部風
景）
3 年ぶりの個展だけに、 次への模索を
始めるよい機会でした。友人との縁で
卒業生との 20 数年ぶりの再会もありま
した。ご高覧いただいた方、 応援して
いただいた方、 ありがとうございました。
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	 同窓会・広報誌協賛金をいただいた方々	 （2019.6.11〜 2019.11.10迄・敬称略）

奥田喜久男 旧教職員・数学科教諭 5,000
植田　基義 昭 18 大倉32 2,000
十都　重雄 昭 18 大倉32 2,000
西田　一成 昭 22 大倉37 3,000
伊藤　昌治 昭 26 全 3商 3,000
生瀬　陽三 昭 26 全 3商 3,000
西田　成治 昭 26 全 3商 3,000
坂倉　正紀 昭 28 全 5普 3,000
木津　圭市 昭 28 全 5商 10,000
村中　　弘 昭 28 全 5商 3,000
島田　榮一 昭 29 全 6普 50,000
寺崎　公望 昭 29 全 6商 3,000
三谷　禎弘 昭 29 全 6商 3,000
宮本　良一 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 3,000
岸　日出夫 昭 30 全 7商 3,000
中積　義政 昭 30 全 7商 3,000
西良　温行 昭 30 全 7商 3,000
三崎　宗一 昭 30 全 7普 5,000
浦野　庄也 昭 31 全 8商 3,000
武田　皓夫 昭 31 全 8商 3,000
鳥居　光昭 昭 31 全 8普 3,000
八天会（同期会）一同 昭 31 全 8商 33,000
野村　照雄 昭 31 定 5商 3,000
福岡　玄次 昭 31 全 8商 3,000
川口　洋一 昭 32 全 9商 2,000
白瀬　寿勇 昭 32 全 9土 3,000
杉村　信芳 昭 32 定 6商 3,000
藤村　恒治 昭 32 定 6商 2,000
吉田　　武 昭 32 全 9商 3,000
河村　武治 昭 33 定 7電 3,000
北　政十郎 昭 33 全10商 10,000
久米　弘毅 昭 33 全10商 9,000
七種　　武 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

岸本　　潔 昭 34 全11商 3,000
桐竹　克至 昭 34 全11商 3,000
福岡　賢造 昭 34 定 8商 8,000
安丸　栄三 昭 34 全11商 3,000
岡村　直弘 昭 35 全12商 3,000
鈴木　蓮生 昭 35 全12商 30,000
岡井　正治 昭 36 定10商 3,000
清水　信昭 昭 36 全13普 6,000
邨山　捷三 昭 36 全13商 3,000
安藤　秀信 昭 37 全14電 6,000
池永　莞爾 昭 37 全14商 3,000
武部　俊和 昭 37 全14普 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
大島　　章 昭 38 全15商 3,000
園中　光男 昭 38 全15商 3,000
山地　滋高 昭 38 全15商 3,000
高原　千秋 昭 39 全16普 3,000
中江　和行 昭 39 全16普 3,000
丸山　茂司 昭 39 全16普 3,000
岩井　紳一 昭 40 全17商 3,000
上畠　三朗 昭 40 全17電 9,000
中野　　修 昭 40 全17商 3,000
森　　　敬 昭 40 全17商 3,000
山中　光幸 昭 40 全17商 3,000
山本　弘治 昭 40 全17商 3,000
東　　　洋 昭 41 全18普 3,000
田中　貞雄 昭 41 全18普 6,000
福西　英俊 昭 41 全18普 3,000
藤根　靖司 昭 41 全18商 3,000
堀　　紀雄 昭 41 全18普 3,000
安田　浩造 昭 41 全18商 3,000
日　　大吉 昭 42 全19普 3,000
武田　一士 昭 42 全19普 3,000
槇田　　昇 昭 42 全19普 3,000
山本憲一郎 昭 42 全19普 3,000
岡島　秀行 昭 44 全21普 3,000

金　　東漢 昭 44 全21普 3,000
辻田　武志 昭 44 全21商 6,000
山口　清稲 昭 44 全21普 3,000
吉藤　卓朗 昭 44 全21普 3,000
米田　純一 昭 44 全21商 3,000
梅原　光生 昭 45 全22普 3,000
奥　　雅文 昭 45 全22普 3,000
中村　久継 昭 45 全22商 3,000
飯田　敏夫 昭 46 全23普 3,000
川端　億佳 昭 46 全23普 3,000
小濵　邦臣 昭 46 全23普 5,000
村田　　務 昭 46 全23普 5,000
高井　一実 昭 48 全25普 3,000
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　一郎 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
岡　　道信 昭 52 全29普 9,000
桂　　義幸 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
北村健次郎 昭 54 全31普 1,000
島田　　裕 昭 54 全31普 3,000
福岡　道隆 昭 54 全31普 3,000
山下　　肇 昭 54 全31普 3,000
笹部　雅彦 昭 55 全32普 3,000
田所　信彦 昭 55 全32普 6,000
萩森　逸平 昭 55 全32普 3,000
南　　英明 昭 55 全32普 3,000
岡田　　功 昭 56 全33普 3,000
茂山　広宣 昭 56 全33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
岸本　光生 昭 58 全35普 3,000

沢良木正孝 昭 58 全35普 6,000
竹林　正浩 昭 58 全35普 10,000
光橋　正人 昭 58 全35普 3,000
村上　　哲 昭 61 全38普 5,000
斉藤　　学 昭 62 全39普 3,000
山崎　元成 昭 62 全39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
榎本　吾郎 平 5 全45普 3,000
大山　裕之 平 5 全45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
富永　晃平 平 8 全48普 3,000
廣岡　寛弥 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 6,000
横山　智晃 平 15 全55普 9,000
浅田　雄太 平 16 全56普 3,000
尾茂田眞榮 平 18 全58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 30,000
相本　和希 平 23 全63普 3,000
河本　大輝 平 24 全64普 3,000
猪俣優花里 平 25 全65普 3,000
荒木英伊知 平 26 全66普 3,000
河内　　涼 平 28 全68普 3,000
中田　　凱 平 28 全68普 3,000
岡田　真愛 平 29 全69普 3,000
田中　康生 平 29 全69普 3,000
金田　愛里 平 30 全70普 3,000
溝口　綾乃 平 30 全70普 3,000
西半　琢真 平 31 全71普 3,000
吉岡　　健 平 31 全71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

■関西商工学校
扇　野　富　雄  電　工　科 平成 30. 12. 9
佐（左）川 芳　雄  商　業　科 平成 30. 7. 12
久　原　慶　一  電　工　科 平成 31. 3. 29
■大阪大倉商業学校
島　谷　邦　雄 36 回 （昭和 21） 平成 27. 1.
■関西大倉高等学校
瀧　野　光　央 全 5 回商 （昭和 28） 令和 1. 6. 25
生　島　　　勇 全 6 回商 （昭和 29） 平成 30. 12. 27
池　田　二　朗 全 7 回普 （昭和 30）
井　上　喜　一 全 7 回電 （昭和 30）
山　田　欣二（恃） 定 4 回商 （昭和 30） 平成 31. 2. 19
武　内　繁　憲 全 10 回普 （昭和 33） 平成 30. 11. 26
坊　垣　勝　則 全 11 回商 （昭和 34）
宮　脇　亨　价 全 11 回電 （昭和 34） 平成 30. 2. 13

江　崎　倍　宜 全 12 回商 （昭和 35） 平成 27. 11. 13
藤　本　幸　一 全 12 回電 （昭和 35） 平成 30. 9. 16
尾　坂　昭　一 定 10 回商 （昭和 36） 平成 30.
田　中　政　三 全 14 回普 （昭和 37） 平成 31. 4. 29
戸　田　章　彦 全 15 回普 （昭和 38） 平成 30. 12.
渡　辺　　　健 全 15 回商 （昭和 38） 平成 30. 11. 1
津　賀　正　視 全 18 回普 （昭和 41）
川　崎　哲　雄 全 18 回商 （昭和 41） 平成 31. 1.
足　立　正　明 全 19 回普 （昭和 42） 平成 31. 2. 24
阿　部　　　功 全 22 回商 （昭和 45）
井　上　能　幸 全 22 回商 （昭和 45） 平成 31. 4. 28
坂　本　吉　正 全 22 回商 （昭和 45） 平成 30. 10. 9
平　井　真　人 全 22 回普 （昭和 45）
尾　上　輝　雄 全 23 回商 （昭和 46）
陌　間　良　司 全 26 回普 （昭和 49） 平成 31. 1. 22
鈴　木　立　朗 全 29 回普 （昭和 52） 平成 31. 3. 1
池　田　　　毅 全 31 回普 （昭和 54） 平成 30. 12.

【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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関西大倉学園創立者の一人・平賀義美先生は、官界や
実業界に身を置き、明治・大正期の関西の商工業界の発
展に寄与され、多大な影響と功績を残されました。

一方、先生は関西大倉中学校高等学校の前身校の一つ
である関西商工学校の創設者・初代学校長として、商工
業の発展に寄与する人材の育成を図られました。

今号と次号では、先生の学者として、また教育者とし
ての業績の一端をご紹介したいと思います。

平賀義美（幼名：石松決
さだむ

のち定）先生は、安政4（1857）
年に現在の福岡県に生まれました（注1）。11歳の時、福
岡藩士の平賀義

よし

質
もと

の斡旋で、藩の給費生として長崎に派
遣され、英語を学びました。次いで明治3（1870）年に
は藩の貢進生（注2）として、弱冠14歳で大学南校（現
在の東京大学）に入学。そこで著名なイギリス人化学者
アトキンソン教授に師事し取り組んだ漆の研究は、日本
の近代有機化学の出発点とされています。ちなみにその
研究成果は、卒業後の明治12（1879）年に「漆の化学的
研究」という論文にまとめられ、イギリスの学会で発表
されました。現・日本化学会の前身である東京化学会の
会誌の創刊は明治13（1880）年で、当時、日本国内では
化学分野の論文を発表する場がなかったことも一因だっ
たと思われます。先生の手によるこの英文の論文は、明
治15（1882）年には英国マンチェスター文学哲学協会（the	
Manchester	Literary	and	Philosophical	Society）（注3）
が発行する学術報告『MEMOIRS』にも「On	a	chemical	
investigation	of	Japanese	 lacquer	or	urushi」の標題で
掲載されました。

明治11（1878）年、平賀先生は東京大学理学部化学科
の第2期生として卒業されました。旧福岡藩出身者で初
めての東京大学卒業生となった先生は、福岡藩の旧藩主・
黒田長

なが

溥
ひろ

から費用の援助を受け、同年11月にイギリス
のオーエンス・カレッジ（マンチェスター大学の前身校
の一つ）に留学し、化学、特に染色の研究をした後、実
地での応用を学ぶため絹の染色工場に入社し、染色技術
を習得しました。

明治14（1881）年に帰国。帰国後しばらくして4月に
東京職工学校（現在の東京工業大学）の化学教諭に就任、
明治20（1887）年3月まで6年間ここで教壇に立ち、生
徒用の染色工場を設置し染色法の実習を行うなど、技術
者の養成に情熱を傾けました。一方、在職中には精力的
に執筆活動も行っており、化学や物理の教科書をはじめ、
染色術に関する本や工業学校教育の普及の必要性を説い
た『日本工業教育論』などを著しています。それらの著
書類は下記の通りです。（注4）
１．教科書

平賀義美・著　杉浦重剛・校閲
　『化学初歩 上篇』＊　1883年刊
平賀義美・著　杉浦重剛・校閲
　『化学初歩　下篇』＊　1883年刊
平賀義美・著　杉浦重剛・校閲
　『物理初歩　上篇』＊　1884年刊
平賀義美・著　杉浦重剛・校閲
　『物理初歩　下篇』＊　1884年刊

平賀義美先生の足跡〜学者・教育者として〜（上）

『漆－その科学と実技』（学園蔵）

『MEMOIRS』の表紙と掲載された平賀先生の英文論文
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薩東氏・著　平賀義美・譯
　『容量分析　上』　1885年　文部省編輯局・刊
薩東氏・著　平賀義美・譯
　『容量分析　下』　1885年　文部省編輯局・刊
平賀義美・口述　関口寛一郎他・編
　『応用化学　巻之一』＊　1891年　敬業社・刊
平賀義美・口述　関口寛一郎他・編
　『応用化学　巻之二』＊　1891年　敬業社・刊
平賀義美・口述　関口寛一郎他・編
　『応用化学　巻之三』＊　1891年　敬業社・刊

上記『応用化学』の3巻は、先生が東京職工学校で
講義したノートを受講生が編輯・増補したもの。

２．染色技術書
平賀義美・編
　『染色術摘要　全』＊　1886年　井上蘇吉・刊
平賀義美・口述　松居辰之助・筆記
　『染色法：実地簡便有益』＊　1887年　開章堂・刊

３．教育論
平賀義美・著
　『日本工業教育論』＊　1887年　金港堂・刊
中でも名著といわれている『日本工業教育論』は、先

生が30歳の時に著したもので、その先見性の高さにお
いて、今日でも注目に値する書物であると高く評価され
ています。この書は、先生の東京職工学校での教育を土
台に論述されており、前篇と後篇に分かれて構成され、
内容は多岐にわたっています。『日本工業教育論』の意義
は、「国の貧富は主として産業の盛衰によるから、国家
の富強を図るためには産業の振興を図らなければならな
い。特に工業の振興こそ日本の当面の急務であるとして、

学術的な根拠を持った工業教育の必要性を説いた」点で
あると言われています。また、同書に朋友の杉浦重剛氏
が次のような序文（原文は漢文）を寄せています。
「近来西洋の功利の説を談ずる者、世に其の人乏しか

らず。而して実践躬行（自ら行うの意）の士、果たして
幾人有るか。余の友平賀君の如きは、則ち身自ら之を行
ひて后、口に之を談ず。故に其の説く所、絶えて迂腐の
臭気無し」

と、先生の姿勢を高く評価しています。このことから
も先生の学問・教育に対する姿勢を垣間見ることができ
ます。

注1：�明治15（1882）年、平賀義質氏の長女・須磨子と
結婚して養嗣子となり、同時に義美と改名しました。

注2：�明治3（1870）年に「大学規則」の「貢法」に基づき、
各藩から推薦された16歳から20歳の青年を、大
学南校に入学させる人材育成制度。藩の石高に応じ
て人数が割り当てられました（総数310名が在籍）。
しかし、十分な効果が上がらず、大学南校は一時閉
鎖され、改めて見込みのある者を選抜して再入学さ
せます。福岡藩の場合、3名の貢進生のうち、再入
学が許されたのは平賀義美のみだったといいます。

注3：�1781年に設立された、英国で2番目に古い学会。「近
代化学の父」と称されるジョン・ダルトンや、「ジュー
ルの法則」で名高いジェームズ・プレスコット・ジュー
ルなど、幅広い分野の優れた科学者が在籍しました。

注4：�＊印の平賀先生関係著書は、国立国会図書館の「デ
ジタルコレクション」（http://dl.ndl.go.jp/）に収め
られており、ネットで自由に閲覧できます。

（以下次号）
（清水信昭　記）

小学校用『理科　化学篇』（学園蔵） 『日本工業教育論』表紙
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○小生、関西大倉を卒業して半世紀有
余、母校にお世話になったのは、昭和、
平成、令和の3時代に亘ります。その
間、学園の周年記念誌をはじめ『学苑』
や同窓会報、広報誌『サイカス』など
の編集に携わってまいりました。今後、
広報誌などの編集に関わられる方々に
は、これまでにもまして卒業生と在校
生に愛され、楽しまれる広報誌に育て
ていってほしいと思っております。皆
さまのさらなるご支援、ご協力を賜り
ますよう、お願い申し上げます。
○近年、わが国では少子による人口減
少やグローバル化の進展、ICTを中心

とした技術革新の進展など、社会情勢
や教育環境が激しく変化しており、い
ろいろな事象を予見することが困難な
時代になったといえるでしょう。その
ような不確実な時代であるからこそ、
教育界には、青少年たちに自ら未来を
切り拓き、新たな価値を創造していく
力を育てることが求められているとい
えます。母校において、厳しい社会情
勢に対応できる教育が実践されている
ことを、嬉しく思っています。

（清水信昭　記）
○高校3年生にとって最後の文化祭が
行われました。学年が上がるごとに自

分たちで話し合って協力して行動でき
るようになり、今回は会計も含め全て
自分たちで決めていました。最近、こ
の6年間を振り返ることが多くなって
いるのですが、生徒たちの成長をすご
く実感しています。文化祭終了後、教
室で集まった時に、代表の生徒が感謝
の気持ちとクラスのみんなへの愛情を
素直に語ってくれました。クラス全体
が笑顔になり、優しい雰囲気に包まれ、
私も胸が熱くなりました。

（牧野菜穂子　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13日㈮ 0時〜1月16日㈭	 15時
　A2日程Web出願：12月13日㈮ 0時〜1月18日㈯	 14時
　B日程Web出願 ：12月13日㈮ 0時〜1月19日㈰	 14時
　C日程Web出願 ：12月13日㈮ 0時〜1月21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18日㈯　点呼 		8時45分
	 A2日程：1月18日㈯　点呼 16時
	 B日程　：1月19日㈰　点呼 16時
	 C日程　：1月21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19日㈰	ホームページ（午前掲載予定）
　A2日程：1月19日㈰	ホームページ（午後掲載予定）
　B日程　：1月20日㈪	ホームページ（午後掲載予定）
　C日程　：1月22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20日㈪15時まで
	 B日程：1月21日㈫15時まで
	 C日程：1月23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。

2020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30日㈭

※10時〜15時（土・日を除く）
	 	郵送受付　1月23日㈭〜1月30日㈭ 必着
	 	※インターネットによる出願情報登録を行います。
■検定料	 	 20,000円
■試験日	 	 2月10日㈪
	 	※インフルエンザ等対応入試：2月14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13日㈭　郵送・ホームページ掲載
■入学手続
　●専願：2月15日㈯ 15時まで
　●併願：3月19日㈭ 15時まで
	 （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 （対応なし） 90％
40 点〜 49 点 5 2 級 80％
30 点〜 39 点 4 準 2 級 70％

2020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。）

※上記について、重複の加点はいたしません。


