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サッカー部OB伊藤鐘太さん 
韓国K1リーグの大邱FC入団
　2016年卒　サッカー部　伊藤鐘太さん（環太平洋大学）の韓国
K1リーグ大邱FCの入団が決定いたしました。関西大学北陽高校サッ
カー部卒で初めてのKリーガーとなります。
　更なる飛躍を期待しております。

HOKUYO NEWS

「第6回レジェンドカップ」北陽OBチームが優勝！！

関西大学北陽高校サッカー部OB会副会長　田村　隆之

　2019年11月4日にJ-Green堺にて行われました「第6回レジェンドカップ」において、北陽
OBチームが優勝しました。
　この大会は現在、40～50歳を中心にしたメンバー構成で、高校時代に日本一を目指して
戦ったライバル校が集まるものです。年々、参加校が増えて今年は新たに四中工、国見が参

加。北陽は3チーム編成となりました。16チームを4グループに分けて予選を戦
いました。
　大会後の打ち上げには、野々村監督、塩田さん

も参加していただき、大盛況の祝勝会となりました。大会運
営に関わってくださった皆様、本当に有難うございました‼
　連覇を目指すのは当然として…
　後輩達がまた、全国の舞台で活躍できるように、我々OB
も力を合わせてサポートし続けます。

http://www.ipu-japan.ac.jp/ より

ジャズバンド部ＯＢの横尾昌二郎氏が
「第１２回なにわジャズ大賞」を
受賞しました。 
　本校ジャズバンド部ＯＢの横尾昌二郎氏が、『第１２
回なにわジャズ大賞』を受賞しました。
　本大賞は、ジャズミュージシャン唯一の顕彰制度
だった「中山正治ジャズ大賞※」を引き継いで平成20
年に創設されました。これは、伝統ある「中山正治ジャズ大賞※」の精神を発展的に引
き継ぐものとして、各界の幅広い賛同を得て継承されたものです。ジャズ音楽の普
及とプロ･アマチュアを問わずミュージシャンの育成を図ることにより、関西の文化
発展に資することをねらいとして設けられたもので、年間を通して最も優れた活動
をしたジャズミュージシャンを1名又は１団体をプロ･アマチュアそれぞれに顕彰す
るものです。

1984年生まれ兵庫県西宮市出身。中学1年生でトランペットを始める。西宮市立学文中学校ブラスバンド部、北陽高等学校ジャズバンド部でビッグバンドジャズを、関西大学ジャズ研究会でコンボ
スタイルでの演奏を経験。アロージャズオーケストラの佐藤修氏に師事。大学在学中より、大阪・谷町9丁目の『SUB』でベーシストの西山満氏からジャズを学ぶとともに、ライブ活動を始める。2009
～2014年の間、ベーシストの権上康志が率いるクインテット“ジンジャーブレッドボーイズ”で4枚のCDを発表、西は福岡、東は東京までツアーを展開し好評を博す。その間、“今西佑介セクステッ
ト”、“浅井良将セプテット”、“東ともみグループ”などのレコーディングにも参加。2013年より、自ら作編曲を手がけるジャズオーケストラを率い活動。2017年春、“Shojiro Yokoo&his Big Band”
として初のリーダーアルバムをリリース。志水愛(Pf)との双頭リーダーによるセクステット“ハードバップ研究会”での研究・演奏活動にも力を入れている。他にも“今西佑介(Tb)セクステット”“コトリ
カルテット”“trio nô made”“Funky松田&SOULFEVER”“A Hundred Birds Orchestra”など、ジャンルを問わず様々なバンドに参加している。ビッグバンドやコンボバンドへのアレンジの提供も
手がける。2009年、第3回神戸ネクストジャズコンペティション審査員特別賞を受賞。関西ジャズ協会理事。

ジャズバンド部元顧問（平成28年退職）　手嶋　正雄
44歳の若さで亡くなったジャズ・名ドラム奏者の中山正治の功績を記念して１９９２
年に制定された賞です。第１５回をもって、｢なにわジャズ大賞」に継承されました。

ホームページ『Yokoo!BBスタジアム』　http://yokoobb.blog88.fc2.com/

　この度は、尊敬する先輩方も受賞している名誉ある賞を賜
り、大変光栄です。関西でプロ活動を開始して10年余、ひたす
らに自分の好きな音楽だけを演奏している私を応援してくださ
るお客様、そして共演ミュージシャンの皆様に恵まれているの
は、とても幸運なことです。今回は偶然にも私が「なにわジャズ
大賞」の受賞者という形にはなっておりますが、現在バンド活動
を共にしている仲間たちは勿論、過去に共演して私に影響を与
えてくれた仲間たち、先輩、後輩、そしていつも支えてくれる妻、
家族、私の今の音楽性、人間性を形作ってくれた全ての人たち
に与えられた賞であるという気持ちです。おこがましい事では
ございますが、これを機会にリスナー及びオーディエンスの皆
様に私からのお願いです。私の周囲にいる素晴らしいミュージ
シャンたちに是非とも目を、耳を向けて頂き、関西の、そして日
本のライブミュージックシーン全体をよりいっそう盛り上げて
頂きたく存じます。これからも慢心することなく精進していく所
存です。
　今後とも、ご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

横尾昌二郎氏の受賞コメント

※「中山正治ジャズ大賞」

横尾昌二郎氏のプロフィール

　母校は、2020年創立95周年を迎える。盛大に祝された早いもので90周年式典より5年の歳月が流れました。
　次の100周年に向けての節目の年でもあります。高校生活は、3年間で卒業ですが、関西大学北陽高校同窓会は、命ある限り永遠に続きます。
　今年の卒業生は412名、卒業おめでとうございます。同時に関西大学北陽高校同窓会に入会です。
　母校の校歌を歌える人財が社会に出て元気に活躍することを願います。
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　同窓会の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び
申し上げます。日頃は同会の発展のために、ご理解とご協力をい
ただき、誠にありがとうございます。
　わが母校を巣立ち、令和の新時代に新しい一歩を踏み出した
後輩の皆さん、卒業おめでとうございます。
　改めて言うまでもありませんが、先輩諸氏には様々なフィールド
で多彩な才能を発揮している人材が揃っておられます。自由な校
風の元、何事にも果敢に挑戦するチャレンジャー精神が、その原
動力になってきたと思います。
　バスケットボール部、陸上部が全国大会に出場するなど、若い

「チーム関大北陽」の飛躍を願う。
関西大学北陽高等学校
同窓会会長　岡田　彰布 （昭和51年卒業）

関西大学北陽高等学校
生徒会長　楠本　陽大

芽が逞しく育っているのは頼もしい限りです。次の世代を継承して
いく後輩たちには希望と期待、そして魅力にあふれた大きな可能
性があります。一人一人の個性を生かし、「関大北陽」に新たな校
史を刻みつけてください。
　長い歴史と伝統を築き上げてこられた皆様方のご指導、ご鞭
撻を仰ぎながら「チーム関大北陽」の飛躍をOBの一人として
願っております。
　最後になりましたが、同窓会各位のなお一層のご活躍を祈念し
ますとともに、同会のさらなる発展を目指し、引き続きご支援のほ
ど宜しくお願い申し上げます。

　同窓会の皆様には、平素より本校の教育の充実、発展のため
にご理解とご支援をいただき厚くお礼を申し上げます。
　2020年、年が改まり、次なる扉の向こうに何が待っているの
か。昨年、平成という時代が終わり、令和に移りました。平成という
時代を、「今だけ、金だけ、自分だけ」という言葉で表す人がいま
す。日本でも、お金に絡む不祥事は多くありました。お金だけを目
的にすると何かが狂います。現在、地球温暖化や環境破壊、貧困
の増大など解決が難しい問題が山積みです。そのような時代だか
ら、高校や中学校で様々なことを学び、その中から課題を見つけ、
社会に出た時、自分に何ができるか、考えることが大切です。そし

新しい時代と教育方針。
関西大学北陽高等学校・中学校
校長　田中　敦夫

て、世の中に求められることをやる、そのような人材の育成を目標
にしていきます。
　2008年、関西大学北陽高等学校として新たなスタートを切り、
2010年関西大学北陽中学校が開校しました。今年度、開校10
年目を迎え、北陽中学校出身の生徒が、今春、大学を卒業しま
す。彼らの社会人としての活躍を楽しみにしています。
　今後も、北陽高等学校のこれまでの良き伝統を踏襲しつつ、さ
らなる発展に向け努めてまいりますので、皆様のご指導・ご支援を
よろしくお願い申し上げます。

　同窓会の皆様におかれましては、益々のご健勝のこととお喜
び申し上げます。
　平素は関西大学北陽高等学校・中学校ＰＴＡ活動にご支援、
ご協力をいただき、紙面からではございますが皆様に厚く御礼
申しあげます。　
　さて、去る１２月２１日に、ＰＴＡ主催の教育講演会を開催いた
しました。
　今回の講演は、元人気テレビアナウンサーで、現在は一般社
団法人「清水健基金」代表理事の、清水健氏を迎え、「大切な
人の思いとともに・・・」と題し、講演していただきました。講演内
容は、長男が生まれ順風満帆な家庭生活が続くはずの数ヵ月
後に、最愛の妻を「がん」で亡くされ、その時、感じた家族や大
切な人と時間を共にできる幸せ、また皆さんと一緒に温かさ、

触れ合いを共にし、決して一人ではないということについて熱く
語っていただき、会場内は、涙、時には笑顔と温かい雰囲気で
満ち溢れていました。私達は今、何の不自由もなく幸せな生活
を送っていますが、この講演で、家族の大切さや、みんなと一緒
に本当の思い、寄り添いが大切だと改めて考えさせられる大変
有意義な講演でした。
　ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
　今後も、旧北陽高校の歴史と良き伝統を継承しつつ、関西
大学北陽高等学校・中学校ＰＴＡでは、より開かれた親しみや
すいＰＴＡ運営を目指したいと考えておりますので、ご支援・ご
協力のほど宜しくお願いいたします。また、同窓会の皆様方の
ご健勝とご活躍を心より祈念申し上げます。

「令和最初のＰＴＡ教育講演会」を終えて。
関西大学北陽高等学校・中学校
PTA会長　正井　省吾

　この度、生徒会長に就任させていただきました楠本陽大で
す。昨年度は生徒会の総務として活動させていただきました。
私は先輩方が生徒会活動に精一杯取り組まれている姿を見
て、北陽をより良くしたいと思い生徒会長になりました。
　私は北陽中学校出身、内部進学生初の生徒会長でもあるの
で、北陽中学校生徒会とも連携してこの北陽を盛り上げていこ
うと思っております。
　現在生徒会では、「北陽の未来はみんなで、みんなですれば
何かが変わる。」をモットーにしてさまざまな活動に取り組んで

います。例えば、生徒が意見を出すためにかなり前に設置され
ていた投書箱をリニューアルし、新たに「意見ボックス」という
名前で復活をさせ設置しました。また、地域貢献をするため、淀
川を掃除してきれいにする「淀川大掃除」という活動も実施し
ています。
　先輩方が築き上げてきた素晴らしい伝統を受け継ぎながら、
私たちが新しい関大北陽の歴史を作り上げていきたいと思いま
す。

北陽の未来はみんなで、
みんなですれば何かが変わる。



Hokuyo alumni annual letter　　04

自　2018年4月  1日
至　2019年3月31日

自　2019年4月  1日
至　2020年3月31日

(単位　円)収入の部

前 期 繰 越 金
会　　　　　費
会員・会報協力金
代議員会会費
雑収入(受取利息)
総　　合　　計

3,400,758
4,150,000
360,000
12,500

20
7,923,278

3,400,758
4,140,000
454,000
11,500

21
8,006,279

414名
協力募金294,000 バナー広告160,000
23名×500(懇親会参加者)
預金利息

第42期定期代議員会開催
2019年度関西大学北陽高等学校同窓会

予　　算 実　　績 摘　　要科　　目
(単位　円)収入の部

前  期  繰  越  金
会　　　　　費
会員・会報協力金
代議員会会費
雑収入（受取利息）
総　　合　　計

3,995,305
4,130,000
400,000
11,000

20
8,536,325

413名Ｘ10,000（卒業予定者）
　
22名Ｘ500(懇親会参加者)
預金利息

予　　算 摘　　要科　　目

(単位　円)支出の部

会      議      費
代議員会会議費
人      件      費
交      通      費
消   耗   品   費
通      信      費
慶      弔      費
支　　部　　費
雑　　　　　費
予　　備　　費
小               計
会 報 発 行 費
組織・事業運営費
小　　　　　計
合　　　　　計
次 期 繰 越 金
総　　合　　計

14,000
24,000
240,000
220,000
50,000
430,000
700,000
50,000
10,000

1,000,000
2,738,000
1,200,000
100,000
1,300,000
4,038,000
3,885,278
7,923,278

12,092
21,720
240,000
210,560
19,426
424,958
767,656
33,425
9,638

1,000,000
2,739,475
1,198,530
72,969

1,271,499
4,010,974
3,995,305
8,006,279

役員会・委員会ボトル茶ほか
案内等の発送費は通信費に計上
事務局
役員・委員会・事務局
コピー機及び保守料、封筒
会報発送費、電話料金、切手、葉書
卒業祝贈呈品、課外活動副賞
関東支部活動費
振込手数料他
体育館建替基金

会報4,500部、HPリニューアル
交流会

予　　算 実　　績 摘　　要科　　目
(単位　円)支出の部

会      議      費
代議員会会議費
人      件      費
交      通      費
消   耗   品   費
通      信      費
慶      弔      費
支      部      費
雑               費
予　　備　　費
小　　　　　計
会 報 発 行 費
組織・事業運営費
小　　　　　計
合　　　　　計
次 期 繰 越 金
総　　合　　計

  15,000
25,000
240,000
250,000
30,000
430,000
800,000
50,000
10,000

1,000,000
2,850,000
1,200,000
100,000
1,300,000
4,150,000
4,386,325
8,536,325

会議用茶等
　
事務局手当
各委員会等交通費
コピー機及び保守料、封筒、事務消耗品等
会報発送費、電話料、切手、葉書等
卒業祝、課外活動(優秀賞・団体奨励賞)副賞
関東支部活動費
振込料他
2012年から計画で１千万の寄付予定
　
会報発行、HPリニューアル費

予　　算 摘　　要科　　目

2018年度 決算報告 2019年度 予算(案)

第42期定期代議員会開催 北陽同窓  vol.42

  日時 : 2019年4月13日(土)  午後2時～3時30分
場所 :関西大学北陽高等学校　大会議室(１階)

役　職 氏　名 卒業年 担当
任期　2019年4月1日～2021年4月30日まで

会　　長
会長代行
副 会 長
副 会 長
副 会 長
会　　計
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
理　　事
監　　事
監　　事

名誉顧問
名誉顧問
名誉顧問

岡 田 　 彰 布
池 田 　 勝 一
原 　 　 　 強
中 本 　 導 男
梶 川 　 聖 二
田 村 　 大 作
山 内 　 直 行
中 尾 　 　 明
西 森 　 　 務
西 澤 　 宏 之
八 木 　 知 之
中 川 　 　 智
阪 田 　 裕 弘
城 島 　 末 明
 
澤 田 　 　 渉
河 原 　 英 幸
 
田 中 　 敦 夫
鈴 木 　 清 士
金 澤 　 　 勇

昭和51年卒
昭和48年卒
昭和51年卒
昭和53年卒
昭和57年卒
昭和59年卒
昭和42年卒
昭和50年卒
昭和60年卒
平成４年卒
昭和52年卒
平成3年卒
昭和41年卒
昭和40年卒

本校職員
本校教員

本校学校長
本校前学校長
本校元教頭

総務
関東支部
組織事業
広報
広報
広報
広報
組織事業
組織事業
組織事業
広報
組織事業
広報

総務
広報

委員長
支部長
委員長
委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

委員
委員

役員・顧問

　第42期定期代議員総会を中本副会長の司会で、本年度代議員総
数90名の内、本会出席者27名、委任状37名で計64名となり、よって
定期代議員総会規約第15条により、2019年度第4期定代議員総会
成立が確認された。 中本副会長開会の言葉で会がスタートし、澤田先
生による物故者への黙祷を捧げ、校歌斉唱をし、岡田彰布同窓会会長
より、昨年度実施された、関東支部会・同窓交流会(ホームカミング
ティ)・岡田会等の話がなされた。特に、2025年(大阪万博)開催には、
関西大学北陽高等学校も100周年を迎えるので、多くの同窓生と集
うことを期待する話がなされた。田中敦夫学校長からは、412名が卒
業し同窓生となるお話と、教育環境整備として、ICT授業(アクティブ
ラーニング)を進めるために設備(プロジェクター・扉の改修・中高の教
室にWi-Fi工事)を整えている。また、バスケットボール部が新人戦で
優勝、ラグビー部が近畿大会に出場した。体育館建築募金が2018年
度で終了したので、同窓会からの寄付金(100万円)は、特別支援金と
してクラブ活動の遠征費等に用いたいと説明があった。中学校が
2020年には、10周年を迎えるので記念行事を行う予定であるとの報
告がなされた。

　議長の選出がなされ、
司会者一任で中尾理事が指名され以下の内容が審議された。

　最後に２０１８年度事業報告・活動報告・会計報告・監査報告、２０１９年
度予算について、全員の拍手をもって全ての議案が承認された。ま
た、出席者全員で記念撮影をした。総会終了後、梶川副会長・中尾理
事の司会で机を炉の字型にして懇親会(お茶・お菓子)がもたれた。
　一人ひとり、卒業年度と同窓会への思いが述べられた。同窓会とし
て、今後も学生支援をするために寄付金・バナー広告を通して、学生
の部活動等の支援をするためにも活動資金が必要となるので、協力
の要請があった。
　以上をもって、活動は全て終了し次回にお会いすることを楽しみに
して散会した。

池田　勝一　（昭和4９年卒）

ホームページ担当

事務窓口　同窓会事務局担当（週一日）
学校窓口　新任

　１号議案　事業活動報告(総括)は『西澤』理事、
　　　　　  課外活動報告(学校)は『高谷』先生

　２号議案　２０１８年度　決算報告　    『田村』理事

　３号議案　２０１８年度　監査報告　    『城島』監事

　４号議案　任期満了による役員選任　『岡田』会長

　５号議案　２０１９年度　事業計画案
　　　　　　　広報委員会計画　　 　『梶川』副会長
　　　　　　　組織・事業委員会計画　『阪田』監事
　　　　　　　関東支部活動報告　　 『豊田』支部幹事

　６号議案　２０１９年度　予算案　    　『田村』理事
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　2020年1月18日（土）大阪市北区ANAク
ラウンプラザホテル大阪にて北陽岡田会が
開催されました。130名を超える野球部
OB、同窓会など北陽関係者が集合しまし
た。
北陽岡田会は、今年で17回目の開催です。
岡田彰布同窓会会長が阪神タイガース就
任時の2004から続いています。
　開会冒頭に池内啓三関西大学理事長より
来賓挨拶。続いて金澤勇先生（前野球部部
長）から近況を交えたお言葉がありました。
　池田勝一同窓会会長代行の乾杯のご発
声で宴は開宴。
　岡田彰布氏を囲んで旧友との再会、各
テーブルでは笑顔の絶えない懇談タイム
は、全野球部OB会長から野球部OB会の新
役員メンバーの紹介がありました。
　壇上では新役員メンバー達は母校野球部
への熱い想いが寄せられた。
　そして関大北陽辻本野球部より力強い
メッセージがありました。強豪校が犇めく大

阪予選を勝ち抜き母校野球部の甲子園で
の勇姿をと願います。
　お楽しみ抽選会では、協賛の素敵な景品
や、サインボールやサインバットなどがプレ
ゼントされました。
　毎度恒例のトークショーでは岡田彰布爆
笑毒舌？プロ野球裏情報が････活字にする
ことは控えさせていただきます。パーティー
の参加者の皆様だけが知り得た裏情報でし
た。
　旧友との再会、恩師を囲んでの楽しい時
間はあっという間に過ぎました。
　鳥居代表幹事より〆の挨拶、来年の18回
目の開催での再会を約束し終始和やかに宴
は幕を閉じました。

　２０１９年１１月１６日（土）恒例のホームカ
ミングデイがお初天神「八幸」で開催され
ました。私は、卒業後先輩のお誘いを受け
て初めて同窓会行事に参加させて頂きま
した。
　まず、岡田会長の挨拶から始まり、金澤先生の乾杯の音頭で宴は幕
を開け、田中校長の母校近況報告がありました。
　初めての参加ということもあり、僅かの方しか存じていない中、岡
田会長や田中校長、野々村先生等多くの偉大な方と懇談出来たこと
がとても有意義でした。また、各界で活躍されている同窓の方が多い
ことに驚きも感じました。そして、参加者全員からの近況報告に盛り上
がり、最後は丹野さんのもと全員で校歌斉唱にて終了となりました。
次回は、仲の良い同窓生や後輩を誘って参加出来たらと思います。
　高校時代の思い出と言えばバレーボールに尽きます。中学よりバ
レーボールを始め、北陽高校でバレーボールをする為に、昭和５７年に
入学しました。横田先生や亀田先生の厳しい指導の下、１年生よりレ
ギュラーポジションを獲得し、２年生の時にはインターハイ予選準々
決勝で大商大附属高校に負けてしまい力の差は歴然でしたが、ベスト
８に入り、目標としていた近畿大会出場を果たす事が出来ました。　
　一番脳裏に焼き付いているのが、私学大会の三回戦で再度、大商
大附属高校と対戦する事になり、インターハイ予選より対等に試合が
出来るチームに成長した事です。

　惜しくも負けてしまいましたが、緊迫した接戦試合となり、会場内
は北陽高校を応援する他チームもいました。この白熱した試合によ
り第二回近畿私学大会に推薦され出場を果たす事が出来ました。３
年生が引退され私がキャプテンとなり、先輩達が残してくれた実績を
引き継ぎたかったのですが、残念ながら上回る事が出来ませんでし
た。しかし翌年の私学大会では３位なる事が出来ました。
　３年生の時には、第一回大阪地区選抜大会メンバーに選ばれる事
も出来ました。
　振り返って思いかえすと、休みがなく毎日練習や遠征ばかりの３年
間でした。とにかく練習は厳しく、大変苦しく上下関係の厳しさも、今
では良い思い出で、支えてくれた家族には感謝の思いで一杯です。
また横田先生、亀田先生有難うございました。
　北陽高校卒業後は、先輩や同級生の誘いもあり、クラブチームを
結成、又勤務先でもバレーボールを最近まで続け市民大会や大阪大
会等で優勝し近畿大会に出場する事も出来ました。
　大学卒業後、平成元年に金融機関に就職し３１年目を向かえていま
すが、北陽高校バレーボール部で培った忍耐力、精神力、人間力を生
かし、金融環境も厳しい状況でありますが、今後も自身日々努力し精
進していきたいと思います。
　関西大学北陽高校バレーボール部の監督も変わり、素晴らしい選
手も集まり良いチーム作りが出来ていると聞いています。北陽魂を
もって不可能はないと確信しています。今後の活躍に期待したいと
思います。
　最後に、バレーボール部頑張れ！！

関西大学北陽高校同窓会交流会に参加して

北陽岡田会新年パーティー
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園屋　利治 （昭和60年卒業）

関西大学北陽高校同窓会交流会

　2019年11月16日（土）梅田お初天神　八幸にて関西大学北陽高校同
窓会交流会が開催されました。
　金澤勇先生、野々村先生を迎え世代を超えた北陽OBが集いました。
新しい北陽OBもご参加もあり、恒例のスピーチも近況と母校へ
の熱い想いを披露。お楽しみの抽選会では豪華賞品
40型テレビをはじめ続々とお楽しみグッズが････。
野球部OB丹野さまのエールで参加者全員で校歌を合唱。
　再会を約束し宴は幕をおろしました。2019年11月16日（土）　於：お初天神  八幸

同窓会交流会開催
関西大学北陽高等学校

北陽岡田会
新年パーティーが開催されました。
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サッカー部　　

サッカー部56年会

2020年の初蹴り
「藤原監督激励会開催報告」S59年卒バレーボール部　　04

恩師　野々村監督を囲んでサッカー部56年会

03 S57年卒　　

関西大学北陽高校同窓会では各分野で活躍している卒業生からの投稿を募集しております。何かの賞を受賞した、書籍を
出版した等、様々な情報をお待ちしています。仕事関係の教育・研究・企業での活躍などに限らず、趣味、ボランティアなど
幅広く紹介いたします。新聞や雑誌に紹介された記事なども募集しております。自薦、他薦で結構ですので、積極的な応募
を期待しております。なお、原稿の長さ、写真の枚数に特に制限はありません。何か卒業生に関する情報がございました
ら、ぜひ同窓会事務局までお知らせください。

卒業生のご活躍を募集しております!!

関西大学北陽高校同窓会
詳しくは、同窓会HP

検  索検  索

今回で9回目の高校クラスメート会S43年卒林学級05

　2019年11月24日バレーボール部の新人戦を観戦しました。
　先発6名全員が1年生というフレッシュなチームで、上級生中心の
相手チームに対して大健闘。
　南船場へ移動して、ちゃんこ鍋なかたにで昭和59年卒業者を中心
に集い藤原監督の激励会を開催しました。
　まず各自で自己紹介と近況報告を行い、元阪神タイガースで店
主、中谷忠巳さんの料理に舌鼓を打ちながら、アルコールも進み、
37年ぶりに再会した喜びや、思い出話で大いに盛り上がりました。
　また藤原監督からは新人戦を終えての結果報告（1部2位）と新入
生を含めた来年度の展望を力強く述べて頂き、参加者全員が今後、
応援バックアップを決意し帰路につきました。

昭和59年卒　バレーボール部　田村　大作

　私は、昭和43年3月に普通科・林学級（当時の林先生）を仲間とともに卒業し
ました。平成23年より仲の良かった同級生と高校クラスメート会を開催始め
て、今回で9回目になりました。
　毎年、10月に居酒屋で全員が集い、飲食しながら近況報告、思い出話し、家
庭のことなどを話しあい、盛り上がっています。みんなそれぞれ結婚して孫に
も恵まれて話題とともに花を咲かせています。
　今回、関東の役員である内海昭さんも同級生でメール交換をしていて、この
高校クラスメート会を同窓会に投稿されてはどうかと伝えてくださいました。
　6名の中の二人は、すでに同窓会に入っています。
　私は、今まで同窓会のことは、まったく知らなくて、10月14日に扇町駅近く
の「すし半」店で夕方より第9回目のクラスメート会で、また大いに盛り上がりま
した。

昭和43年卒　桧垣　義広

昭和57年卒　駒榮　隆通

サッカー部野球部合同還暦同窓会S５３年卒サッカー部野球部　　06
　2019年7月20日　京橋平八亭にて　昭和53年卒の還暦同窓会を
開催いたしました。 
　私達の学年は、サッカー部総勢１３人、野球部総勢２３人。当日集まっ
たのが１６人です。　
　サッカー部は現役時代全国ベスト4、野球部は大阪地区予選決勝敗
退からの４２年！
　特に仲の良かったこのクラブのメンバーで、当時の話、近況報告で当
日は大いに盛り上がりアッという間に時間が過ぎました。 
　改めて母校愛が深まり今後のサッカー部野球部が再び全国へ名前
を轟かせてほしい！ 大いに期待しています。
　写真は一次会で撮影するのを忘れ、二次会の様子です。

昭和53年卒　硬式野球部　山田　昭彦

　2020年1月3日、関西大学北陽高校のグラウン
ドで初蹴りを行いました。OBの参加人数は61名で
した。半面ゲームをやった後に現役 VS OBの試合
（15×2）を行いました。
　OBのベストチームでは、大学サッカーで活躍している選手た
ちもおり、現役選手たちはOB選手たちの技術の高さや引き出
しの多さに刺激を受けていました。また、保護者の方々が朝早く
から温かい豚汁などを準備してくださり、とても良い2020年の
スタートを切ることができました。
　来年は東京で新年を迎えられるよう、日々励んでいきます。本
年もどうぞよろしくお願いいたします。

平成7年卒　矢田　竜之

　2019年12月8日（土）尼崎　鰻のだいご　にて昭和57年度卒
の同級生が集合しました。
　集まったのは帰宅部を中心に、野球部、サッカー部にテニス部、
少しだけヤンチャな北陽生です。1979年入学の出会いから40年
経ち、1982年の卒業から37年経つと皆　素敵なオジサマになり
ました。
美味しい料理と、美味しいお酒、そして楽しい北陽高校時代の話は
尽きません。
時間をを忘れて　楽しい時間はあっという間に・・・・
　再会を約束して一同 解散。

昭和57年卒　梶川 聖二

　2019年2月23日　北陽サッカー部　昭和56年度卒メンバーが緑橋
「ふく玄」に集合しました。ゲストに恩師 野々村征武監督を囲んでの同期
会です。
　1979年（昭和54年）の入学から40年が経ちました。卒業してから37年
です。美味しい ふぐ料理とお酒であっという間の楽しいひとときでした
野々村監督からは今だから話せる秘話も･･･
　参加者全員が一分スピーチで近況報告　笑い声が絶えない数時間　
　皆　いいオッちゃんになりました。
　母校　関大北陽サッカー部の活躍を祈念し宴の最後は、校歌の合唱！ 
やはり母校サッカー部の活躍が気になりますネ
　健康での再会を約束して解散。毎度　毎度　幹事さんに感謝です。

プチ同窓会が開催されました。プチ同窓会が開催されました。
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母校
応援記 　男子第70回全国高校駅伝競走大会の大阪府予選が11

月2日（土）大阪市淀川区の淀川河川敷コースで行われ、関
大北陽は、2時間9分40秒で3年ぶり7回目の優勝を飾りました。
　1区伊藤選手(3年)が4秒差でトップでたすきをつなぎ、2区泉選手(2年)
は、無心で走り23秒差に広げたのですが、3区芝選手(3年)は、留学生が在籍
している興国高校のンガンガ・ワウエル選手(3年)に抜かれましたが、予想よ
り芝選手は食らいついて、前との差を1分16秒差と粘りの走りをしました。4
区中西選手(2年)が追い上げて38秒差まで縮め、5区の大塚選手(3年)は16
秒差まで追いつき、6区春名選手(3年)が自己ベストを更新する走りで逆転、

26秒のリード奪うと、7区は主将の諏訪選手(3年)が差を広げ、2位の興国高
校と1分34秒まで、広げ逃げ切りました。関大北陽は、大阪府予選タイムは
過去最高でした。
　11月24日（日）には、兵庫県南あわじ市で開催しました近畿高校駅伝（32
年連続出場）にも出場しました。
　そして、12月22日（日）には京都市で開催された全国高校駅伝に、大阪府
代表として出場し、2時間7分42秒、38位(全体58チームが出場)でした。今
年は全体的にレベルの高かった大会でよく健闘したと思います。皆様、応援
ありがとうございました。

男子第70回全国高校駅伝競走大会大阪府予選

昭和50年卒　中尾　明：記

個人の部 受賞者には、同窓会より表彰、副賞といたしまして図書券（5,000円）を、 団体の部 受賞団体には、活動費各50,000円を寄与いたしました。

水泳部 第87回日本高等学校選手権水泳競技大会にて、
男子4×100Mフリーリレー5位入賞！

　水泳部は、8月17日～20日まで熊本県・アクアドームで行われまし
た第87回日本高等学校選手権水泳競技大会に、リレー5種目、個人
10名14種目、延べ24名が参加しました。主な結果としましては、男子
4×100Mフリーリレーで５位入賞を果たすことができ、決勝進出は17
年ぶりとなりました。また、8月22日～26日まで東京・辰巳国際水泳競
技場で行われました第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳
競技大会におきましては、３年F組 横田　涼乃が400M　自由形で第
6位、3年K組　羽岡　草太が100M自由形で第8位に入賞を果たしま
した。
　本年度は全国大会出場種目数、入賞種目が過去最高になりました。
この勢いをさらに発展させ、より多くの決勝進出・入賞を目指していき
たいと思います。これからも水泳部のご支援・ご声援の程、よろしくお
願い致します。

令和元年度全国高等学校総合体育大会
個人戦90㎏級出場柔道部

顧問：林・宮前

全日本チアダンス選手権大会 全国大会出場創作ダンス部

　創作ダンス部は、たくさんの方が笑顔になれるダンスを目指し、日々練習に励んでおり
ます。昨年度は、全国大会出場権を獲得することができなかったため、本年度は部員、顧
問ともに初心に帰って練習に取り組んできました。その結果、全日本チアダンス選手権大
会にて全国大会に出場することができました。今後も感謝の気持を忘れず、たくさんの方
に笑顔を届け、全国大会で結果を残せるチーム目指し邁進して参ります。ご声援よろしく
お願い致します。 顧問：花井　英子

U18日本選手権　優勝！　全国高校駅伝出場！陸上競技部

　沖縄県で行われました全国IHに７名、愛知県で行われましたU１８日
本選手権に10名が出場しました。U１８日本選手権では、男子４×１００
ｍRにおいて日本一に輝きました。来年度の全国IHで関大北陽旋風を
起こす予感を感じさせるトラックレースとなりました。
　大阪高校駅伝では優勝。３年ぶり７回目の全国高校駅伝に出場しま
した。チーム目標は達成できませんでしたが、途切れることのない沿
道のご声援は力になりました。連続出場を目標に取り組んでいきま
す。来年度も全国の舞台で活躍できる選手育成に努力していきます。
ご声援よろしくお願い致します。

顧問：米川　和宏

男子バスケット
ボール部

顧問：渡辺　真二

2019年度 同窓会課外活動表彰

第１９回　全日本チアダンス選手権全国大会
ＪＡＺＺ部門　出場

男子バスケット
ボール部

令和元年度全国高等学校総合体育大会出場
第７２回全国高等学校バスケットボール選手権大会

陸上競技部 第７０回全国高等学校駅伝競走大会出場
第１３回Ｕ１８日本陸上競技選手権大会４×１００ｍ
リレー優勝

水泳部 令和元年度全国高等学校総合体育大会出場

ダンス部

３年Ｊ組 辻　五十雲 柔道部 令和元年度全国高等学校総合体育大会出場（９０ｋｇ級）

３年Ｅ組 茨木　建伍
陸上部

水泳部

第７２回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会出場（八種競技）

２年Ｋ組 佐藤　　颯

３年Ｋ組 羽岡　草太

３年Ｆ組 横田　涼乃

第７２回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会出場（２００Ｍ）

第４１回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
８位（１００Ｍ自由形）

第４１回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
６位（４００Ｍ自由形）

学年・クラス クラブ名氏　名 理　由 クラブ名 理　由

スポーツコース対象クラブをはじめ、ひとりひとりが高い
目標を持って部活動に取り組んでいます。
体育館や運動場など、設備面でも選手の活躍を後押ししています。

団体の部個人の部

 男子バスケットボール部は今年度大阪の大会すべてに優勝し、イン
ターハイ・ウィンターカップという２つの全国大会に出場しました。イン
ターハイでは１回戦大分の別府溝部学園高校に８４－７５で競り勝ち、２
回戦に進みました。２回戦では、熊本の九州学院高校に前半大差をつけ
られるなか、後半１点差まで追い上げることができましたが、逆転には至
らず、６１－６８で敗退しました。
　冬のウィンターカップではベスト８を目標に臨みました。１回戦は埼玉
の正智深谷高校に７６－７０で逆転勝利を収め、インターハイに続く２回
戦進出を決めました。２回戦は香川の尽誠学園高校との対戦で、相手の
激しいＤＦに苦しみ、３４－７２で敗れ、目標には届きませんでした。
　本校バスケットボール部としては、初めて全国大会に挑み、各大会１
回戦を勝ち、全国の強豪と戦った経験は選手たちの大きな財産になっ
たと思います。今年度の経験を糧に、下級生がまた新たな目標に向けス
タートを切っています。更に精進できるよう頑張りますので、今後とも応
援よろしくお願い致します。

　8月9日～13日の期間、鹿児島県で行われた全国高等学
校総合体育大会に90㎏級の大阪府代表として辻五十雲が
出場しました。１回戦の相手はこの大会の優勝者でしたが、
臆せずに向かっていってくれました。結果は振るいません
でしたが、諦めずに願い、努力を続けることができればそ
の努力は決して裏切らないということを身をもって証明し
てくれました。この姿は後輩たちに必ず受け継がれていく
はずです。関大北陽柔道部、全員で一歩一歩進んでいきた
いと思います。
　今回の全国大会出場にあたり、温かいお声がけをありが
とうございました。

顧問：吉田　洋介

令和元年大阪４冠達成！！  
全国高等学校総合体育大会・全国高等学校バスケットボール選手権大会出場！！

阪田裕弘：撮影
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ESS

　ESSは、「英語を楽しく学ぶ」を
コンセプトに、ネイティブの先生
とともに、英語でのプレゼンや
ゲーム等を通して、英語を皆で勉
強しています。
　英語が得意・苦手にもかかわら
ず、海外の文化に興味がある生
徒、英語が少しでも話せるように
なりたい生徒、英語が得意になり
たい生徒たちで積極的に活動し
ています。

顧問：樫本　智之

「英語を楽しく学ぶ」がコンセプト！ コンピュータ
研究部

　コンピュータや情報と人間・社会に
対して強い興味や関心を持ち、幅広
い教養と実践能力の基盤、行動計画
能力やチームワーク、リレーション
シップを育成することが目的です。
　プログラミングにより論理的思考
や共同性を育み、e-sports普及に向
けた取り組みの中で幅広い教養を身
に着け世間のニーズに合った提供の
仕方を学んでほしいと思っています。

顧問：水田　眞一

コンピュータを道具として利用し創作します！

ジャズバンド部

　ジャズバンド部は「ジャズで感動を
与えること」をモットーに日々の練習
に励んでおります。９月７日に河口湖
ステラシアターにて行われましたス
テラジャムにおきまして、ベストサウ
ンド賞を受賞することができました。
１月のたかつきスクールＪＡＺＺコン
テストでも上位入賞を目指します。
これからもジャズバンド部にご声援
宜しくお願い致します。

顧問：永徳・安村

第１１回ステラジャム　ベストサウンド賞受賞！

　フォークソング部はボーカル・ギ
ター・ベース・ドラムの4人編成を基
本にバンドを組み、バンド単位で活
動しています。年間を通して一番の
山場は2学期に行われる全校生徒
を前にしたプレフェスティバルでの
演奏です。1バンドしか出られない
ために毎年、選考の際にはドラマが
あります。今年も涙あり、感動あり
のいいステージになりました。

顧問：檀　拓郎

涙あり、感動ありのいいステージを目指して！フォーク
ソング部

　今年度の写真部の部員は２２
名、おもな活動は春の撮影会、夏
合宿、秋の撮影講習会、フォトコ
ンテスト応募、芸術文化祭参加で
す。今年の夏は１泊２日で安芸の
宮島に行きました。また、部活動、
体育祭、文化祭、スポーツ大会
等、学校行事では積極的に北陽
生の輝く学校生活を撮影してい
ます。

顧問：岡谷　仁

1年を通して北陽生の輝く学校生活を撮影！写真部 将棋部

　将棋部は数少ない中学生と高校生とが
一緒に活動する部活です。熱心な新入生を
中心に日々対局しています。文化祭では例
年の対局場に加え、北陽高校出身のプロ将
棋棋士、都成竜馬五段（現在は六段）による
指導対局を実施しました。良い刺激を受け
て意を新たに練習に励んでいます。
目標としては段位者の部や団体戦での決
勝トーナメント進出です。

部内での鍛錬に、大会で緊張感ある中の実戦、一歩一歩強くなっている将棋部員へ
の応援をよろしくお願い申し上げます。

顧問：石神・余田

中学生と高校生とが一緒に活動！ 日々対局に集中！

　茶華道部は、月に1.2回土曜日に
高校校舎4階の作法室でお稽古をし
ています。現在の部員
　数は中高合わせて19名です。9月
の文化祭で開くお茶会で、日頃の成
果を発揮できるよう、
　日々お点前の練習に取り組んで
います。また他校合同練習や茶道部
会にも参加し、お茶の歴史や日常の
礼儀作法なども積極的に学んでい
ます。

顧問：相根・大林

お茶の歴史や日常の礼儀作法などを積極的に学ぶ！

釣り部

　釣り部は、7月に東京湾で行われたバリ
バスカップに参加しました。この大会は、今
年初めて開催された高校生と中学生だけ
の全国規模の釣り大会です。釣り具メー
カーのバリバスがスポンサーとなり、ス
ポーツニッポンが主催しました。関東中心
に多くの生徒が出場し、大変盛り上がりまし
た。本校生徒の成果は、一人平均アジが5
匹でした。
　また、12月には琵琶湖へビワマス釣りを
企画しています。釣りだけでなく、環境問題
にも積極的に取り組んでいます。

顧問：石神　賢一

第１１回ステラジャム　ベストサウンド賞受賞！

　鉄道に関わるしくみやデザイ
ンなど、各自が興味のある題材に
ついて研究、発表することをテー
マに活動をしています。
　フィールドワークをもとにして、
各自の研究成果を文化祭で発表
しています。最近では一日かけて
京都鉄道博物館を訪ね、切符の
発券作業、電車の運転シュミレー
ションなどの体験を行いました。

顧問：西村　拓也

鉄道に関するあらゆることをテーマに研究する！

美術部

　美術部は様々な画材で、描き
たい世界を追求しつつ作品を制
作しています。
　描くこと、作ることが大好きな
人達の集まりです。油絵や水彩
画などの絵画はもちろん、ろうけ
つ染めや漆芸、七宝などの工芸
の他、石膏のような立体にも挑戦
できます。部員各々が互いを尊
重し合う仲の良いクラブです。

顧問：中村・尾持

様々な画材で、描きたい世界を追求！

　学校行事を音楽やＭＣと
いった活動によりバックアッ
プ。またこの活動を通じ、「事を
成すには様々な人の手によっ
て成すことができること」を、
肌感として感じると同時に、人
間関係のつながりの大事さも
学んでもらいたいです。

顧問：桶谷　孝範

学校行事を音楽やＭＣで盛り上げる！放送部

料理部

　現在高校生１４名、中学生１０名の合計２４名が上級
生・下級生の分け隔てなく、和気あいあいとした雰囲
気で活動しています。主な活動は季節に合ったお菓子
やお昼ご飯作り、文化祭での手作りマドレーヌの販
売、各料理コンテストへの応募などです。
　また、生徒会と共に、大阪湾再生プロジェクトの一
環として「大阪湾の魚を使った料理レシピ」を考案し、
「阪南市アマモサミット」に於いて発表の場を頂くこと
が可能となり、商品として販売する機会も得ることが
できました。
　今後は災害時の食事や食品ロスなどのテーマに
沿って無駄のない調理方法を目指していきます。

顧問：松浦　正子・武田　明美

中高合同の良い雰囲気の中で活動!

　「近隣の世界遺産を訪れ、夏休み
には他地方への合宿を行い、日本
の歴史を究める」ことをテーマに活
動しています。定期的に、京阪神、
奈良に数多く存在する古墳、城跡、
寺社を訪問しています。過去の夏
合宿では、島根県、広島県、山口県
へ赴き、今年は愛知県、岐阜県で城
郭、関ケ原合戦地の見学を行いま
した。見聞した内容を、文化祭で展
示、発表しています。

顧問：西村　拓也

定期的に、京阪神、奈良の古墳、城跡、寺社を訪問！歴史研究部

茶華道部

鉄道研究部

関西大学

269名
（内部推薦257名・浪人2名を含む）

2019年3月25日時点　のべ合格者数
2018年度
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進 路 状 況

合格者数

大学名 合格者数

大阪工業大学
摂南大学
神戸学振大学
追手門学院大学
桃山学院大学
大阪体育大学
大阪歯科大学

上記以外の合格者

2
15
3
5
4
4
1

114

合格者数

＊ 含む浪人生
合格者はのべ

大学名 合格者数

＊

大阪大学
神戸大学
大阪教育大学
和歌山大学
山口大学
徳島大学
愛媛大学
神戸市看護大学
岡山県立大学

1
1
1
1
1
1
1
1
1

合格者数

大学名 合格者数

関西大学
早稲田大学
慶應義塾大学
上智大学
中央大学
法政大学
関西学院大学
同志社大学
立命館大学
京都産業大学
近畿大学

269
1
1
1
1
1
4
1
13
2
13

合格者数

大学名 合格者数

龍谷大学
京都薬科大学
大阪薬科大学
神戸薬科大学
大和大学
京都女子大学
関西外国語大学
京都外国語大学
同志社女子大学
武庫川女子大学
大阪経済大学

7
1
3
1
3
2
7
2
1
2
7

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

国公立大学 私立大学

総合計 500名

芸術、科学、文化と幅広い分野にわたって活動しています。
日々のクラブ活動の成果を文化祭など学内の行事のほか
広く外部の大会やコンテストで発揮しています。
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　令和元年6月22日（土）14時から17時までの3時間にわたり、
東京日本橋老舗そば処「やぶ久本店」において、定例支部総会を
開催するとともに、定例支部総会後、毎年恒例となっている懇親
懇談会を開催いたしました。定例支部総会に先立ち、関東支部執
行部において、定例支部総会の事前打合わせを行うとともに、今
後の関東支部の活動を中心として話合いを行いました。
　定例支部総会におきましては、総計14名の出席のもと、大阪か
ら遠路東京までお越しいただきました岡田彰布会長から開会に
あたってのご挨拶を頂戴しました。そして、同じく大阪からお越し
いただきました中本導男副会長からは、ご挨拶を頂戴した後、第
42期定期代議員会において承認された2018年度事業報告と
2019年度事業計画につきご報告をいただきました。その後、國
府島勇三関東支部顧問より、関東支部の2018年度事業報告と
2019年度事業計画につきご報告をいただきました。
　定例支部総会後に引き続いて開催された令和初の懇親懇談会

では、岡田会長、中本副会長、関東支部懇親会初参加の2014（平
成26）年卒業の岸本朋矢さんを囲みながら、気持ちはすっかり学
生時代に戻って思い出話したり、それぞれの近況を話したりする
などして楽しい時間を過ごすことができました。そして、あっとい
う間に予定された３時間が過ぎ去り、美味しいお蕎麦をいただき、
最後に慣例となりました集合記念写真を撮影し、次回の支部総
会・懇親会で再会できることを願いつつ閉会となりました。
　2014（平成26）年卒業の岸本さんの今年の定例支部総会及
び懇親会への初参加を受け、関東支部にも新たな風が吹き、さら
なる支部の充実発展を感じさせていただくことができました。北
陽高校という同じ学び舎のもとで学び成長した先輩、同輩、後輩
が同じ場所で同じ時間を共有することができるという機会に感謝
するとともに、このかけがえのない機会を多くの同窓生の方々に
体験していただきたいと心から願っております。ひとりでも多くの
同窓生の方々のご参加を心よりお待ちいたしております。

定例支部総会・懇親懇談会を開催

関西大学北陽高校同窓会ホームページバナー広告協賛企業

関西大学北陽高校同窓会ホームページ

　関西大学北陽高校同窓会では、同窓会活動の維持のため、会員に
よる年度協力募金制度を導入しております。
　現在の同窓会の主たる活動資金は、年度協力募金と同窓会終身
会費（卒業時）となっておりますが、少子化の影響もあり、今後、減少
傾向が予測されます。このようなことから、同窓会会員相互の親睦、
母校支援を維持し、今後も更に充実、発展させていくために、卒業生

による資金協力をお願いすることとしたものです。皆様のご理解と
ご賛同のもと年度協力募金制度を定着させ、同窓会活動を発展さ
せていきたいと考えておりますので、何卒、ご支援の程よろしくお願
いいたします。
　つきましては、できるだけ多くの同窓生にご賛同をいただきます
ようお願いいたします。

同 窓 会 協 力 募 金 の お 願 い

https://www.hokuyo-ob.jp

関西大学北陽高等学校同窓会では、同窓会運営財源確保と同窓生相互のコミュニティ等を図ること
を目的として、卒業生が在籍する企業・団体を対象に、バナー広告の掲載を承っております。
掲載料は、年間10,000円と非常にお安く設定いたしましたので、ぜひ、旧友との仕事情報の交換等
にご利用ください。

トップページ以降の左メニュー下部にバナー広告が掲載されます。
（ランダム10社分、その他は広告掲載企業一覧ページが設けられています。）
バナー広告（ホームページ内に表示される広告画像もしくはテキスト）から広告主の情報を掲
載したOBマイページにリンクします。
詳細は「関西大学北陽高校同窓会」で検索　https://www.hokuyo-ob.jp

1.バナー広告掲載料　10,000円（1年間掲載）　5,000円（半年間掲載）
2.掲載場所

ホームページバナー広告の募集について

関 東 支 部 だ よ り

関西大学北陽高校同窓会は
SNSでも情報を配信中！！

同窓会年度協力募金にご協力ありがとうございました。
卒業年度順・敬称略　2020年1月25日現在

卒業年度 氏　名 卒業年度 氏　名 卒業年度 氏　名 卒業年度 氏　名

■郵便振込　ゆうちょ銀行をご利用の場合

　■口座番号　00990-2-94658

　■加入者名　関西大学北陽高等学校同窓会　年度協力募金

■ゆうちょ銀行以外の金融機関をご利用の方
　■銀行名　ゆうちょ銀行　　■金融機関コード　9900
　■店番　099　　■店名　〇九九 店（ゼロキュウキュウ店）
　■口座番号　0094658
　■口 座 名　関西大学北陽高等学校同窓会　年度協力募金

昭和33年卒　　　　石川　隆一

昭和35年卒　　　　岡田　勝男
昭和35年卒　　　　平岡　　勇

昭和35年卒　　　　山本　正明

昭和35年卒　　　　永岡　一泰

昭和35年卒　　　　山内　　樹

昭和37年卒　　　　須上　勝久

昭和37年卒　　　　深田　恵一

昭和37年卒　　　　村田　正明

昭和37年卒　　　　十時　良雄

昭和38年卒　　　　辻井　　宏

昭和38年卒　　　　大野　健三

昭和38年卒　　　　前田　昌昭

昭和38年卒　　　　中谷　　亨

昭和38年卒　　　　岩本　博義

昭和39年卒　　　　往田　雄三

昭和39年卒　　　　宮脇　可典

昭和40年卒　　　　城島　未明

昭和41年卒　　　　金本　要二

昭和41年卒　　　　阪田　裕弘

昭和41年卒　　　　増田　正彦

昭和41年卒　　　　濱田　康雄

昭和42年卒　　　　足立　宗央

昭和42年卒　　　　松本　純一

昭和42年卒　　　　寺田　賢作

昭和42年卒　　　　山内　直行

昭和42年卒　　　　米川　修二

昭和43年卒　　　　飯川　隆司

昭和43年卒　　　　内海　　昭

昭和45年卒　　　　國府島勇三

昭和45年卒　　　　北川　　徹

昭和48年卒　　　　山本 武司

昭和49年卒　　　　池田　勝一

昭和50年卒　　　　中尾　　明

昭和50年卒　　　　谷上　正樹

昭和51年卒　　　　星野　　勝

昭和51年卒　　　　原　　　強

昭和51年卒　　　　岡田　彰布

昭和53年卒　　　　中本　導男

昭和56年卒　　　　仮　　千次

昭和57年卒　　　　高木　宣宏

昭和57年卒　　　　梶川　聖二

昭和59年卒　　　　田村　大作

昭和60年卒　　　　西森　　務

平成 2 年卒　　　　入江　　励

平成 3 年卒　　　　森岡　和則

昭和46年卒

昭和57年卒　硬式野球部

昭和51年卒　硬式野球部

昭和56年卒　

昭和35年卒

平成2年卒　

平成15年卒　硬式野球部

平成元年卒　　サッカー部

佐藤　栄司 様
高木　宜宏 様
鳥居　　敦 様
仮　　千次 様
岡田　勝男 様
入江　　励 様
森　　浩彬 様
太田黒　博 様

■ 株式会社関西ホームライフ
■ 株式会社トータル企画
■ 鳥居整骨院
■ 有限会社日新設備
■ 株式会社入谷商会
■ 入江電気興業株式会社
■ 株式会社A・S
■ 有限会社 薩　摩

昭和42年卒

昭和42年卒

平成3年卒

昭和60年卒　 硬式野球部 　

昭和43年卒

昭和41年卒

昭和57年卒　サッカー部

辻上　利市 様
寺田　賢作 様
中川　　智 様
西森　　務 様
飯川　隆二 様
濵田　康雄 様
梶川　聖二 様

■ アイワホーム株式会社
■ 株式会社　寺田美研
■ 森岡ボクシングジム
■ 株式会社　幸　建設
■ 有限会社アメリカ堂
■ 有限会社さわや
■ ピーバイエス株式会社

同窓会のイベントや、報告の配信。
母校のNEWS配信などをおこなっております！ いいね！押してね

！

今回ご案内により、ご逝去され、ご家族からご連絡いただいた卒業生の方 （々敬称略）

昭和20年　深谷　正昊 昭和24年　木下 明 昭和38年　西田　和生 昭和43年　川上 　敏雄

関西大学北陽高等学校同窓会
関東支部 支部長　原  　強

関東
支部




