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昭和50年度卒　中尾　明

森岡ボクシングジム　中川　智（平成3年度卒）

ツエーゲン金沢　西田　恵（平成28年度卒）

コロナ禍の課外活動　クラブ表彰・進路

陸上部OB、箱根駅伝で大活躍！！ これからも応援よろしくお願いします！
　陸上競技部OB会で会長をしています中尾です。日頃から、関大北陽高校陸上競技部を応援していた
だいてありがとうございます。今年度は、コロナ過の中、陸上部の選手たちも苦労していますが、その中
でOBが活躍している選手を紹介したいと思います。今年の箱根駅伝で優勝した駒沢大学4年生、小林歩
選手と神奈川大学4年生北﨑拓矢選手です。小林選手は、駒沢大学の準エースとして、第3区を走り区間
2位で快走し、優勝に貢献しました。また、北崎選手は第5区の山登りをなかなか難しい区間ですが、神奈
川大学の主将として、チームに貢献し、走りぬいたと思います。皆様テレビ越しで応援されたと思います。
　また、この両名は、この4月からNTT西日本の陸上部に所属することになっています。活躍することと
思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。

日本フェザー級ランキング1位 丸田陽七太、
チャンピオンカーニバルで日本チャンピオンと戦います！！
　2021年2月11日（木祝）東京・後楽園ホール
　森岡ボクシングジム　丸田陽七太（平成28年卒）がデビューして5年、日本フェザー級ラン
キング1位に上り詰め、チャンピオンカーニバルで日本チャンピオン　佐川　遼（三迫）と戦い
ます。
　新型コロナウイルスの感染拡大の中、試合観戦は立ち見不可、指定席も通常の半分に、観客
数は700名ほどに制限されます。
　チャンピオンは強い。だからしっかり最高の状態で戦えるように準備しています。
最後は結果。予想できないことがあっても、勝つしかない。お互いの意地とプライドがぶつか
り合う真剣勝負。
　応援よろしくお願いします。

サッカー人生で1番悔しい一年に。
来年は北陽魂で、熱く、精進していきます！

神奈川大学4年生
北﨑　拓矢選手

駒沢大学4年生
小林　歩選手

　昨年は2019年末に左足の第5中足骨の疲労骨折がわかり、年始早々に手術をし、約1ヶ月半行わ
れる、戦術の落とし込みであったりシーズンを通して戦える体づくりをするキャンプの中でリハビリと
いう形になり、個人としてもスタートに大きく出遅れました。また、その手術をした為、卒業してからも
毎年参加していた関大北陽高校サッカー部の初蹴りにも参加できず、OBの方々や面識ある方々に
直接ツエーゲン金沢に加入する報告ができずとても残念に思っています。
　骨折から復帰してすぐにコロナウイルスの影響で活動自粛になり、思うようにサッカーもできずな
かなかもどかしい日々が続きました。様々な方々のサポートもあり、なんとか6月28日にJ2リーグの
再開され、自分自身その試合でプロデビューも飾ることができました。しかし、シーズン中にも怪我を
してしまったこともあり、年間通してコンディションを保つこ
とができず、思うような結果を残すことができませんでした。
　プロサッカー選手として終えた一年目は、サッカー人生で
1番悔しい一年になりましたが、この一年があって良かったな
と、後々思い返せるよう、来年以降活躍できるよう北陽魂を
持って、熱く、精進していきたいと思います。

　新型コロナウィルスの猛威で世界が激変したこの一年、改めて深く考えさせられる。空席だらけの新幹線や飛行機に乗ると、今までどれだけ不要不急の移動
をしていたのかと自問自答。密を禁じられると熟年世代は、とてもつらく苦しい。私達熟年世代は、居酒屋に赤ちょうちん、大声と飛沫が飛び交う距離感が大好
きだったことに気づかされる。でもこれは、私たち世代に限らないはずだ。　皆、我慢し辛抱し常識のある行動をとっている。そして無観客での開催での大阪大
会、母校の応援に行くことも許されない2020年でした。新しい生活様式が定着し、新しい同窓会のカタチが求められていると思います。見えない敵、新型コロ
ナウィルスと戦う生活、見えない敵と共存する生活様式がまだまだ続きます。嘆いても、ぼやいても、収束は見えない。本当の敵は、自分自身です。
今年の卒業生は４35名です。同窓会には435名が入会いたしました。関西大学北陽高校同窓会入会おめでとうございます。 広報委員会
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　卒業おめでとうございます。関大北陽での3年間で、様々なこと
を学び、経験したと思います。新しい一歩を踏み出すためのステッ
プアップとなるその貴重な時間には、これからの人生において、掛
け替えのない財産になります。
　新型コロナウイルスの感染拡大のため、高校生としての最後の
1年を大変な思いで過ごしたことでしょう。
　高校野球も影響を受け、春の甲子園選抜大会に続いて夏の全
国選手権大会も中止になりました。厳しい練習に耐え、憧れの聖
地での戦いを目指していた部員たちの悔しい思いは察してあまり
あります。
　しかし、夏の大会への出場権を争う地方大会も中止になったこ

一人一人の個性を生かして
大いなる飛躍を。

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
同窓会理事　田村　大作

 （昭和59年卒業）

とから、大阪府高野連の配慮で実施
された代替大会で、日程の関係で決
勝戦はなくなりましたが、履正社とともに2強となりました。逆境の
なかで懸命にプレーする後輩たちの姿は、硬式野球部OBとして
頼もしく映りました。
　何事にも果敢に挑むチャレンジャー精神が、わが校の伝統を築
きあげる原動力になっています。次の世代を継承していく皆さんに
は希望と期待、そして何よりも魅力にあふれた可能性があります。
　自由な校風のもとで培ってきた一人一人の個性を生かして新た
な伝統を校史に刻み付けてください。「チーム関大北陽」の一員
として、これからの大いなる飛躍を心から願っています。

　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年度は、全国一斉休校でスタートし、4月7日に緊急事態
宣言が発出されました。
　5月25日に解除され、6月1日からの分散登校をへて、15日から
通常授業が始まりまし
た。臨時休校中は、生徒の学びを支援するために、双方向授業や
動画配信など可能な限りオンライン授業を実施しました。コロナ禍
の中ではありましたが、これからの時代が求めている教育のICT
化が大きく進んだことは、喜ばしいことです。

コロナ禍の中での教育活動。
関西大学北陽高等学校・中学校

校長　田中　敦夫

　授業は、以前と変わりなく実施し
ていますが、学校は学びの場だけで
なく、先生方と生徒、生徒同士の交流の場としても大切な役割を
果たします。人との交流が制限されるなか、感染防止対策を講じ
ながら、文化祭や体育祭、中学校の修学旅行を実施し、また、高
校2年生の修学旅行（2021年1月末）も実施予定です。
　コロナ禍の中、あらためて「学校は、どうあるべきか。」「学校の
役割は、何か。」を問う1年間でした。今後も、生徒の安全と健康を
第一に考え、教育活動を円滑にするために、可能な限りの措置を
講じていきますので、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上げます。

　今年は新型コロナウィルス感染拡大の影響により様々な困
難を招き、私達の生活は様変わりし、この様な経験した事のな
い状況下で、学校生活においても、オンラインでの授業、また入
学式をはじめとする校内行事の中止や縮小形式での実施など
活動が制限され大変悲痛の思いであります。

　さて、ＰＴＡも異例の形でのスタートとなり、感染防止の観点
から会員皆様の安全を確保するため、一部活動自粛または縮
小を余儀なくされました。しかし、今、新しい生活様式が求めら

れている中で、その変化に対応す
べく会議やイベントなど対面が中
心だった活動にオンラインを導入するなど、今までの既成概念
にとらわれない多種多様なアイデアを出し合って活動を進めて
おります。これからは、旧北陽高校の歴史と良き伝統を継承し
つつ、変化を恐れずその先を見据えた新しいＰＴＡとしての活
動ができればと考えております。

　最後に、歴史に残るこの困難を同窓会の皆様方と共に、この
未曾有の危機を乗り越えて参りたいと思いますので、ご支援・
ご協力のほど宜しくお願いいたします。

『コロナ禍のＰＴＡ活動』 関西大学北陽高等学校・中学校
PTA会長　正井　省吾

　関西大学北陽高等学校を今春卒業される皆様方、誠におめ
でとうございます
　私は皆さんから遡ること37年前、北陽高等学校を卒業しまし
た。大変内容の濃い充実した時期でその後の人生の基盤と
なった3年間でした。
　各種行事では鈴鹿サーキットでのオリエンテーション、神戸
ポートピアランドでの遠足、初めて飛行機に搭乗し北海道での
大自然に触れた修学旅行、体育祭ではクラスが団結して勝利
を目指し、文化祭では揃いの法被を着用して模擬店（喫茶店）
など行い、林校長先生をはじめ、担任だった渡辺先生・加納先
生には大変お世話になりました。
　バレーボール部では横田先生・亀田先生指導の下、全国大
会出場を目指してチーム一丸となり毎日の練習は勿論、早朝か
ら夜遅くまでの東海地方への遠征や練習試合、四国合宿等で
の苦しい思い出が心に多く残っています。しかしそれらは社会
に出た時に絶対に役立つと信じて最後まで貫き通すことが出
来きました。
　卒業後は毎年、会場へ足を運び公式戦を観戦しています。
特に近畿大会または私学全国大会には東京まで応援に行きま
した。一時は部員7名の時もあり大変心配しましたが、関西大学
の併設校になり近代的な体育館で田中校長先生に御尽力頂

き、関東大学バレーの雄、東海大
学から新卒で藤原先生を招聘して
頂き、後輩達の奮闘に勇気を頂いております。私たちOBが果
たせなかった大阪でまずベスト4に進出しリーグ戦を突破して、
全国大会出場を祈念しております。
　母校への恩返しとの思いで同窓会では、岡田彰布同窓会会
長誕生時の2013年から現在に至るまで会計を主な担当として
理事を務めさせて頂き、7年が経過しています。その間、同窓会
行事では、様々な世代の方との交流を通じ、強く実感していま
す。北陽は歴史と伝統のある屈指の名門校で、全国で活躍さ
れている同窓生が多い事に。
　現在私は電線メーカーに勤務して33年目を迎え総務部門の
責任者として日々奮闘しています。社内にも多くの同窓生が在
籍し厳しい経済情勢の中で共々に励まし合いながら業務を遂
行しております。
　今、新型コロナウイルスの感染拡大により、世界は大きく変
化しています。この難局を乗り越えるため、私たちは自分にでき
ることを探し続けるとともに、健康の大切さを実感し、健康管理
や維持に努めて、2025年に迫った栄光の創立100周年を目指
して関西大学北陽高等学校と共に大前進する決意です。

「栄光の創立100周年へ大前進」
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　2020年4月25日に開催を予定しておりました第43期定
期代議委員会は、新型コロナウィルス感染予防のため、中止
となりました。　
　2019年度決算報告、2020年度予算案を本年度代議委
員90名に郵送し各議案を承認とさせていただきました。

　2020年度は、4月に緊急事態宣言が発出され、新型コロ
ナウィルスが世界に激震を与えました。終息はまた見えない
状況が続きますが、新しい生活様式に対応した新しい同窓
会をと願っております。

池田　勝一　（昭和4９年卒）
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※写真は、2019年4月13日に開催された第42期定期代議委員会の様子です。

※写真は2019年11月開催の様子です。

2020年度

同窓会交流会は
開催中止となりました。

関西大学北陽高等学校

自　2019年4月  1日
至　2020年3月31日

自　2020年4月  1日
至　2021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

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

20
8,536,325

3,995,305
4,120,000
274,000
13,000

28
8,402,333

412名
協力募金184,000  バナー広告90,000
26名×500(懇親会参加者)
預金利息

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

4,668,567
4,360,000
275,000
13,000

30
9,316,597

436名Ｘ10,000（卒業予定者）
　
26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

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

0
22,300
240,000
201,748
18,098
425,135
754,007
34,439
10,282

1,000,000
2,706,009
946,765
80,992

1,027,757
3,733,766
4,668,567
8,402,333

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（特別教育活動費）

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

  10,000
25,000
240,000
250,000
30,000
450,000
800,000
50,000
10,000

1,000,000
2,865,000
1,000,000
100,000
1,100,000
3,965,000
5,351,597
9,316,597

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

2019年度 決算報告 2020年度 予算(案)

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

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

コロナ禍で、通年開催されていた
催事の中止が相継ぎました。

　毎年開催しておりました、2020年度　同
窓会交流会は、新型コロナウィルス感染予
防のため開催中止となりました。
　新型コロナウィルス感染が終息し、交流
会にて皆様との再会をと心から願っており
ます。
　皆様におかれましてもお気をつけてお過
ごしいただきますようお祈り申し上げます。

同窓会実行委員会一同
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同窓会だより̶ 同窓生の近況̶
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0１ 硬式野球部OB会　90年を超える歴史ある北陽野球部 S45年卒 3年Ｃ組 クラス会　北陽・三三会　55名（担任：佐藤誠一先生）

歴代の諸先輩方に恥じないOB会に。
　2012年より4期8年ご尽力いただきました　西森 務 前会長の後任とし
て2020年度より　関西大学北陽高校野球部OB会　会長の大役を務め
させていただくことになりました。
　90年を超える歴史ある北陽野球部　歴代の諸先輩方に恥じないOB会
をと願っております。
若輩ものですが母校　関西大学北陽高校硬式野球部にて貴重な高校生
活を過ごしたOBの一員として少しでもお役に立てればと思います。
　私も卒業から四半世紀が過ぎましたが北陽高校で学んだ3年間、甲子
園での体験、そして同じ時間を過ごした仲間、先輩、後輩の皆様は、今でも
貴重な財産となっております。
　大阪の高校野球は、強豪校犇めく激戦区です。母校の甲子園出場は、夏

は、1999年　春は、2007年の出場から遠ざかっております。是非とも甲
子園での母校の雄姿をと願うばかりです。
現在の母校野球部は、同級生の辻本 忠君が
監督として指導にあたっております。
　またOB会長として出来る限り関西大学北
陽高校野球部を応援する所存です。
OBの皆様　母校野球部へのご指導ご支援
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　2020年10月13日、北陽同窓にご協力いただいている北陽ＯＢを訪問いたしました。昭和46年卒、
佐藤栄司さんです。
　佐藤さんは、北陽卒業後百貨店に就職、その後不動産業などキャリアを積み、現在淀川区東三国に
て株式会社関西ホームライフを営んでいます。増改築・リフォームの専門店です。
　「コロナ渦で皆　商売たいへんやけど　暗ぁなったらアカンなぁ」
　「仕事も、遊びもいっぱいしな　アカン！」
　「ワシらの同級生達は皆　元気にしとんのかなぁ？」　と大きな声で　明るく元気な佐藤さん。
　「よう　宣伝してや！」「男前に撮ってや!」と会社のスタッフさんと記念撮影。北陽ＯＢの人たちも協力
会社やパートナーでお世話になってます。
　「昭和46年卒同級生の皆様　卒業から約50年　佐藤は元気にしています。」

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

関西大学北陽高校  硬式野球部OB会長
嘉㔟　敏弘（平成7年卒）

関西ホームライフ　代表取締役 佐藤栄司さん

「昭和46年卒同級生の皆様　佐藤は元気にしています。」

野球部とサッカー部　卒業から38年ぶりに再会　

昭和45年卒　 北川　徹

03 北陽バレー部OB　関西大学北陽高校卒業生としての誇り

ふく玄 検  索検  索

北陽サッカー部OBが熱血指導　少年サッカー教室
　2020年4月に開校したサッカースクール
　「万博ジュニアサッカースクール2020」
　代表の猪井将光さん（昭和52年度卒）は、定年退職を機に同スクールを設立い
たしました。
　前身は、長年運営に携わった「毎日ジュニアサッカースクール」です。万博公園
の少年球技場がスクール会場。
元気いっぱいのチビッコ達を指導するコーチ陣の中心は、「北陽サッカー部OB」
　毎週　50～60名のチビッコ達のテクニック向上に直接指導。
楽しく、元気に、安全に、時には厳しく熱血？サッカー教室を開催。
　体験練習は随時受付しています。詳しくはHPで。　

左より　
山本涼太コーチ（平成20年度卒）
猪井将光監督（昭和52年度卒）
角田憲彦コーチ（昭和54年度卒）
葉山猛士コーチ（昭和62年度卒）

万博ジュニアサッカースクール2020 検  索検  索

昭和57年卒　梶川　聖二

　コロナで複数での会食も許されず、同窓会も忘年会も新年会も中止。と
いうことで野球部OBとサッカー部OBのお店でちょっと一杯。
　「玄松のとこに連れていってぇや」というリクエストがコロナでなかなか
叶わず。
　12月某日ようやく実現。私たちが入学したのは、昭和54年当時。上新庄
のグランドは、野球部とサッカー部が半分ずつ利用していました。体育館
一階の部室もお隣同志でした。
　多くの部員でグランドに溢れたBチー
ムは野球部もサッカー部も淀川で全力
疾走でした。野球部員とサッカー部員は
仲良しでした。
　硬式野球部マネージャーだった森田
　豊さんと緑橋「ふく玄」を営むサッ
カー部OBの玄　栄建さんは卒業以来
38年の再会です。
　「野球部のアイツどないしてんねん？」
　「サッカー部の○○は元気？」・・・・・・
　森田さんは五年年上の兄と兄弟揃っ

て北陽野球部。玄さんはご子息も関大北陽卒業、親子で北陽OBです。
　二人の共通は、3年D組下村学級。会食中に当時担任の下村先生やクラ
スメイトと電話連絡、京都での再会をお約束。新型コロナの終息を願うば
かりです。

株式会社関西ホームライフ
大阪市淀川区西三国1-21-43
ＴＥＬ.06ｰ6392-6789

四季こだわりの味 魚彩処『ふく玄』
大阪市東成区東中本1-15-35
ＴＥＬ.06ｰ6975-2951

関西ホームライフ 検  索検  索

　クラス同窓会のこと、初めて投稿させて頂きます。
　我々の卒業時は、大阪千里丘にて万国博覧会が開催され、半年間の開
催中に６千万人の入場者があった好景気の時代でした。
　卒業後は何度かクラス会を開催し、３０歳前半までは約半数近くの参加
もありましたが、２年～３年時に担任をして頂いた佐藤誠一先生が亡くなら
れてからは、徐々に少なくなり、現在は５名～６名です。

　本会は年２回、常時４月、１０月と、昼食時を利用し集っています。
　本年はコロナウイルスの影響で三密に気を使いながら８月１日（土）神仙
閣大阪店で開催致しました。
　今回の参加者は４名。写真は向かって左から、林君 大滝君 新谷君 北川
です。

１、ボランティアで少年野球教室をサポートしている友。

２、週に何度かパートタイムに出かけている友。

３、同一クラブで同年卒業生とゴルフ会に参加している友は、
　ひ孫もいて楽しくお世話をしている。

４、今回は不参加ですが、飲酒で苦労されている方を助ける
　断酒会のサポートをしている友。

５、不参加の中には、いつも本会を気にかけてくれている友。

　クラスの面々はそれぞれの環境による生活が在り、皆さんも同様と思い
ますが、クラスを語る時は何も考えなくとも、すーと入っていけ、懐かしい
当時の記憶が蘇ります。
　次回は２０２１年２月を予定しています。

　私は昭和57年4月に関西大学北陽高校（当時北陽高校）に入学し、クラ
ブはバレーボール部に入部しました。中学時代からバレーボールをしてお
り、中学3年の夏頃に北陽高校バレー部監督の横田先生に北陽でバレーを
するよう薦められました。若干の自信と多大な不安な気持ちで北陽の門を
潜りました。
　中学の時に挨拶した優しそうな横田先生が体育館では「鬼」に見えるぐ
らい練習はハードで、平日は10時頃まで、土日はほぼ終日練習で3年間、
体と気力が持つのかと思いました。目標はインターハイ、近畿大会出場で
2年生の時に奈良県で開催された近畿大会に出れたことが最大の思い出
となりました。苦しいことの方が多かった高校生活でしたが、監督の横田先
生と部長の亀田先生にはバレーボールだけでなく、人生を生きていく上
で、人間として大きくして頂いたことに感謝したいです。「北陽高校での3
年間が自分の人生に於ける礎となっている」と今だから言えます。私は大
学卒業後、地元の信用金庫に就職し今年で32年になりますが、仕事上の
困難や悩み事は高校での3年間とは比較に成らず、何時も「北陽魂」が解決
してくれます。
　54歳になる今でも北陽バレー部の先輩や同輩と付き合いがあり、一生
の友と胸を張って言えるほど中身が濃く充実した高校生活でありました。
　私には18歳になる一人息子がおります。バレーボールではなく、小学校

から野球を志し、家ではよく北陽高校時代の話しを息子にします。今の子
供にはピンと来ないかもしれませんが、厳しい高校生活が人生の大きな糧
になることは理解できたと思います。息子は大阪桐蔭高校で野球部の主
将をしております。昨年はコロナウイルス感染拡大で阪神甲子園球場で行
われる春のセンバツ大会、夏の選手権大会が中止となりました。親の立場
からは大きな目標を失い野球部員たちは落胆するものと思っていたので
すが、その逆で一人一人が更に上のステージでも活躍できるようモチ
ベーションが上がりました。大阪桐蔭高校は令和2年8月17日に交流試合
で甲子園でのプレーが実現し、息子は試合終盤で活躍でき勝利しました。
試合後に息子は「桐蔭魂」を口にしましたが、私
は半分は「北陽魂」やぞと思いました。暫くして
恩師の横田先生から電話を頂き、息子の活躍を
労ってくれましたが「北陽魂」のことを言うと先
生も私と同じ思いでした。
　今後も母校である関西大学北陽高校には全
ての面において活躍をお祈り致します。

　薮井　典保（昭和60年卒）
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　私たちサッカー部は「全員サッカー」をチームコンセプトとし毎日全力で練習に取り組んで
います。
　2021年度のチーム目標は古豪復活！です。昔の強豪校の頃の北陽高校を復活させる為
に選手権大会は大阪一、リーグ戦は1部昇格を必ず成し遂げます。
　そしてもう一つ、テーマとして有言実行！というのを掲げました。行動と結果で示し、チー
ム一丸となり頑張ります。

2021年度サッカー部 主将　大石　藍

「全員サッカー」 有言実行！ で古豪復活！ サッカー部

ダンス部

陸上競技部
　まずコロナ禍でウィンターカップが開催され、試合ができたことに
感謝したいです。そして全員がいつも以上の力を出して戦うことがで
きて、負けてはしまいましたが、悔いなく大会を終えることができまし
た。正直、入学当初はウィンターカップに出れたらいいなと思ってい
たくらいで、ここまで関大北陽バスケットボール部が成長できたの
も、顧問の先生をはじめとして、保護者、ＯＢ、ＯＧ、その他たくさんの
方々のご支援、ご協力があってこそだと思っています。この３年間の
経験を活かして、次のステージでも活躍し、将来日本を代表する選手
になりたいと思います。

　２０２０年１２月２３日から東京にて行われましたウィンターカップ２０２０で
は多くの方に応援いただきありがとうございました。ベスト８まで上がりメ
インコートで試合をするという目標を掲げていましたが、結果としては前年
度同様２回戦敗退となりました。しかし、最後まで全力で戦い、強豪校と接
戦ができた経験はチームにとって良かったと思います。
　１回戦は全国常連校の広島県広島皆実高校との対戦で、序盤は一進一
退の攻防となるも、早い段階でペースを掴むことができ、前半で２０点の差
をつけることができました。後半も攻撃の手を緩めることなく、全員出場し
９６－５６の４０点差で快勝しました。
　続く２回戦では、前大会準優勝の福岡県福岡大大濠高校との対戦で、序
盤は良いペースで戦うことができ、リードを奪いましたが、徐々に相手ディ
フェンスの圧力にミスを連発し、第１クォーターで１４点のビハインドを背負
うことになりました。それでもディフェンスに徐々に慣れて流れを掴み、点

差を縮めることに成功し、前半は７点差で終えることができました。後半も
粘りながら、逆転のチャンスを伺いましたが、相手もなかなかチャンスをく
れません。何度も相手を追い込む場面がありながらも、要所で的確に
シュートを決められ、８４－９２で２回戦敗退となりました。

　ベスト８という目標を成し遂げることはできませんでしたが、その思いは
後輩たちが引き継ぎ、次年度はその目標を果たせるように頑張っていきた
いと思います。今後とも男子バスケットボール部を応援いただけますよう
よろしくお願い致します。

バスケットボール部　金近　廉

コロナ禍でもウィンターカップが開催され、
試合ができたことに感謝!

バスケットボール部

※プレーの写真は、ウインターカップ2020 大阪府予選決勝 対関西大学第一高校の様子です。

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。

体育系
クラブ
体育系
クラブ 特集

HOKUYO Smile 全開！ 

全国高等学校陸上競技大会2020　走高跳　第３位（森岡　未優）

2年G組　山下　理菜

　私たち創作ダンス部は、「沢山の人を笑顔に」をモットーとして「笑顔」と「元気」を大切
に、部員全員で高め合いながら練習に取り組んでいます。コロナ禍で思うように練習が
出来ない時期もありましたが、全国大会出
場という目標を達成することが出来まし
た。全国大会で学んだことを次に活かし、こ
れからも全国大会入賞を目標として頑張っ
ていきたいと思います。そして、HOKUYO 
Smile全開でチーム一丸となり、唯一無二
の作品を踊り続けます。

　後輩に伝えたいことは「後悔をしないように」とい
うことです。高校生活という時間は本当にあっとい
う間に過ぎていきます。
　人生でたった３年間しかない貴重な時間、楽しめ
るか楽しめないかは自分次第です。終わってから後
悔がないように1日1日を大切に過ごしていって下
さい。みんなの輝いている姿を11期生、OB、たく
さんの人が見守って応援しています！

陸上競技部　主将　細川　慧人

後輩へメッセージ

　全国IHが中止になり代替
大会として１０月１６日～１８日
に神奈川県で、10月２３日～
25日に広島県で行われた全
国高等学校陸上競技大会に
計22名が出場しました。女子
走高跳で第３位入賞しました。

　今年度は試合が続々と中止になり、
目標を見失いかけた時もありました
が、最後まで諦めず、いつ大会がス
タートしてもベストの状態をキープす
る事を目標に準備しました。そして、開
催が決まり全国大会では今までやって
きた事に自信を持って競技に挑む事が
でき結果３位入賞することができまし
た。応援ありがとうございました。

Message

森岡　未優のコメント
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　私は夏の大会を通して、感謝の気持ちを忘れないようにしました。なぜな
ら、コロナの影響で甲子園大会が中止になりましたが、大阪の独自大会を開
催して下さったからです。私たちに最後の舞台を用意して下さったことに本
当に感謝しています。また、三年間共に戦ってきた仲間、指導してくれた監
督、コーチ、身の回りを支えてくれた家族、マネージャーに感謝しています。
　私たちは夏の大会で優勝することが出来ましたが、決して自分たちだけ
の力で勝てたとは思っていません。チームに関わる全ての人が一丸となっ
て、同じ意識で最後まで戦い抜けたことが、優勝できた要因だと思っていま
す。夏の大会にかける思いはどこのチームよりも強かったと思います。
　この夏は、私の人生の中でも忘れることの出来ない夏となりました。悔い
を残すことなく最後まで戦い、優勝できたことは、私の宝物になり、一生の
財産になりました。大切な人たちに囲まれてする野球は最高でした。この
チームの主将をすることが出来た自分は幸せ者です。これからの人生にお
いても感謝の気持ちを忘れずに生きていきます。

　無観客の大会であったため応援に駆け付けることはできなかったが、準決勝、
準々決勝のNHKでの放送があり、母校野球部の活躍に野球部OB 北陽同窓の
多くが沸いた。

硬式野球部 主将　坪山　雄大

人生の中でも忘れることの出来ない夏

■ コロナ禍の夏 無敗で有終の美
関大北陽 野球部2020年の戦績
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関大北陽
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関大北陽
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星翔

寝屋川

箕面学園

東海大大阪仰星

興国

大院大高

硬式野球部

硬式野球部
2020年の夏2020年の夏
大阪の頂点へ。大阪の頂点へ。

　コロナウィルス感染拡大の影響で球児憧れの甲子園大会は中止となり開催
された2020年の大阪大会。我が関大北陽高校は、無観客の大会に挑んだ。
　前年全国優勝の履正社、甲子園常連の大阪桐蔭をはじめ強豪校が揃う大阪
大会。悪天候に悩まされ2戦のノ－ゲーム順延を繰り返した2020年高校野球大
阪大会は準決勝で全日程を終了。勝ち上がったのは履正社と関大北陽の２校。
異例中の異例の大会でもあった。
　2校あるとは言え、大阪の頂点には違いない。ナインは全力で戦い、最後まで
勝ち続けた。

関西大学北陽高等学校
生徒会長　西崎　優希

　この度、生徒会長に就任させていただきました。西崎優希です。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。私は今まで
先輩方が培ってきた北陽をさらに良くしていくべく頑張っていきま
す。
　私は外部からの生徒ですが、内部の生徒とも様々な意見交換をし、
内部、外部の意見を分け隔てなく聞き入れ、更に学校を良くするため
に頑張ってまいります。
　現在生徒会では生徒会新聞を発行しており、様々な情報の発信や
部活動紹介などを行い、生徒の役に立ったり生徒会だからこそ出来
ることを行なっております。
　また、学校行事についても意見を出し、行事の満足度を上げたり、
次の行事を更に良くするために行事後のアンケートを取り、次に向け
ての意見を募集しております。
　更に、今後は、学校行事の運営に関わったり、生徒会新聞を発行し

つつも、昨年度復活した、意見ボック
スの意見を参考にし、さらに生徒の安
全性や満足度を高めることが出来る
ように学校ルールについても、学校
側と折り合いをつけ、生徒の声を届
けられるよう頑張っていきます。
　そのためにも、我々生徒会は「届け
みんなの声、北陽はみんなの学校
だ！」をスローガンとし一丸となってこ
の学校を良くするために活動を進め
ていきます。
　先輩方から受け継いだ、関大北陽の素晴らしい歴史と伝統を受け
継ぎながら、私達が次の世代に誇りを持てるような関大北陽の歴史
を作り上げていきたいと思います。

届けみんなの声、北陽はみんなの学校だ！

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。

2020年度 同窓会課外活動表彰

男子バスケット
ボール部

第７３回全国高等学校バスケットボール選手権大会
２年連続出場

陸上競技部
全国高等学校陸上競技大会２０２０
　リレー競技　男子　４×１００ｍ　出場
　リレー競技　男子　４×４００ｍ　出場
　リレー競技　女子　４×４００ｍ　出場

水泳部

全国ＪＯＣジュニアオリンピック 通信大会
　ＣＳ ４００Ｍメドレーリレー　第８位
　ＣＳ ４００Ｍフリーリレー　第６位
全国高校総体 通信大会　４００Ｍフリーリレー　第７位
ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP2020
　JAZZ部門　出場
第20回全日本チアダンス選手権大会  JAZZ部門　出場
第18回全日本学生チアダンス選手権大会  JAZZ部門　出場

ダンス部

３年J組

３年Ｋ組

３年J組

３年J組

３年Ｈ組

２年Ｊ組

２年Ｊ組

森岡　美優

佐藤　　颯

松井　健斗

片山　拓大

尾石　陽菜

佐脇　　岳

三光　哲平

陸上部

水泳部

全国高等学校陸上競技大会２０２０　第３位（女子走高跳）

全国高等学校陸上競技大会２０２０　出場（２００ｍ）

全国高等学校陸上競技大会２０２０　出場（２００ｍ）

全国高等学校陸上競技大会２０２０　出場（８００ｍ）

全国高等学校陸上競技大会２０２０　出場（女子三段跳び）

全国高等学校陸上競技大会２０２０　出場（三段跳び）

全国ＪＯＣジュニアオリンピック 通信大会
ＣＳ １００Ｍ背泳ぎ　第７位

学年・クラス クラブ名氏　名 理　由 クラブ名 理　由
団体の部個人の部

関西大学 260名（浪人2名を含む）のべ合格者数
2019年度

進 路 状 況

合格者数

大学名 合格者数

京都外国語大学
大阪工業大学
大和大学
同志社女子大学
京都女子大学
甲南女子大学
神戸女学院大学
武庫川女子大学

3 
11*
17 
1 
1 
15 
2 
2 

合格者数

＊ 含む浪人生
合格者はのべ

大学名 合格者数

神戸大学
横浜国立大学
大阪教育大学
滋賀大学
京都教育大学
兵庫県立大学
富山大学
防衛大学校
　　　　　合　計

2 
1 
1 
1 
1*
2 
1 
1 
10 

合格者数

大学名 合格者数

慶應義塾大学
学習院大学
明治大学
立教大学
関西学院大学
同志社大学
立命館大学
京都産業大学

1*
1 
2 
1 
4 
6 
8*
13*

合格者数

大学名 合格者数

近畿大学
龍谷大学
摂南大学
神戸学院大学
追手門学院大学
桃山学院大学
関西医科大学
関西外国語大学

7 
2 
25 
10 
19*
14 
1 
4 

国公立大学 私立大学

大学名 合格者数

1 
1 

Taylor's University (Malaysia) 
Diablo Valley College (USA)

海外の大学
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コロナ禍で、思う存分活動できなかったけど、
コロナに負けずに頑張って活動しています！
楽しく英語を身につけるESS コンピュータ

研究部 「e-Sports」を取り入れて活動

仲間とともにジャズバンド部 涙あり、感動ありのプレフェスティバル　　　　　　　　　　　フォーク
ソング部

「１年間を振り返って」写真部 将棋部 ＜将棋部の活動＞ 吹奏楽部 吹奏楽部創部 ！

茶道部 「茶道部の1年間のまとめ」 ＜釣り部の活動＞釣り部

美術部 『コロナ色に染まる』 “1年間を振り返って”放送部

料理部 料理部の活動 「歴史を通して」歴史研究部

　私たち茶道部は、お点前の基本
を習得するとともに、茶道を通し
て日常の礼儀作法やおもてなし
の心を学んでいます。
 今年度からはチームに分かれて
の練習を実施しました。先生に直
接指導して頂くチームと後輩に教
えるチームの2つに分かれての練
習でした。教え合うことで、自分自
身の復習にもなりさらに上達した
1年間となりました。

3年A組　大原　清花

　今年度の部員は、１年10人，
2年3人，3年6人　合計19人
で活動しています。
　今年はコロナの影響で、昨年
から東京湾で開催されたバリ
バスカップへの参加を見送りま
した。
　しかし、12月に洲本で船釣り
体験と2月に琵琶湖でビワマス
釣りを行う予定でいます。

3年Ｅ組　今給黎　壮琉

　今年の活動はまさに「異
色」でした。大阪私学美術展
は、ネット上で作品が公開さ
れる「Web美術展」という形
での開催となりました。
 また文化祭での展示は、密
を避けるため小教室で行い
ました。
　合作はできませんでした
が、和気藹々とした雰囲気で
製作に取り組めたので親睦
を深めることはできました。

3年C組　野本　更紗 3年A組　鈴木　理恩

　まず、二年生の夏にオープンス
クールの司会をしました。学校を代
表して話すのは緊張しましたが貴
重な体験が出来ました。昨年の文
化祭は一年生が上手に司会を務め
ていました。
　3年生になってからは、体育祭の
時期がずれたことにより、行事にあ
まり関わることが出来ませんでした
が、お昼の放送を含めて、様々な活
動を通して達成感を得ることが出
来た1年間でした。

　今年の料理部では、流行し
たバスクチーズケーキや手軽
に作れるカルボナーラなどお
菓子からご飯ものまで様々な
料理作りを体験しました。
　コロナウイルスの影響で、
コンテストの出場や例年実施
している文化祭での手作りマ
ドレーヌの販売が中止となり、
とても残念でしたが、一回一
回の活動を目一杯楽しむこと
が出来ました。
３年C組　若村　香凜 ３年C組　小松　夏実

3年Ａ組　畑中　俊祐 1年D組　次元　沙那

　今年度の部員は、１年10人，2年
3人，3年6人　合計19人で週4回
活動しています。
　今年はコロナの影響で、将棋を
指すときは間仕切りを置いていま
す。試合の数も減りましたが、みん
なで仲良く活動をしています。
　少しずつではありますが、顧問
の余田先生のおかげで実力をつ
けてきました。

　今年は新型コロナウィルスの影響により毎年行っている撮影会や夏の合宿は
なくなってしまいましたが、10月に開催された体育大会では生徒みんなの頑

張っている姿や楽しん
でいる姿を沢山写真に
残すことができました。
　活動日数は少なかっ
たですが、かけがえの
ない仲間たちと共に
部活動をすることがで
きて本当に楽しかった
です。

3年Ａ組　道盛　恵理佳

　私が恵まれていた点は、かけ
がえのない仲間と出会った点で
す。カッコ良い背中を見せ続け
てくださった先輩方、少しずつ
成長して、いつの間にか頼れる
存在となった後輩達。そして何
より、ともに悩み・笑い・成長して
きた同期と出会いました。
　沢山の人に支えられて最後
まで部長として立ち続けること
ができました。本当にありがと
うございました。
3年Ａ組　戸田　愛花

　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。今年はオンライン
での開催となりましたが、2バンド
しか出られないためににドラマが
ありました。今年も涙あり、感動あ
りのいいステージになりました。

3年Ｂ組　浅田　悠助

　私たちESSは、顧問の森元先
生、樫本先生、ジェサ先生の指導
のもと、2年生6人、1年生1人の
計7名で活動しています。
　「英語を楽しく」をコンセプト
に、ゲームなどを通じた英会話
や、英検対策にも取り組んでい
ます。常に英語でのコミュニ
ケーションが求められるため、リ
スニングやスピーキングの能力
が自然と向上します。

2年Ａ組　伊藤　友華

　我々コンピュータ研究部では今年度より
方針を大幅に変更し、新たな活動として
「e-Sports」を取り入れて現在活動しており
ます。本年度は初年度であることや、機材
の関係、また新型コロナウイルス対策など
があり、大会には参加できませんでした。
　しかしながら、部員と活動を続ける内に1
年間だけでも、様々な知識や技術を向上さ
せることが出来ると、分かり来年度の活動
に向けて、小さきながらも重要な一歩を踏
み出すことができました。

2年E組コンピュータ研究部部長　西崎　優希

　私達歴史研究部は新型コロ
ナウイルスの影響により、例年
夏休みに行っていた合宿は中
止となりましたが、８月に１年生
にとっては初めての学校外で
の活動である現地踏査を姫路
で行い親睦を深めることが出
来ました。
　また文化祭では姫路城や昨
年度に作成した展示物の掲示
を行いました。

　今年度から北陽中学校吹奏楽部
に加え、高校でも創部され、中高合
同で活動しています。
　例年は、学校行事や地域イベント
での演奏、コンクールやマーチング
コンテストなど大会の出場など
様々な活動をしていますが、今年は
コロナウイルスの影響でほとんど
の演奏会や練習が制限されてしま
いましたが、演奏できる機会を大切
に日々頑張っています。応援よろし
くお願いします！

芸術、科学、文化と幅広い分野に渡って活動
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他、広く外部の大会や
コンテストで発揮しています。

文化系
クラブ
文化系
クラブ 特集
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　卒業生の皆さんの晴れの門出をお祝い申し上げます。皆さん
は今日を境にそれぞれが新しい道に進むことになりますね。
　勉学、スポーツ、音楽、芸術などでは教わった方法で正解、成果
を出すために努力を積み重ねた事と思います。今日からは答えを
出す方法が無限になります。正解もさまざまです。
　また、正解がないことに取組むこともあります。ワクワクしませ
んか？楽しそうですよね。
　野球で例えるなら、アウトを取るのにフライ、ゴロ、三振、状況
は？イニング、点差、何番バッター、など場面によって決まった式は
ありません。また、投手が初球に何を投げるかの正解はありませ
ん。永遠のテーマです。

　順応力、対応力、適応力、洞察力などなどを力つける経験や体
験をし、やり遂げましょう。
　大丈夫、君たちは関大北陽で学びました、努力を積み重ねた事
が身についてます。
　卒業おめでとう。そして　関西大学北陽高校同窓会　入会お
めでとうございます。
　皆様の今後のご活躍をお祈り
申し上げます。

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 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

 元 教 員  　　　　金澤　　勇
昭和23年卒　　　　西本　芳男
昭和34年卒　　　　吉田　稔弘
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　　　　竜田　　洋
昭和35年卒　　　　石川　隆一
昭和37年卒　　　　前田　昌昭
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　　　　岩本　博義
昭和39年卒　　　　往田　雄三
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　　　　山上　茂徳
昭和41年卒　　　　増田　正彦
昭和41年卒　　　　江蔵　通芳
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　　　　米川　修二
昭和42年卒　　　　竹谷　芳夫

昭和43年卒　　　　飯川　隆司
昭和43年卒　　　　松井　健一
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45年卒　　　　野山　清彦
昭和46年卒　　　　小森　和信
昭和46年卒　　　　口村　　茂
昭和46年卒　　　　佐藤　栄司
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59年卒　　　　川崎　直也
昭和60年卒　　　　西森　　務
平成元年卒　　　　太田黒　博
平成 2 年卒　　　　入江　　励
平成 3 年卒　　　　森岡　和則
平成 3 年卒　　　　中川　　智
平成15年卒　　　　森　　浩彬

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33年卒　小林　栄三 元教員　川村　忠敬

卒業年度順・敬称略　2020年12月25日現在

令和3年 卒業生の皆様へ

コロナ禍で、定例支部総会・懇親懇談会は
中止となりました。
　毎年開催しておりました、定例支部総会、その後の恒例となっている懇
親懇談会は、新型コロナウィルス感染予防のため開催中止となりました。
　新型コロナウィルス感染が終息し、定例支部総会・懇親懇談会の再開を
心から願っております。

※写真は2019年6月開催の懇親懇談会の様子です。
関西大学北陽高等学校同窓会　関東支部

硬式野球部　高木　宜宏
（昭和57年卒）


