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いわてグルージャ盛岡　西田　恵 （平成28年度卒）

中本　誠 （昭和57年度卒）

コロナ禍の課外活動　クラブ表彰・進路

J2昇格　北陽魂で、熱く、精進していきます。

ハンドボール女子　　日本代表
新生「おりひめJAPAN」新監督に就任
ハンドボール部OB　楠本 繁生さん

　今シーズンはレンタル移籍でいわてグルージャ盛岡でプレーさせてもらいました。
　初めての東北の地での生活、サッカーという部分に不安もありましたが、振り返
るととても充実したシーズンを送ることができたと思います。
シーズン通してゲームに関わることができ、様々な経験をさせても
らい、最終的にはJ2昇格というチームの当初の目標を達成するこ
とができました。こういった経験は誰しもができるものではない
と思いますし、この経験はこれからのキャリアでも大きな
糧になると感じています。
　今年はオフシーズンで休養も取れるので、来シー
ズンに向けてしっかり準備していきたいと思います。

本誌発行を直前にした2022年新年早 「々新春 北陽岡田会」開催中止延期の連絡が幹事様から届いた。新型コロナウィルスの変異株オミクロンが急激に拡大中
である。マスク着用生活は二年を過ぎた。過去の生活が非常識となり感染予防が常識となった。WEB会議にリモートワークはもはや常識である。変化に対応しな
いと理解しつつもコロナ禍において同窓会の開催は困難である。グループLINEや仲間同士のSNSでは北陽同窓の交流は続いている。
コロナ禍において基準が医療の逼迫状況となり、改めて「生命と健康」の大切さを感じる今日この頃です。近いうちに皆様、元気な笑顔で再会できることを切に願い
ます。今年の卒業生は、377名　同窓会には377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。高校生活は、三年間ですが同窓会
に卒業はありません。末永いお付き合いを。 広報委員会

HOKUYO NEWS

森岡ボクシングジム　中川　智（平成3年度卒）

日本フェザー級チャンピオン  丸田陽七太 初防衛成功‼
いよいよ世界が見えて来ました‼
　森岡ボクシングジム 丸田陽七太(平成28
年卒)が11月27日(土)　東京後楽園ホール
に於いて、同級8位の日野 僚選手と対戦し、
3回と5回に豪快なダウンを奪い結果3-0の
完勝でした。
　いよいよ世界が見えて来ました‼　
　今度も皆様の応援宜しくお願い致します。

　北陽高校ハンドボール部OB　楠本　繁生氏（昭和５８年卒）がハンドボー
ル女子日本代表「おりひめジャパン」に就任いたしました。
　任期は2024年のパリ・オリンピックまで。代表活動が優先となるものの、代
表専任ではなく大体大女子部監督との兼任となります。監督を兼務する大阪
体育大の女子を2021年　史上初のインカレ8連覇に導きました。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となった前回大会をはさみ、大
会8連覇は男女を通じて史上初の快挙となった。
　ハンドボールの高松宮記念杯・全日本学生選
手権の男女決勝が11月10日、甲府市内で行わ
れ、女子は大体大が延長の末に32－30で東京
女子体育大に勝利した。
北陽OBとして皆様　応援よろしくお願いいたし
ます。
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　卒業おめでとうございます。関大北陽で過ごした三年間で様々
なことを学び､経験をしたと思います。 全世界を 襲った新型コロ
ナウイルス禍の影響で、大変な思いで高校生活を送ったことで
しょう。 しかし、 新しい一歩を踏 み出すためのステップアップとな
るその時間は、これからの人生において、貴重な財産になります。
　改めて言うまでもありませんが、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上げる原動力となっていま
す。 様々なフィールドで活躍する多くの 優れた人材が輩出され
ていますが、多彩なクラブ活動がそのベースのひとつとなってい
ます。
　甲子園出場権を争う昨年の夏の高校野球大阪府大会準決勝

培ってきた一人一人の個性で
関大北陽の新たな1ページを

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
同窓会名誉顧問　鈴木　清士

で大阪桐蔭との対戦となりました。 
試合は延長戦の末、惜しくも敗れま
したが、厳しい練習に耐え、強豪校相手に互角に戦った部員たち
の姿は、硬式野球部OBとして頼もしく映りました。
　これまで先輩諸氏から続く流れをさらに力強い潮流にするた
めには、逞しく育っていく新時代のエネルギーが必要です。次の
世代を継承していく後輩の皆さんには希望と期待、そして何よりも
魅力に溢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､関
大北陽の新たな1ページを創ってください。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。
　コロナ禍の中、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、今
年度も昨年同様、感染防止対策を講じながら、文化祭や体育祭、
修学旅行を実施しました。
　2022年度からは高校の学習指導要領が改訂され、大きく学習
内容が変わります。本校においては、高校のコース改変を行い、
自ら学び、自ら考える力を育てる探究学習の推進と、国際的に活
躍できるグローバル・リーダー育成プログラムをスタートさせます。

コロナ禍の中での教育活動と
2022年度に向けて

関西大学北陽高等学校・中学校
校長　田中　敦夫

その中で、国際理解教育において
は、1年生で国内留学プログラムを
希望者対象に実施し、2023年度、2年生にグローバルクラスを設
置し、ベトナム・シンガポール研修、3年生でオーストラリア語学研
修を実施します。また、留学生の受入れ、外国人との交流プログ
ラムを行う予定です。
　今後も先行きの見通せない状況ですが、生徒の安全と健康を
第一に考え、教育活動を円滑にし、また、特色ある教育をすすめ
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、皆様に厚く
御礼申し上げます。
　さて、今年もコロナ感染の収束の兆しが見えない中、様々な
制約を受けてのＰＴＡ活動となりました。特に、このコロナ禍で
の活動は、通常の活動を従来の方法で行うのは困難であり、そ
れによって活動が陳腐化して目的が分かりづらくなっていま
す。先が読めない状況に合わせて、新たな方法や考え方を採り
入れながら、受け身の活動から能動的に活動できるような組織
に変革しなければなりません。また、共働き家庭の増加による
時間的制約や就労形態の多様化で、活動内容の取捨選択や

配分の見直し効率化といった、現
実的な「ＰＴＡ働き方改革」の必要
性が求められています。
　昨年度から試行錯誤を重ねた結果、オンライン併用の会議
や、スマートフォンを使ったＰＴＡアプリの活用、また公募による
委員会の支援スタッフ募集等を導入して運営の効率化を図るこ
とができました。皆さんのご理解、ご協力に感謝申し上げます。
　今後も、旧北陽高校の歴史と良き伝統を継承しつつ、皆様と
共に様々な変化に対応しながら、より親しみやすい関大北陽Ｐ
ＴＡ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。

コロナ禍で感じた、
ＰＴＡ働き方改革の必要性

関西大学北陽高等学校・中学校
PTA会長　正井　省吾

　北陽には、糸島實太郎先生がつくられた北陽商業学校、福
武平十郎先生がつくられた北陽高校、そして関西大学との合
併によって生まれ変わった関大北陽と大きく三つの時代の変
遷がある。時代の流れによって、少なくとも目に見える部分は大
きく変わってきている。しかし、目に見えないDNAのような、例
えば「北陽魂」というものは、形を変えながらもずっと引き継が
れているのではないだろうか。もうそんなものはないよ、と言わ
れるかもしれないが、「伝統」というつながりの力は不変ではな
いかと、と思いたい。
　これまで多くの先人先輩が北陽の歴史を支えてこられた。
私たち北陽の同窓生はどうやって恩に報いていけばよいのだ
ろうか、と考えたとき、「恩送り」という言葉が浮かぶ。直接当人
たちに返せなくても、第三者に恩を送る。小さな社会貢献の積
み重ねによって、社会に正の連鎖を起こす。
　恩送りは「Pay it forward」と訳され、欧米の思想のように感
じるが、江戸時代にはすでに日本にそうした考え方があった。
行為だけではなく、その行為の背景にある心のあり方、心の使
い方を重視した「陰徳を積む」という言葉もある。

　今年、福武啓一氏と森本靖一郎氏という北陽にとって大切
な恩人が亡くなられた。改めてご冥福をお祈り申し上げる。
　北陽同窓会が、今後もつながりに感謝し、恩に報いていく意
思を卒業生が持ち続ける限り、社会に素晴らしい影響を与えら
れる組織としてあり続けると信じている。

ずっと引き継がれている「北陽魂」

先日、北陽と清風のサッカー部OB  北風会に参加いたしました。
私の横が山本祐司さん。右に田佳充さん、塩田龍彦さん、山野孝義さん、
清風の湯木さんと上永吉さんです。
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　2021年4月に開催をしておりました第44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、昨年度に引き続き中止となりました。
　2020年度決算報告、2021年度予算案を代議員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4月に緊急事態宣言が発出されて以降、緊急事態宣言が幾度
と発しられ、日本国内では年末には終息の気配が感じられましたが、新型
オミクロン株の感染が拡大し、引き続き厳戒を余儀なくされております。
　私たちは、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）

自　2020年4月  1日
至　2021年3月31日

自　2021年4月  1日
至　2022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

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

30
9,316,597

4,668,567
4,350,000
432,000

0
33

9,450,600

435名

協力募金312,000 バナー広告120,000

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

5,813,044
3,770,000
350,000
13,000

30
9,946,074

377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

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

0
0

220,000
51,360
18,216
485,766
769,435
3,587
17,127

1,000,000
2,565,491
1,072,065

0
1,072,065
3,637,556
5,813,044
9,450,600

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5,200部、HPリニューアル

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
200,000
20,000
500,000
800,000
50,000
20,000

1,000,000
2,865,000
1,000,000
100,000
1,100,000
3,965,000
5,981,074
9,946,074

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

特別教育活動費

　

会報発行、HPリニューアル費

予　　算 摘　　要科　　目

2020年度 決算報告 2021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49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
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追 悼　鈴木 和宏先生逝去
　元教員、ハンドボール部顧問　鈴木和宏氏は7月8日、心筋梗塞により
逝去されました。
　葬儀は、去る7月11日茨木市セレモール花廣で行われ、多くの学校関
係者、ハンドボール関係者、教え子の方々が参列されました。
　
　鈴木和宏氏は昭和49年大阪体育大学卒業後、北陽高校保健体育科
教員に着任、長きにわたりハンドボール部を顧問しご指導いただきまし
た。多くの北陽同窓生を熱血指導で輩出し、また定年後も本校現役世代
の育成にご尽力をいただきました。　
　鈴木先生の言葉、鈴木先生の笑顔は、多くの人々の心に刻み続けられ
ることと願います。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

第44期定期代議員会は

開催中止となりました。

1986年ハンドボール部 1991年保健体育科教員

2015年又吉直樹氏芥川賞受賞
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同窓会だより—同窓生の近況—

02

01

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

甲子園出場、日本一を
達成できるよう精進しています。

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

昭和５５年度卒　サッカー部還暦祝

　2021年11月某日　大阪梅田のエスカイヤクラブにて昭和５５年度卒業
サッカー部のメンバーが還暦を迎え再会いたしました。
　新型コロナの影響で開催も危うい状況が続きましたがコンパクトに７名が
集合。
　厳しかった北陽サッカー部の３年間を振り返り最近の母校サッカー部の
状況も気になるところであるが還暦を迎え各々近況を語り合い。高校時代の
忘れられないエピーソードで笑いと話は尽きない。
　楽しい時間はあっという間に過ぎ再会を誓い解散。

　私は昭和58年４月に北陽高校に入学、バレーボール部に入部しました。
中学からバレーボールを始め、進学に際し複数の高校から声を掛けていただ
いていましたが、中学の先輩が既に活躍されていた事、同じ市内の中学の先
輩に声を掛けて頂いた事等で北陽高校への進学を決めま
した。
　入部して感じたのは、中学時代の部活と大きく異なり、
練習量の多さと内容の濃さで休みが殆どなく3年間続けら
れるか不安な気持ちでした。平日は早朝から夜遅くまでの
練習で、「基本を忠実に」を徹底的に横田先生に指導して
頂きました。週末は他府県の優勝校・準優勝校との練習試
合で力の差を痛感させられましたが、多くの事を経験しな
がらチームとして徐々に力がついてきて、手ごたえを感じて
いました。また夏の合宿では、多くのＯＢの方々にも指導し
て頂きました。
　当時の大阪は、インターハイ優勝の大阪商業大学附属
高校、インターハイベスト８の清風高校、この２校と遜色が
ない実力の大阪学院大学高校と、競合がひしめく状況の中、私たちの目標は
全国大会、近畿大会出場でした。しかし、全国大会には出場できませんでし
たが、３年生の時に和歌山県で開催された近畿大会に出場でき、3回戦で大
阪商業大学附属高校に惜敗しベスト１６で終わり、悔しかったことを思い出
します。

　高校３年間はバレーボール中心の毎日で、家族の協力のもと、監督の横田
先生には厳しく、部長の亀田先生には優しさをもって指導いただき、バレー
ボールを通じ人として大きく成長させていただいたと感謝しております。社会

人となり３０年以上経過していますが、色々な場面で高校
での３年間が支えになっています。横田先生、亀田先生、
本当に有難うございました。大学進学後はクラブチームで
バレーボールを続け、全国大会に２回出場する事ができま
した。
　今でも北陽高校の先輩、同期と付き合いがあります。嬉
しかったこと、苦しかったことを共有してきたからこそ築け
た関係を有難く思っています。関西大学北陽高校の各ク
ラブの活躍に触れる度に勇気を
もらっています。バレーボール部
においては、藤原監督の下、素晴
らしいチームを作られていると聞
いており嬉しく思っております。コ

ロナ禍で現地での応援に行けないのが残念ですが、
今後の活躍に期待しております。
　頑張れ、関西大学北陽高校バレーボール部！

　西島　義晴（昭和61年卒）

西村　栄喆（昭和55年卒）還暦記念の赤いキャップで記念撮影

北陽OBが母校の後輩を・・・熱血指導しています!

陸上部

サッカー部　

硬式野球部

大学・社会人でも活躍できる
息の長い選手育成を念頭に
指導しています。

　陸上競技部の指導方針は、目先の大会結果も大事ですが、高校時代の土
台作りを大切に大学・社会人でも活躍できる息の長い選手育成を念頭にお
き指導に励んでおります。
　本年度は、男子70名・女子16名の８６名で活動しており、７名が全国大
会に出場し５６名が近畿大会を経験する活躍をしてくれました。年々、部員
が目指す目標が高くなる背景には、卒業生の活躍も影響していると思いま
す。高校卒業後も日本選手権・日本インカレ・箱根駅伝・ニューイヤー駅伝な
どに出場し活躍をしてくれています。卒業生の来校時には共に練習をし、先輩
と同じ舞台を目指したいと考える選手が増え、良い目標になってくれていま
す。来年度も全国インターハイ・全国高校駅伝で活躍できるよう努力してい
きます。

陸上部顧問　米川　和宏

　硬式野球部は３年生16名、２年生21名、１年生23名、マネージャー4名の計64名で活
動しており、日本一を目標に日々練習に取り組んでいます。
　昨夏は数多くのOBの方々からのご声援を力に代えて戦うことができました。惜しくも大
阪ベスト４での敗退となりましたが、選手たちは実力以上の力を発揮することができまし
た。この悔しさを胸に今年こそは大阪大会を勝ち上がり、甲子園出場、そして日本一を達成
できるよう、精進してまいります。今後とも応援の程、どうぞよろしくお願い致します。

　同窓会の皆様にはいつも温かい応援をいただき感謝しております。
　サッカー部は現在3名の卒業生（写真左から平成25年度卒今東翼　平
成6年度卒　矢田竜之　平成22年度卒　佐藤大晃）が監督・コーチとして
指導をおこなっております。
　チームは、2018年に全国総合体育大会（インターハイ全国大会）に出場
しましたが、その後に訪れた新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により
活動制限がかかり、遠征の中止・練習試合禁止・活動時間の短縮などにより
思うような活動ができない日々が続きました。
　最近は活動制限が緩和され、ようやく通常の活動ができるようになってき
ました。当たり前の事が当たり前でなかった日々を経験し、　部活動のあり
方を考え直すきっかけともなりました。強い北陽を取り戻すためにこれから
も卒業生3名が力を合わせて頑張ります‼

　〇練習時間(全体)
　　　・平日：約２時間　　土曜日：約３時間　　日曜・祝日：約６時間
　〇顧問
　　　・部長：岩永宏光　　監督：辻本　忠　　コーチ：巽　太造

サッカー部　監督　矢田　竜之

強い北陽を取り戻すためにこれからも力を合わせて頑張ります‼

　2020年に引続き2021年12月11日  正午に開催しました。(梅田　グラ
ンド白楽天)                
　私達は52年前に卒業致しました。当時は商業科と普通科があり幾分商業
科が多くありました。又、日中に職務された方が夜間に学ばれる定時制、クラ
スもあった時代でした。卒業後は何度か開催しましたが段 と々減少し現在は
5名です。私達は古希(こき･70歳)を迎え、人生百年時代ですから初老とは
いえ、もう少し前を向かねばなりません。本年も新型コロナウイルスの影響で
マスク着用、三密に気を遣いながらの開催でした。
　長方形の部屋に2テーブルづつ左右に2人、中央は1名とし計6テーブル。
前と横には高い仕切りを立て、部屋の左右の、ドアは開けっ放し。料理は一
人一人皿に持って来るという感じでした。
　本会は毎回同様な話で終始しています。母校、級友、先生、卒業後、現生活
等と。会えば直ぐに解け合うのがよろしいことと思っています。
　北陽三三会メンバーの現況は次の通りです。
ボランティアで少年野球教室をサポート。スポーツジムに通い身体を鍛えて
いる。定年前の商業施設で経験を生かした勤務。北陽でのクラブ活動同年
卒業生とゴルフコンペ。飲酒が原因で苦労されている方をサポート(ボラン
ティア)。自宅と近隣在住の大家族との暮らし。最近不参加だが本会を気に
かけ暖かく見守ってくれる友。次回7月も笑顔で会おうと肘を付け合い解散
しました。

　写真は左から大滝君、土肥君、北川、林君、新谷君、です。
　この文を見て懐かしく思ってくれたクラスの方が居られたら是非ご参加を。

1970年(S45)3年C組商業科55名卒業　クラス会 　担任:佐藤誠一先生
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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

関西大学北陽高等学校
生徒会長　上島　隆路

　この度、生徒会長に就任させて頂きました。上島隆路です。まだ

生徒会に携わったことがありませんが、昨年生徒会だった人たちと協

力し、生徒会メンバーが掲げたマニフェストを達成出来るようにみん

なで力を合わせて頑張っていきます。

　近年生徒会では生徒全体に学校の情報やクラブ活動についてより

知ってもらうために、生徒会新聞を発行するといった活動をしており

ます。

　ここ数年は新型コロナウイルスの影響により、本来の形での学校行

事が行えておりませんが生徒会メンバーと共に力を合わせてより本来

の形での学校行事が行えるように頑張っていきます。

　生徒会を中心に校外清掃を美化委員と行うなど地域のボランティア

活動も行っています。

　生徒全体の意見を沢山取り入れる

ため、意見箱を増やすなど意見を取

り入れる機会を増やそうと思っており

ます。また、集めた意見を学校側と

検討し、生徒が目指す学校に出来る

ように頑張っていきます。

　そのために、生徒会一同は「みんなの声で学校を変える」をモットー

に学校がよりよくするために力を合わせて頑張ろうと思います。

　先輩方が作り上げた北陽高校を更によくするために歴史と伝統を受

け継ぎながら新たなことにどんどんチャレンジしていきます。

みんなの声で学校を変える

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。

2021年度 同窓会課外活動表彰

水泳部 第89回日本高等学校選手権水泳競技大会　男子400M　メドレーリレー　第８位

三光　哲平

佐脇　　岳
栃尾　陽菜

大前　友乃

田中　洸希

川又　碧仁

前田　理湖

新山　創大

水泳部

陸上競技部

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 291名のべ合格者数
2020年度

進 路 状 況

大学名 合格者数

追手門学院大学
桃山学院大学
大阪体育大学
大阪医科薬科大学
神戸薬科大学　

上記以外の合格者

21 
7 
2 
1 

　1 

404*

＊ 既卒生を含む

大学名 合格者数

北海道大学
神戸大学
大阪教育大学
横浜国立大学
滋賀大学
京都工芸繊維大学
大阪市立大学      
　　　　　合　計

1 
2 
3 
1 
1 
2 
1*
9 

大学名 合格者数

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
甲南大学
大和大学

6*
5*
2*
11*
16*
1 
8 

大学名 合格者数

関西外国語大学
同志社女子大学
武庫川女子大学
大阪経済大学
大阪工業大学
摂南大学
神戸学院大学

5 
2*
13*
8 
9*
19*
6 

国公立大学 私立大学
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3年

3年

3年

2年

2年

2年

1年

1年

J

I

I 

H

I

J

G

J

組

組

組

組

組

組

組

組

第89回日本高等学校選手権水泳競技大会　男子100M　背泳ぎ　第２位

第44回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会　男子100M　背泳ぎ　第３位

全国高等学校陸上競技対校選手権大会　三段跳び　第７位

全国高等学校陸上競技対校選手権大会　２００ｍ・４００ｍ　準決勝

U１８陸上競技大会　三段跳び　出場

U１８陸上競技大会　１１０ｍＨ　出場

U１８陸上競技大会　３００ｍ　出場

U１８陸上競技大会　３００ｍＨ　出場

U１８陸上競技大会　走高跳　出場

さんこう　てっぺい

さわき　がく

とちお　ひなた

おおまえ　ゆうの

たなか　こうき

かわまた　あおと

まえだ　りこ

にいやま　そうた

　私は昨年の夏の大会を通して、感謝する気持ちを持つことがどれだけ大切
かを学ぶことができました。なぜなら、コロナの影響がありながらも観客を入
れて最高のグランドで試合を行うことができ、たくさん感謝する場面があった
からです。他にも３年間共に戦ってきた仲間、指導してくれた監督、コーチ、私
の生活を支えてくれた家族、チームのことを考えてくれたマネージャーにも感
謝しています。感謝の気持ちを持ってプレーすることで自ずと結果がついてく
ると感じました。
　この大会では準決勝で大阪桐蔭に延長１４回の末、１２－１０という結果
で負けてしまい、日本一という目標を達成することができませんでした。しか
し、結果以上にチームとして２年半やってきたことが全て出せ、チームが一つ
になって最後まで戦い抜くことができたと思っています。
　昨年の夏は私自身一生忘れることのないものとなりました。チーム全員で
本気になって戦えたことは私の宝物になり、一生の財産になりました。この
チームの主将をすることができ本当に幸せ者です。これから先も感謝の気持
ちを忘れず何事にも取り組んでいきます。

一生忘れることのない宝物。
これから先も感謝の気持ちを忘れずに
進んでゆきます。

■ 関大北陽　野球部　2021年 全国高校野球選手権 大阪大会の戦績

7月21日

7月24日

7月25日

7月28日

7月29日

7月31日

2回戦

3回戦

4回戦

5回戦

順々決勝

準決勝

関大北陽

関大北陽

関大北陽

関大北陽

関大北陽

関大北陽

11
16
2
3
7
10 12

1

1

0

1

1

-

-

-

-

-

-

寝屋川

槻の木

岸和田

大体大浪商

大阪電通大

大阪桐蔭

　一昨年度の大阪府独自大会では無観客試合でしたが、昨年度の第103
回全国高校野球選手権大阪大会では観客を入れての実施となったため、
選手達はより気合が入り試合に挑めました。
　２・３回戦、準々決勝では打線が爆発、４・５回戦では投手陣の粘りで順
調に勝ち上がり、準決勝の大阪桐蔭戦を向かえました。序盤から点の取り
合いの中、８回裏に１点を取り一度は逆転、しかし９回1アウトからホームラ
ンで同点とされ延長戦へ。13回からタイブレークになり、14回表に５点を
取られ勝負がついたかに思えましたが、その裏の攻撃で本校の選手たちも
意地とプライドを見せ、そしてこの３年間で培った力を発揮し３点を返しま
したが、あと一歩及ばずとても悔しい敗戦となりました。　
　結果は大阪ベスト４でしたが、点を取られても取り返し、最後まであきら
めず全力でプレーする選手たちの姿には本当に感動しました。

硬式野球部 主将　山田　悠平

硬式野球部

延長14回タイブレー
ク

最後まであきらめず
全力でプレーする
選手たちの姿に感動!!

大阪大会ベ
スト４
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水泳部

男子バレーボール部

　男子バレーボール部は「いいチームで強いチーム」・
「チーム一丸全員バレー」を掲げ活動しています。今年度は
全国大会出場をかけ戦いましたが、目標を達成することが
できませんでした。しかし試合は全てフルセット、近畿大会
もベスト16と今まで経験できなかったレベルの試合を展
開することができました。
　来年度こそは全国大会に出場できるように努力していき
ます。応援よろしくお願いいたします。

2022年度　主将　川﨑颯太

　本年度は、創作ダンスコンクール　ダンス・ガラ
OSAKAにて優秀賞を受賞することができました。新
型コロナウイルスの影響を受け、多くの制限がある中
でこのような結果を出すことができましたのは「今、で
きることを全力でやりきる」と努力を重ねた部員と、私
たちの励みとなった皆様からの応援でした。心より感
謝申し上げます。今後も、関西大学北陽高等学校の
名を全国に知っていただくために、部員、顧問一丸と
なって邁進してまいります。

創作ダンス部　顧問一同

　昨年度より、コロナ禍で練習時間が削減され、試行
錯誤をしながら練習に取り組む日々を過ごしていまし
た。大会の開催中止や、映像審査への切り替わりで何
度も悔しい思いをしましたが、先輩方との最後の大会
である「創作ダンスコンクール」にて受賞することがで
きた時は、本当に嬉しかったです。この経験を活かし
「今、できることを全力でやりきる」の精神で、6月に実
施される大会で、必ず全国大会の出場権を獲得しま
す。応援よろしくお願い致します。

13期生キャプテン　2年H組　乗川　ゆうひ

 今年度は、福井県で行われた全国IHに２名、愛媛県で行わ
れたU１８陸上競技大会に５名が出場しました。両大会で２
名の入賞者がでました。近年、全国大会入賞者が続いてお
り、来年度はこの勢いを加速させ活躍の場を広げられる選
手を増やしていきたいと思います。

　私は、１０月に愛媛県で開催されたU18陸上競技大会に
出場しました。初めての全国大会だったのでとても緊張しま
したが、ピットに立ったときにはとても楽しかったです。また入
賞という経験もでき、新たな目標もできたので来年度の全国
インターハイに向けてこれからも練習を頑張ります。

「いいチームで強いチーム」・「チーム一丸全員バレー」

コロナ禍でも生徒達が支え合い、諦めず頑張ってきた成果 陸上競技部 全国IH、U18陸上競技大会　２名が入賞

創作ダンス部 第11回ダンス・ガラOSAKA　創作ダンスコンクール　優秀賞受賞      

　私は、全国高等学校陸上競技対校選
手権大会に出場することができ、結果は
第７位で表彰台に登ることができまし
た。表彰台には登れましたが、目標であっ
た全国優勝には届かなかったので悔しさ
も残りました。大学ではもっと努力して目
標を達成したいと思います。

　本年度も新型コロナウイルスの影響があり、思うような練習がで
きず、難しい戦いとなりました。
　しかし、このような結果が残せたのは、このような環境でも生徒達
が支え合い、諦めず頑張ってきた成果であると思います。また、各ご
家庭や色々な方のサポートがあったからだと思います。たくさんのご
支援・ご声援ありがとうございました。これからも更に頑張っていき
ますので、引き続きご声援よろしくお願いします。

　水泳部は、8月17日から20日に、長野県のアクアウィングにて
実施されました第89回日本高等学校選手権水泳競技大会に6名
の生徒が出場し、男子100m背泳ぎにおいて、三光哲平（3年J組）
が準優勝いたしました。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、リレー種目は各地区でのタイムによる通信大会となり、男子
400mメドレーリレー(三光、西田、桑島、柿木)において8位に入
賞いたしました。

　次に8月23日から26日まで大阪のRACTABドームで行われま
した、第44回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会に
９名が出場しました。この大会においても三光哲平が100M背泳
ぎで第3位に入賞いたしました。

U１８陸上競技大会　三段跳　６位
大前　友乃

全国IH　三段跳７位
佐脇　岳
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ジャズバンド部 

　私はジャズバンド部での活動を通して「仲間と協力してやり遂げたとき
の喜びや達成感」、「音楽に対する熱意」などたくさんのことを学びました。
大好きな先輩方や後輩、同期達と過ごした時間は宝物です。そして、いつも
近くで支えてくれたリズム隊のメンバーには感謝の気持ちでいっぱいです。
　本当にありがとうございました。

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

同期達と過ごした時間は宝物

吹奏楽部

　昨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、マーチングコンテストのような大会への出場な
ど様々な活動をしていますが、今年度も新型コロナウイルスの影響で多くの演奏会や練習機会
が制限されてしまいました。数少ない演奏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！

2年A組　次元　沙那

吹奏楽部の活動コンピュータ研究部

　我 コ々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、今年度
からはクラッシュロワイヤルやモバイルレジェンドの大会に参加し結
果を残していきたいです。また今年度からポケモンユナイトの実装も
検討しており活動の幅を広げていきたいと思っています。

2年G組　コンピュータ研究部部長　筒井　太一

新たな活動「e-Sports」

ESS

　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、3年生6
人、2年生4人、1年生3人の計13名で活動しています。「英語を楽しく」をコンセ
プトに、カードやボードゲームなどを用いてのコミュニケーション活動や、英検対
策に取り組んでいます。英語を用いての活動を通して、リスニングやスピーキング
の能力が自然と向上します。

3年Ａ組　伊藤　友華

アクティヴィティを中心に、
楽しく英語を身につける

将棋部

　今年度の部員は、１年1人，2年5
人，3年3人　合計9人で週4回活
動しています。藤井４冠のおかげで
将棋人気ですが、部員数は減りまし
た。今年もコロナの影響で、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。

将棋部の活動

美術部

　前年度に引き続き、コロナ禍による制限
があり、時間の限られた活動となりました。
　文化祭では例年通り美術室での展示を
行い、多くの方に活動の成果を発表するこ
とが出来ました。また初の試みとして、大阪
府高等学校芸術文化祭芸術・工芸部門へ
の出品も行います。制限下の活動でしたが、
各々に楽しく作品を製作することが出来ま
した。

3年G組　上坂　朝

初の活動で

放送部

　私が部活に入って間もない頃、多く
の機械に慣れず失敗することがよくあ
り、毎回の活動が不安や緊張でいっぱ
いでした。しかし、回数を重ねると部員
で協力し合うことが増え、徐々に緊張が
楽しさに変わりました。体育祭、プレ
フェスティバルなどの行事の司会や昼
の放送を通して、自分の声を学校中の
皆さんに届けるような機会はこれから
先あまりないと思うので、貴重な経験
ができてよかったです。

3年E組　江畑　茉珠

“放送部での経験”

フォークソング部

　私も念願のプレフェスティバルに出場することができましたが、コロナ禍での出場
だったため、オンラインでの出場となりました。全校生徒の前で演奏できなかったこと
は心残りになっていますが、フォークソング部に入部し、バンドメンバーに出会えたこ
とや、みんなで一つの曲を仕上げ、演奏する達成感は、大切な思い出になりました。

3年B組　藤谷　知慧

ギターとの三年間

料理部

　今年度の料理部では、昨年と同様に新型コ
ロナウイルスの影響により例年実施している
文化祭での手作りマドレーヌの販売が中止と
なりました。しかし、他の国の料理や行事ごと
に合ったお菓子作りを経験することが出来ま
した。活動回数が少なくなったことで一回一
回の活動をクラブメンバーと共に、より楽しむ
ことが出来ました。

3年Ａ組　矢野　日菜華

一回一回の活動をより楽しめました

茶道部

　新型コロナウイルスの拡大により、活動の回数が減ってしまったり、活動形態
が変わってしまった部分もありましたが、１回の練習に気を引き締めながら集中
することが出来ました。新たに新入生が３名入部し、教える機会も少なかったけ
れど、１２月に実施された３年生
の卒部式という形のお点前披
露において、一緒に活動出来た
ことがとても嬉しかったです。
　次年度は通常通りの文化祭
や活動が行えるよう願ってい
ます。

３年B組　大橋　亮

茶道部の活動

写真部

　昨年に引き続きコロナウィルスが流行し、なかなか普段通りの活動がで
きない日々が続きました。それでも、体育祭や文化祭、各々での活動を行っ
たりと工夫を凝らしながら活動してきました。活動範囲は限られていました
が、お互いアドバイスなどし合いながら和気藹 と々した雰囲気で仲がよく、
楽しい活動ができました。
　　　　　　　　　　　　　  ３年A組　柳谷　咲佳

「写真部での一年間」

釣り部

　今年度の部員は、１年1人，
2年5人，3年3人　合計9人
で活動しています。
　今年もコロナの影響で、２
年前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、1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。

釣り部の活動

 

歴史研究部

　今年度の歴史研究部は新型
コロナウィルスの影響により、
宿泊を伴う合宿は実施できま
せんでしたが、8月には京都、
11月には神戸で現地踏査を行
いました。
　また文化祭では、昨年度の
姫路城と新たに製作した京都
の展示物の掲示を行いました。

３年F組　宇田　康生

歴史研究



13　　Hokuyo alumni annual letter Hokuyo alumni annual letter　　14
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　関東支部では、長きにわたって、毎年、季節の良い５月あるいは６
月に定例支部総会を開催し、総会終了後に懇親懇談会にて、大阪
から遠路東京までお越しいただいた会長や副会長とともに、世代を
超えた母校を同じくする関西大学北陽高校卒業生として懐かしい
学生時代の出来事や近況につき語り合ってまいりました。
　しかしながら、令和元年度末からの新型コロナウイルス感染症
の流行のために、一昨年同様、昨年も定例支部総会及び懇親懇談
会を開催することを断念せざるを得ませんでした。本来、関東支部
だよりは、関東支部圏に在住で定例支部総会・懇親懇談会にご参
加いただけなかった同窓生の皆さんへのご報告という側面もあり
ますが、主として関東支部圏以外の同窓生の皆さんに関東支部同
窓生の現況をお伝えするものです。
　しかし、今回の関東支部だよりは、毎年、定例支部総会・懇親懇
談会に欠かさずご出席くださっている同窓生の皆さんへの挨拶の
意味合いをも持つものとなりました。関東支部の同窓生の皆さんに
おかれましても、新型コロナウイルス感染症の流行のなかにありま
しても、お元気でご活躍いただいているものとご推察申し上げてお
ります。今年こそは、新型コロナウイルス感染症が収まり、以前のよ
うに定例支部総会・懇親懇談会で元気なお姿を拝見させていただ
けるものと楽しみにしております。
　私事で恐縮でございますが、現在、上智大学法学部長の職にあ
ります。新型コロナウイルス感染症の流行を受けて急速に整備され
たリモートワーク環境のもとで、感染リスクを抑えながら、仕事がで
きる恩恵を受けております。新型コロナは私どもの日常生活の多く

の部分に大きな支障やさまざまな悲劇も惹き起こしておりますが、
新型コロナウイルス感染症に対応する中で、新たな生活スタイルや
生活環境の構築の模索も行われてまいりました。従前より、生存競
争において最も大切なことは、環境変化に対応する力であるといわ
れてきました。新型コロナウイルス感染症という未曾有の時代に
あって、同窓生の皆様とともに、関西大学北陽高校の校歌で謳われ
ている精神を実現すべく卒業生として環境変化対応力を示し、アフ
ター・コロナの社会環境の構築に寄与することができればと念じて
おります。

関西大学北陽高校同窓会ホームページ

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

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

昭和35年卒　　　　岡田　勝男
昭和35年卒　　　　石川　隆一
昭和35年卒　　　　竜田　　洋
昭和37年卒　　　　前田　昌昭
昭和37年卒　　　　須上　勝久
昭和37年卒　　　　村田　正明
昭和37年卒　　　　十時　良雄
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42年卒　　　　足立　宗央
昭和42年卒　　　　寺田　賢作
昭和42年卒　　　　松本　純一

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　　　　松岡　博三
昭和43年卒　　　　内海　　昭
昭和43年卒　　　　辻　　道明
昭和44年卒　　　　鮫島　輝明
昭和45年卒　　　　土肥　　茂
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　　　　口村　　茂
昭和46年卒　　　　神垣　雅行 
昭和46年卒　　　　佐藤　栄司

昭和48年卒　　　　山本　武司
昭和48年卒　　　　速水　　隆
昭和43年卒　　　　松井　健一
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53年卒　　　　棚橋　哲夫
昭和54年卒　　　　内野　孝司
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
昭和62年卒　　　　松井　勝博
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
　不　　明　　　　  吉田　立男
　不　　明　　　　  奥山　　寛

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）

卒業年度順・敬称略　2021年12月25日現在

　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。

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

1.バナー広告掲載料　10,000円　　　　　5,000円1年間掲載 半年間掲載
昭和33年卒　清水　弘司 昭和42年卒　坂上　次郎 昭和54年卒　橋本　　晃 元教員　鈴木　和宏

一昨年同様、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。

後列　右

コロナ禍が終息を願い再会を願う関東支部メンバー
（写真は2018年懇親会）

関西大学北陽高等学校同窓会
関東支部 支部長　原  　強（昭和51年卒）




