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保護者の皆様には、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。入学式において、中学校の新入生
119 名、高校の新入生 392 名を迎え、2019 年度が
スタートしました。
新しい時代の教育において、多様な学びを身に付
けた生徒の育成には、ICT を活用した学習活動の充
実が重要です。そのために、ICT 環境の整備を進め、

2019 年度 PTA 会長を務めさせていただくことに
なりました正井です。至らない点もあるかと思いま
すが、１年間よろしくお願いいたします。
さて、平成が終わり、新たな元号となりました節
目の年、日本全国が新たな時代の始まりに湧く中、
関大北陽 PTA におきましても私を始め各役員・委
員会一丸となって令和の時代の始まりと共に新たな
気持ちでスタートいたしました。本年度も関大北陽

新しいスタートに
あたって

関西大学北陽高等学校・中学校
校長　田中　敦夫

新しい時代の幕開け
「心を一つに、深め合うPTA活動を目指して」

関西大学北陽高等学校・中学校
　　PTA会長　正 井 省 吾

体育祭
関大
北陽

第 12回　

第 10回

中学は、涼しい天候の中行うことができ、皆いい顔を見せていました。
高校は、雨で延期になりましたが、生徒全員で盛り上がることができました。
令和最初の体育祭は全員が王者となり、一致団結 ! 

第第 1212回 　

高等学校
第 回第第 回 　

中学校

中学校

Kansai univ. Hokuyo

競技総合優勝 応援合戦最優秀賞

競技総合優勝 応援合戦最優秀賞

青団赤団

黄団 桃団

中高全クラスにプロジェクターを設置し、Wi-Fi も今年度中に設置を終え
ます。iPad、ノートパソコンで学習支援ソフトや教育支援アプリを有効に
活用し、主体的な学びを実践していきます。また、体育祭、文化祭などの
学校行事やクラブ活動を通して、リーダーシップを身に付け、協調性を育
み、自立した人間の育成に力を注いでいきます。
時代を超えて変わらない建学の精神を大切に、時
代の変化とともに柔軟に対応していく「不易流行」
をモットーに、生徒一人ひとりの個性を伸ばす学校
を目指していきたいと考えています。今後も、引き
続きご理解とご支援をお願いします。

PTA の活動理念、「教える・学ぶ・育てる－教師・生徒・保護者の願いは
ひとつ」を念頭に、PTA 活動を通して、時節にかなった豊かな教育環境づ
くりや生徒たちのより良き成長のために、会員の皆様が明るく楽しく感じ
ていただくよう、また身近で魅力あるものにしていきたいと思います。
そのためには、まず私自身が会員の皆様や教職員の方々との繋がりを大
切にして、しっかりと教育活動を側面から支え、そして最後には、皆様
から「この学校に通って良かった、通わせて良かった」と思われるよう、
PTA 活動に取り組んで参ります。
本年度も多くの皆様のご支援・ご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。



（2） （3）

グラウンドを舞台にLet’s show timeグラウンドを舞台にLet’s show time

We are 夢羅咲輝

桃太郎と鬼退治
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中学体育祭

高校 1 年

A・B・C・D・E・F・G・
H

人と防災未来センター

I・J
なんばグランド花月・

　ピース大阪

高高校

A・I 有馬釣り堀 ・神戸
B・H 京都嵐山
C・G 近江八幡
D・F 海遊館
E 　　森永神戸工場
J・K 滋賀希望が丘文化公園

A・E・G
的形潮干狩り

・ BBQ

B・F・H
京都太秦映画

村

C ハーベスト
の丘

D 神戸どうぶ
つ王国

I・J・K
なんばグラン

ド花月

高校 校外学習

　我々水泳部は、現在男子43名・女子33名・女子マネージャー4名の合計80名で活
動しています。全国大会に35年連続で出場し、この実績と歴史を守り、更なる飛躍
を目指して日々練習に励んでいます。
　近年の主な実績としましては、全国高校総合体育大会にて、個人種目で2015年に
優勝、また３年連続で入賞できるまでに力つけることができました。本年度は、女子
において５月末に行われました、世界選手権選考会であるJAPAN OPEN2019に出
場を果たしました。
　これからも、水泳の競技力の向上はもちろんのこと、水泳を通して人間力も高めて
いきたいと思います。今置かれている環境に感謝の気持ちを忘れず、がんばっていき
ますので応援よろしくお願いします。

　男子バスケットボール部は、選手34名、マネージャー６名の
計40名で活動しています。先日行われたインターハイ予選では、
２年連続の決勝リーグ進出を果たし、昨年の雪辱を晴らすべく
臨んだ結果、見事初優勝を成し遂げることができました。保護
者・教職員の皆様には、たくさんの応援をいただき、心から感
謝しております。７月末から行われるインターハイで
はベスト８を目標に、今後一層練習に励んでいきます。
皆様、これか
らも応援よろ
しくお願いい
たします。

　私たち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」をスローガンに掲げ活動
しています。目標は全国大会出場です。大阪府は激戦区で
簡単には達成できませんが、自
分たちも目標を達成するために
日々の練習を全力で行っていま
す。応援よろしくお願いいたし
ます。

男子バレーボール部 　空手道部は現在、高校
生約20名、中学生約20名

の40名で活動しています。未経験者も多いですが、全員が
在学中に黒帯を取得しています。中学は大阪中学校空手道
大会個人形の部で優勝し、８月の全国大会へ出場します。
高校は、現在6年連続近畿大会出場、4年連続全国選抜大会
出場中で、3月の全国選抜大会では男子団体組手全国ベスト
８という成績を残しまし
た。男女そろって全国大
会へ出場、上位に入賞す
ることを目標にがんばっ
ています。応援よろしく
お願いいたします。

空手道部

ク ラ ブ 紹 介水泳部 全国大会出場祝

全国大会出場祝

インターハイ出場祝

近畿大会出場祝

男子
バスケットボール部
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寄贈品の提供をお願いします。
PTA担当教員または担任の先
生へお渡しいただくか、配送でもOKです。

皆様のご参加お待ちして
おります。

講演時間や申し込み
方法については9月
に配布するプリントで
ご確認ください。

場　所：
ラウンドワン東淀川店

文化祭にて開催

マミーバザー・
　　   おやじカフェ
マミーバザー・
　　   おやじカフェ

ボウリング大会

清水健氏 講演会
～大切な人の「想い」とともに～

PTA行事のお知らせ

 (土)
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実行委員会

PTA役員

～充実の施設がいっぱいの4階建て体育館～
　私たちの学校の自慢の体育館！！皆さん
も一度は来られていますよね。3階アリー
ナは、入学式などの式典、講演会、合唱コンクールや
プレフェス等、たくさんのイベントが行われています。
その時大活躍なのが、ロールバックチェア（移動観覧
席）です。使用しないときは収納し、バスケットボー
ル、バレーボールコートに早変わりです。また、レア
なのが4階のランニングができるスペース。そして、2
階には鏡張りの部屋が！ここはダンス部や卓球部が練
習しています。2階外周には、各クラブの部室、そして、
ミーティングルームがあります。運動部にも座学や
ミーティングは必須ですね。1階には、年中泳げるプー
ルの他に、武道場や、トレーニングルームまでありま
す。我が校の運動部が強豪チームになるわけですね!!

検検 vol.3vol.3

～総合体育館～～総合体育館～
学学 校校 探探

トレーニングルーム

武道場

柔道場

クラブ部室クラブ部室

ミーティングルーム

ランニング走路小競技場

プール

学
年
団
紹
介

高等学校 中学校

高校 392 名 中学 119名
関西大学北陽生の仲間入り！
おめでとうございます。
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