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　中学 1 年よりお手伝いに携わってきまし
て、そのまま 3年間の続投、そしてもう卒業。
　時の早さにただただおどろいています。
諸先輩方、役員の皆様のお力添えをいた
だきながら、楽しく活動させていただき
ました。なにより子どもたちと接する機

会もたくさん持てたことがうれしくて、
楽しくて、いい思い出ができました。
　委員の皆様方のご協力とともに、充実
した経験ができたことに、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。

　2月 15 日第 10 期生の卒業式が執り行われました。
1 人 1 人の名前が呼び上げられ、立ち上がる子ども
たちを見てこみ上げてくるものがありました。卒業
生の皆さん、3年間よくがんばりました。心から「お
めでとう」の言葉を贈ります。
　卒業証書を手に立派に成長した顔を眺めておりま
すと、入学式の日のあどけなさが残り緊張感を浮か
べた顔が、まるで昨日のことのように思い出されます。
　親にとってはあっという間でしたが、子どもたち
にとっては勉強やクラブ活動、様々な学校行事に真

剣に取り組み、目標に向
かい努力してきた日々

の生活が心も身体も
大きく大きく成長さ
せてくれた 3 年間に
なったことでしょう。
　これからは本校の目標である「知・徳・体」を培っ
た「人間力」を発揮し、色々な苦難を乗り越えてく
れることを願っています。
　最後になりましたが、子どもたちに寄り添い導い
てくださいました校長先生をは
じめ諸先生方に御礼申し上げま
す。ありがとうございました。
　　　 高校３学年  学年代表
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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。
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、令和に移りましたが、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
います。そのための教育環境の整備を 3年計画
で進めてきました。ICT教育を推進するために、
施設・設備の充実を行い、各教室のプロジェク
ターの設置工事が終了、来年度には、全てのエ
リアでWiFi の環境も整います。iPad やクラウ
ド型学習システムを導入するなど多様な学びを

身につけ、学力の向上を図っています。
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、夢や目標を持ち、それに向かって努
力する生徒を育て、時代の変化とともに柔軟に
対応していく魅力的な学校であり続けたいと考
えています。

新たな時代のスタート 関西大学北陽高等学校・中学校
校長　田中敦夫

関西大学北陽高等学校・中学校
校長　田中敦夫
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　前班（12月3日出発）と後班（12月4
日出発）に分けて沖縄八重山諸島に行ってき
ました。天気予報通りの豪雨に見舞われ、沖
縄の青い空を見ることはできませんでしたが、
体調を崩す生徒も少なく、生徒たちはたくさん
の思い出を作っていました。また、雨天の中で
行ったアクティビティは離島の自然を感じられ
た貴重な経験になりました。
　この思い出を胸に、今後は進路実現のため
受験生として目標にまっしぐらです！
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English Festival
　2月 14 日大阪エキスポシティ内にある『イング
リッシュ ヴィレッジ』でアメリカ文化を楽しく学んきました。

中 学 ク ラ ブ 紹 介
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水泳部

　今年度は９名の新入部員を迎え、37名が共に切磋
琢磨してきました。その結果８月に実施された大阪
市学年別大会では 18種目入賞、２年男子総合２位、
男子総合３位という結果を残すことができました。
さらに最大の目標であったブロック大会男子２連覇
も達成しました。これからも仲間を大切に、より強
いチームへと成長していきます！

　今年度空手道部は、「形」で
多くの大会で成績を残しました。
５月に行われた大阪府中学校空
手道選手権大会で優勝し、全国
大会への出場を決めました。創
部以来、全国大会には３度出場
しています。「組手」も日ごろ
から高校生と一緒に練習をして
いるので、確実に上達していま
す。今後も上位入賞を目指して
がんばりますので、応援よろし
くお願いします。

空手道部

　ブラスエキスポパレード、マーチングコンテスト初出場！
吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト銀賞受賞！
と、今年度もグンと成長しました。
　そして、「第１回定期演奏会」の開催のはずが、コ
ロナウイルスの影響で中止に…
温かいお言葉ありがとうございました！

吹奏楽部吹奏楽部

　今年度行われました大阪府大会で２度決勝に進出す
ることができました。本人の努力だけでなく、保護者
をはじめとする周囲の皆さんの声援やサポートがあっ
たおかげだと感謝しています。現在は８月に三重県で
行われます全国中学校陸上競技選手権大会へ中学陸上
競技部として初の出場を目指してトレーニングに励ん
でいます。引き続きご声援をよろしくお願いします。

陸上部

たくさんの方のご来場ありがとうございました。
「聴く人と感動を共有する」ことを目標に活動してい
ます。ジャズの楽しさ、かっこよさを演奏で表現でき
るように、日々練習をがんばっています。

ジャズバンド部

・高槻ジャズストリート出演　・茨木音楽祭出演
・ジャパン・ステューデント・ジャズ・フェスティバル出演
・たかつきスクール JAZZコンテスト出演
・東淀川区音楽フェスティバル出演
・スプリングコンサート、クリスマスコンサート開催 (高校ジャズバンド部と合同 )

サッカー部 　部員数は29人（２年
13人、１年16人）で、

毎週火・木・土の放課後に活動しています。理念であ
る「一蹴懸命」のもと、練習に励んでいます。2019
年度大阪府私学サッカー大会では、中学３年生が中心
となり、大阪府ベス
ト４を達成しました。
学校の勉強にも全力
で取り組み、文武両
道で創部初の
『大阪府大会
出場』を目指
します。

第 65回
全日本中学校通信陸上競技大阪大会　　
2019 年 7月 6  日　万博記念競技場
2年生女子 100ｍ　13 秒 26　第８位

第 73回大阪中学校総合体育大会陸上競技の部
2019年 10月６日　ヤンマーフィールド長居
2年生女子 100ｍ　12秒 94　第 7位

2019年度の活動

　 1 1 月 1 日
（金）に中学
校でウォーキ
ングトライを
実施しました。
水無瀬から北
陽 ま で の 約
25kmを歩い
ていきました。25kmという距離はとても長いで
すが、全員最後までがんばって、見事に歩き切
ることができました。全学年を挙げての行事と
いうことで、普段あまり関わりがない学年とも
絆が深まったと思います。ウォーキングトライ

を通じて一致
団結した仲間
たちと3学期
もがんばって
もらいたいで
す。

ウォーキングトライ

ハンドボール
ソフトボール
キックベースボール
バレーボール
バスケットボール
ペタンク

スポーツ大会
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　男子バスケットボール部は、年末に東京で行われたウィンターカップに初出場しまし
た。１回戦は埼玉の正智深谷との対戦では、前半で大きくリードされる展開となりまし
たが、後半はうまく流れを掴み、逆転勝利を収めることができました。２回戦は、香川
の尽誠学園との対戦は、相手のディフェンスに苦しみ、流れに乗れないまま敗退しました。
ベスト８という目標に届かなかったのは残念でしたが、下級生も活躍してくれたので、
次年度につながる良い大会となったと思います。

　女子卓球部は、12/20 神戸グリーンアリーナで
開催された近畿高等学校新人卓球大会に団体戦と
ダブルスで出場し、女子創部初の近畿大会出場を
果たしました。残念ながら近畿大会では勝つこと
ができませ
んでしたが、
次の大会で
必ず勝利を
上げたいと
思っていま
す。

　当部活は、創部30年をこえる伝統あるクラブです。現在
３年生13名、２年生10名、１年生10名の合計33名で活動
しています。普段の練習は、各自週１日オフを設定し、そ
れ以外は毎日３時間程度練習を行っています。全国大会出
場を目指して日々頑張っていますので、応援よろしくお願
いします。

　今年の全国高校駅伝は５年に１度の記念大会のため、１１の地区代表も追加され
出場数が増えた影響もあり、例年にない高速レースとなりました。２年間出場で
きていなかった間に全国のレベルが上がっていることを知らされる大会となりま
した。大会当日は、たくさんの学校関係者の応援を感じながら力走することがで
きました。チーム目標の記録・順位には届くことができませんでしたが、この場
所に戻してくれた生徒たちの努力とゴールまで襷が引き継がれたことに感謝した
いと思います。都大路での忘れ物は、後輩たちに託したいと思います。ありがと
うございました。

　創作ダンス部は、
「たくさんの方を笑顔に」を
モットーに日々練習に励んでおります。
本年度は、３年生も夏の大会に出場する
こととなり、３学年揃って熱い夏を過ごし
ました。また、全日本チアダンス選手権大
会と USA Nationals で２度の全国大会出
場権を掴み、陸上の全国高校駅伝ではジャ
ズバンド部と一緒に最高の yell と Smile で
応援させていただきました。この経験を活
かし今後も感謝の気持を忘れず邁進して参
ります。ご声援よろしくお願いいたします。

　剣道部は、現在29人で活動しています。初心者が大
半を占めるクラブで、先輩と後輩の仲も非常に良いク
ラブです。少しずつですが実力がついてきており、先
日の北摂大会では、前年度優勝校に勝利しています。
それに驕ることなく、「打って反省、打たれて感謝」
の精神で今後も精進していきます。

１区   10.0 ㎞  　　 （３K）（31分 22秒  区間 53位）
２区     　3.0 ㎞   　　　　　　（２ I ）（  8 分 41秒  区間 41位）
３区  　8.1075 ㎞  　　　　　　（３K）（24分 44秒  区間 29位）
４区  　8.0875 ㎞  　　　　　（２K）（24分 28秒  区間 44位）
５区     　3.0 ㎞   　　　　　　（２C）（  9 分 01秒  区間 35位）
６区     　5.0 ㎞   　　　　　　（３K）（14分 44秒  区間 14位）
７区     　5.0 ㎞   　　　　　　（３J）（14分 42秒  区間 20位）

近畿大会初出場（女子）

全国高校駅伝大会出場 ウィンターカップ初出場

おります。

全日本チアダンス選手権大会出場
USA Nationals 2020　出場

男子第70回全国高等学校駅伝競走大会
 2019.12.22 たけびしスタジアム京都付設駅伝コース

2時間 07分 42秒　38位（58チーム出場）

高 校 ク ラ ブ 紹 介

男子バスケットボール部陸上競技部

創作ダンス部

剣道部 卓球部男子テニス部

　12月21日、300名近い保護者の皆様に
お集まりいただき、高校校舎小講堂に
て元読売テレビアナウンサーの清水健さ
んに「大切な人の『想い』とともに…」
という内容でご講演いただきました。
　亡くされた奥様への想い、大切な奥様
が残してくださった息子さんへの想い
を伺い、子どもと向き合う忙しい日々
の中で忘れてしまいがちな本当に大切
なものに、改めて気づくとても良い時
間となりました。お集まりいただきま
した保護者の皆様ありがとうございま
した。　　　　　　　   生活環境委員会

PTA教育講演会

21
12/

講師  清水  健氏

　2020年1月
1 2日（日）に
ザ・リッツ・カールトン大阪にて「関大北陽卒業生のための成人式」を開催しました。
今年20歳を迎えた中学校・高校の卒業生や教員194名が集まり、久しぶりの再会と旧交を
温めて、大変盛況のうちに終わりました。卒業生の皆さん、ご成人おめでとうございます！

　12月14日花京花の中村京子
先生をお招きしてアートクレ
イフラワー講習会を開催いた
しました。アートクレイフラ
ワーとは樹脂粘土で造るお花
です。今回はバラを

一輪造っていただき、BOXの中に小物と飾って
もらいました。同じバラでも色や形に個性が出
て、どれも素敵に仕上がりました。今回は少し
難しかったようですが、達成感と綺麗な作品に
皆さん満足されたようでした。今回もたくさん
のご参加ありがとうございました。文化委員会

アートクレイフラワー講習会 14
12/

（２月29日時点 のべ人数）




