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OnlineODA YASUHIRO

                 

in Nagasaki

in Sapporo
―― 本日はよろしくお願いします。
早速ですが、お二人は今どちらにお住まいですか？

梶：僕は長崎市です。
小田：僕は札幌市です。

―― おお、それはまたうまい具合に北と南に分かれましたね。
それではまずお聞きしたいのですが、今の部屋を選ぶにあたっ
て重視した点はありましたか？

梶：その点については申し訳ないのですが僕は大学の寮なんで
すよ。

―― そうなんですね。では初めから寮に入るつもりだったので
すか？

梶：いえ、そうでもないんです。一人暮らしはしたかったので物
件は探していたんですけど、ずっと探しているうちに面倒くさく
なってしまって（笑）。
それだったら寮だと友達もすぐできそうだし、物件としてもそこ
そこ良さそうだったので寮に決めました。

―― なるほど、寮だと学校にも近そうですもんね。

梶：それがそんなに近くないんですよ（笑）。

―― 小田さんはどのよう部屋なんですか？

小田：僕の部屋も寮のような位置づけなんですが、学生よりも社
会人が多いんですよ。８割ぐらいの方が社会人という感じですね。

―― へぇー！なかなかないタイプのお住まいですね。その部屋は
どのように探したのですか？

小田：学校で探したのですが、あらかじめバスとトイレはセパレー

「夏は図書館に避難してくれ」って言われました。（笑）

―― 個人でエアコンは設置できないってことですか!?夜は涼し
いからなんですかね!?

小田：夏の一番暑い一週間を耐えたらあとは大丈夫だってことみ
たいです。
一同：へえ～！

―― 梶さんの住んでいる寮はどんな感じなんですか?

梶：シェアハウスのような感じですね。四人一組でそれぞれの個
室があり、共用のリビング・キッチン・バスルームがあります。
今も自分の部屋が汚いのでリビングで話してます。（笑）

―― ではプライバシーは保ちながらもルームメイトの気配は感じ
られるってことですね。昔ながらの寮とワンルームのいいとこ取
りですね。ルームメイトは同級生ばかりですか？

梶：今は2人が先輩です。2人の先輩は5年生と4年生です。
4年生は28才で京大の大学院目指しています。5年生はコロナ
禍でわざと留年して就活しています。大学出るときの主な二つの
道が間近で見られるので寮を選択してよかった。本来この寮は
1年生だけは入れてなおかつ四人のうちの一人は留学生という
形で入居するはずだったんですが、コロナの影響で留学生が来日
できないため空き部屋が多くできたので、今年は特例で2年生
も住んでいます。

―― こんなところにもコロナの影響が出ているんですね。

梶：はい。留学生と一緒に住むというのが特色の一つだったの
で、そこは変わってしまいましたね。

―― 一人暮らしだと生活費もいろいろかかるでしょうが、アルバ
イトはされていますか?

梶：このあいだ焼肉屋さんの内定もらいました。

―いいですねえ、まかないが楽しみですね。（笑）

小田：個別指導の塾に応募して今合否待ちです。

―自炊に関してはどうですか？

梶：基本的には自炊して、たまに友達に作ってもらったりしていま
す。高校の頃から食事は作っていたので料理は嫌いではないです。
小田：僕は大学に入って初めて自炊しています。この学生会館に

は食堂があって食事つきと食事なしが選べるんですが、食物アレ
ルギーがあるので自炊を選びました。

―― 自炊してみてどうですか？

小田：料理はそんなに面倒ではないですが、洗い物と洗濯に時
間を取られてしまうのが大変です。

―― 家事の好き嫌いはありますか?

梶：やっぱり洗い物かなぁ。あと掃除ですね。
小田：僕は掃除は嫌じゃないですが、洗い物と洗濯はやっぱり面
倒くさいです。

―― お腹がすいて作って食べるまではいいけど、そのあとがダ
メだってことですね。（笑）
そんな一人暮らしの生活での楽しみは何ですか？

小田：大学に入ったらギターを始めようと思って最近買ったんです。

―― お～、少しは弾けるようになりましたか？

小田：いえ、まだ買って５日目ぐらいなので・・・
簡単なコードは覚えられますが「Ｆ」がヤバいです。（笑）
難しいけど楽しいです。高校の友達も何人かギターを始めて、み
んな指痛いと言ってます。（笑）
梶：自分はやっぱりしゃべるのが好きなので、友達が隣に住んで
いて終電のこととか気にせずゆっくり過ごせるのが楽しいですね。
小田：（コロナの影響で）学校に行けないので大学の友達とはまだ
ですが、高校の友達とはほぼ毎日グループ通話しています。今は
離れていてもつながるツールがあるので、そこはありがたいです。

―― 最後になりますが、これから下宿している間にやってみたい
ことなどあったら教えてください。

梶：お金を貯めて友達と旅行に行きたいですね。生活するにも
遊ぶにもお金は必要なので、管理しようと思って家計簿をつけ始
めたんですが、収支が合わなかったりするんで最近面倒くさく
なってきました。（笑）
小田：こちらにいる間にバンド組んでみたいですね。

―バンド組めたら「ゆず」の曲とかやってみてくださいね。

梶：僕がボーカルやりましょうか？（笑）

―この際リモートでオンラインバンドっていうのもアリですね。
今日はありがとうございました！　　　　　　　　　　　　　　
　　　

KAJI TATSUHITO
梶 立人（３５期生）
長崎大学　多文化社会学部

小田 晏大（36期生）
北海道大学　経済学部

★

★
トがいいとか、今の自分の部屋は角部屋なんですが、そういった
条件は早いうちに予約しておきました。

―― ということは早くから動いた人ほどより希望に近い物件が
見つかるということですね。
最近の学生向けワンルームの設備では、バス・トイレに加えて洗
面台も独立している３点セパレートというのが人気だと聞いたの
ですが、お二人もそのあたり意識しましたか？

二人：いや、あんまり・・・
小田：別に洗面台が分かれてなくても大丈夫です。（笑）
梶：個人的には全部一緒でも構わないです。（笑）

―― あ、そうなんですね。もしかすると、そのあたりの好みは
女性の方がより強いのかもしれませんね。
お風呂の事情についてお聞きします。お二人は毎日湯船につかっ
ていますか？

小田：僕は毎日お湯張ってます。
梶：僕の部屋はシャワーだけで湯船はないんです。僕自身は実家
でもシャワーで済ませていたのであまり苦にならないんですが、
お湯につかる習慣のある友達はやはり辛いらしく、そういう時は
一緒に温泉に行ったりします。

―― 今の部屋の気に入っている部分を教えてください。

梶：新しくて清潔感があるところですね。結局は自分が荒らして
しまうんですが。（笑）
小田：ワンルームにしては机とベッドの間が広いところが気に
入っています。そこにカーペットを敷いています。

―― 反対に不満な点はありますか？

小田：まだ夏が来てないのでわからないのですが、この部屋に
は暖房しかないんですよ。そのことを寮長さんに尋ねてみたら

聞き手/
岸本威也・池田謙吾
（普通科6期生）ZOOM座 談 会

イマドキの下宿事情
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　高校を卒業してから早27年が経ちました。卒業後は大阪府立大学農

学部の獣医学科に進み、その後、動物病院で臨床獣医師として働きなが

ら大学院へ通いました。学位取得後は、製薬会社の研究所勤務を経て大

阪府の地方衛生研究所である大阪府立公衆衛生研究所の研究員となり、

現在に至ります。

　地方衛生研究所とは地域の安全を保つために感染症や食品衛生、環境

衛生など、公衆衛生に関する調査・研究を行う機関で、各都道府県と政

令市に設置されています。その中で私はウイルス感染症を専門とし、普

段は大阪府内で発生するインフルエンザやアデノウイルス感染症、RSウ

イルス感染症等の流行調査や病原体解析を行っています。さらに当研究

所は、2017年に大阪市の研究所と共に、地方衛生研究所としては全国

で初めて独立行政法人化され、大阪健康安全基盤研究所と名称が変わり

ました。そして、2020年の年明けとともに新型コロナウイルスによる

パンデミックが起こり、仕事はコロナ一色となりました。

　2020年２～ 3月の新型コロナウイルスの検査は全国の地方衛生研究

所が担っていましたが、4月の感染拡大以降は、保健所、病院、民間検

査機関でも徐々に検査が行われるようになりました。現在、検査は病院

や民間検査機関が中心で、我々はウイルスの解析や変異株の監視、抗体

調査などを行っています。新型ウイルスの性質は世界的に解明が進み、

ワクチンも前例のない速さで実用化されました。これは、基礎研究への

継続的な投資を続けてきた欧米の姿勢が結実したと考えられます。今後

も新たなパンデミックの可能性があることから、コロナ禍をきっかけに

国と自治体が大学や研究機関のあり方を見直し、再び日本が科学技術立

国となることを願っています。

　ワクチンの接種が進むことによって、コロナ前の生活に少しでも近づ

くことを期待していますが、もうしばらくは感染予防対策を続けながら

の生活になると思います。長年続いていた泉ヶ丘校同級生との月に1回

の飲み歩き、そして担任だった松下先

生を囲んだ年に数回の飲み会も昨年

の途中で途絶えてしまい、一日でも早

く再開したいと思う毎日です。

　皆さん、こんにちは。私は歯科医師として2018年春からベトナム ハ

ノイ市にて日系歯科医院の院長を務めております。東南アジアの新興国

ベトナムで色々な国籍の方に歯科治療を行うこと、また医院全体のマネ

ジメントが私の職務です。大学卒業後歯科医師として研鑽を積んだ後

キャリアの5年目に自分なりのギャップイヤーをつくり、１年かけて世界

を放浪しました。各地で多国籍チームに所属し歯科医師としてのボラン

ティア活動に参加し、異なる文化や風土の中で治療を行った経験は私の

視野と感性を広げてくれました。そんな経験が人の縁を辿って伝わり、

ベトナムの医院へ誘われ、もう4年目を迎えます。

　「病気」や「治療」といった概念も文化により変わります。この違いは患

者と医療者の間だけでなく異なる文化背景をもつスタッフ間でも大きな

差異となって現れてきます。これをどうマネジメントして融和し、さらに

国際的なレベルで通用する結果をだすかということが大きな課題です。

ベトナムで働いている以上、ベトナム人の価値観を押さえつけては事は

動かせません。とはいえ迎合してしまうと院内システム、衛生観念、そ

して治療結果を患者さんに提供できるようなレベルに高めることはでき

ません。どちらが正しいという二項対立ではなく、お互いを知り、共に

考え、失敗し、学び、時間をかけて変化を起こすことにしか答えはない

ように感じています。変化の激しい時代に、社会に価値のあるものを生

み出す楽しさや難しさと戯れている日々です。

　泉ヶ丘で多感な中学時代を過ごしていた頃、私は成績がいつも最下位

で特に英語が苦手でした。そんな私がいま英語を使ってリーダーシップ

をとっているのですから、導いてくださった母校と恩師には感謝しきれ

ません。毎日バスケ部の朝練にむかう電車で広げていた単語帳。誰もい

ない早朝の体育館で追いかけたバスケットボール。同級生と語りあった

時間。すべてのことが「いま」に繋がっていると、あの日々を自信の礎の

ように感じています。

　来年度からはドイツのベルリン医科大学で国際保健の修士課程に進む

予定です。口腔保健の健康格差に取り組む専門家になりたい。図らずも

その道は私が高校時代に夢みていた方向と重なります。

　旅は終わらず、夢も終わらず。また移りゆき、景色も役割もまた変わっ

ていく。広い世界の一隅を照らす人間として、これからも自分なりに誇

りを持って生きていきたいと思います。

なごみデンタルクリニック
歯科医師・院長

中川  翔太
（普通科19期生）

獣医師、地方独立行政法人 
大阪健康安全基盤研究所
主任研究員

廣井  聡
（普通科9期生）

　在学当時の私はどちらかというと地味で目立たないタイプだったかも

しれません。明確な将来の夢も無く、好きだった時間は学校で受ける英

会話やスペイン語の授業。それだって今は活かせていないのだから、ず

いぶんぼんやりと過ごしていたんだなと懐かしいような恥ずかしいよう

な。それでも他の高校には無い色々な経験をさせて頂いた事が私の財産

になっているのは間違いありません。

　私は今、お祭りやイベント、式典などの会場で、歌ったり司会するこ

とを仕事にしています。場の空気を読む力と臨機応変さだけを武器に、

大勢の人を前によく平気で振る舞えるものだと我ながら不思議に思いま

す。トークショーで荒川静香さんの相手役を務めた時や、宇宙博覧会で

のテープカットの発声はさすがに緊張しましたが…。

　今思えば、人前に出る仕事を選んだきっかけは高校卒業直後に友人と

バンドで出演した堺祭りのライブステージでした。キーボードで参加し

たはずが何故か一曲歌うことに。「素敵な声に感動しました」と声を掛け

てくれた観客の方に逆に私が感動させられ、たとえ1人でも私の声で感

動してくれるのならずっと歌い続けていきたいと、芸能の世界に足を踏

み入れてゆくのです。

　最近はコロナ禍もあり辛いことが多い業界ですが、それでも私が歌や

司会を続けていられるのは、高校生になってもママ大好きでいてくれる

娘のおかげ。重い障害を持つ娘をシングルマザーで育てながらも自分ら

しく輝こうとする私を、喜んでくれる彼女のためにもこの道を投げ出す

わけにはいきません。3年前にはCDを全国発売することも出来ました。

そして今こそ「もっと輝きたい」と思っています。

　昔何の取り柄もなかった私がこうやって同窓誌で私について語れる時

が来るなんて自分でも意外です。ですがこの機会にあらためて今の私に

興味を持ってもらえる方がいると、これほど嬉しいことはありません。

普段の活動は芸名である「七音奏（ななと・かな）」名義のホームページ

やフェイスブックなどのSNSでお知らせしています。ぜひ多くの帝塚山

OB・OGの皆さんに私の歌やトークに触れて頂きたいと思います。

歌手、司会、ボイストレーナー
イベントコーディネーター

高澤  都
（国際科4期生）
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　1994年卒、普通科9期生の中本と申します。母校の同窓会誌に寄稿

させて頂く機会を頂戴し大変光栄に思います。

　私は、現在みずほ銀行ハノイ支店（ベトナム）で日系企業営業とクロス

ボーダーＭ＆Ａのオリジネーション業務に携わっております。泉ヶ丘校

卒業後は、大阪外国語大学（現大阪大学外国語学部）で2年間ベトナム

語を専攻した後、大阪府国際交流財団の派遣で、ホーチミン社会人文科

学大学に留学しました。帰国後は、開発・環境専攻という研究室に籍を

置き、「ベトナム南部のエビ養殖とマングローブ林保護」というテーマで

卒論を書いて、学び舎を後にしました。

　就職先は、留学経験を活かしたいという思いから、商社志望でしたが、

折からの就職氷河期、第一希望の会社の採用がゼロとなり、同業界への

就職活動を断念。一時は大学院進学や就職浪人も考えましたが、志望を

金融とメーカーに絞り再開、最初に内定が出た今の会社に入社しました。

入社後は国内の営業部店を6ヶ店経験後、2016年から当地で勤務して

おります。

　約20年ぶりのベトナム生活は、留学中苦労した停電・断水とはほぼ無

縁で、治安も良く、日本のスーパー、コンビニ、日本食店も多いことから

生活自体は快適です。また、仕事面でも、親日・勤勉な国民性ということ

もあり、諸外国と比較して仕事をしやすい環境にあると思います。

　当地で仕事するうえで、大切にしていることが2点あります。1点目は

赴任前にオーストラリア人の人事部長から言われた「常に謙虚な気持ち

で、現地では仕事をさせて頂いているという視点を忘れるな！」というア

ドバイス。2点目は母校の校訓である「思いやりこそ力」という言葉です。

初の海外勤務で壁にぶつかる局面も多々ありましたが、この2つの言葉

を思い出し、実行することで何とか乗り越えてきました。

　高校の3年間、常に成績は最下位で、大学進学自体危ぶまれましたが、

先生方の熱心なご指導と温かい励ましのお陰で、一浪の末、第一志望の

大学に進学をすることが出来ました。母校の大学は2007年に阪大に統

合。今年から箕面船場の新キャンパスに移転し、4年間過ごした学び舎

には戻れなくなりました。「コロナ禍」の影響で日本への一時帰国がなか

なか叶いませんが、大阪に戻るタイミングで是非「母校」泉ヶ丘校を訪問

してみたいと思います。最後になりましたが、泉ヶ丘校の益々の発展と

同窓生、教職員の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

みずほ銀行ハノイ支店
日系営業2課

中本  修一
（普通科9期生）
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『謙虚な気持ちと思いやりの心』『新型コロナとの共存を目指して』『輝きたい私』 『一隅を照らす』
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Shining
Person

活
躍
し
て
い
る
卒
業
生
を
ご
紹
介

七音 奏　ミニアルバム
『No Rain , No Rainbow 』

大阪健康安全基盤研究所 職場のチームランチ
（ハノイ市内日本食レストラン）

外語会ディナー（東京外語、大阪外語、
阪大外国語学部同窓会、ハノイ市内イタリアレストラン）

Seiun Vol.27   05Seiun Vol.27   04



岡　憲司 先生
（社会）

　卒業生の皆さん、こんにちは。社会科の岡です。
お久しぶりです。以前若手であった私も、今は指折
りの古株になってしまいました。１期生から担当して
きましたので、当然ですね。
　泉ケ丘校で長く過ごしてきて、「いい学校だなぁ」
「ここで教員をできて幸せだなぁ」と感じることがあり
ます。
　まず、生徒・卒業生や元事務職員から「教員にな
りたい」という声が一定数聴こえてきます。ご存知の
ように、本校で教員をしている卒業生も10人以上
います。また、卒業生が子女を通わせてくださるケー
スが多いです。更に、公立学校から移ってこられた
先生方が「生徒がみな授業をしっかり聞いてくれる」
とほめてくださいます。
　突然個人的で妙な話になってしまい恐縮ですが、
私はかつて詐欺被害にあったことがあります。それ
に気づいた翌日に「追クロカン」の引率をしました。
休みがちな生徒が不安のせいでしょうか、公立高校
に通う姉と一緒に参加していました。その二人や他
の生徒たちととりとめのない会話をしながら歩くうち
に嫌なことは何一つ思い出さず、私はハッピーにな
りました。その時「自分はこの仕事が好きなんだなぁ」
としみじみ感じました。

　ユネスコなどの活動に協力的なことも、泉ケ丘校
のいいところです。学校の懐が深いといいますか、
おおらかなところがあります。生徒や教員に「様々な
経験を積んで関心を広げてほしい」という願いも感
じます。そのおかげで、外務省、大阪府、日本ユネ
スコ協会連盟、ブリティッシュ・カウンシル、インター
アクトクラブ、日本赤十字社、ユネスコスクール、大
阪私学国際教育研究会などが企画した海外研修、
交流活動やボランティア活動等に参加できました。そ
の時時の在校生も貴重な体験をしていたと思います。
　大阪にある５つのユネスコ協会の内、２つは泉ケ
丘校の元ＰＴＡ役員や元・現教職員が中心となって
立ち上げたということをご存知でしょうか。エリーニ・
ユネスコ協会と堺ユネスコ協会です。今後注目をお
願いしますね。泉ヶ丘校は、学校自体はもちろんで
すが、関係者があちこちで社会のムーブメントに関
わっているのです。最近私は日本語教師の資格を
目指し始めました。これがユネスコ協会などを通し
て私の社会活動につながればと願っています。
　卒業生は累計で今年9,000人を超えたそうです。
様々な分野で活躍中の皆さんがつながれば、どこか
で何か新しいうねりが生じるかもしれません。皆さん
のご健康を祈ります。　

　そろそろ還暦に手が届こうかという頃のこと、ふ
と自宅の書棚を見渡して、学生時代から今に至るま
で買い集めてきた書籍がぎっしりと並べられている
光景に、我ながら驚いたことがありました。この大
量の書籍は、いったい何のために、また、誰のため
に存在しているのだろうか、と。なかには結局読ま
れないままのものも多数含まれています。けれども、
どの一冊を取り上げても、それを購入するときには、
私の中に何らかの理由があったはずです。壁面を埋
める書物たちは、いわば多年にわたる私の思いの
痕跡であり、その痕跡を前に、私は、私に残された
時間が無限ではないことに、今さらながら思い当た
らざるをえませんでした。そして、このとき以降、好
きだった書店巡りから、私の足はだんだんと遠のく
ようになりました。
　新しく買わなくても、まだ読んでいない本も多い
のだから、というだけではありません。それよりはむ
しろ、かつて感動したり感心したりした作品を、もう
一度読み直したい、と思うようになったからです。と
りわけ、何巻にもまたがる長大な作品は、今を逃す
と二度と読み直すことはできないかもしれません。
なにしろ、年齢が年齢なのですから。新しいメニュー
を試すより、かつて食べた美味しいものをもう一度
食べて感動を確かめることを優先したい、というよ
うなものです。

最近
思うこと

　要するに、己の命数を意識するにつれ、未来より
も過去に関心が向かうという、老人一般にみられる傾
向を、私もまた共有しているということなのでしょう。も
ちろん、未来への興味と過去への関心を単純に別問
題として分けることはできません。未来への問いは過
去への反省と不可分に関わっているからです。が、老
年にさしかかった者として忌憚のない感想を言うと、
過去の光景がある種の輝きをもって私に迫ってくるの
は、それが未来のために役立つからではなく、まさに
それとして輝いているがゆえにほかなりません。さらに
今ひとつ老年の感想を付け加えれば、今、目前にある
もの、まさしく現在であるものも、すぐさま過去へと流
れ込んでいくのだということを強く意識せざるをえませ
ん。それゆえ、過去だけでなく現在をもまた、未来と関
連させて意味づけるよりは、現在そのものとして、ある
いはすぐさま過去へと変じていくものとして味到したい
と思うのです。
　帝塚山学院泉ヶ丘校に着任してから三十有余年、
振り返れば、多くの喜びや感動とともに、悲しみや後
悔もまた、私は抱えています。けれども、花一輪、石こ
ろ一つ、今はそれらを、負の記憶もひっくるめて、未来
のための素材とするより、それとして、それ自体として、
他に取り替えのきかないものとして、大切に抱えなが
ら、残りの人生を歩みとおしたいと思っています。

友田　悦生 先生
（国語）

岩﨑  嘉蔵 先生
元英語教諭（1983年～1996年在職）

message
か恩師 ら

　2010年に本校を卒業し、他校での勤務を経
て2018年より泉ヶ丘校に戻ってまいりました。
　本校での勤務を始めたころを思い返すと、「母
校に恩返ししなくては」という使命感の一方で見
慣れた景色の中で過ごす心地よさもあり、また
卒業生である自分に対する一抹の気恥ずかしさ
など、さまざまな気持ちが入り混じる中で日々
を送っていましたが、そんな生活も４年目とな
り、ようやく「母校で教鞭を執る」という環境に
慣れてきたように思われます。
　私が卒業してからの10年間、泉ヶ丘校では
グラウンドの芝生化や電子黒板の設置など設備
面で大きな変化がありました。また今年度から
タブレット端末の学習利用が開始され、授業や
宿題のあり方も大きく変化しつつあります。さら
に授業中は全員がマスクをつけ、食事中は各自 藤下　峻 先生

（25期生）

国語

卒業生
母校に
帰る

パーテーションを設置して黙食、全校集会も各
教室でリモート配信されるなどコロナ状況下に

おける感染対策もすっかりおなじみの光景とな
りました。
　このように変化を続けている泉ヶ丘校ですが、
それでも図書館で本の匂いをかいだり、部活の
練習をぼんやり眺めたり、また下校放送の泉ヶ
丘讃歌を聞いたりしているときなど、ふとした
瞬間に学生時代の気分に戻ってしまうことがし
ばしばあり、人間の記憶というものは不思議な
ものだと思い知らされます。時節柄、気軽な外
出や訪問にも気を遣うこともありますが、また
何かの折に母校を訪ねてみて母校の変化や変わ
らぬ記憶に触れてみるのはいかがでしょうか。

　今はよく知られている「英検テスト」は昔、関東の学校関係で
のみ実施されていましたが、昭和38年 (1963)に、大阪高校
英語研究会の会員の強い要望もあって、関西では最初の英検
テストを同年に中央区の玉造の大阪女学院の学舎で実施しま
した。前述の研究会が平成7年(1995)に、「大阪教員英語研究
会」(会長・岩﨑)(通称「英語サロン」と呼ばれますが)と正式に
名称を変えて、現在は元・関西大学教授の高橋先生が会長とし
て活躍しておられます。
　当時、岩﨑は大阪府立三国丘高校で英語を教えていました
が、新設・泉ヶ丘中・高校の第2代校長・米田伸二先生の強い
要請もあり、同校の国際科主事として着任したばかりでした。泉ヶ
丘中・高校の開校日、昭和58年(1983)の当日、英国総領事が、
神戸の英国領事館から同校に来て参加し、祝辞をくれました。
外国の外交官の中でも突出して(英語サロン)に協力と援助を
与えてくれたのは、米国総領事でした。彼は定期的にスピーチ
専門の学識経験者、大学の教授などを派遣してくれて、研究会
に参加した教員は大満足でした。民主社会が発祥した北米では、
最も著名な社交団体である「トーストマスターズクラブ」の精神
が、私たちの研究所「英語サロンの精神」と一脈相通じるものが
あって、研究会の「英語サロン」の理事・岩﨑が、米国・カリフォ
ルニアの「国際トーストマスターズクラブ・本部」に行き、承認を
貰い、昭和55年 (1980)「大阪トーストマスターズクラブ」の
初代会長に選ばれました。
　トーストパンは日本でもよく知られていますが、トーストは違う

英 語 教 育 と 私

泉ヶ丘で
３８年

大阪トーストマスターズクラブは40年前に
岩﨑が初代会長としてスタートしました。
クラブでの使用言語はオール英語です。

• 世界レベルの会員数:364,000人 
• 所在国:145国（主に自由主義国）
• クラブ数:16,200（日本では約230） 
• 大阪、兵庫、奈良、京都、和歌山では約30 

意味がありまして、「乾杯をする」という意味があります。ですから、
トーストマスターとは「乾杯の音頭をとる人」になります。乾杯を
する時に、気の利いたショートスピーチが出来るように練習を
する場という目的で発足したクラブと聞いています。そこから
スピーチそのものが中心になり、その能力を高めるクラブとなっ
ています。今では、弁護士、教員、ビジネスパーソンなど、自分の
言わんとすることを明確に、的確に、そして端的に相手に伝える
能力を高めたいと思う方々が多く所属し、お互いにスキルを高め
合い、またリーダーシップも同時に養えるクラブとなっています。
帝塚山学院同窓生で興味、関心のある方は是非、「大阪トースト
マスターズクラブ」を検索してみてください。
　蛇足ですが、昨年12月に「大阪トーストマスターズクラブ」は
その発足40周年を迎え、今年１月に開催された４０周年記念
行事で、大阪府吉村知事、大阪市松井市長から、「日本の英語
教育に非常な貢献をしました」旨の英文の祝辞をもらい、帝塚山
学院泉ヶ丘中・高校の旧職員として、大変光栄に思っています。
皆様の御多幸と御健康をお祈りします。
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CAMPUS
 LIFE

キャンパス ライフ

01

02

03
CAMPUS
 LIFE

CAMPUS
 LIFE

CAMPUS
 LIFE

1Day Schedule

1Day Schedule

1Day Schedule

(大阪歯科大学  歯学部  歯学科)

三上 実佑 （35期）

(近畿大学  薬学部  医療薬学科)

久保 純生 （36期）

 8：00 起 床 オンライン授業なので比較的朝はゆっくりできて嬉しいです！

 8：50 1限目 朝から憲法の授業です、憲法は楽しいので好きです！

10：30 2限目 第二言語のフランス語の授業を受けます。

13：30 3限目 国際法の授業です

15：00 4限目 オンライン授業なので、空きコマは家でゆっくりしたり、授業の

 復習をしたりします！

16：50 5限目 教授の授業のアシスタントをするSAのアルバイトの時間です！

18：20 放課後 サークルに行ったり、アルバイトに行ったり、友達と夜ご飯を

 食べに行ったりします！

22：30 帰宅 帰ってきたら次の日の授業の予習をして寝る準備をします。

24：00 就寝

オンライン授業が主体なので基本的に家で1人で勉強していますが、たまに友達に会うためだけに大学に

行ったりもします。法学部はほとんどの授業がテストのみで成績が決まるのでテスト前は勉強に追われますが、

課題は少ない分、普段は毎日楽しく過ごしてます！
Voice Voice 

  7:30 起床 この日は大学の近くに住んでいる友達の家で

 受講するため早く起きました。
  9:00 1限目 ほぼ毎日一限からあるので大変です。
10:45 2限目 化学の授業です。むずかしい、、、

12:15 昼休憩 大学の近くのお弁当屋さんで食べました！安くて美味しい。
13:15 3限目 専門分野についての講義があります。昼食後なのでとても眠いです（笑）

 みんなで起こし合って乗り切ります。

15:00 4限目 生物の授業です。

19:00 放課後 この日はサッカー部の練習！1時間しか無かったけど楽しかったです。☺

20:00 帰宅 まん防なんで飲食店はどこも空いてません。
21:00 帰宅 勉強をしたり、、、、まぁたいてい疲れてグダグダしてます（笑）

25:00 就寝 明日の準備をしておやすみ

2回生は週3日実習があり、あとの2日はオンライン授業です。2回生ではテストが46個あるのでテストが1個が

終わればすぐ1週間前だったりと、テストに追われる日々を過ごしています。でも実習中やお昼に友達や同級生

とコミュニケーションを取ったり、休日に友達と会うことによって、充実した大学生活を送れていると思います！

Voice Voice 

まだ4月から3日だけしか対面授業がないのですが、友達の家で勉強したり、部活に行ったりして少しづつ

ではありますが、充実した学生生活を送っています。でも対面授業の方が大学にも行けるので早くコロナが

収束することを祈っています。
Voice Voice 

Shinozuk
aShinozuk
aAmiAmi

楽しい！

新幹事大学生

篠塚 亜美 （35期）
(大阪大学  法学部  法学科)

MikamiMikami

KuboKubo

MiyuuMiyuu

JyunseiJyunsei

 8:00 起床 1限が10:10なので少しゆっくり起きれます！

10:10 1限目 実習の日はお昼まで2限分実習があります！

12:40 昼休み 友達と食堂でお昼ご飯を食べます。でも2限が早く終わったりした時は

 大学横のくずはモールでテイクアウトしたり食べに行ったりしています！（笑）　

13:20 3限目 実習の日は3限から5限まで連続で実習があります。

 解剖学実習の日はもう少し遅くまであります！

17:10 帰宅 5限に終わると、今は部活がないので帰宅します。友達とご飯を食べに行ったり  

 する時もありますが、テスト前は残って勉強しています。

21:30 バイト バイトがある日は今は20:30までの営業なのでこの時間に帰宅できます！

 憧れの職種のバイトはとても楽しいです。

23:00 帰宅 帰宅してからは授業の資料を整理したり、くつろいだりしている時もあります（笑）  

 オンライン授業だと資料整理が大変で管理するのに苦労します。

25:00 就寝 お風呂から出たらYouTubeを見たり自由な時間を過ごして就寝します。

大学に入学して3ヶ月が過ぎ、

「毎日が楽しい！」 という3人の

大学生活を紹介!

仲のいい友達と

　楽しいキャンパスライフ！

毎日忙しいけど

学生生活は楽しい！

気の合う友だちと
大学生活を満喫！

Online

 lessons

fulfilling days

enjoy 
Sports

Study 

hard

Seiun Vol.27   09Seiun Vol.27   08



　普通科1期生、留守良太さんが院長を務める医療法人  涼悠会トメモリ
眼科・形成外科を訪ねました。
　1973年、和歌山県橋本市でお父様がトメモリ眼科を開業、医者になって
2年目の1996年、お父様が亡くなられたのをきっかけに福岡大学から橋本
へ戻ります。近畿大学の医局に入り、自院で外来診察、近大眼科で外来と
手術という日々。1999年、自院に手術設備を整え、日帰り白内障手術、
硝子体手術を開始。現在、橋本、岩出、梅田の3院を運営されています。
　テーマとしてあるのが、医療過疎。都市圏を囲む地域は高度医療が過疎化
していて、一般の開業医は診察し、的確な治療ができる施設を紹介するのが
役目ですが、その役目を果たそうにも行くことを決めるのは患者本人。1時間
圏内に設備の整った病院はあるが、いざとなったら高齢で不便。地方というだ
けで都市より全てワンテンポ遅くなり、最新治療を受けられなかったり、治療
を諦めてしまう患者さんがいることに矛盾を感じ、地方でも都市部と同じ治療
が受けられることを目指しています。自院に設備があれば自分の段取りで手術
が可能だが、1日外来の日は手術できない、1人だと限界もあり、和歌山で数
少ない留守さんと同じ手術ができる医師とタッグを組むことになり、2019年
7月、岩出に開院。眼に関しては任せてくださいと言えるシステムを構築します。
　白内障はレーザー手術。和歌山ではトメモリ眼科のみ（大阪でも4件ほど）。
世界を見ても最先端の手術を地方の医院で行っています。手術後よく見える
ようになると瞼の下りに気付く人も多いのですが、形成外科併設なので、

〒648-0073 和歌山県橋本市市脇5-4-23
TEL 0736-32-9358

トメモリ眼科・形成外科 〒542-0081  大阪府大阪市中央区南船場2-3-17-1F
TEL  090-3352-3803

れすとらん 源ちゃん

取材：大嶋菜穂子（国際科3期生）
　　  岸本　威也（普通科6期生）
　　  藤元沙弥香（33期生）
　　  藤元麻璃那（34期生）

泉ヶ丘校の卒業生で現在、気軽に訪ねられるお仕事を
されている方を誌面でご紹介することで、職業を通じて
先輩・後輩の枠も超えた交流ができればいいなと思
い、取材しています。 

h t t p : / / w w w. t o m e m o r i - g a n k a . c o m /

★源ちゃんの美味しい洋食
お父様考案の看板メニュー山芋のグラタンは小麦粉不使用グルテンフリーでヘルシー！ 
自慢のデミグラスソースは約3週間煮込んで作ります。
エビフライは丁寧に下処理されているのでしっぽまで食べられます。
他にもいろいろ美味しい出会いがあります。

手術も可能。眼だけではなく日常生活で困ることもサポートしてもらえます。
留守理事長の知識と技術、院長に共感する優秀な医師の知識と技術、切磋
琢磨する最強のチームです。
　医師の世界も女性が働くのは大変。例えば出産でキャリアが止まり、再開
しても家事育児との両立は難しく、仕事内容が最先端からお手伝いになって
しまう。そういうのも何か変だし辛いなと感じ、梅北眼科は小さな子供を持
つ女医2人に任せています。手術設備のない眼科は医師1人でいいが、2人
体制にすることで両立できるのです。将来またフルで働きたいだろうと、そこ
まで先のことを見越しているディレクターとしての留守さんもスゴイ！最初から
考えていたのか後付けなのかはよく分からないけれど、形になってきたかな？
と思うそうです。
　今一番のトピックは近視治療のICL（屈折矯正手術）、留守さんのような数
多く手術をこなす先生が得意とし、精度もよく合併症も少ないので主流にな
りつつあります。トメモリ眼科では多焦点レンズの取り扱いもあり、いよいよ
乱視が治せる5焦点レンズもスタート（西日本初）。日本のニーズに合うかを
ドクター留守が実証します。
　そんな留守さんの息抜きは40歳で始めたサーフィン！休みの日には波
と相談して磯ノ浦、若狭湾、徳島でリフレッシュされています。
　眼が大好きな留守さん、眼のトラブルはトメモリ眼科でなんとかしてもらえ
ます！ まずは梅田の梅北眼科で検診を!!

　普通科３期生、子田貴之さんがシェフを務める「れすとらん源ちゃん」を訪
ねました。
　子田さんのおじい様が1936年に住之江で創業された洋食店「れすとらん
源ちゃん」。ご両親が2代目として営まれていて、その流れをくむ
「SANGEN」のオーナーシェフ子田さんが長堀橋で2020年２月20日に「れ
すとらん源ちゃん」の3代目としてリニューアルオープンされました。源ちゃん
から引き継いだ和テイストの洋食メニュー＋子田シェフこだわりのメニューを楽
しめます。
　調理師になりたいと憧れる人が少なくなり、今時の当たり前が通用しない
世界、料理人はキツイ仕事。調理器具の発達により設定すれば同じような料
理を作ることができるが、その料理がたとえ美味しくても、それでは何のた
めのレストランなのか？やはり手の入れ方にこだわった料理人が手掛けた料
理を提供したいと言われます。反面、体を壊されたのをきっかけに働き方改
革の必要性を感じたそうです。15年後に迎える「源ちゃん」の創業100周年
のために商売的にも心身的にも健康でいなければならない!!
　「SANGEN」から「源ちゃん」に代わる際、席数を減らし、一席一席に対す
るサービスの向上のために集中力と緊張感を保つことができる商売をしよう
と考えたそうです。お客様に満足していただける料理を提供できる仕組みを

模索の上、スタイルを変え新たにスタートした途端にコロナが....
　コロナ禍で飲食店が厳しい状況に置かれる中オープンした3代目「源ちゃ
ん」、「SANGEN」と「源ちゃん」それぞれの常連だったお客様の来店が絶えな
いのが何よりありがたいそうです。いきなり80数年の看板を背負うことに
なったが、あそこに行けばゆったりした雰囲気の中美味しい上等なものを食
べることができると、お客様に価格とクオリティを理解し満足していただけて
いるなら、老舗らしきものが確立できたのかもしれないと。工場で作られるも
のと同じものを出したのでは、個人商店でやっている意味がない。お客様が
見慣れたものをお出ししないよう、ソースからデザートまで全て自分の所で一
から手作りすることにこだわり続けたいと子田さんは言います。
　皮肉にも、コロナ禍で働き方改革は進みました。今後日常をどこまで戻す
かが問題だが、効率的な営業、体力の保持、お客様へのおもてなしのため
にも余裕が欲しい。それをもって老舗と言えるかなと思う。「源ちゃん」の一つ
一つ手が込んだ料理は時間がかかるが、それが自分たちの仕事。ここに来て
食事をして他の店とは違うと思ってもらえたら、興味持ってもらえたら最高に
嬉しい！と。また食べに行きたいこだわりの洋食屋さん「れすとらん源ちゃん」、
100周年に向けて進み続けます！老舗の味を味わいにぜひ一度訪ねてみてく
ださい。

留
守
良
太

﹇
普
通
科
1
期
生
﹈

子
田
貴
之

﹇
普
通
科
3
期
生
﹈

同 窓 生 探 訪Tanb oDousoukai

トメモリ眼科・形成外科 れすとらん 源ちゃん GENCYANTOMEMORI

幹事's 

岩出院

岩出院

橋本院 橋本院
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学校協議会

Tokyo Iinkai

　令和3年6月5日（土）午後3時より、泉ヶ丘校の文化ホールにて年に
一度の幹事総会が行われました。昨年の幹事総会は、新型コロナウイ
ルスの影響で、学外で行ったため、２年ぶりの文化ホールでの開催とな
りました。
　普通科1期生から昨年度の卒業生である３６期生まで総勢42名の
幹事が集まりました。お忙しい中、江口校長・井元副校長・飯田副校長・
前田教頭・金教頭にもご臨席賜りました。江口校長からは、昨年度の大

幹事総会報告

委 員 長
副委員長

際６
際６

垣内　真里
土肥奈央子

学校情報委員会 

連絡協議会 幹事
事務局

連絡協議会
名簿管理委員会

泉ヶ丘同窓会
組織図

2021年度　(2021年6月5日現在）

副会長

副会長会　長

相談役

事務局

学校協議会

同窓会連絡協議会
名簿管理委員会

副会長

副会長

副会長

副会長

会　計

会計監査 

●学校情報を同窓会に伝えることにより、
　同窓会活動を円滑に進める
●学校及び同窓会双方の要望をそれぞれに伝える橋渡し

●会員交流の企画・運営
●常任幹事が空白の卒期の会員をリクルート
●総会委員会幹事のリクルート

●同窓会総会の企画・運営
●次回第11回総会は、2022年度に開催する予定

●泉ヶ丘祭での同窓会ブースの企画・運営
●新任幹事・二年目幹事に同窓会活動に興味を
　持ってもらう

●広報誌「Seiun」の企画・発行
●HP及びFacebookの管理

●東京での会員交流の企画・運営
●第3回同窓会in東京は、2023年度に開催する予定

学校情報委員会

会員交流委員会

総会委員会

泉ヶ丘祭実行委員会

広報委員会

東京委員会

副会長　島田  裕典（普通科13期生）

役　　職
会 　 長
副 会 長

会 　 計

会計監査

相 談 役

卒回
普１
普５
際2
普4
普6
際５
普7
普１３
際３
普６
普７
普１８
普２
普３
普４
際6

際１

際６
際1
際６

氏　　名
松本　隆司
田中　尚寛
奥村　幸恵
山本　淳史
岸本　威也
井上さくら
菊月　義哲
島田　裕典
得田知栄子
内田　仁生
比楽　一郎
鎌倉　　司
平井　啓一
細川　　博
山根　敬介
垣内　真里

南　満寿美

土肥奈央子
大野　晴子
阿部　聖子

役員

収入の部
会費収入
総会会費収入
総会関連費引当金取崩額

寄付金収入
受取利息

合計

22,008
749

5,440,000
0
0

支出の部

0
0

300,000
200,000

0
414,296
80,000
200,000
4,895
0

3,912,058

会員交流委員会関連費
総会関連費
総会関連費引当金繰入額
泉ヶ丘東京同窓会関連費引当金繰入額
東京委員会関連費
備品消耗品費
会費返金（転退学者）
学校協力費引当金繰入額
雑費
予備費

合計

5,462,757

257,000
468,180
164,631

0
0

67,256
1,618,260
100,000
37,540

0

連絡協議会分担金
贈答費
通信費
帝塚山東京同窓会関連費
会誌費
活動費
人件費
退職慰労引当繰入額
広報費
泉ヶ丘祭関連費

令和2（2020）年度 会計報告
（単位：円）

（単位：円）

収入の部
会費収入
総会会費収入
総会関連費引当金取崩額

寄付金収入
雑収入
受取利息

合計

332,021
860
197

5,893,078

5,560,000
0
0

支出の部

97,380
0

300,000
0

200,000
168,399
120,000
200,000
9,817
0

5,913,610

会員交流委員会関連費
総会関連費
総会関連費引当金繰入額
泉ヶ丘東京同窓会関連費
泉ヶ丘東京同窓会関連費引当金繰入額
備品消耗品費
会費返金（転退学者）
学校協力費引当金繰入額
雑費
予備費

合計

456,000
482,410
132,978
10,000

1,218,266
224,907
1,964,194
100,000
41,144
92,923

連絡協議会分担金
贈答費
通信費
帝塚山東京同窓会関連費
会誌費
活動費
人件費
退職慰労引当繰入額
広報費
泉ヶ丘祭関連費

令和1（2019）年度 会計報告
（単位：円）

（単位：円）

委 員 長
副委員長

普13
普１８

岸本　行正
鎌倉　　司

会員交流委員会 

委 員 長
副委員長

普11
普１3

田中　良一
柴田　陽介

総会委員会 

委 員 長
副委員長

際3
際4

大嶋菜穂子
相澤　輝代

広報委員会 

委 員 長
副委員長

際６
際5

村田　綾子
柴田　由香

泉ヶ丘祭
実行委員会 

委 員 長
副委員長
副委員長

普３
普３
普７

木村　公彦
菊之井秀年
中川　恵介

東京委員会

委員会

同窓会
より

学合格実績や中学校高等学校の入学状況の説明があり、皆真剣に
耳を傾けておりました。その後、各委員の活動報告、決算と会計監査
報告、今年度の事業計画の説明などが行われ承認されました。
　31期から３６期の若い幹事の方にもたくさん出席いただきました。今
後の若い幹事のパワーに期待です。同窓会活動にご興味をお持ちの
方がいらっしゃいましたら、積極的に申し出ていただければ幸いに存じ
ます。

４人の登壇者の話の共通項として、海外経験や留学経験を通して異文
化に触れている、間違った道に進んだと思ったらやり直している、常に
自分のやりたいことを追求している点は、とても興味深かったです。み
なさん個性的で話しがとても面白く、生徒達も食い入るように聞いてく
れました。同席した先生方からは、1コマでは時間が足りなかった、もっ
と詳しく聞きたいとの声もあり、初のオンライン企画は成功裏に終わり
ました。参加してくれた生徒達が、自らの将来を考える上で、今回の職
業探求プログラムが少しでも役に立ったと思ってくれたのであれば、こ
の企画に携わった者としては嬉しい限りです。

スペインで開催されたバンコク博物館で通訳に従事した際に、帰国後も
スペイン語を使って政府機関で働きたいと思い、大使館に就職。日本に
いながらにして好きなスペイン語を活かすことができ、興味のあるラテン
文化や、人々を身近に感じられる環境にいる。

中学3年生とOBOGとのZOOM座談会東京委員会の活動報告
東京委員会副委員長　中川  恵介　（普通科７期生）
　

東京委員会より

住み慣れた大阪を離れ、大学進学や仕事などで東京圏に在住しているOBOG 
の人数はおそらく約700–800名かと思われます。その卒業生たちの交流を、
ぜひぜひ東京でも広げていこうということで、2013 年春、同窓会組織のなかに
＜東京委員会＞が設立されました。徐々にメンバーも増えてきて、年末には忘年会、
秋にはゴルフコンペなど、毎年恒例の行事をしながら、年代を超えてOBOG の
つながりを広めています。東京委員会のいちばん大きな行事は4 年に1 度開催
される＜泉ヶ丘同窓会in東京＞毎回約100 名の卒業生たちが集まり、年代を越
えた泉ヶ丘校のご縁がつながっています。いまはコロナ禍でなかなか集まること
はできませんが、東京同窓会の活動はこれからも続けていきますので、東京圏在
住のOBOG の皆さん、ぜひぜひご参加ください。

皆さん、こんにちは。昨年の春から東京委員会
の委員長を務めています木村です。僕は大学時
代から大阪を離れ、東京に住んでいます。当初
は、東京に出てきている卒業生はほとんどいま
せんでした。しかし、奥村副会長を始め、多くの
東京メンバーの協力のお陰で、今では、中学、
高校時代の思い出話を語り合い、助け合える仲

間達がたくさんいます。さて、世界中を巻き込んでいるコロナ禍、皆さ
んはどのようなことを考えていらっしゃいますか。僕は、このような状
況の中で改めて「人との関係性の大切さ」を感じ、微力ながら同窓生の
繋がりを生かせる場作りをしていけたらと思うようになりました。同窓
生の結束は、皆さんが参加されることにより強くなると思います。一緒
に盛り上げていきましょう。どうぞ、宜しくお願い致します！

東京委員会委員長　木村  公彦　（普通科 3期生）

普通科13期生の西口洋平さん（サッカー部所属）は、2015年、当時35歳でス
テージ４の胆管がんの告知を受けました。娘さんもまだ小さい中で、不安や孤独
を抱えながらも、周囲に相談できる同世代のがん患者さんはいませんでした。西
口さんは一念発起し、「孤独を感じながら闘病しているのは自分だけではないは
ず」と、2016年4月に子どもをもつがん患者でつながれるコミュニティサイト
「キャンサーペアレンツ」を立ち上げました。キャンサーペアレンツに登録すると、
同じ境遇の方を探して交流することができ、日々の想いを日記に綴ることができ
ます。日記には、がんに関することのみならず、子どもとの向き合い方、子ども
の成長の喜び、仕事や親のことなど、日常の様々な出来事の共有や質問、相談
が書かれています。2021年7月現在、会員数は4,000人を超え、日本で最も
活発なやり取りがあるがん患者のためのオンラインコミュニティの1つになって
います。

西口さんは2020年5月に旅立ちました。「つながりは、生きる力になる。」という
言葉を発信し、自らの人生の中で証明し続けました。亡くなる直前に、「みんなで
つくっていって下さい。」と願っていた西口さんの想いは引き継がれ、会員さんの
自発的な取り組み・活動は増加しています。一方で、会員さん同士がお互いの異
なる状況を尊重し言葉をやりとりとする等、安心・安全な居場所である点は立上
げ当時から全く変わっていません。皆様もご友人・お知り合いで、子どもをもつ
がん患者の方がいらっしゃいましたら、是非キャンサーペアレンツをご紹介下さ
い。これからもキャンサーペアレンツは、がん患者さん同士のつながりを応援し、
がんと向き合いながらも生きやすい社会の実現に向けて取り組んでいきます。

『キャンサーペアレンツ』  ～こどもをもつがん患者でつながろう～

「つながりは、生きる力になる。」

キャンサーペアレンツ理事　神吉  徹二　（普通科 13期生）　

［2020年3月］長年東京委員会を
支えてくれるメンバーで集合

［2021年7月］ 卒業生の都議選応援に
［2019年9月］ 忘年会には30 人近くが集まり　
新橋の街が大阪化しました･･･

2017年の泉ヶ丘同窓会in東京にて講演をしていただきました

東京委員会委員長　ごあいさつ

中学3年生を対象としたキャリア教育の一つである職業探求プログラ
ム。高校進学を控えた生徒達に、進路を考えるきっかけをOBOGから
伝えようと、例年は東京のホテルの会議室で行っていました。しかし、昨
年はコロナ禍ということもあり対面を避け、ZOOMを使った座談会を
11月の土曜日の授業の一コマを
いただき、開催しました。座談会に
は、4名の卒業生に登壇いただき、
学生時代の思い出、今の仕事につ
いた理由、仕事のやり甲斐などを
語っていただきました。

副会長　奥村  幸恵　（国際科 2期生）

駐日コロンビア共和国大使館　　 窪田  有佳子さん　（国際科 2期生）

アメリカで経営学を学ぶも、企業で人と競うよりも、人を守ることにやり
甲斐をみつけ、医師の道を選択した。救急医療で、重篤患者を救命でき
たときに医者としての誇りを感じる。また、経営学で学んだことは産業医
としての仕事で活きている。

消化器内科医師・産業医　　 柿木  賢太郎さん　（普通科 16期生）

接客や人と関わることが好きで、複数の転職を経て、現在の仕事に就い
た。商業開発で街を豊かに変えるという大きな仕事に携われる、好きな
ファッションに日々接していられるところにやり甲斐を感じている。

三井不動産　　 山本  真悠子さん　（国際科 14期生）

大手総合商社に就職、穀物の輸入事業に携わり世界を飛び回るも、時代遅
れの日本ルールに違和感を持ち、改革したいと思いで政治の道へ進んだ。
今後は日本の未来について、日々考え、そして議論できる機会を作りたい。

東京都議会議員（当時は国会議員秘書）　松田  龍典さん（普通科 21期生）

次回＜泉ヶ丘同窓会 in 東京＞は
　　　　　　2023年秋の開催予定!!
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2020年8 30日
第 9 回 

図書館

青雲会
ゴルフコンペ開催

髙原　聖子
留守　良太
小西　英夫
比楽　一郎
松下　幸博
角掛　潤一
岩崎　満弘
辻本　憲吾
西上　孔雄
矢吹真一朗

優勝
準優勝
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

成績表（ダブルペリア）

92
103
83
94
91
97
95
95
99
86

20.4
31.2
9.6
20.4
16.8
22.8
20.4
19.2
22.8
9.6

71.6
71.8
73.4
73.6
74.2
74.2
74.6
75.8
76.2
76.4

NETHDCPグロス順  位 氏　名

『たねとねっこ』 おおた  じゅんこ

　2019年12月30日、2004年度卒業生による同窓会をリーガロイ
ヤル大阪にて開催しました。卒業から15年ほど経ち、働き盛りの年代
で、何かと忙しい年の瀬でもありましたが、60名弱の卒業生に足を運ん
でもらいました。時間を作ってくれた全員に、本当に感謝です。
　先生方も交えて美味しいご飯を食べながら、近況報告はもちろん、
当時の秘蔵話や最新の学校事情、仕事の新しいつながり、家庭の愚痴
など、時間を忘れて楽しんだ、あっという間の150分となりました。最後
には先生方から深く面白いお言葉を頂戴し、全員での記念撮影で幕を
閉じました。次回は数年後、木内先生の退職時期です。皆さん、予定を
空けておいてください(笑)
　最後になりましたが今回の同窓会開催にあたり、ご尽力して頂きま
した先生方、同級生の皆さん、同窓会室の方々、本当にありがとうござい
ました。

　令和2年(2020年)1月13日、スイスホテル南海大阪にて33期生で
成人祝い同窓会を開催しました。中高を共に過ごした仲間や先生、そし
て保護者の方と、たくさんの方々に参加していただきました。淡野先生
に開会の挨拶をして頂き、いよいよパーティーの始まりです。
　美味しい料理を食べながら、久しぶりに会った仲間や先生との会話に
花を咲かせたり、抽選会で盛り上がったりするうちにあっという間に時
間が過ぎ、閉会の時間になりました。春木先生から閉会の挨拶を頂き、
最後に全体で集合写真を撮りました。
　同窓会のみなさんをはじめ、たくさんの方々に支えられて、とても素敵
な成人祝い同窓会になりました。また次回、みなさんとお会いできるの
を楽しみにしています。(また、集まった参加費から142,021円を同窓
会へ寄付させて頂きました。)

　開校当初より活動をしているバスケットボール部のOBOG会を設立することに
なり、令和元年12月15日、なんば駅にほど近いホテルの宴会場にて、「帝泉バス
ケ部OBOG会設立記念総会」を開催しました。
　当日は顧問でお世話になりました藪本先生をお招きして、卒業１期生から２８期
生までのOBOGが40人以上が集いました。
　初代会長には普通科１期生今西先輩、副会長には普通科２期生樫本先輩にご就
任頂きました。また会則や活動方針なども決め、会員同士の懇親をはかり、そして
最も重要な現役部員達への支援することを参加者全員で共有しました。
　総会開催は二年に一度、同窓会総会のない年に開催しようと計画をしています
（コロナ禍でいきなりつまづいていますが）。バスケ部だった皆様には是非ご入会
頂きたく、興味のある方は同窓会事務局までご連絡ください。

2004年度卒業生   泉ヶ丘高等同窓会 北野  友哉　（普通科20期生）

３３期生  成人祝い同窓会報告

 2019年12月29日（日）、CHELSEAなんばパークス店にて、33期
生3年コースの同窓会を開催しました。道廣先生、宮崎先生、阪口先生、
辻本先生、現在は泉ヶ丘校を退職された小林先生、計5名の先生方に
お越し頂きました。また、サプライズとして、木内先生より卒業生への
ビデオメッセージを頂きました。卒業生は約50人が集まりました。年末
にも関わらず多くの方に参加して頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。
　ビンゴゲームで盛り上がったり、先生方からのお言葉を頂いたり、とて
も懐かしく、楽しい時間となりました。少し会わないうちに、皆、大人の風
貌になっており驚きました。ほとんどが初めての経験で、企画や準備等
は大変でしたが、先生方を含め、卒業生の方々に楽しく素敵な時間をお
過ごし頂けたかと思います。
　ご尽力して頂きました先生方、同級生の皆さん、同窓会委員のメン
バー、本当にありがとうございました。また近いうちに開催したいです！！

33期生3年コース同窓会

松岡  陽夏　（33期生） 山本  淳史　(普通科４期生)

太田　純子(国際科3期生)嘉名  沙月　（33期生）

同窓会Rep o r t

バスケ部OBOG会設立

青雲会第９回幹事
中野　裕司（普通科１１期生）

より図書館司書

出版社/幻冬舎

　２０２０年８月３０日、泉ヶ丘カントリークラブにて帝塚山学院泉ヶ丘同窓会ゴルフコンペ
「第９回青雲会」が開催されました。
　今回はコロナの影響でコンペの中止も検討しましたが、感染対策を徹底し開催する運び
となりました。具体的な対策としましては、プレイヤー同士の距離を保ち、密を避け、通例
行事のコンペ後の会食も控えさせて頂きました。参加者皆様のご協力もあり、１名の感染
者も報告されておらず、無事にコンペを終える事が出来ました。
　当日は気候も良く、先生と生徒、先輩と後輩の垣根を超え、全員でゴルフを楽しむ事が
出来ました。かくいう私も青雲会コンペの参加は今回が２回目で、参加のきっかけはこの
冊子「青雲」でした。特に紹介という訳では無かったため、知人はほとんどおりませんでし
たが、皆様暖かく接して頂けました。これも同窓生の良さだと思います。そしてコンペで出
会った方たちと付き合いは続き、輪も広がりました。
　青雲会コンペはゴルフのレベルは問いませんので、少しでもゴルフに興味がある方や、
久しぶりに同窓生に会ってみたいと思われる方は、ご参加される事をぜひお薦めします。
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　はじめまして。おおたじゅんこと申します。この度

は、図書室の推薦本として、「たねとねっこ」をご紹介

いただき、深く感謝致します。

　　現在、私には大学生の息子と中学生の娘がおり、こ

の絵本は娘が小学四年生の時に、習い事を頑張っている娘に描いた手作

り絵本をもとに制作したものです。

　美術大や芸術大卒でもなく、初めての出版、それも自費出版で絵本作家と呼

ばれることにも抵抗があるなか、皆様にお伝え出来ることがあるとすれば、「恐

れずに自分のしたい事にチャレンジする」という事です。

　絵本コンクールに応募しましたが落選し、その後主

催の出版社から自費出版のご依頼をいただき、恐れ

や不安な気持ちと共に思い切って出版致しましたが、

出版後、沢山の方に絵本を喜んでいただき、様々な方

との出会いに恵まれ、感謝の日々を過ごさせていた

だいております。

　人は息を引き取る前に後悔することのひとつが、「もっと自分らしく生きれば

よかった」ということだそうです。私はこの世から旅立つまでに、絵本を出版した

いと思いました。それも今、この作品で。私がこの世からいなくなっても、絵本は

ずっと残っていて、息子達が親になった時にそれぞれの子供に読んでくれるかも

しれない。見知らぬ方の心の支えになれるかもしれない。私が私である証を残し

て、誰かの心に響き続けることが出来たら、こんなに嬉しいことはありません。

　もし、この記事を読んで下さっているあなたが自分の時間を持つことに抵抗

を感じているなら、五分でも、自分のために時間を使うことをお勧めします。

　自分の好きな事を忘れるくらい頑張っているあなた。好きな事を思い出してみ

て下さい。子供の頃、学生の頃、好きだったこと ... そのなかにヒントが見つかる

かもしれません。私は幼い頃、絵を描くことが大好きで、小学校の頃、文芸部に

入って絵本を作っていました。今思えば、一番自分がしたかった事を子供の頃

すでに選んでいたのだと思います。

　あなたが自分のしたい事を大切にして、あなたにしか味わえない幸せを感じ

ることが出来ますよう、心よりお祈りしています。



泉ヶ丘通信 IZ U M I G A O K A -ＴＳＵＳＨＩＮ

　高校女子硬式テニス部は現在、二年生と一年生を合わせた40人で活動してい

ます。例年3年コースからの入部は2～ 3名にとどまりますが、今年度は9人が入

部したため、部員数がここ数年で最も多くなりました。新しい風が吹き込み、部の

雰囲気がどのように変わっていくのかとても楽しみです。

　コロナ禍のため、練習が週4日から週3日になったり、練習時間が短くなったり

などと、たくさん練習をしたい部員たちにとって不自由な状況が続いています。そ

のような中で、いかに効率よく練習できるかを、部長を中心として部員たちが主体

的に考えながら練習をしています。普段の練習では、トレーニングやコートでの練習

を学年で分かれて行っています。学年別ということで、その中でのレベル差は当然

ありますが、お互いにフォローし合いながら和気あいあいと練習をしています。

　昨年度は近畿高等学校テニス大会シングルス出場、四学区大会シングルス・団

体戦優勝など、輝かしい成績を収めてきました。この他にも様々な大会に意欲的に

出場し、練習の成果を存分に発揮しています。これからも結果を残しつつ、テニス

の楽しさを生徒たちと分かち合いながら活動を続けていきます。今後ともどうぞ応

援の程、よろしくお願いします。

　かるた部は高校と中学合同で活動しています。高校生10名、中学生10

名の総員20名です。創設されたばかりですが一人一人が知識を身に付け

て楽しく百人一首に触れています。コロナの影響もあり思うように活動でき

ていませんができることをして一生懸命活動しています。

　活動内容は二人一組で行う競技かるたをしています。他にも札を取る練

習（素振りや体幹トレーニング）をしたり、百人一首の勉強をしてクイズを出

し合ったりするなど、競技を楽しめるように日々練習しています。

　現段階での目標は全員が百人一首、競技かるたを楽しんで出来ることで

す。ほとんど全員が競技かるた初心者なのでまだまだ未熟ですが出来るこ

とが増えたり、取れる札が増えたりするとやっていて楽しいと思えます。か

るた部に入り百人一首に触れることで詠み手の気持ちを読み取ることが出

来て感受性を高めることにつながっていると思います。競技かるたでは集

中力を使うので集中力を鍛えることも出来ます。

　これからの課題は競技かるたをもっと本格的にできるようになること、そ

して部内の学年の壁をなくしていくことです。まだまだ分からないことも多

く出来ることも少ないですが、日々努力して最終的には結果を残せるよう

にしていきたいです。一からのスタートですが帝塚山学院泉ヶ丘校の自慢

の部活となるように頑張っていきたいと思います。

かるた部部長　高校2年5組　高橋　虎太郎

高校女子硬式テニス部顧問　冨田　貴大

高校女子硬式テニス部

かるた部

部活動報告Club 
Activity

KARUTA

TENNIS

 Report 2021

国際交流より

※ 下記の入試関連行事は、本校にて開催します。詳細はHPでご確認ください。
【 中学入試関連行事 】

※ 下記の入試関連行事は、本校にて開催します。詳細はHPでご確認ください。
【 高校入試関連行事 】

高校
3年コース

学校案内や募集要項などの資料請求、入試に関するお問い合わせは泉ヶ丘校アドミッションセンターまでお願いいたします。連絡先は下記の通りです。

アドミッションセンター　TEL.072-293-1416  FAX.072-293-1417  E-mail nyusi@tezuka-i-h.jp

入試関連 入試説明会

9月25日（土）
・10月2日（土）

プレテスト個別懇談会
教科別アドバイス会

11月14日（日）

プレテスト

11月3日（水・祝）日　　程

備　　考

8：20～14：00～ 14：00～

児童・保護者対象
〔 事前要予約 〕

小学6年生対象
〔 事前要予約 〕
保護者対象の入
試説明会も同時
開催

プレテスト参加者対象
〔 事前要予約 〕

入試関連
オープン
キャンパス 学校説明会

12月18日（土）
12月21日（火）

入試説明会

日　　程

備　　考

11月27日（土）
12月 4 日（土）
12月11日（土）
14：00～

生徒・保護者対象
〔 事前要予約 〕

生徒・保護者対象
〔 事前要予約 〕

中学3年生徒・保護者対象
〔 事前要予約 〕

TEL 072-293-1221（代表）  国際教養部　村上

14：00～
11月 6 日（土）

Ⅱ類選抜コース

Ⅱ類コース

Ⅰ類コース

S特進コース

特進コース

アドミッションセンター

ボランティア として ホストファミリ－ に
なっていただけませんでしょうか。

令和4（2022）年度  入試のお知らせ

受験生用LINE@公式アカウント開設！

中高6年
一貫コース

　是非ボランティアとして、留学生の受け入れのご協力をお願いしたく存じます。「英語が
話せない」「家が広くない」「同世代の子供がいない」といった心配はいりません。留学生
を預かることはグローバルを体感するよい機会です。第2のふるさとの父親、母親となり、
本当に末永くお付き合いをする関係となる可能性もあります。　　　　　　　　　　　
　本校ではアメリカやオーストラリア、ニュージーランドの姉妹校留学生の受け入れをし
ようとしています。逆に本校の高校1年生2年生から選抜された生徒が留学をします。ホ
ストファミリーをして頂くご家庭が増えれば増えるほど、帝塚山学院泉ヶ丘の生徒達の
交換留学の機会が増えて参ります。ご質問がある方はご遠慮なく、国際教養部、村上ま
でご相談ください。

中学
入試情報

高校
入試情報

友だち追加していただくと説明会やイベントなど入試に
関する最新情報をお届けします。メニューバーからホーム
ページの閲覧やイベント申し込みページへのアクセスも
手軽にできます。ぜひ、ご登録ください！

入試に関する最新情報を
手軽に素早くチェックできます！

Host Family
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心よりご冥福をお祈り致します

訃  報

日頃運営費節減に努めているものの、卒業生数が増加していることによる固定経費（会誌費、通信
費など）の増加、泉ヶ丘同窓会の活動の活性化による負担増大により、年間の収支が悪化傾向にあ
ります。この状況を少しでも改善するために、皆様から運営費の寄付（2,000円）をお願いしたいと
存じます。ご協力いただけるのでございましたら、同封の振替用紙（32期までの卒業生の皆様に同
封）で郵便局より泉ヶ丘同窓会宛にご送金をお願いいたします。寄付をいただいた方のお名前を次
号の青雲に掲載させていただきます。

普1 今西　幸仁

普1 小西　英夫

普1 佐々木　崇

普1 角掛　潤一

普1 西上　孔雄

普1 東浦　孝次

普1 松本　隆司

普2 井戸　裕理

普2 樫本　秀好

普2 喜多　照雄

普2 平井　昭彦

際1 大野　晴子

際1 中井公美子

際1 南　満寿美

際1 依田安希子

普3 上田　和毅

普3 勝部　正典

普3 阪口　直樹

普3 細川　　博

際2 奥村　幸恵

際2 阪口佳代子

際2 髙原　聖子

普4 井上　徹教

普4 三木　良介

普4 光本　浩三

普4 山本　淳史

普4 芳野　 純一

際3 稲垣　周子

際3 太田　純子

際3 志摩　博子

卒期　　　　名　前 卒期　　　　名　前 卒期　　　　名　前

際4 相澤　輝代

際4 須﨑　知香

普6 東　　隆史

普6 乾　　光利

普6 内田　仁生

普6 片上　清勝

普6 岸本　威也

普6 根本　敦記

普6 横田　吉永

際5 小灘　康子

際5 佐野　直子

際5 西村香奈枝

際5 芳野 久美子

普7 江富　朋彦

普7 川阪　泰平

普7 菊月　義哲

普7 阪口　正則

普7 中井　紀博

普7 中川　恵介

普7 星野　　快

際6 垣内　真里

際6 神永　幸子

際6 村田　綾子

普8 前田　宏樹

際7 浅野　　文

普9 坂本　洋城

際8 高地佐知子

際8 増田　準子

普10 稲次　啓介

普11 黒田　貴顯

普11 山田　真善

普13 川田　徳宏

普13 島田　裕典

普13 東條　　健

普13 西川　幸作

際12 五十嵐小優粒

普14 阿部　祐輔

普14 森本　時光

普15 辻　健司朗

際14 森田　実希

普16 森本　高好

普16 中林　大二

普20 白石将太郎

普21 勝屋　雄亮

普21 富田　　涼

23期 足立　貴世

24期 赤木　寛明

25期 西脇　大樹

26期 竹田　和輝

26期 赤松　映里

27期 泉森　勇也

27期 中西　俊輔

28期 櫻井　康博

28期 西脇　　葵

29期 森田　成一

30期 井上　　要

30期 西川　侑季

30期 福島　雄大

運営費の寄付のお願い　

元校　　  長　堀　  達陽 先生

元英語科教諭　谷村  昇紀 先生
元英語科教諭　和泉    爾 先生
元数学科教諭　宮本    毅 先生

普通科６期生　山本　 真    様
普通科13期生　西口  洋平   様
普通科17期生　好井  大樹   様

昨年度より広報委員長を務めております大嶋です。よろしくお願

いします。昨年はまさかのコロナ騒動で青雲の発行を見送り、同窓

会のイベントも中止や延期が相次ぎ、同窓生との交流もほぼでき

ませんでした。本年度もコロナ禍に変わりないですが、少しずつ活

動を再開するためにも青雲の発行を決めました。探訪のインタ

ビューに伺った先輩方とは話が盛り上がり、実際に会うことの良

さを実感！人との繋がりの大切さを再認識しました。今年は帝塚

山学院泉ヶ丘同窓会のInstagram公式アカウントも開設、どんど

ん同窓生の輪が広がることを願います。未だ自由が制限され、安心

できない日々が続きますが、でき得る対策をしつつコミュニケー

ションを大切に過ごしていこうと思います。マスクを外せる日が1

日も早く来ますように! !

広報委員長

大嶋 菜穂子
（国際科 3 期生）

編 集 後 記

　同窓生の皆様、日頃より同窓会活動へのご参加・ご協力、誠に有り難
うございます。 
　2016年11月の同窓会総会でご承認をいただき、会長を務めさせて
いただいております、普通科1期生の松本 隆司と申します。2020年6
月の幹事総会でご承認をいただき、3期目に入っています。1983年の
開校と同時に入学しました思い入れのある母校に、同窓会会長として引
続き関わることができますこと、大変光栄に感じております。
　1991年に発足いたしました泉ヶ丘同窓会は、30周年を迎え、現在
36期生までで会員は約9,100名にまで発展しております。会員の皆様

～「つながり」を大切に

帝塚山学院泉ヶ丘同窓会
 会長　松本  隆司
（普通科１期生）

多
数
の
方
々
に
ご
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を
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だ
き
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し
た
。
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当校開校から40年近くになり、今では東京には泉ヶ丘校出身の先
輩後輩がたくさんいます。そんな皆さまのためのFacebookページ
があるのをご存知ですか？ 数年前に少し声をかけただけですが約
50人の忘年会が開催され、これに端を発し2013年と2017年に
は東京で同窓会が百人規模で行われるまでになっています。まだ
まだ泉ヶ丘同窓会【東京】にはプライベートにおいてもビジネスに
おいてもポンテンシャルが隠れていると考えています。是非、情報交
換の場としてFacebookページにご参加いただきご活用ください。

Facebook
始動！

帝塚山学院泉ヶ丘同窓会

＃帝塚山学院泉ヶ丘　
＃泉ヶ丘同窓会　
＃帝泉

公式 Instagram  同窓会活動や個々
の委員会のお知らせなどを随時UPして
いきます。現在、こちらは公開アカウント
になりますが、今後、卒業生の方だけの
非公開アカウントを作成予定です。まず
は、フォローよろしくお願いします！

東京委員会副委員長　菊之井 秀年　（普通科3期生）

東京を拠点にしている卒業生の皆様へ

❶FBから「帝塚山学院泉ヶ丘同窓会【東京】」で検索してください。
❷もし検索でヒットしない場合、大阪事務局宛にご自身のFB 　
　URLを連絡いただければ、こちらからグループに招待します。
❸尚、卒業生ということがわかるように、プロフィールの学歴欄に
　帝塚山学院泉ヶ丘高校の記載をお願いします。できれば卒業年
　もあると嬉しいです。

検索方法

非公開

帝塚山学院
泉ヶ丘同窓会
【東京】

から頂戴しております貴重な同窓会費を大切に使用させていただき、引
続き、「つながり」をキーワードとして、会員同士が「つながり」を感じら
れる活動を目指してまいりたいと考えております。
　泉ヶ丘同窓会は、6つの委員会で構成されており、各委員長のリー
ダーシップのもと活動しております。ただ残念ながら2020年度は、新
型コロナウイルス感染症の影響でほとんど活動できない状況となりまし
た。2021年度に入りましても、状況は変わっていないことから、2020
年度に予定されていた第11回同窓会総会（2年に1回開催）の2022
年度以降への再延期、2021年度に予定されていた第3回泉ヶ丘同窓
会in東京（4年に1回開催）の2023年度以降への再延期を早々に決定
いたしました。
　このような中ではありますが、一堂に会することなくweb会議を実施
するなど、新しい取り組みも行っており、同窓会誌「青雲」第27号を2年
ぶりに発行いたしました。また、同窓会を身近に感じていただけるよう、
インスタグラムの開設及びこれまでのFacebookに加えて東京アカウン
トの開設を行いました。さらに、集団で集まれる状況になった際には、
各種同窓生交流会を再開させたいと考えております。このような時期が
早く訪れることを切に願っております。
　今後とも、同窓会の活動にご理解下さいますよう、よろしくお願い
申し上げます。 

会長の
ご挨拶

2019年度  33期生成人祝い同窓会より　142,021円
2020年度  バスケ部OB・OG会より　　　　 2,412円

4期　松の会より　 　 12,596円
木楽会（ゴルフ）より 　  5,000円

その他

www.tezuka-izumi.jp
近々リニューアル予定！

会報誌（Seiun）のバックナンバーがご覧になれます。

ホームページ

インスタ
始めました！

Fol low
Us!

公 式

公 式
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帝塚山学院泉ヶ丘同窓会

＃帝塚山学院泉ヶ丘
＃泉ヶ丘同窓会
＃帝泉

tezuka.izumi

Instagram
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