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江原 和哉（数学）

教 諭

今井 宏明（保体）

武

初芝橋本高等学校

﹁立命館コースの思い出﹂

林 知寛君

立命館大学 国際関係学部 回生

三年間立命館コースに在籍して︑
特

に印象深い体験が二つあります︒
まず一

初芝立命館・初芝橋本両高等学校立命館コースの一期生が立命館大学︑立命館
アジア太平洋大学へ進学しました︒また︑初芝富田林高等学校は今年も医学部

ログラムは二人一組でレゴ社の教育用ロ

初芝橋本中・高より

行錯誤を繰り返し︑
ロボットを実際に動かすというもので︑
これをきっ

初芝橋本中・高より

ボットＮＸＴを用いて︑
組み立てからプログラミングまで自分たちで試

かけに理系への興味がわいた人もいました︒
二つ目はＣＰ
︵ Connecting

な面など様々な側面から学習しました︒
その学習方法は普段のよう

︶
です︒
ＣＰは教科の枠を越えて︑
地球温暖化や酸性雨など
Program
の現代の深刻な環境問題や原発問題について︑
経済的な面や科学的

授業をして︑
その授業の中で問題点をディスカッションしたり︑
またあ

に高校の先生が授業をするのではなく︑
ある時はゼミ形式で生徒が

答と呼べるものがない問題に挑戦することで︑
幅広い視点を養えたと

る時は立命館大学の教授を招いて講義を受けたりしました︒
模範解

思います︒
立命館コースで学べたことは他にもたくさんありますが︑
そ

れらを今後の人生に生かして頑張っていきたいと思います︒

楠山 作哉（外国語）

つはレゴロボットプログラムです︒
このプ

安保 真素美さん

立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部 回生

初芝富田林高等学校

﹁ 初芝富田林中学校高等学

教 諭

みなさんからの声を紹介します︒

古崎 健太君

立命館大学 情報理工学部 回生

高校生活で良かったと思うところは︑
や

﹁高校生活で築いたこと﹂

私にとって初 芝立命 館 高 校での三年 間

はりダンス部で仲間と一緒に頑張れたという

校の六年間を振り返って﹂

で学んだからこそ︑
夢に向かって一歩近づけたのだと思います︒

に向かって進んでいくことが出来る︒そんな環境の整った初芝富田林

初芝立命館中･高

法人本部 経理部より

上善

平成24年度 人事異動者（平成24年4月1日付）

への進 学 者を輩 出しています ︒それぞれの高 校から各 大 学へ進 学した卒 業 生の

初芝立命館高等学校

﹁初芝立命館高校の思い出﹂

は︑とっても充 実した三年 間であり︑自 分

ことです︒仲間と一緒に一つの作品を作り上

粂田 哲平君

奈良県立医科大学 医学部医学科一回生

げる楽しさや︑団体で行動することの難し

の人生の中で一番成長が著しかった三年間

さ︑
粘ることの大切さを学びました︒
何かを

私の初芝富田林中学校高等学校で

でした︒
大学進学にあたり︑立命館学習到達度検

みるということ︒
いかに自信を持てるものが

日練習があり︑
土日も試合が入るのでおそらく他のどのクラブより

スケットボール部に所属していました︒
バスケットボール部は平日は毎

つかみたいと思うなら︑
とことんこだわって

大勢います︒
その環境の中で︑私にはいった

も大変なクラブでした︒そんな中での勉学とクラブ活動の両立は難

証試験が高校三年の秋にあり︑高校一年二

年の時の放 課 後のフォロー授 業 などの先

とき︑何か一つでも努力したこと︑頑張れた

い何があるのだろうかと悩みました︒
そんな

実現のためのカギとなりました︒それは毎日行われる 分テストで

しいと思われるかもしれませんが︑
初芝富田林のある環境が両立の

年とクラブに没頭していた私にとってはす

生 方のキメ細やかな指 導があったため︑自

ことが私の支えになり︑
原動力となっていま

す︒毎日テストがあることによって自然と勉強する習慣がつき︑
しっ

勉学とクラブ活動の両立です︒私はバ

分はテストの到達目標をクリアできたのだ

す︒自分にとって︑
これだけは誰にも負けな

の六年間において一番頑張ったことは︑

ろうと思います︒

いというものがあったら︑
それだけで強い︒
自

れて一生懸命に︑
勉強のときは余計な事を考えずに集中してやる︒
こ

かりと勉強時間を確保するようになります︒
クラブの時は勉強を忘

夢を持ち︑
それに向けて努力をする人達が

入学が許可されたとしても大学で授業に

分には︑
今何ができるのか︒
自分は今何がし

のようなメリハリをつけた生活を送ることが自分の目標を達成する

あるかということです︒
APUには︑
大きな

などの心配がありまし
ついていけるのか …
たが︑検証試験の結果が発表され︑合格決

学び取る方がずっと力はつき︑習うよりも

たいのか︒
よく考えてみてください︒自分で

がら︑
勉強面でも自分の力をしっかりと伸ばすことができ︑
将来の夢

ことに繋がるのだと私は思っています︒自分のやりたいことをやりな

ごく不安でした︒
しかし︑
日頃からやってく

定から入 学まで︑大 学 進 学に向けての特

得ることが大きいのです︒自らの個性を磨

ださっていたテスト対 策の授 業や︑高 校三

別 授 業などがあり︑それがあったおかげで

いてください︒
あなたは今︑何に興味がある

今 ︑私は大 学の授 業についていくことがで
きているのだと思います︒

究していきたいと考えています︒

平田 善行（保体）

初芝富田林中・高より

教 諭

事務主任
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でしょうか？私はこれから自らの興味を追

教 諭

初芝橋本中・高より

荻野 久美（外国語）

初芝橋本中･高

（敬称略）

初芝立命館中･高

初芝橋本中・高より

教 諭

水野
力（理科） 初芝立命館中･高
細川久美子（外国語）
足立
徹（理科） 初芝立命館中･高
濱田 宜治（理科）
中辻美由紀（国語） 初芝橋本中･高

諭
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教
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稲垣
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北居
小倉
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東

和雄
晶子
之孝
和夫（理科）
明美（養護）
慶典（数学）
光穂（外国語）
浩（社会）
元弘（保体）
芳郎（外国語）
義長（数学）

初芝富田林中･高
初芝富田林中･高
初芝富田林中･高
初芝橋本中･高
初芝橋本中･高

平成23年度 退職者（平成24年3月31日付）

（写真 左側）

初 芝 立 命 館 高 校での三年 間には感 謝の
気持ちでいっぱいです︒
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法 人 本 部
平成24年度 新任者（平成24年4月1日付） 法 人 本 部
はつしば学園小 校 長 小山 久子
初芝立命館中･高
初芝立命館中･高 教 諭 野村 瑞貴（理科） 初芝立命館中･高
初芝立命館中･高 教 諭 山本 恭平（外国語） 初芝立命館中･高
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キミの夢、
ぐんぐん近づく
初芝富田林 中学校

夢を描く、未来をになうチカラをつける
初芝富田林 高等学校

出前授業

文化祭

キャリア教育の一環として、
企業で活躍されている

3回目を迎えた文化祭「初富Festa！」
では、

方々を学校にお招きして授業をしていただく｢出前授

中心となる高１、高２、文化系クラブに加え、

業｣を中学2年生を対象に実施しました。
竹中工務店

竹中工務店の出前授業

中学の各学年も合唱、
自由研究や調べ学習

の出前授業では、
地震と建物の構造との関係につい

の展示発表を行い、全学年あげて参加する行事となりました。高１、高２の各クラスは舞

て学び、
実際に建物の模型に耐震補強をほどこす実

台・映画・アトラクション・模擬店などの部門に分かれ、本番に向け１学期から企画・準

験を行いました。東京証券取引所の出前授業では

備に取り組みました。当日は、
その成果を存分に発揮した、感動と活気にあふれるエネル

ボードゲーム型の教材を使って株取引を体験すること

ギッシュで素晴らしい文化祭となりました。

で、社会や経済の動きとそれに伴う株価の変動につ

イギリス短期留学

いて楽しく学びました。
Ｉ
ＢＭの出前授業では、各自が
工夫して作成した風力発電機の羽根車の発電量を

東京証券取引所の出前授業

競い合う実験を行い、
エネルギー問題について学びました。
授業では、
講師の先生の職場
でのお仕事の内容や仕事のやりがいについてもお話しをいただき、
将来の職業について
真剣に考える良い機会となりました。

スキー実習
2月15日
（水）
〜18日
（土）中学２年生は飛騨
ハイランドスキー場にスキー実習に行ってきまし

3月23日
（金）
〜4月2日
（月）
の11日間、
高校1年生の
希望者21名でイギリス短期留学に行って来ました。
ホームステイやオックスフォード大学での英語レッス
ン、
オックスフォードの大学寮での生活体験、
ロンドン市
内観光など盛りだくさんのプログラムを体験してきました。
オックスフォード大学の生活ではオックスフォード大学
の現役大学生たちが生活を共にしながら本当に親切にサポートをして下さいました。
異文化に触れ、
様々な事を学び、
貴重な体験をした、
実りある短期留学となりました。

た。
ゲレンデは終日貸し切り状態。天候にも恵ま
れ、
初心者から上級者まで存分にスキーを満喫す
ることができました。午前、午後の講習のおかげ
で、
三日目には初心者も上級者コースにチャレン

合格
実績

京都大学…2名／大阪大学…4名／北海道大学…2名／名古屋大学…1名
九州大学…2名／神戸大学…4名／大阪市立大学…8名／大阪府立大学…4名

など、
難関国公立大学80名合格！

早稲田大学…2名／上智大学…1名／中央大学…3名／関西大学…82名
関西学院大学…40名／同志社大学…25名／立命館大学…27名

ジするまでに上達しました。
スキー以外にも、
夕食での飛騨牛、
みんなで入った温泉、
おみや
げ選び、
部屋で遊んだトランプやUNOなど、
とてもいい思い出を作って帰ってきました。

など、
有名私立大学497名合格！

個性を伸ばし、可能性を広げる〜目指せ一番！！〜
初芝橋本 中学校
入学式

初芝橋本 高等学校
修学旅行

平成２４年４月６日、新中学１

２０期生（平成２４年度高３）
が平成２３

年生と新高校１年生を迎え、入

年１２月１４日から１７日まで台湾へ３泊４日

学式が行われました。
まだあどけ

の修学旅行に行きました。各地の観光名

ない顔立ちの新入生たちは、期

所巡りも生徒たちは楽しんでいましたが、何

待と不安に胸をふくらませなが

より印象深かったのは永平高級中学との交流だったようです。素直に熱烈に歓迎してく

ら、生き生きとした様子で式に臨

ださる様子に生徒たちも感動していました。
すっかり意気投合して友人となり、帰国してか

んでいました。
この初芝橋本中

らも自らのつたない英語に四苦八苦しながら互いに連絡を取り合っている生徒もいます。

高で勉強、
クラブ活動、
その他
様々な体験をして、時には困難や苦労に直面しても、
それを乗り越え、立派に成長して
いってほしいものです。

若葉祭
平成２４年４月２９日、初芝橋本中高
の学園祭である若葉祭が行われました。
新入生歓迎の意味合いも持つこの行
事は、中１高１を除いた全クラスが何ら
かの催し物を企画し、毎年盛り上がって

卒業式
１９期生が平成２４年２月１６日、卒業式を
迎えました。高校3年間、中高6年間という
長い時間を過ごした学舎をついに巣立つ
こととなった生徒たちは、厳粛な雰囲気の
中、
自らの学校生活を振り返り、感慨深い
様子でした。
４月からはそれぞれ新しい環境
の中で、
また様々な経験を通じて成長していく卒業生たちに、幸多からんことを先生方も
祈ってやみません。

います。食べ物の屋台なども出店され、
また、体育館では有志によるバンド演奏
なども披露されました。
ここ数年は近隣
の小学生を招待し、初芝橋本をより良く

合格
実績

国公立・有名難関私立大学など、
242名合格！

和歌山大学…1名／高知大学…1名／早稲田大学…1名／青山学院大学…1名
明治大学…2名／法政大学…1名／立教大学…1名／立命館大学…16名

知ってもらおうとする試みも行われ、
地域

立命館アジア太平洋大学…1名／同志社大学…8名／関西学院大学…16名

でも楽しみにしていただいています。

関西大学…9名／近畿大学…33名 など
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受 付では六年 生のお兄さんお姉さんがお出 迎え ︒緊 張 気

制服に身を包み︑嬉しそうに登校する姿が印象的でした︒

しました︒今 年 度の入 学 児 童は九一名 ︒真 新しく 大きめの

四月五日︵ 木 ︶満 開の桜のもと︑第一〇 回 入 学 式を挙 行

して一年 生 まで 縦 割

六 年 生 をリーダーと

きました︒
この遠足は

が大泉緑地公園に行

ンボー遠 足で全 児 童

五月八日︵ 火 ︶
レイ

外部中学校合格実績

開成…………………… 1名
洛南…………………… 1名
西大和学園…………… 2名

入学式

で ︑今 年二回 目 と な

に 到 着 後 ︑班 別 にオ

ります︒当日は︑公 園

を行いました︒途中の

リエンテーリング大会

入学式

す 課 題 も 見 事 クリ

初芝立命館 中学校

ポイントで 先 生が出

ア︒
ネイティブの先生から出された課題も︑英語で答え解決

それぞれの班で広い芝生広場を思いっきり走り回りました︒

していました︒昼 食もみんなで仲 良く食べました︒食 後は︑

子ども達の様子をリアルにお知らせするために小学校で

検索

時記﹂
は︑全学年の様子を毎日アップしています︒
また︑今年

はつしば学園小学校

はホームページの日々の更新を心がけています︒﹁はつしば歳

www.hatsushiba.ed.jp/primary/

度より
﹁校長ブログ﹂
のページを開設し︑
こちらも日々更新し

函館ラサール ………… 2名

など、
有名難関中学校
多数合格！

ています︒その他 ︑入 試 情 報や行 事 予 定を随 時 更 新してい

明星…………………… 3名

内を閲覧することもできます︒
ぜひ︑
一見ください︒

清風南海……………… 7名

ます︒
デジタルパンフレットにより︑
スマートフォンから学校案

大阪星光学院………… 1名

四天王寺……………… 4名

︻ホームページが充実しています！︼

東大寺学園…………… 2名

輝 くこ ど も た ちの未 来のた めに

味の子どもの顔が一変し柔らかい表 情になりました︒入 学

計59名が
系属中学校へ進学！

はつしば学園小学校

式ではひとり一人が大きな声で返事をすることができまし

心 と なってする 活 動

りの異 年 齢 集 団が中

初芝富田林中学校… 35名
初芝立命館中学校… 14名
初芝橋本中学校 …… 10名

︻レインボー遠足︼

た︒また︑
二年 生が歌や呼 びかけで一年 生の入 学 を 歓 迎し

系属中学校への
進学実績

︻第一〇回入学式︼

てくれました︒

合格
実績

レインボー遠足

初芝立命館 高等学校
新入生歓迎会

４月５日に入学式がＳＡＹＡＫＡホー

4月14日に高校の新入生歓迎会が開催されました。
このイベントは毎年、生徒会が企

ルで挙行され、真新しい制服に身をつ

画運営して、
クラブ紹介をメインに行われています。昨年の移転を機に6号館大ホールを

つんだ新入生107名が多くの保護者

使用できるようになり、舞台環境は申し分のないものとなりました。

の皆様・ご来賓の方々、および教職

今年、生徒会は新入生の入場を大量の花吹雪で歓迎するという演出を企画しました

員・在校生に迎えられました。緊張する

が、当日の雨で会場の床に色とりどりの濡れた紙片が、
はり付いてしまい、生徒会役員総

中、担任の先生から名前を呼ばれた時の大きな返事には、
これから始まる学校生活への

出でいつまでも後始末に追われる姿がありました。

期待の大きさが伝わってきて、我々教員も身の引き締まる思いでした。
これからの６年間
でたくさんのことを学び、経験し大きく成長していくことを楽しみにしています。
なお、同日
午前中には高校の入学式も同所にて挙行されています。

新入生オリエンテーション

1年生立命館コース入学時宿泊研修
入学式の翌日からということもあり、緊張感のあ
るなかでの実施となりました。立命館大学岡先生
より
「高校の学び方が大学での学びに繋がる」
と

4月6日と7日の両日、中学生の新入

いう講義から始まり、夜は10：30まで学習。翌日

生オリエンテーションが行われました。中

は校時に合わせ4限授業を行い、最後の講義とし

１の皆は緊張した表情で各先生方から

て岡村校長より
「夢を実現させる手段が勉強であ

話される学校生活の決まりなどを一所

る」
と講話頂き、1泊2日でしたが充実した内容で

懸命に聞いていました。給食体験での

終えることができました。
この研修で得た経験を基

協力作業などを経て、硬かった表情は

に悔いのない高校生活を送り、3年後大きく飛躍

少しずつ和み、次第に笑顔もこぼれは

してもらいたいと思います。

じめました。
施設オリエンテーションでは、小学校
とは格段に違う学習環境を見学して、一日も早く学校生活に慣れるよう気持ちを新たに
して二日間の日程を終えました。

合格
実績

立命館大学…75名／立命館アジア太平洋大学…8名合格！
関西大学…1名／近畿大学…14名／甲南大学…1名
龍谷大学…1名／鳥取大学…1名

など、
有名私立・国公立大学197名合格！
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地域に根ざして
三〇年

初芝スイミングスクール

（終了後、
希望者には給食体験）

◎体験入学（要申込）
8月25日（土）10：00〜11：30

遊び・発見・学びの
根っこを育てよう

◎公開授業（要申込）
6月26日（火）11：00〜12：30

はつしば学園幼稚園

◎入試説明会
5月26日（土）9：20〜11：00
8月25日（土）10：00〜11：30
10月20日（土）10：00〜11：30

︻創立六〇周年を迎えて︼

はつしば学園小学校

本園は︑
この五月に創立六〇周年を迎え︑
この間︑卒園児は一万人を

初芝立命館中学校
の立 命 館コース1 年
土谷俊介君（現在 同
コース２年）
が、2011
年11月3日東京で開
催された国際空手道
連盟極真会館2011
年国際青少年空手道選手権大会組手12歳男子
50kg未満の部で準優勝しました。
ロシア、
カナダ、
フラ
ンスなど各国からなるこの大会で、
惜しくも決勝戦で敗
退したものの、
素晴らしい成績を残してくれました。

◎授業交流体験（要申込）
5月26日（土）9：20〜11：00

超えました︒今春の在籍園児も︑
四〇四名となり︑園として新たな発

2011年国際青少年空手道選手権大会

平成23年度第71回全国教育美術展の入賞者が発
表され、
はつしば学園小学校から、多くのみなさんが入選し
ました。
わが国で最も伝統のある子どもの絵画展「全国教
育美術展」
で、
応募総数11万８４７３点の中から選ばれたこ
とはとても名誉なことです。
これからも素晴らしい作品を描い
てください。
おめでとうございます。

平成24年度 大阪初芝学園

展を願い︑記念樹として園庭に
﹁まてばしい﹂を植樹しました︒
﹁まてば

︻初芝スイミングスクールで
チャレンジ！︼

表彰実績

第７１回全国教育美術展

【特選】
６年１組 作本楓、４年２組 上野夏波、１年３組 梶川萌々
【入選】
６年３組 岩本悠吾、４年３組 佐野明日香、１年１組 堀もも
【佳作】
６年４組 伊藤充未、４年１組 三光寺亮佑、
１年２組 西岡彩花、１年３組 土井友愛
（学年は前年度の表記です）

しい﹂は︑新しい本園のシンボルとして︑園庭で元気に遊ぶ園児を見守

本園では︑
これまでの伝統を継承しつつ︑新しい保育方針の
〝遊び・発

りながら︑秋にはどんぐりの実をつけ︑園児を喜ばすでしょう︒

見・学びの根っこを育てよう！〟
に挑戦します︒

︻わくわくドキドキがいっぱい！︼

今年度よりネイティブ講師による英会話を行います︒オールイング

英語の音を耳で聴き分け︑
マスターしていきます︒

リッシュで歌やカードをつかって楽しくお遊びします︒幼児期は正確な

教 室・音 楽 教 室・絵 画 教 室

既存のスイミング・体育クラブ・サッカー教室の他に知育教室・書き方

スムーズに

☆学校でのプール嫌いを克服

☆幼児の親離れ︒集団生活の第一歩を

☆水泳で体力アップ

と新しい課外教室が始まり

なれ﹄といわれるように︑子

☆充実した生活習慣を身に付ける

ました︒﹃ 好きこそ物の上手

どもたちの好奇心を引き出

︻豊富なコースでチャレンジ！︼

し何かに興味を持ち夢中に

取 組 むことで ︑未 来へと 繋

げていきます︒
尊重しあえるのびのび
﹁幼児コース﹂

○心身ともに健やかに育ち︑
お互い

能力を引き出し︑
バランスのとれた

○一人ひとりの可能性を見つめて︑

子どもの育成重視﹁初心者コース﹂

健康管理に︑
スポーツ仲間がたくさん

○運動不足やストレス解消などの

集い楽しい時間を過ごせる

﹁成人・女性コース﹂

○全国のトップを目指して︑
日々

集中した練習︒何事にも克服できる

強い精神力を養う
﹁選手コース﹂
GOOD

!

マイコンカーラリー全国大会
初芝橋本高
等学校の英数S
コース１年 中 岡
玖 美さん（ 現 在
国公立理系コー
ス２年）
が、2012
年1月9日北海道札幌市で開催されたマイコ
ンカーラリー全国大会のAdvanced Class
（最高クラス）
にて予選を10位で通過し、決勝
トーナメントではベスト16に入りました。今後の
活躍を期待します。

入試イベントスケジュール
初芝立命館中学校

◎オープンスクール【小6年生対象】
※保護者対象入試説明会も同時開催
※6〜10月のみ要申込（40人限定）

第1回 6月23日
（土）
/7月7日
（土）
/14日
（土）14：00〜【授業体験】

（土）
/10月13日
（土）
/20日
（土）14：00〜【クラブ体験】
第2回 9月29日
（日）9：30〜【入試対策講座】
第3回 11月4日

（土）14：00〜【個別相談】
第4回 12月15日
◎オープンスクール【小4・5年生対象】
（要申込）
※保護者対象入試説明会も同時開催

第1回 7月8日
（日）10：00〜【授業体験】
第2回 10月21日
（日）10：00〜【クラブ体験】

◎プレテスト【小6年生対象】
（要申込）
11月18日（日）9：00〜

初芝立命館高等学校

◎入試説明会
9月15日（土）14：00〜【校舎見学会】
10月27日（土）14：00〜【授業体験〔国・数・社〕先着順】
12月8日（土）14：00〜【授業体験〔英・理〕先着順】

初芝富田林中学校

初芝橋本中学校

初芝富田林高等学校

初芝橋本高等学校

◎オープンスクール【小4・5年生対象】
（要申込） ◎体験入学【小5・6年生対象】
（要申込）
6月2日（土）9：00〜
6月16日（土）9：00〜
◎プレテスト【小6年生対象】
（要申込）
◎体験入学【小6年生対象】
（要申込）
9月15日
（土）
8：50〜/11月10日
（土）
8：50〜
7月14日（土）9：00〜
◎入試説明会
◎プレテスト【小6年生対象】
（要申込）
（土）
9：00〜/9月15日
（土）
9：00〜
6月16日
10月27日（ 土 ）9：00〜
11月10日
（土）
9：00〜/12月2日
（日）
14：00〜
◎入試説明会
11月17日（土）14：00〜

◎入試説明会
10月20日（土）14：00〜
11月24日（土）14：00〜

◎個別見学会（要予約）
12月15日（土）

◎学校見学会【中学生・保護者対象】
9月8日（土）9：00〜13：00
◎オープンスクール（要申込）
10月27日（土）9：00〜
◎入試説明会
11月10日
（土）
14：00〜/12月2日
（日）
14：00〜

Editor’s Note

今年度は第3号からのお届けとなります。関係者各位の多大なご協力のおかげで、園児・児童・生徒たちの生き生きと笑顔にあふれた、活気ある紙面が完成いたしました。今回は、学園トピックスとして卒業生の声を掲載い
たしました。
それぞれの母校への思いが語られています。学園全体の取り組みが見渡せる広報誌としてさらなる充実を目指し、教学部も邁進してまいりますので、今後ともご支援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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