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平成23年6月17日

8月10日北野田キャンパスにおいて、
「教職員合同研修
会」
を開催しました。
今回の研修会では、
第1部全体会、
第
2部分科会の2部構成とし、
第1部全体会においては、
基
調講演と実践報告を行いました。
基調講演は、
教育専門誌
「ｄｕｃａ
ｒ
ｅ」
シニア・エディター
佐藤徳夫氏を講師として迎え、
「日本の教育いま未来―グロー

④理科、⑤英語、⑥保健体育、⑦芸術、⑧養護を設

バル社会が求める人材像。
二兎を追う生徒をどう育てるか」

定し、
「園児・児童・生徒が主役の授業づくりを考える」
と

というテーマで講演をいただき、
実践報告として、
「 虹の軌跡

いうテーマで話し合いました。授業や日常の教育活動の

〜 子どもたちのためにできること 〜 」
のテーマで、
はつしば

中、教職員が具体的に実践できる工夫や取り組み等に

学園小学校中田秀幸先生より報告いただきました。

ついて、
意見交換を行いました。

第２部分科会は、①国語、②社会、③数学・算数、

第１部全体会参加者は190名、第２部分科会参加者
は163名でした。
また、参加者のアンケートでは、①基調
講演 82% ②実践報告 89% ③分科会 94%の方が
「有意義であった」
と回答されました。
次年度の
「教職員合同研修会」
についてはアンケート
の結果をふまえ、
研修を通して学園としてのブランディング
や教職員意識の向上を目指した研修を8月20日
（月）
に実
施する予定です。
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勤続30年

【初芝橋本中学校・高等学校】

石橋 隆文
勤続20年

勤続20年

【はつしば学園幼稚園】

吉川 知伸
【本部】

【初芝立命館中学校・高等学校】 宮本 健二

中村 泰 ・ 前田 和宏

勤続10年

【初芝富田林中学校・高等学校】 【初芝立命館中学校・高等学校】

水野 力
【初芝橋本中学校・高等学校】

岡 イチ子 ・ 小田中 宏親
尾野 未知 ・ 髙端 治紀
西岡 崇 ・ 深井 典子
福井 善成 ・ 伏原 一樹

河﨑 香 ・ 中辻 宏文
深美 明美 ・ 吉田 晃代
【初芝富田林中学校・高等学校】

藤田 信乃 ・ 森本 和義
【初芝橋本中学校・高等学校】

日下 弥生 ・ 田谷 倫之

【はつしば学園小学校】

奥野 浩

TOPICS
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永年勤続職員表彰

教職員合同研修会

学園

初芝橋本中学校・高等学校

創立 周年記念式典

初芝富田林中学校
昭和60年創立
初芝富田林高等学校 昭和59年創立

また︑参列した生徒たちも学校創立

周年という良き節目に規律正しく︑我

が校の歴史の重みを厳粛に受けとめて

協会ナショナルチーム男子監督の宮﨑

いたようです︒
記念講演では︑
日本卓球

義仁氏をお迎えし︑﹁夢に向かって﹂
とい

う題 目でお話をいただきました︒想 像

現させていく宮﨑氏の熱い思いが聴衆

初芝立命館中学校
平成10年創立
初芝立命館高等学校 昭和12年創立

を超えた努 力と不 屈の精 神で夢を実

た︒
その他︑
吹奏楽部の式典を飾るにふ

の心をとらえ︑深い感 動に包まれまし
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日本卓球協会 ナショナルチーム 男子監督 宮﨑 義仁氏

さわしい演奏もあり︑
華やかで中身の濃

い式典となりました︒
この 年の歴史を

築き支えてくださった卒業生や保護者

平成15年創立

40

第 002 号

20
の皆様には心から感謝申し上げます︒

はつしば学園小学校

30

周年︑ 周年を見据え︑地球上

昭和28年創立

27

今後

の至る所で人 類と地 球 社 会に貢 献で

はつしば学園幼稚園
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日︵ 木 ︶︑初 芝 橋 本 中 学

初芝橋本に︑
夢がふくらみます︒

きる人材を育成してゆくことをめざす

創立20周年記念芝生事業

〔2011.11.24〕

FAX：072-235-6665

月
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TEL：072-239-5551

今秋

校・高等学校の創立 周年記念式典が

県立橋本体育館で挙行されました︒

この日を待ちわびていたかのように透

育関係者・保護者の方々のご臨席も賜

き通る晴天に恵まれ︑多 数の来 賓・教

挨 拶のなかで 長 田 理 事 長は︑学 園の

り︑
盛大な式典となりました︒

は 周年を契機にいっそう豊かな学校

﹁2017基本構想﹂
のもと︑
初芝橋本

長は︑和歌山県橋本市をはじめ地元に

づくりを進めていくことを述べ︑
上里校

育てられた学校として︑良き伝統と懐

の広い教育活動への取り組みを紹介し

ました︒
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http://www.hatsushiba.ed.jp/headquarters/

〒599-8125 大阪府堺市東区西野194-1

（敬称略、五十音順）

初芝立命館 中学校
カナダ研修

8/24〜28

初芝立命館 高等学校
修学旅行

10/16〜23のうち

中学3年生立命館コースの生徒たちはカナダ

フィリピン、韓国、
シンガポールと3コー

トロントにて2週間の海外研修を行いました。生

スに分かれた今年の修学旅行。私たち

徒の感想からは、彼らが一番学んだことは、英語

はフィリピンに行きました。行った先はカ

だけではなく周りの人へ感謝することだったことがわかります。保護者の方にいつも守ら

オハガン島。通称「何もない島」、水道も

れていること、周りの人から支えられていること、
そんなことに感謝できるように育ってくれ

ガスもコンビニも何もありません。

ることでしょう。

船に乗るまではおっかなびっくりだった生徒たち。
その不安は、
島の子どもたちが笑顔で駆
け寄って来たときに魔法のように消え去ってしまいました。島の人たちと歌い、踊り、食べ

地球市民科

て、
笑うあっという間の3日間。
気づけば、
生徒たちは島の人たちと同じ笑顔をしていました。

地球市民科の授業では、
国内外の諸問題考察や
企業・団体の方々との連携授業を行い、
将来必要な
「人間力」
や
「キャリア・デザイン力」
育成を目指してい

カオハガン島。
そこは本当に必要なものだけは全てある
「豊かな島」
でした。

陵風祭

ます。今年度も、
カゴメ
（株）、
（ 株）
デサント、
（ 株）
ソ

ステージ発表を中心とした文化祭です。
春から生徒会執行部が中心となって準備を続

ニー・コンピュータエンタテインメント等からお招きした

けてきました。
各クラスはテーマについて真剣に考え、
限られた時間で練習し、
その成果をス

ゲスト講師とのコラボレーション授業については、本

テージで発表します。
しかし、
今年は決勝本番の日、
台風12号が直撃し、
みんなの夢を奪い

校HPで紹介しています。

取ってしまいました。
前年の力強いステージを振り返り、
来年爆発します。
小倉 元弘 先生
勤続40年目、保健体育科、
サッカー部顧問
国語の教員免許も所有されている先生は、
とびきり
明るく、
カラオケの大好きな先生です。60歳以上の選手
を中心として、全国から60以上のチームが集まって競
い合う
「ねんりんピック」
にサッカー種目
（ＤＦ）、堺市代
表として４度出場し、銅メダルを4個保有。そんな先生
の夢は、初立高サッカー部を全国大会に連れていくこと
だそうです。

我が校の
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我が校の
先生紹介

三井 淳美 先生
中学3年学年主任、英語科、茶道部顧問
明るく、
元気な
（自称）
22歳の先生は、
夕食を20分で完成さ
せてしまう特技を持つ、
お料理が得意な先生です。国際交流
プログラムの中心的活躍をされており、
オーストラリアにある
姉妹校との交流や今年度から始まった中３カナダ研修など、
益々充実したプログラムになっていきそうです。
つらいことや
悲しいことがあっても、必ず開ける時が来るので、下を向かず
にしっかりと歩んでほしいとのメッセージをいただきました。

笑顔、
未来のチカラへ
初芝富田林 中学校
勉強合宿

初芝富田林 高等学校
東大見学会

8/23〜27

6/4〜5

中学2年生は、兵庫県三田の恵まれた環境の中で

今年も東京大学見学会を実施しました。初富出

勉強合宿を行いました。
お互い切磋琢磨し、
1学期の勉

身で現在東大特任助教の石田先生から、勉強や

強や夏休みの宿題で分からなかったところを解決、
発展的な学習にも積極的に取り組みまし

大学選びについて、
ご自身の経験を踏まえたアドバ

た。
勉強の他にも文化祭に向けて合唱の練習を行ったりと本当に有意義な時間を過ごすこ

イスをいただき、通常では見学できない大学の施設

とができました。
同行してくれた先輩OB、
OGの皆さんから、
充実した大学生活の話や、
中・高

や設備を案内していただきました。
また、夜には現役

時代の勉強の仕方など、
たくさんの話を聞くことができたのも大きな収穫の一つでした。

東大生の南川先輩（20期生）、
出水先輩（21期生）、麻先輩（21期生）、中筋先輩（23

林間学舎

期生）
を囲んで、
いろいろな質問や話をする機会を持つこともできました。改めて東京大
7/26〜29

学のすばらしさを実感するとともに、将来の大学選びにむけて良い経験ができました。

中学1年生は滋賀県マキノへ林間学舎に行きま
した。
天候にも恵まれ、
カヤック体験や湖水浴で琵

全国大会出場

軟式野球部

琶湖の自然を満喫しました。
また、
湖畔を離れサイク

全34チームによる白熱した試合が繰りひろげられた

リングに出かけたマキノ高原では、
清流で魚つかみ

第56回全国高等学校軟式野球選手権大阪大会に

を体験、
捕らえた魚は炭焼きにして美味しくいただきました。
他にもバーベキューをしたり、
カ

おいて、軟式野球部が 意志の統一 をスローガンに

レー作りをしたり、
盛りだくさんなプログラムを仲間と協力し、
全力で楽しみました。
そして、
深

チーム一丸となり、苦しい接戦をものにし、見事3年連

まった仲間との友情をお土産に、
真っ黒に日焼けし、
少したくましくなって帰ってきました。

続4度目となる優勝と全国大会出場を果たしました。
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浦上 貴之 先生
○36歳 ○8年目 ○総務・社会 ○喜び：教えている
教科を好きになってくれた時 ○生徒に一言：勉強を楽
しんでほしい ○座右の銘：なせば成る ○アウトドア
○初富のイチオシ:指導力のある先生方の生徒に対する情熱
常に生徒のことを考えながら、真面目に向き合う心
の優しさが伝わってくる先生です。明るくめげないこと
をモットーに常に前向きに自己を研鑽し続けています。

森本 和義 先生
○44歳 ○15年目 ○進路指導・数学 ○喜び：卒業
生が近況を報告に来てくれた時 ○生徒に一言：自分
から積極的に取り組むこと ○座右の銘：本当に大事な
ことは心の目で見なくちゃ見えないんだよ ○フラメン
コギター・スペイン語 ○初富のイチオシ:生徒の良さ
東大・京大・阪大の医学部の合格者を多く輩出して
いくことを目標としています。難関大学受験の数学指導
のスペシャリストとして今後も頑張ってまいります。
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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

初芝橋本 高等学校
大学見学

勉強合宿

１０月２４日、高校1年生全体で大

８月２４日から２８日まで琵琶湖湖
畔の高島市で４泊５日の勉強合宿を

学見学会を行いました。大阪大学、

行いました。今年度は中学１年生か

関西大学、関西学院大学、同志社

ら３年生まで全員で同じ宿舎に泊ま

大学の四大学のうち、生徒が一つを

り、昼は６時間の授業、夜は１７０分の自習というプログラムで密度の濃い学習を行いま

選んで訪問する形で、生徒はそれぞれの大学で学部の説明会に参加したり、大学生に

した。充実した合宿で生徒達は勉強のコツをつかみ、
より学習への意欲を高めました。

キャンパス案内をしてもらったりして、未来のキャンパスライフに思いをはせていました。

修学旅行

立命館アジア太平洋大学（APU）研修

中学３年生が７月８日から１３日までオースト

１０月２４日から２６日の２泊３日で、立命館

ラリアへ５泊６日の修学旅行に行きました。
ケ

コース中３、高1計３８名が大分県別府市にあ

アンズではキュランダ高原鉄道に乗り、
ブリス

るＡＰＵで研修を行いました。
ＡＰＵリーダー
（国

ベンではファームで体験学習を行い、級友と

際学生）
との交流や、 Things we can do

の友好を深めました。慣れない英語に挑戦し

now をテーマにしたプレゼンテーションを通じ

つつ、豊富なアクティビティで大自然を満喫した生徒達は、
それぞれ大きく成長して帰国

て、Global Englishの必要性を感じ、
ともに支

しました。

えあうことの大切さを体感できた研修でした。

年度入学試験︼

年度入学試験を行いました︒

２４

よく学 び︑よく遊べ

︻平成

来 年 度 新１年 生に入 学を希 望する園

１１

はつしば学園小学校

児と保護者が面接や知的能力テスト︑

１０

２４

月４日︵１次︶︑ 月５日︵２次︶
に

月９日 ︑雲一つない青 空の下 ︑秋の

運動能力テストに挑みました︒今後︑物

は平成

運動会を開催しました︒子ども達は２

品購入・合格者体験入学・入学前保護

学習参観

１０

︻運動会︼

千名余りの大観衆の前で競技・演技と

者説明会を経て新しい仲間が来年４月

︼

もに持てる力 を 最 大 限に発 揮しまし

年度入試

に加わります︒

受験希望者対象オープンスクール

平成

技では１年生から６年生が同じ競技に

︻

﹁見てほしいものがここにある を｣合い
月 日︵ 土 ︶オープンス

言 葉に来 る

２６

25

た︒今年新たに取り組んだレインボー競

日から３日連続で学習参観・

学級を開放し授業公開︒
また︑
園児と児

クールを開催します︒当日は全学年・全

童の直 接のふれ合いを楽しむことがで

きる交流授業を企画しています︒

１１

取り組む姿に感動を呼びました︒

月

１０

２５

︻学習参観・懇談会︼

懇 談 会 を 開 催し多 くの保 護 者の方々

にご来 校いただきました︒各 学 年１学

期より更に成長した姿を見ていただく

系 列 中 学 校の説 明 会なども開 催しま

オープンスクール

秋の遠足
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ことができました︒
また︑進路説明会や

した︒

手作り弁当を背にいざ出発︒
６年生

︻秋の遠足︼

の奈良東大寺を皮切りに学年毎︑遠足

に出かけました︒
どの学年も︑自然を体

良い機会となりました︒
教室では学ぶこ

いっぱいに感じ︑集団活動の規律を守る

高の思い出作りができました︒

和田 奈生子 先生（写真左）
勤続8年目、
１学年主任・1学年担任
福山雅治が大好きな和田先生の特技
はどこでもすぐに眠れること。趣味は読書
のほかに3年前から始めた乗馬。颯爽と
乗馬をされている姿が目に浮かびます。
小学校の先生になることは、子供のころ
からの夢だったそうですが、宝くじに当選
したら、自分の馬を持ちたいそうです。先
生になって、子供と共に成長できる瞬間
を感じているそうです。現在中２の卒業生
から、将来小学校の先生になって、先生と
一緒に働きたい！と言われたことを励み
に、益々頑張ろうと思っておられます。

とができない仲間同士の共同体験で最

我が校の
先生紹介
万場 美紀 先生
（写真右）
勤続8年目、教務主任・6学年主任、
理科が専門
大学卒業前から始めたテニスに夢中の
万場先生。好きな言葉は、
「serendipity:
偶然なる必然」。はつしば学園小学校卒
業生の皆さんから「卒業してもずっと先
生の生徒です!」と慕われてきた万場先
生。この4月からは、ご自身の高校時代
心の支えだった恩師と同じキャンパスで
働くことに。その先生とは、初芝立命館
中学校・高等学校の岡村校長先生。先
生の一言がきっかけで、夢だった小学校
の先生になられたそうです。恩師の傍ら
でより一層、心温かい先生になられるこ
とでしょう。

阪中 義博 先生
○32歳 ○６年目 ○生徒指導・体育 ○喜び：生徒と
一緒にいられること ○生徒に一言：良い事と悪い事の
判断ができるように ○座右の銘：日々勉強、
日々努力
○ゴルフ ○初橋のイチオシ:すぐれた教師陣
高校サッカー部の監督として、
就任１年目で全国高校
サッカー選手権大会やインターハイ出場をはたすなど
優れた指導力を発揮。
今年は見事に近畿大会も優勝。
全国制覇に向けて邁進中です。

我が校の
先生紹介

我が校の
先生紹介

濱田 展行 先生

○42歳 ○17年目 ○入試・英語 ○喜び：生徒が
喜んでいる姿をみること ○生徒に一言：何事にもまず
はチャレンジしてほしい ○座右の銘：記録への挑戦
○スキー ○初橋のイチオシ:先生方の熱意ある指導
今年の世界マスターズパワーリフティング選手権大
会で3種目中2種目で金メダルを獲得、世界№1の怪力
教師です。12月には神戸アジア大会があるので応援よ
ろしくお願いいたします！

運動会

遊び・発見・学びの
根っこを育てよう

はつしば学園幼稚園

︻えんそく︼

地域に根ざして

初芝スイミングスクール

期教室﹂
を盛況に終えることが出来︑

☆今年度も
﹁１カ月体験教室﹂
や
﹁夏季短

新たに入会される方が増えました︒

月には会員数も待望の1000人を

超え︑
1060名となり活気あるスイ

ミングスクールとなっています︒
また︑
新

はつしば学園小学校

︹ 年 少・年 中 組 ︺は海 遊 館に行 きまし

平成24年2月10日（金）

会員の皆様に水泳以外でも楽しんでい

野外教育センター

自然に囲まれた初芝富田林中学校・高等学校にはログ
ハウスや遊歩道、古墳など自然を感じながら学べるユニー
クな野外教育センターがあります。学園各校での利用も
OK、是非ご利用を! 初富マスコット
「とんたん」
に出会える
かも知れないですよ。

創立者 柳 延胤先生の像▶

ビジュアルサイン
HとRが組み合わさった初芝立命館中学校・高等学校
のロゴマークをモチーフにした電照広告を、地下鉄御堂筋
線なんば駅南出口を出たところに掲出しています。柱4面
の電照広告は、立命館大学と隣り合った2面ずつ、Rと
HRが輝いています。

入試スケジュール
初芝富田林高等学校

たな行事として
﹁秋の遠足﹂
を計画し︑

入試日

14：00〜

た︒
バスに乗り込むとみんなのテンション

初芝高等学校・初芝立命館高等学校、歴代卒業生が
新校舎竣工記念として寄贈いただいていた
「さくらの並
木」
が新校舎の周りに随所に植樹されました。
さくらの木
は卒業生の思い出と共に年月を重ね、卒業生の子どもさ
んたちがこの並木を歩んでくれることを夢見ています。

第90回全国高校サッカー選手権和歌山大会の
決勝戦が11月12日に紀三井寺陸上競技場で行わ
れました。
初芝橋本高校が和歌山北高校に快勝し、
2年連続11度目の全国選手権大会出場が決定。
選
手権は12月30日東京・国立競技場で開幕します。

平成23年12月3日（土）
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卒業記念植樹
「さくらの並木」

昭和57年11月3日文化の日に大阪初芝学園
同窓会より寄贈された銅像は、
著名な作家日高正
法氏によるもので、並べて置かれている
「校訓」
「校則」
と共にこれから数多く輩出する卒業生を育
て見守ってくれるでしょう。

初芝橋本高等学校サッカー部
6対2で和歌山北高校に勝利

ただきました︒

大阪初芝学園創立者柳延胤先生
の銅像が、
初芝立命館高等学校の
1階エントランスロビーに設置されて
います。

全国大会出場決める！

入 試
説明会

は急 上 昇！ちょうどイルカの餌やりタイ

5

☆はつしば学 園 幼 稚 園︵ 初 芝 高 校 附 属

秦隆太朗君がこの夏の競泳全国大会

幼稚園︶
を卒園し︑
現在小学 年生の

で三冠をとり最 優 秀 選 手 賞を受 賞 ︒

奈央さん︑来年のロンドンオリンピック

戦っています︒
地元の

日 本 代 表 をかけて

皆 様 と 苦 楽 を 共に

きたスイミングスクー

し︑
支えられ発展して

手も夢でなくなって

ルからオリンピック選

きました︒ますます

ろしくお願いします︒

のご支 援 ︑ご協 力よ

また︑現在日本ランキング2位の小林

我が校の
先生紹介

学 園 コ ラ ム

初芝立命館高等学校

ムに遭 遇 ︑飼 育 員の方が手を回すとイル

きな水槽ではジンベイザメに釘付け︒

!

金川 尚代 先生
（担当：幼児〜選手コース）
「小6でジュニアオリン
ピック7位入賞後、高3
まで6年間のスランプ
に突入し、
ベストタイム
が出たら体育大学へ進学しようと決意しました。
最後に記録を出し、体育大学に入学後もタイムを
伸ばすことができました。幼い頃からの夢である
水泳のコーチになり、“諦めずに続けることの大切
さ”を本当に実感しました。
こどもたちにも伝えて
いきたいです。」
と、熱く語っていただきました。

平成24年度入試 大阪初芝学園

カも回って芸を披 露してくれました︒大

︹年長組︺
は錦 織 公 園に行きました︒〝や

びました︒美味しいお弁当を食べ︑
とても

んちゃの里 〟大きな 滑り台で思い切り遊

楽しい一日でした︒

︻うんどうかい︼

今 年 度より保 護 者の皆 様のご協 力に

より美 原 体 育 館に場 所を変え運 動 会を

開 催しました︒︹ 年 少 組 ︺
はキラキラポン

ポンを持ち
〝マル・マル・モリ・モリ！〟
かわい

かったです︒
かけっこも最後まで走りきり

ました︒︹ 年 中 組 ︺
は鳴 子を響かせよさこ

いソーランを踊りあげました︒
バルーンはみ

んなの夢 と一緒に大 き く 膨らみました︒

にして頑張りました︒
さすがお兄さんお姉

︹年長組︺
の組体操は全員の気持ちを一つ

歓声でいっぱいになりました︒
一日終えた子

さんです︒
リレーも大盛り上がり︑大きな

どもたちは︑
少し大きくなったようです︒

我が園の
先生紹介
小倉 加余子 先生
（教務主任）
「当園の魅力は、
『縦割保育』
です。歳の離れたお兄さんや
お姉さんと接することが少な
い、
ひとりっ子の園児にも、
と
てもいい刺激となっていま
す。帰りが遅くなることもあ
りますが、
こどもと一緒にい
るときに、疲れを感じること
はありません。家に帰って美
味しいごはんを食べてお風
呂に入って寝ると、疲 れも
ふっ飛びます！」
と元気の秘
訣を教えていただきました。

初芝橋本高等学校

初芝立命館中学校

初芝富田林中学校

初芝橋本中学校

平成23年12月3日（土）

平成23年12月4日（日） 平成23年12月10日（土） 平成23年11月26日（土） 平成23年12月4日（日）

平成24年2月10日（金）

【A日程】
【一次】
【A1日程】
【A日程】
平成24年1月14日（土） 平成24年1月14日（土） 平成24年1月14日（土）
平成24年1月28日（土） 【B日程】
【中期】
【A2
（夕方）
日程】
平成24年1月15日（日） 平成24年1月15日（日） 平成24年1月15日（日）
【B日程】
【二次】
【B日程】
平成24年2月15日（水） 【C日程】
平成24年1月17日（火） 平成24年1月18日（水） 平成24年1月17日（火）

14：00〜

14：00〜

14：00〜

15：00〜

14：00〜

平成25年度入試受験希望者対象 オープンスクール 平成23年11月26日（土） 合格者体験入学（入試前説明会） 平成24年2月18日（土）

Editor’s Note

本年6月発刊の創刊号から半年。
今回は多彩な行事を楽しみながら、
大きく成長している子どもたちの様
子とともに
「我が校の先生紹介」
（教学部メンバーによるインタビュー記事）
を掲載しています。
このように、

第2号を無事に発刊できましたのも、関係者各位のご支援・ご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。
また、
今後の誌面充実のため、
皆様のご意見・ご感想をお寄せくださいますよう、
よろしくお願いいたします。
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