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2019～2022年度クラブ活動結果報告 !!

　五月会だより約3年ぶりのお届けと
なります。大阪学院大学高等学校は
2020年春、新校舎に移転となりました
がコロナ禍でその間旧校舎のお別れ会

や2度の総会、その他様々な五月会の行事が中止となったのは残念
なことでした。
　しかしこの度、五月会だより第30号の発行と臨時総会のお知らせ
ができることを何よりうれしく思っています。

　写真からもわかるように新校舎は外観の美しさはもとより教室や設
備も最新鋭でこの恵まれた環境から多くの後輩が学び巣立っていくこ
とになります。
　卒業生の皆様におかれましては新校舎で初めての開催となる総会
に是非ご出席ください。総会後の新校舎見学会もお楽しみください。
　今後とも大阪学院大学高等学校および五月会にご支援を頂きます
ようよろしくお願い申し上げます。

　五月会　副会長　高野　勝正（29期生）

No.302022

※ 参加ご希望の方は同窓会事務局へ同封のハガキまたはお電話にてお申込みください。
※「災害等により総会および各催しが実施できないと予想される場合」は各自で事務局にお問合せいただくか、ホームページにてご確認ください。

2022年10月16日（日）
総　会／10：00～　　新校舎見学／10：30～12：00
大阪学院大学高等学校（新校舎）　〒564-0011　大阪府吹田市岸部南二丁目6番1号
なし　※ 新型コロナウイルス感染防止のため、懇親会は中止とし、希望者には新校舎をご自由に見学していただけます。

この機会に多数のご参加をお待ちしております。

月　日

時　間
会　場
会　費

同窓会五月会臨時総会のご案内

https://www.ogu-h.ed.jp

クラブ名 試合名／結果
アメリカンフットボール部（男子） 大阪高等学校総合体育大会：出場（2022）

弓道部（男子） 全国高等学校総合体育大会   団体   出場（2021）
弓道部（女子） 近畿大会   団体   出場（2022）
剣道部（男子） 全国高等学校剣道選抜大会大阪府予選   団体   ベスト8（2021）
剣道部（女子） 全国高等学校剣道選抜大会大阪府予選   個人   出場（2021）
硬式野球部（男子） 大阪府高等学校野球大会：ベスト4（2020）
ゴルフ部（男子） 関西高等学校ゴルフ対抗戦   団体   優勝（2022）
ゴルフ部（女子） 全国高等学校ゴルフ選手権大会   個人   優勝（2021）
サッカー部（男子） 高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ関西：１部昇格（2021）
ソフトボール部（女子） 大阪高校ソフトボール大会(合同チーム)：出場（2021）
卓球部（男子） 大阪高等学校選手権大会   個人   出場（2022）
卓球部（女子） 全日本ジュニア予選   個人   ：出場（2022）
ダンス部（男女） 全日本高等学校チームダンス選手権関西予選：出場（2022）

チアリーダー部（女子） Japan Cupチアリーディング選手権大会：出場（2022）
テニス部（男子） 大阪高等学校春季テニス大会   団体   出場（2022）
テニス部（女子） 大阪高等学校春季テニス大会   団体   ベスト8（2022）
日本拳法部（男子） 全国高等学校日本拳法選手権大会   団体   出場（2021）
日本拳法部（女子） 全国高等学校日本拳法選手権大会   団体   出場（2021）

バスケットボール部（男子） 大阪高等学校バスケットボール選手権大会：第3位（2021）
バスケットボール部（女子） 大阪高等学校総合体育大会バスケットボール大会：出場（2021）
バレーボール部（男子） 大阪高等学校総合体育大会：出場（2022）
バレーボール部（女子） 春季大会一次予選 ：2部1位→1部昇格（2022）
ハンドボール部（男子） 近畿私学大会：出場（2019）
ラグビー部（男子） 近畿大会大阪府予選(合同チーム)：出場（2020）
陸上競技部（男子） 大阪高等学校総合体育大会地区予選会：円盤投3位（2021）
陸上競技部(女子) 全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会：やり投げ9位（2021）

新校舎
始動！

第30回
五月会

親睦ゴルフ大会
のお知らせ

と　き：2022年11月3日(木・祝)
ところ：アートレイクゴルフ倶楽部
人　数：14組
会　費：2,000円　※プレー費は別途必要となります。
申込先：同窓会事務局　※申込先着順となります。
連絡先：06-6381-6661（代）
本校の現役女子ゴルフ部員と一緒にプレーをしていただきます。
詳しくは高等学校HPまたは同窓会事務局までお問い合わせください。

〒564-0011
吹田市岸部南二丁目6番1号
TEL.06-6381-6661（代表）
〔印  刷 〕　
株式会社 広済堂ネクスト
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　五月会の皆様におかれましては、益々ご健勝でご活躍の事
と拝察いたします。
　さて、2019年５月19日に「第32回五月会定時総会」が開催さ
れ、理事会の推薦会員皆様のご承認を頂き、2019年５月20日
より、山田前会長の後任として、第９代会長に就任致しまし
た。初めに前任の山田会長をはじめ旧役員の皆様のご尽力に
心よりお礼申し上げます。
　五月会はすでに創設50周年を終え、会員は2022年現在29,000
名を超えています。歴代会長、役員の皆様が築かれた伝統と
歴史を重んじ、責務の重さを感じます。今後とも会員皆様の
御支援とご協力を賜り、五月会の発展の為に精進して行く所
存です。
　昨今、世界を震撼させる新型コロナウイルス禍の感染拡大
で、2020年は今までの生活様式に大きな変化を強いられた年
でした。影響を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げ
ます。私自身は、自然にたいして謙虚になり、共存していく姿
勢が大事だと感じました。
　五月会にとっても、2020～2022年度、年間スケジュールに
大きな影響を受けました。特に、３月に新校舎移転による旧

　卒業生の皆様方におかれましては、平素より本校の教育活
動に対しましてご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　2020年１月より学校長に就任いたしました⻆田 聡です。1982
年より併設大学経済学部で教育・研究活動に従事しておりま
す。1959年に本校を創設された初代学校長の白井種雄先生の
ご意志を継承して、この伝統ある大阪学院大学高等学校の教
育に携われることを光栄に思いますとともに、責務を全うする
所存でございます。今後とも卒業生の皆様方におかれまして
は、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、就任早々世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に
よって、本校の教育活動や学校行事にも大きな影響を受けまし
た。2020年３月には新校舎移転に伴って、周到に準備をされて
いた旧校舎のお別れ会が中止となり、多くの方々が旧校舎にお

校舎お別れ会（2020年３月８日）の開催が、感染拡大によって
誠に残念ながら中止することになりました。開催にあたって永
きに亘りご尽力頂いた実行委員会の皆様、お世話を頂いた関
係者に大変な労をお掛け致しました事に感謝とお詫びを申し
上げます。
　また、第32回定時総会・懇親会の中止、第30号五月会だよ
りの発行の延期、第30回親睦ゴルフ大会の延期等を取り決め
ました。さらに、政府緊急事態宣言により移動・集会も制限さ
れ、五月会としても中止や縮小を余儀なくされ、主だった活動
は出来ませんでした。この様な状況から2022年５月に理事の任
期（３年）が満了しますが、2019年11月８日の理事会で２年間の
延長が承認されました。
　現今、新型コロナウイルス禍感染ワクチンの普及により、生
活様式・経済の状況も回復の兆しが見え始めました。
　現在、新型コロナウイルス感染状況が落ち着いてきた為、
2022年度初めての理事会を６月10日に開催致しました。審議の
結果、第32回定時（臨時）総会・懇親会・第30号五月会だより
の発行・第30回五月会親睦ゴルフ大会を実施する予定です。
ご理解とご協力をお願いいたします。
　最後に、昨年９月19日 白井善康名誉総長がご逝去されまし
た。（享年75歳）在りし日を偲び、謹んでご冥福をお祈り申し上
げます。
　今も、新型コロナウイルス感染が収束の見えない状況です
が、皆様のご健康とご活躍を祈念し、さらに母校の益々の繁栄
を祈念して就任の挨拶とさせていただきます。

別れする機会がなくなったことは誠に残念でした。母校の旧校
舎は無くなりましたが、大阪学院大学高等学校の伝統は間違
いなく新校舎に引き継がれていくと信じております。
　2020年４月からは併設大学の北側に大学とのワンキャンパス
構想のもと、新校舎において生徒の自主性や創造性を重視し
た教育環境を充実させております。機会がございましたら是非
JR岸辺駅から２分の新校舎にお立ち寄りください。
　現在生徒たちは感染防止対策を徹底して、勉学やクラブ活
動に力を注いでいます。生徒全員がiPadを所持して、いつで
もどこでも学習に取り組めるICT環境を活用しており、大学と
の７年間一貫教育の高大連携教育においても学びを深めてい
ます。
　今後とも生徒の一人ひとりに目を向けて、「大阪学院で良かっ
た」と思ってもらえるような学校をめざして、教職員一同努力
してまいります。
　卒業生の皆様方におかれましては、厳しい社会状況ではあ
りますが、本校への変わらぬ温かいご理解とご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、昨年９月19日の白井善康名誉総長のご
逝去に対し、謹んで哀悼の意を表します。

　学校法人大阪学院大学前理事長白井 善康が 令和３年９月19日に心不全のため 満75歳で急逝致しました
　ここに生前のご厚誼に対し深く感謝致しますとともに 謹んでお知らせ申し上げます

白井 善康（しらい よしやす）

故人の略歴
昭和52年 学校法人大阪学院大学理事長 大阪学院大学学長　就任
平成15年春 藍綬褒章受章
令和２年春 旭日中綬章受章 
令和２年 学校法人大阪学院大学理事長 大阪学院大学学長 退任（在任43年）
 名誉総長就任（現任）

　学校法人大阪学院大学は、2020年６月に開催した学長選考委員会および理事会において、白井 元康国際学部教授（専務理事）を
大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部の学長、学校法人の理事長として選任し、2020年10月１日付けで就任しましたのでお知
らせします。

白井 元康（しらい もとやす）

略　歴
1999年　大阪学院大学 国際学部 卒業 学士
2001年　大阪学院大学大学院 国際学研究科 修士課程 修了 修士(国際学)
2004年　大阪学院大学大学院 国際学研究科 博士課程 単位取得満期退学
2004年　大阪学院大学 国際学部講師
2008年　大阪学院大学 国際学部准教授
2013年　総長補佐
2017年　学校法人大阪学院大学 専務理事
2019年　大阪学院大学 国際学部教授

就任のごあいさつ

　会長 　田中　武
たけし

（５期生）

ごあいさつ
学校長 　⻆

すみ

田
だ

　聡
さとし

寄付金贈呈について（ご報告）
　2020年６月10日に大阪学院大学高等学校の新校舎竣工記念と更なる発展を祈念し、金壱千萬円を寄付しました
のでご報告いたします。

訃　報

学校法人 大阪学院大学　学長・理事長の就任について
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すみ
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だ

　聡
さとし

寄付金贈呈について（ご報告）
　2020年６月10日に大阪学院大学高等学校の新校舎竣工記念と更なる発展を祈念し、金壱千萬円を寄付しました
のでご報告いたします。

訃　報

学校法人 大阪学院大学　学長・理事長の就任について



五 月 会 だ よ り 2022 年 8 月 30 日発行第 30 号4 五 月 会 だ よ り2022 年 8 月 30 日発行 第 30 号 5

母　校

新 た な 学 び へ思 い 出 の 旧 校 舎
　2020年４月、大阪学院大学高等学校は新校舎に移転しました。
　大阪学院大学と連携した新たな学びを創造することで、変化の激しい現代社会に立ち向かう「生きる力」を伸ばしていきます。生
徒１人につき１台配付されるiPadを使って自らの学習を深めるとともに、自己表現力を養う取り組みでは、他者とのコミュニケーショ
ンツールとして使用することで協働意識を高めています。また、きめ細かい指導で、一人ひとりをサポートし、自己の可能性を広げる
ことを意識した教育を展開しています。

　1959年４月、のどかな田園風景の中に関西経済学院商業高等学校が開校しました。当時は国鉄岸辺駅から阪急正雀駅近くまで見渡
す限り水田が広がり、ホームから校舎も手に取る様に見えました。春は水田にカエルの鳴き声を聞き、秋には稲穂がたわわに稔る黄
金色のあぜ道を生徒は通学していました。開校から63年がたち、のどかな田園風景は姿を消し環境が大きく変わっていきましたが、
今も友と過ごした懐かしい青春時代は忘れられません。

温故 知新
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五 月 会 だ よ り 2022 年 8 月 30 日発行第 30 号6 五 月 会 だ よ り2022 年 8 月 30 日発行 第 30 号 7

学 院ト ピ ック ス

　コロナ禍という大変な時代になっていますが卒業生の皆様、お変わ

りなくお過ごしですか？

　私は今年の３月に、昭和・平成・令和と48年間勤務した大阪学院を

退職致しました。

　在職中は保健体育の授業と、クラブ顧問として硬式野球、サッカー、

アメリカンフットボール、チアリーダーに関わってきました。そして、

全国大会に出場したクラブの応援にも度々帯同して参りました。

　１コマ１コマの授業での生徒たちの反応、運動部・文化部を問わず、

放課後、試合や発表会で躍動する皆様のことが、今でもはっきりと目に浮

かびます。また、長らく生活指導部主任として、皆様に生徒指導の中心

教員として接してもきました。かなり厳しく指導にあたったこともあり、皆

様にとっては「良い思い出」とはなっていなかったこともあるでしょう。正

直、今でもあの時はあの指導で本当に良かったのか？と自問自答すること

が多々あります。しかし、卒業生の皆様がOB会やクラス会を開催される

際、いつもご招待頂き、昔話に花が咲くと、「今の自分があるのは大阪学

院で厳しくもユーモアを交えて指導してくれた先生のおかげです」と言っ

て頂けることがあります。本当に教師冥利につきるなと心より思っており

ます。また、昔のことでモヤモヤしていたものが少し柔らいでいきます。

　そして、何より卒業生が社会に出て、しっかりと活躍されている姿

を嬉しく思い、忙しい中でも母校のことを誇りに思っていてくれること

に深く感謝しております。

　さて、私も今年で71歳です。これからは少し体を休めつつも好きなこ

とをしていきたいと思います。最後に、卒業生、五月会理事、高校教職

員の皆様のご活躍と大阪学院の益々の御発展をお祈りしております。

「学院の思い出」
2022 年 3月退職

内牧　孝行 先生 清水　広治 先生 

　私は、1978年４月に非常勤講師として大阪学院大学高等学校で教職

につきました。1980年４月に専任教諭となり今日まで私の人生の３分

の２を大阪学院で過ごしました。その年月を少し振り返ってみたいと

思います。

　大阪学院を初めて知ったのは、大学時代の一期上の先輩からの紹介

でした。今もその方とはJAZZバンドで一緒に活動しているのですが、

学院とご縁があり務めることになりました。本当にたくさんの生徒の

みなさん。また、たくさんの教職員の方々に支えられ今日まで勤めて

こられたと思います。10年前の９月には心臓発作のために心肺停止状

態に陥り、死の淵まで参りました。２カ月余り休職したのち復帰でき

たのは奇跡的なことだと多くの方々から、良かったねとお声がけをい

ただきました。軽音楽部の部員からも入院中、千羽鶴をおって先生の

回復を祈っていましたと聞かされた時、本当にうれしくて涙が出そう

になりました。そのころから何とか学校に恩返しできないかと日々い

ろんなことを考え、色々と行動してまいりました。果たしてそれらが

本当に学院のためになったのかどうかは私にはわかりませんが、精一

杯やってきたと自負しております。私は、この学院の校風というか雰

囲気がとても好きで、たくさんの中学生を持つ知人に学院進学を進め

てきました。これからもそうすると思います。昨年、今年と新型コロ

ナで全世界中が不自由な生活を強いられておりますが、この状態を罵っ

たり、愚痴を言ったりせずに、私の周りの方々、そして私を取り巻く

すべての物ごとに感謝の気持ちを忘れずに、残りの人生を楽しみたい

と思います。最後に皆様のご長寿とご繁栄をお祈りして締めくくりた

いと存じます。

 ｢学院での半生｣

サッカー部　高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2022関西1部昇格!!
　本校サッカー部は「高円宮杯JFA U-18サッカーリー
グ2021 OSAKA　１部リーグ戦」に出場し、15勝１分
２敗の成績で見事に優勝、「高円宮杯JFA U-18サッ
カープリンスリーグ2021関西プレーオフ」にも勝利し、
2022年度プリンスリーグ関西１部に昇格することとなり
ました。ご声援ありがとうございました。

高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2021関西プレーオフ結果
回戦 試合日 対戦校 結果
1 11/20（土） 和歌山北高校 2-0（勝）
2 11/23（火） 奈良育英高校 9-0（勝）

　2021年12月22日に本校校長室に
て「2021年度同窓会五月会表彰
式」が開催されました。この五月
会表彰事業は五月会会則第14条３
項の「成績優秀及びスポーツ・芸
術活動・社会活動において、本校
の名誉を高めた者に対して、賞状
並びに賞品を送ることができる。」
に基づき、体育系・文化系の各ク
ラブを対象として毎年表彰いただ

いており、今年度は弓道部、ゴル
フ部、サッカー部、チアリーダー
部、日本拳法部、茶道部の６クラ
ブが表彰されました。表彰された
各クラブの代表者は、今回表彰し
ていただいたお礼を述べるととも
に、来年度への更なる活躍を誓い
ました。

報 告 !!2021年度

「クエストカップ2022　全国大会」に出場‼
　１学年普通・スポーツ科学・国際コースで取り組んできた探究学習、クエストエデュケーション（コーポレートアクセス）の全国
大会「クエストカップ2022」に、本校生徒が優秀賞として選出され出場しました。
　残念ながら全国大会はファーストステージで終了となりましたが、非常に素晴らしい発
表を行うことができました。

「企業探究部門」コーポレートアクセス 優秀賞（全国大会出場）
１年11組（DONN）
作品タイトル：Smile食堂（吉野家ホールディングス）
仲 明日香さん・米田 汐那さん・田中 菜々実さん

本校卒業生　寺岡沙弥香さんが「日本女子アマチュアゴルフ選手権」に優勝‼
　本校卒業生の寺岡沙弥香さん（第60期生）が、本年６月に岐阜県・岐阜関カン
トリー倶楽部東コースで開催されました「2022年度（第63回）日本女子アマチュ
アゴルフ選手権」に４日間トータル276ストローク（-12）の好スコアで２位の選手
に６打の大差をつけて初優勝しました。
　また、寺岡さんは５月に兵庫県・加古川ゴルフ倶楽部で開催されました「第
68回関西女子アマチュアゴルフ選手権」にも優勝していますので、関西・全国
と連勝で日本一に輝きました。
　寺岡さんは11月に行われる「LPGA最終プロテスト」を受験予定ですので、
引き続きご声援をお願いいたします。

本校卒業生　吉井裕鷹さんが男子バスケットボール日本代表選手に選出‼
　本校卒業生の吉井裕鷹さん（第56期生）が本年７月に開
催されました「FIBAバスケットボールワールドカップ
2022アジア地区予選」で日本代表に初選出されました。
　吉井さんは2021年に併設大学を卒業後、現在はプロバ
スケットボールのBリーグ「アルバ
ルク東京」に所属し活躍をされてい
ますので、引き続きご声援をお願い
いたします。
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　吉井さんは2021年に併設大学を卒業後、現在はプロバ
スケットボールのBリーグ「アルバ
ルク東京」に所属し活躍をされてい
ますので、引き続きご声援をお願い
いたします。
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2019～2022年度クラブ活動結果報告 !!

　五月会だより約3年ぶりのお届けと
なります。大阪学院大学高等学校は
2020年春、新校舎に移転となりました
がコロナ禍でその間旧校舎のお別れ会

や2度の総会、その他様々な五月会の行事が中止となったのは残念
なことでした。
　しかしこの度、五月会だより第30号の発行と臨時総会のお知らせ
ができることを何よりうれしく思っています。

　写真からもわかるように新校舎は外観の美しさはもとより教室や設
備も最新鋭でこの恵まれた環境から多くの後輩が学び巣立っていくこ
とになります。
　卒業生の皆様におかれましては新校舎で初めての開催となる総会
に是非ご出席ください。総会後の新校舎見学会もお楽しみください。
　今後とも大阪学院大学高等学校および五月会にご支援を頂きます
ようよろしくお願い申し上げます。

　五月会　副会長　高野　勝正（29期生）

No.302022

※ 参加ご希望の方は同窓会事務局へ同封のハガキまたはお電話にてお申込みください。
※「災害等により総会および各催しが実施できないと予想される場合」は各自で事務局にお問合せいただくか、ホームページにてご確認ください。

2022年10月16日（日）
総　会／10：00～　　新校舎見学／10：30～12：00
大阪学院大学高等学校（新校舎）　〒564-0011　大阪府吹田市岸部南二丁目6番1号
なし　※ 新型コロナウイルス感染防止のため、懇親会は中止とし、希望者には新校舎をご自由に見学していただけます。

この機会に多数のご参加をお待ちしております。

月　日

時　間
会　場
会　費

同窓会五月会臨時総会のご案内

https://www.ogu-h.ed.jp

クラブ名 試合名／結果
アメリカンフットボール部（男子） 大阪高等学校総合体育大会：出場（2022）

弓道部（男子） 全国高等学校総合体育大会   団体   出場（2021）
弓道部（女子） 近畿大会   団体   出場（2022）
剣道部（男子） 全国高等学校剣道選抜大会大阪府予選   団体   ベスト8（2021）
剣道部（女子） 全国高等学校剣道選抜大会大阪府予選   個人   出場（2021）
硬式野球部（男子） 大阪府高等学校野球大会：ベスト4（2020）
ゴルフ部（男子） 関西高等学校ゴルフ対抗戦   団体   優勝（2022）
ゴルフ部（女子） 全国高等学校ゴルフ選手権大会   個人   優勝（2021）
サッカー部（男子） 高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ関西：１部昇格（2021）
ソフトボール部（女子） 大阪高校ソフトボール大会(合同チーム)：出場（2021）
卓球部（男子） 大阪高等学校選手権大会   個人   出場（2022）
卓球部（女子） 全日本ジュニア予選   個人   ：出場（2022）
ダンス部（男女） 全日本高等学校チームダンス選手権関西予選：出場（2022）

チアリーダー部（女子） Japan Cupチアリーディング選手権大会：出場（2022）
テニス部（男子） 大阪高等学校春季テニス大会   団体   出場（2022）
テニス部（女子） 大阪高等学校春季テニス大会   団体   ベスト8（2022）
日本拳法部（男子） 全国高等学校日本拳法選手権大会   団体   出場（2021）
日本拳法部（女子） 全国高等学校日本拳法選手権大会   団体   出場（2021）

バスケットボール部（男子） 大阪高等学校バスケットボール選手権大会：第3位（2021）
バスケットボール部（女子） 大阪高等学校総合体育大会バスケットボール大会：出場（2021）
バレーボール部（男子） 大阪高等学校総合体育大会：出場（2022）
バレーボール部（女子） 春季大会一次予選 ：2部1位→1部昇格（2022）
ハンドボール部（男子） 近畿私学大会：出場（2019）
ラグビー部（男子） 近畿大会大阪府予選(合同チーム)：出場（2020）
陸上競技部（男子） 大阪高等学校総合体育大会地区予選会：円盤投3位（2021）
陸上競技部(女子) 全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会：やり投げ9位（2021）

新校舎
始動！

第30回
五月会

親睦ゴルフ大会
のお知らせ

と　き：2022年11月3日(木・祝)
ところ：アートレイクゴルフ倶楽部
人　数：14組
会　費：2,000円　※プレー費は別途必要となります。
申込先：同窓会事務局　※申込先着順となります。
連絡先：06-6381-6661（代）
本校の現役女子ゴルフ部員と一緒にプレーをしていただきます。
詳しくは高等学校HPまたは同窓会事務局までお問い合わせください。

〒564-0011
吹田市岸部南二丁目6番1号
TEL.06-6381-6661（代表）
〔印  刷 〕　
株式会社 広済堂ネクスト


