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会長退任のあいさつ

同窓会会長

生駒

友彦

このたび本年度限りで会長職を退任させていただくことになりました。20年以
上執行部役員、会長職をさせていただきましたが私的な都合もあり同窓会の役員を
辞することになりました。長年大冠高校と関わり、数多くの教職員の先生方や役員
スタッフ、同窓会員の皆様のご理解とご協力を賜り大変感謝しております。私とし
てはまだやり切れていない部分もあり、心残りのところもありますが、幸い同窓会
を引き継いでいただける方もいますので、これからも大冠高校の発展のためにご協
力いただければうれしく存じます。長い間ありがとうございました。

次期会長よりあいさつ

新会長

西本

敦史

本年度総会の決議を経てからではありますが、同窓会長として今後の大冠高校を
支えていきたいと考えております、14期生の西本敦史です。大冠高校にとって同
窓会事業をこれまで同様、またそれ以上に有意義なものにしていきたいと決意を新
たにしているところです。私は、これまで同窓会役員の書記を務めておりましたが、
同時に大冠高校と同じく大阪府立の高等学校教員でもあります。大冠高校の同窓生
の一人として、「少しでも役に立てるなら」という思いはもちろんですが、それだ
けでなく、学校のさまざまな教育活動にとって同窓会の存在がどれほどありがたい
か、私は身にしみて理解していると自負しています。大冠高校同窓会の会員の方々におかれましては、同窓
会の活動全般におきまして温かいご理解とご協力をお願いするとともに、同じ母校である者として共に大冠
高校の発展をサポートできたらと考えております。どうぞよろしくお願い致します。

ごあいさつ

校

長

池田

佳隆

冠同空間24号の発行にあたり、一言ご挨拶申し上げます。同窓会の皆様におかれ
ましては日頃より会長様をはじめ多くの会員の方から大冠高校の教育活動に対して
激励とご協力をいただきましてありがとうございます。また、毎年、同窓会からは
部活動等に対して、多大なるご協力とご寄附を賜り、まことにありがとうございます。
さて、今年度は更なる大冠高校の教育活動の深化を求めて、生徒・教職員の協力
のもと、教育改革を進めてまいりたいと考えております。特に、新学習指導要領に
も示されております「主体的・対話的で深い学びの実現」を目指して、生徒の皆さんの学びの質の向上を目
指しております。例えば、授業環境のユニバーサルデザイン化、ICT の利用による授業の質的向上、生徒の
皆さんの活動量の増加等を中心目標として、全校あげて授業改革を進めているところです。
また、授業以外の行事・部活動においては、昨年同様、行事においては「明るくはつらつと」、部活動に
おいては「目標を持って情熱的に」、を合言葉に取り組んでいます。今年度入学した32期生も上級生を見習
いながらだんだんと「大冠生」らしくなり、生き生きとした高校生活を送ってくれています。本校の目には
見えない「伝統」に32期生も徐々に心地よさを感じてなじみ、大冠高校の歴史に新たな1ページを刻もうと
してくれています。学校全体が少しずつではありますが、時代に合わせて着実に更なる発展の方向に動いて
いると私は見ています。
この1年間、時代の変化に合わせて学びを深め、社会ととも進化する大冠高校をめざして、生徒・教職員
と一緒になって学校作りを行ってまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いします。
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懐かしの先生

現大阪府立高槻北高等学校校長

奥谷

彰男さん

わが青春の大冠高校
私は島上高校大冠校開校時から保健体育科教員として17年間在籍しておりました
奥谷です。教師になって3年目、若干26歳で大冠に着任いたしました。
当時の校長先生には『高槻で新設高校を作るならサッカー部を強くしなければ学校
は発展しません』などと偉そうな啖呵を切ったものですから、とりわけ部活動には熱
心に取り組みました。4期生で初めてベスト8に入り、7期生は大阪3位、8期生では
近畿大会に出場し第3位という成績を残すことができました。そして10期生にしてよ
うやく全国高校総体 ( インターハイ京都大会 ) に出場するも、念願の選手権出場を果たすことができず、平
成15年に転勤をすることになりました。
厳しい指導についてきてくれたサッカー部員の皆さんには感謝の言葉しかありません。また教員としての
心構えを教えていただいた教職員の皆様にもこの場をお借りしてお礼申し上げます。

■ 教育実習を終えて 2６期生

加藤

富弥也（情報科）

僕は高校生の頃から「教える」ことが好きで、教師になりたいという目標
を持ちました。そんな目標を与えてくださった大冠高校での教育実習は、と
ても充実したものになりました。
教師の立場から見る大冠高校は、在学時に見ていた学校とは大きく違い、
そのどれもが新鮮に感じました。また、先生方や生徒の皆さんとの触れ合い
を通して、教師になりたいという気持ちが一層高まりました。いつかまた、
大冠高校に帰ってきたいと思います。
高校時代にお世話になった先生方との再会、新たな出会いや発見など、多
くの貴重な体験ができた2週間になったと感じています。温かく迎え入れて
頂いた大冠高校の皆さんに感謝しています。ありがとうございました。

教育実習生のみなさん
後列

左から

横井

諒佑（26期）保健体育科

西田

龍成（26期）保健体育科

加藤

富弥也（26期）情報科

前列

左から

濵田

成吾（26期）英語科

尾崎

麻也（26期）国語科

曾我

達也（26期）数学科
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Message from Teachers
退職・転勤・転任された先生からのメッセージ
退 職

このたびの異動で、43年に及ぶ大阪府教員を
退任することになりました。最後の五年間を大冠
高校ですごさせていただき、感謝しております。
部活動・生徒会活動に積極的に参加し、特に
文化祭では、三年全クラスが演劇に取り組むこ
とが伝統になっていることに驚きと感動を禁じ
えません。
本校で出会いお世話になった皆様。また、と
山本 眞一 もに学んだ生徒・同窓生の皆様に心から御礼申
し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。 本当にありがとう
ございました。

加藤 秀介
先生

退 職

転 勤

退 職

転 勤

再任用で 5 年お世話になりました。
今はのんびりと、晴れの日は山を歩いて季節の
移ろいを感じ、雨の日は読書をしてこの国の行
く末を見守る日々を送っています。 5 年間を振
り返って思うのは、人生は無常、無情だという
ことです。今日のような日が明日も続く約束は
ありません。じゃあどう生きていけばいいのか
と考えれば、大阿闍梨の酒井雄哉さんのおっ
河村
悟 しゃる「一日一生」の気持ちで生きていくしか
ないだろうと思う今日この頃です。そしてすれ違う人にはグッド
ラックと声を掛けていきたいと思っています。

大冠高校では、退職までの 6 年間お世話にな
りました。
着任した年度に、 3 学年（24・25・26期）全
クラスの女子生徒の授業を 1 時間ずつ担当し、
全校生徒の半数の生徒と関わることができまし
た（名前と顔が一致するまでに多少時間が必要
でしたが…）。次年度からも毎年 1 年生女子の
授業を担当し、大冠高校在職中の 6 年間は、す
山本 幸子 べての女子生徒（24期～31期）と授業を通して
出会う機会に恵まれました。
こうして数多くの生徒と出会うことができ、共に楽しい時間を過
ごせたことを幸せに思っています。本当にありがとうございました。

転 勤

4月から阿武野高校に異動になりました、保
健体育科の上原です。
愛着のある大冠高校を離れるのはさみしかった
ですが、異動して改めてわかった事もあります。
それは、大冠高校はやっぱり良い学校だという
ことです。特に、行事や部活動などは生徒が一
生懸命に頑張れる環境が整っています。だから
こそみんなには、もう二度とないこの貴重な３年
上原 雄也 間でもっともっと色々な事に挑戦し失敗しなが
ら成長して、辛い事も楽しい事もたくさん経験してほしいと思いま
す。この大冠高校で学んだ様々な経験は次のステージで必ず役に
立ちます。嫌なことや苦手なことも役に立つと信じて日々、精一杯
がんばりましょう！！またどこかで会えるのを楽しみにしています。

転 勤

31期の担任をしていた西本です。大冠高校に
は5年半勤めていました。初めて大冠に来たとき、
元気の良い野球部の挨拶と吹奏楽部の音楽に出
迎えられたのを今でも覚えています。大冠の良
さは行事が盛んな所だと思います。特に体育祭
を初めて見たときは、競技や応援団の盛り上りと
熱気に驚きました。現任校では生徒会に所属し、
学校行事のお手伝いをしています。ことあるごと
西本 圭佑 に、大冠の行事を思い出し、参考にしながらが
んばっています。皆さんもこれからの学生生活がんばってください。
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新 任

今年度より府立高校の教諭となり、大冠高
校に参りました数学科の加藤と申します。
大冠高校に着任して、生徒たちのエネル
ギーの大きさに驚かされました。部活に、勉
強に、学校行事に。それぞれに精一杯取り組
んでいる生徒たちの姿は青春そのものであ
り、私自身も日々エネルギーをもらいながら
過ごすことができています。高校時代という
少ない時間を精一杯充実させること、そのサ
ポートを先輩教員の方々とともに私も行って
いきたいと思います。

私にとって大冠高校は、社会人として初めて
勤務する学校であり、初任から5年間お世話に
なりました。そういう意味では、全てのことが
初めての経験で毎日が学びの時間でした。大冠
高校を去ってからより強く感じることがありま
す。それはよき「出会い」に救われたなという
ことです。5年間で出会った生徒、保護者の皆
様、そして同じ教職員の方々にたくさんのこと
渡辺 健士 を学ばせていただき、それが今力になっている
と強く感じます。5年間本当に有難うございました。また、みな
さんに会えることを楽しみにしています。
大冠高校では 4 年間お世話になりました。 4 年
前に大冠高校に赴任してからあっというまでした。
大冠高校の生徒は、元気、学校好き、欠席少
ない、根拠もなく自信あり、意味もなくポジ
ティブ、目立ちたがりが多くて、甘えたがりで、
口悪くて…笑ったり、怒ったり泣きたくなるよ
うなこともありましたが、大冠高校での 4 年間
は、思い返せばとても楽しかった。また、「提
鈴木 拓也 出物出てないで。」「早く掃除においで。」と追
い掛け回し、口喧しいことばかり言ってきましたが、私は、そん
な大冠生が大好きです。まだまだ書きたい事はありますが、ここ
までにしておきます。
最後になりましたが、皆様方のご健勝と大冠高校の益々のご発
展を心よりお祈り致します。

転 勤

岡﨑

転 勤

順子

実習中くるくると巡回し、目が回りそうに
なって、ふと窓の外に目をやると、「新幹線！」
それを初めて目にした時、思わず声を上げてし
まいました。新幹線の見られる学校なんて、そ
うありませんから。新幹線が「以前から特別好
き！」というわけではありませんが、その後も
新幹線を見ることができた日には、テンション
が上がり、ルンルン気分で過ごすことができま
した。それも、今では良い思い出です。

この 4 月より、大阪市の府立大手前高校に異
動しました。大冠高校に赴任したのが2013年で
したので、在籍期間は 4 年間と非常に短い期間
でしたが、27期生の担任、生徒会主担、そして
女子バレーボール部の顧問として非常に楽し
く、充実した時間を過ごさせていただきまし
た。この間、私を温かく迎えてくれた27期生の
皆さん、苦しいときも楽しいときも一緒に過ご
村上
剛 した女子バレーボール部の皆さん、そして暑い
暑い生徒会室で出口の見えない議論をともにした生徒会執行部の
皆さん、忘れがたい素敵な思い出をありがとうございました。新
しい学校でも陽気にのんびりがんばりたいと思います。
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大冠高校イメージキャラクター「くらん」
30周年第 2 部では『いのち☆キラキラ大冠』と題し、「絆・つながり・愛」をテー
マに企画をすすめました。企画のひとつとしてイメージキャラクターの作成にも取り
組みました。キャラクターには、スクールモットーにかかげる思いを込めました。生
徒たちに思いが届くことを願って、以下の部分にこだわり、何度も手直しを加え、完
成に至りました。
大冠高校のこどもたちの未来を引き続き応援していきたいと思っています。

●大冠高校のスクールモットー・教育目標

デザイン：28 期生
岡本 優香

「Find a Way or Make One（みつけよう つくりだそう 明日への道）」
自らの手で明日への希望や目標を見出し、その希望（夢）や目標に向かって邁進する

●大冠高校の校章と大冠のイメージカラー青を使用
校章に含まれる意味をみなさんは知っていますか？
大きな冠（わ）に包まれ、多くの学友・職員に育まれながら、
「自ら生きる指針を求めるエネルギー」「いつも 0 （ゼ
ロ）からの出発ができるエネルギー・生徒」をあらわしています。また、内側のひとつひとつは 1 年を表し、18年たっ
て大冠を卒業し、巣立っていくという意味がこもっています。
1 年 1 年いろいろな経験を積み重ね、これまでの経験や思いをもって社会に飛び出していってほしいという願い
がこもっているものです。この校章にこめられた思いのように、在校生、卒業生ともに一日一日大切にし、未来を切
り開いていってほしいと願いを込めました！！

●翼

●冠の宝石

未来へはばたいていってほしい

Topics

すべてのこどもたちひとりひとりが自分らしく輝いてほしいと願って
学年カラーを使用。

３年生 選択科目 「手作りコンサート」

トピックス

「手作りコンサート」は、2005年より3年生の選択
科目の一つとして開講された授業です。
音楽科の中原先生のもと、保育士や幼稚園・小学
校の教員を目指す生徒が多く受講しています。
近隣の南大冠幼稚園や介護老人保健施設サンガピ
ア館等を訪問し、授業で練習した歌や演奏、踊りや演
劇を披露しています。
音楽の知識や技術を学ぶだけでなく、地域交流を
通じて人と人とのつながりを体感できる人気科目です。

転 勤

転 勤

大島

晶子

先生

転 勤

緒方知珠子

先生

大村

泉

先生

大阪府立
箕面高等学校へ

大阪府立
千里青雲高等学校へ

大阪府立
枚方なぎざ高等学校へ

ご転勤

ご転勤

ご転勤
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Information

インフォメーション

第31回

大冠祭 の ご案内

昨年の大冠祭の風景

＜テーマ＞
「駆け抜けろ青春～大冠の本気
見せたくない？～」
日 時：平成２9年9月9日（土）
午前９時～午後３時
場 所：大冠高等学校

卒業生の皆さん、
是非お越しください！

同窓会総会は大冠祭で行います。詳しくはＰ8参照。

賛助金での購入品

ありがとうございました。大切に使います！！

同窓会会員の皆様にご支援いただいております賛助金は好評で、年々要望が増えてきており、今年度は以下の
７クラブより要望がありました。その内５クラブを決定し、購入および一部負担をさせていただきました。
・男子バスケットボール部「体育館用ドレッシングオイル」・男子硬式テニス「コートブラシ・万能ほうき」
・陸上部「砂場の砂」
・和太鼓部「長胴太鼓の革張替」 ・女子バスケットボール部「デジタルカウンター」
・バトントワリング部「ユニフォーム」
・ダンス部「キャスター付大型鏡」

男子バスケットボール部（購入）
この度、同窓会賛助金で体育館フロアーのドレッシングオイルを購入させていただきました。部員全員で体育館
をきれいに保つことを心がけて定期的に床を磨いていきたいと思っています。本当にありがとうございました。

男子テニス部（一部負担）
日頃よりクラブ活動をご支援いただきありがとうございます。
本年度もコート整備用のブラシとほうきを購入させていただきありがとうございます。
授業でもコートを使うので大変助かりました。

陸上競技部（一部負担）
この度、同窓会賛助金で、砂場の砂を購入させていただくことになりました。
本校の陸上競技部では、４名の幅跳び・三段跳び選手がおります。
他クラブや行事での使用で、砂場の砂が減っておりましたので、これで安
心して幅跳び・三段跳びの練習に取り組むことができます。ありがとうご
ざいました。

その他
和太鼓部「長胴太鼓の革張替」、女子バスケットボール部「デジタルカウ
ンター」の一部負担をさせていただきました。ありがとうございました。
6

大阪府立大冠高等学校同窓会会報

Information

インフォメーション

二十歳の集い
27期生「二十歳の集い」
報告

「二十歳の集い」は、毎年成人の日に行っている同窓会主催の
同窓会行事のひとつで、その年に二十歳を迎える同窓生が一堂に
会し料理とゲーム企画などを楽しみながら、同級生や3年間お世
話になった先生方との思い出話や近況報告をするというものです。

日

時：平成 29 年 1 月 9 日

いは先生のありがたみなど、直接顔を合わせて語り合う機会はあ

会

場：アンシェルデ・マリアージュ

まりないと思います。

出席数：135 名（教職員：7 名）

卒業してはじめて分かる仲間の絆や楽しかった思い出、ある

二十歳になる世代の卒業生のみなさんは、是非参加してください。

28期生
「二十歳の集い」
28期生同窓会委員一同

日時：平成 30 年1月8日
（月・祝）
成人式終了後 13:00 〜
場所：アンシェルデ・
マリアージュ
会費：5,000 円
（予定）
28期生の皆様には後日改めて
詳しい案内をお送りします。

平成 28 年度大阪府立大冠高等学校同窓会会計決算書
Ⅰ

平成 28 年度同窓会本会計決算書

1

収入の部
科目
予算額
前年度繰越金
492,128
会費
1,760,000
賛助金
150,000
雑収入
525,000
合計
2,927,128

2

Ⅱ
(単位：円)

決算額
増減
摘要
492,128
0
1,745,000 △ 15,000 ＠ 5,000 円× 349 名
1,413,910 1,263,910
406,922 △ 118,078 20 歳の集い参加費他
4,057,960 1,130,832

支出の部
科目
予算額
総会等開催費
100,000
印刷製本費 1,200,000
消耗需用費
50,000
通信運搬費
150,000
20歳の集い費
890,000
部活動支援費
150,000
卒業祝品
200,000
予備費
187,128
合計
2,927,128

決算額
9,600
1,179,334
5,285
8,840
783,742
100,408
125,640
0
2,212,849

3 収支の部
収入決算額 支出決算額
4,057,960 2,212,849

差引残額
摘要
1,845,111 次年度に繰り越し

(単位：円)

増減
90,400
20,666
44,715
141,160
106,258
49,592
74,360
187,128
714,279

摘要
同窓会報及び封筒印刷代
役員等通信費

平成 28 年度同窓会本会計部活動支援積立特別会計決算書

1

収入の部
科目
前年度繰越金
雑入
合計
2

支出の部
科目
予備費
合計

( 単位：円 )

予算額
4,006,606
0
4,006,606

決算額
4,006,606
1,004
4,007,610

増減

予算額

決算額

増減

摘要

0
1,004 定期預金利息
1,004
( 単位：円 )

0
0

3 収支の部
収入決算額 支出決算額
4,007,610
0

0
0

摘要
0
0
( 単位：円 )

差引残額
摘要
4,007,610 次年度に繰り越し

ダンス部、吹奏楽部
卒業証書ホルダー

(単位：円)

7
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実りの秋、久しぶりに母校に足を
運んでみませんか？

大阪府立大冠高等学校同窓会会報

り
よ
だ
局
務
事
第23回 同窓会総会ご案内
総会に出席いただ
い た 卒 業 生 に は、
大冠祭の出店で使
える金券をお渡し
します。

■日時：平成29年9月9日（土）
11：30 〜 12：00
■場所：大冠高等学校

文化祭

卒業生は金券が
もらえるよ！

同窓会では、会員皆様方の住所管理を ISO、プラ
イバシーマークを取得している小野高速印刷（株）
に委託しております。この度、住所異動のご連絡
を確実に、素早く、事務作業の負担減の為に、小
野高速印刷株内にご連絡いただくこととなりまし
た。住所異動をされた方は、右記方法にてご連絡
くださいますようご協力お願いいたします。

同窓会役員
役職

氏

名

期

生駒

友彦

２

副会長

佐々木夏実

６

書

西本

敦史

栄田

久美

会

〃

8

長

記

住所変更等連絡先
小野高速印刷（株）同窓会支援事業部
〒670-0933 兵庫県姫路市平野町 62
HP：同窓会＋＋http://dousou.info/
トップページ左下「住所変更はこちら」より
メール：meibo@dousou.info
TEL：079-281-8837
FAX：079-281-8839

編集後記
役職

名

期

吉崎

貴

２

〃

日笠

大輔

９

14

〃

有本

翼

14

24

会計監査

清水

晶子

３

〃

早井

静香

９

会

計

氏

同窓生の皆様、まだまだ暑い日が続く中、いかがお過ごしでしょうか。
3 年程前から編集後記を担当していますが、毎年上記の一文を書いた後に
原稿の手が止まります。編集後記と言いながら、会報の原稿依頼の対応や連
絡は、役員の先輩や時には現職員に協力頂いているため、私は何を書けば良
いか悩みます。会報以外にも、
「二十歳の集い」の会場との打ち合わせや学
校とのやり取りなども、
未だに役員の先輩任せになっています。役員の中には、
お仕事がご多忙であったり、小さなお子さんをお持ちの方もいて、会議や行
事に役員が集まることが厳しくなっているのが現状です。
現在、運営が厳しい同窓会ですが、今まで通り「会報誌」や「二十歳の集
い」など同窓生及び在校生に協力していきたいので、ご支援よろしくお願い
します。
24 期生 栄田 久美

︲︲

住所異動のご連絡にご協力ください！

︲

同窓会会員の皆様、賛助金へのご協力ありがとうございました。
今後さらに発展していくことができますように、同窓会としても
協力・支援をしていきたいと考えております。つきましては、会員
の皆様に同窓会賛助金 1,000 円のご協力を紙面を借りて、お願い
申し上げます。
封筒内に振り込み用紙を同封しておりますので、お近くのコンビ
ニ、または郵便局からご入金いただきますようお願い致します。

住所 〒五六九 〇〇三四 高槻市大塚町四 五 〇 一 電話 〇七二
︵六七二︶
三四五〇

同窓会賛助金のお願いについて

印刷／小野高速印刷株式会社

大冠高校文化祭と
同時開催です。

28 期生同窓会委員（各 2 名）は、来年 1 月 8 日（祝）
に行われる『二十歳の集い』についての打ち合わ
せを総会開始前に行いますので、必ず 10：30に集
合してください。

2017
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発行／大阪府立大冠高等学校同窓会

総会場所 大冠高等学校 図書室
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