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創立60周

母校が

しく思うところです｡この

ることに

年を迎え

なりまし

の研究で磨いた思考力で'

教育界や経済活動､芸術活

二〇〇六年は'6･16･
26･36･46･56期が総会後

した｡

今年は本校創立
60周年｡1 1月1 1日

一

つとして我
が国教育の
一翼を担っ
てきたこと
は､我々卒業生と
しても心から喜ば

中等教育の
模範校の一

程に発展し､

母校が世間
から立派な
学校として
認められる

協力により'

機関や大学当局のご

附中にと
っての大

しかしながら､現

針状はその鳶湾,

特に財政面でのご苦
労が多いようで､附
属学校の施設改善や
教育環境の整備等へ
の資金配分も不十分
で母校でも整備の遅
れが目立ち'一例を
挙げれば､30周年で
皐城会が寄贈した中
庭の傷みも激し‑なってお
ります｡学校では60周年の
機会に意義ある記念事業と
ともに施設の多少の改善を

ます｡

図りたいと計画しておられ

本来学校側の問題ではあ
りますが'現状に鑑み､皐

城会としても周年事業に対

授業｣等によるご協力に併

皆様のご賛同を心からお願
い申し上げます｡｢先輩の

たしたいと思いますので､

し'物心両面でご支援をい

城会の皆

切な節目
の年'皐

一層のご

げます｡

様には､

力よろし

援助ご協

す｡

くお願い
いたしま

の記念式典を始め'

事業を予定しております｡

卒業生による授業等の記念
行事'記念誌発行､校舎改

寛一

迎えることになります｡こ

た｡人で言えば還暦の年を

のイベントを担当します｡

に役立つか'やさし‑'面

動の専門家を指導されてい
ます｡哲学がどう現実生活

お近くの郵便局から送金してください｡

修など､多岐にわたる記念

校舎･グランド

せて､この際皆様からのご
寄付も募り､母校の存続に
資する意義ある寄贈も行い
たいと思いますので､ご協
力をよろしくお願い申し上

懐かしの城山

郎いと考えます｡

様な附属学校を持つ教育大
学は'他校に比べ'大きな
強みを持っていると思いま
す｡一昨年から実施された
独立行政法人への移行とい
う大変革の中で､これを十
分に生かして教育大学とし
ての経営基盤づ‑り
を進めていただきた

第二部の講師は､6期の

樹

梶山)

の間､歴代の先生方やpT
Aの方々'更に行政

tlE

(6期

定です｡

白くお話ししていただ‑予

学校轟

60周年協賛金と一緒に同封の振替用紙で

すると同時に'附属池田中
学校を愛する人々の暖かさ､
世代を越えて繋がりを持つ
ことのすぼらしさを感じま

｢先輩の授業風景｣紹介

0周叫を迎えるにあたり

皐城会の皆様には日頃か
ら'後輩のため､多方面に
わたりご協力をいただき本
当に感謝しております｡昨

｢夫唱婦随の知恵は本当に正しいのか｣

短期大学学長代行)'哲学

講演

徒歩8分
阪急宝塚線石橋駅下車

〒664‑0002伊丹市荻野4 ‑29

野崎印刷所

く専>同窓会報･第5号

吉田謙二君(同志社大学教
授､池坊学園理事長'池坊

第2部

℡072‑761‑8811
池田市天神1 ‑7 ‑ 1

〒563‑0026

鼻扱

刷

8

学式に始まり'沖縄修
学旅行､オーストラリ

アへの異文化体験学習'体
育大会､文化祭'入学試験

5,000円(52期生以降は2,000円)
費
◆会

平成18年4月23日(日)午後1時〜3時

年'初めて皐城会総会や東
京支部の同窓会に参加させ
ていただき､社会でご活躍
の卒業生の多さにびっ‑り

し て い ま す ｡ 四 月 の 入 創萱.6

はや一年
が過ぎよ

として'

学校長

昨年から始まった｢期の会｣運営の総会｡今回は｢6の期の会｣から準備委鼻､
講師を選んでいただいての実施となります｡ちょうど､附中創立60周年であり､
皐城会挙げて総会に結集しましょう｡
と'本当にあっという間に
時間が過ぎてしまいました｡

立食パーティ
第3部

謙二さん(6期)

総会

吉田

第1部
◆金次第

コンベンションルーム
池田市民文化会館
所
◆場

時
◆日

皐城会総会ご案内
平成18年度

附属池田中学校皐城会
◇◇◇編集委員◇◇◇

印
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皐

城
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プレ60

記念事

に授業をするというもので'

今年は母校が創立6 0周年を迎えます｡学校ではいろ
いろな記念事業を計画されています｡スタートは'

在校生に大きな感動を与え

昨年9月に実施された｢ようこそ先輩/｣です｡
各界で活躍中の16人の皐城
平成1 7年9月1 0日 (土)､
会のメンバ‑が後輩を相手

｢ようこそ先

在校生(後輩)を対象に､

第一弾として

母校創立60周年記念事業の

ました｡

栗岡完爾さん㈱

コ｢Y､mrror a⊃d Re･try｣

輩/｣が実施されました｡

野原明さん㈲

｢あなたも記者になれる｣

野原

明(3期)

元NH K解説委且､文化女子大学教授
文化女子大学附属杉並中･高校校長
NHK教育テレヒ｢視点･論点｣出演
栗岡

完爾(4期)

元トヨタ自動車㈱副社長､トヨタ自動車㈱相談役､名古屋商

工会議所副会頭
川部

重臣(11期)

フリープランナー(Cl/マーケティンク･コミュニケーショ

ン&デザイン)､中′ト企業庁J^l'A.T(プラント採択審査委

且､全国商工会連合会登録エキスパート､日本広告制作全社
アトパイザー他
飯野 正子(11期)

津田塾大学学良･教授(アメリカ史)､中央教育審議会委員､
日本アメリカ学会常務理事､日本カナダ学会役員､日本移民
学会役員､財同法人かながわ学術研究交流財団確乎､
マギル大学､ 7‑ケイティ7大学客員教授､
カリフォルニア大学‑ークレー校客員研究員

みやち治美(山崎治美14期)
版画家､詩人､ボクサー､ NPO法人ノーラ‑版画協会理事
長､広島市資料館に作rTL占が常設展示､ NHK ｢瀬戸田の百に

魅せられて｣ ｢ソーラー版両市島の授業｣ ｢この人に会いた
い｣出演 他
足立

博(19期)

㈱伸栄

代表淑締役､山東大lT̲食占占有限公rl‑]副会長､折南源

華電脳有限公司副会長､日本関内山東友好協会副会長
福鴬

教偉(24期)

大阪大学附属病院移殖医療班副部長

須山公美子さん(28期)
｢芸術で世界は変えられるか｣
‑ナチスに抵抗した芸術家･
ベルトルト･ブレヒトの仕事‑

小長谷有紀さん(25期)
｢モンゴル葦原の生活世界｣

(心臓血管外科医)
小長谷有紀(25期)
ll;ltj民族学博物館 研究戦略センタ教授､モンコルを中心と
する遊牧社会の研究､着古多数､ NHKテレヒ｢視点･論点｣

出演
さそうあきら(佐葦晃28期)

滋画家､ちほてつや大質､芸術祭メティア部門優秀箕､手塚
治虫文化質優秀斑受n'､平吉に｢神童｣ ･ ｢富十山｣ ･ ｢犬犬犬｣
｢1+1はつ｣.｢コトモのコトモ｣なとo

西川りゅうじん(西川隆尋28期)

マーケテインクコンサルタント

他
寺漂

繭箕開発研究所レノン所良

｢朝まで生テレヒ｣出演､元CNNキャスター
達也(28期)

挫折産業省通商政策局｣ヒ東7ノア諜良
須山公美子(28期)
シャンソン歌手

美濃部五三男(30期)
獣医師､ヒューマンアニマルホント(人と動物の秤)マスター
インストラクター

シルパ 寿子(五歩一寿子31期)
ゾル‑･オブ･サスセス+J僻 大阪学院附屑高校講師

関根

友美(三浦友実40期)

フリーアナウンサ7‑
BC｣キャスター

朝日放送テレヒ｢おはようコールA

このiiの｢熱脚甲子牌｣キャスター
康田 圭美(44期)
作曲家､編曲家､ピアニスト､キーポーティスト

城

皐
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2006年(平成18年) 3月1日(水)

私は感性のいい後輩に会えて､嬉しかっ
たですよ｡飲み込み聞き分けの良さは､
さすが我が後輩じゃ｡誰も失敗しないの
も､時の流れですかね｡その分､粒が小
さいかな?恩師藤原先生が授業を見学し
て､エエ授業してくれて､ありがとうと
云われたときは､胸が熱くなりました｡
ホント私､附属の異端児でしたから｡あ

の後､茶屋町の老舗画廊で来春の個展の
日取りが決まり､ 3月の連休になりまし

た｡ ｢早春の青｣を少年の目で表現しま
すので､ぜひ観にいらしてくださいね｡
(みやち治美14期)

みやち治美さん(14期)

顎､､

｢ァート苦手をテングにさす最先端の版画｣主Xこ鳩
完成したソーラー版

美濃部五三男さん㈲
3

(

(

あなたの可能性‑

｢人と動物の締って､知って
いますか‑｣‑自然と動物と

‑

｢中国をどう見るか?

どうつき合うか?｣

4

(

一拡げよう､英語でl

｢ハイ､ポーズ｣

う 0

⁚⁚⁚..=L

関根友美さん㈱

ためには‑｣

｢生きた言葉を伝える

〜放送の舞台裏〜

シルバ寿子さん(31期)
｢English to Broaden Your horlZOnS｣

人について､一緒に考えましょ

博さん(19期)

｢中国ビジネスこぼれ話｣

｢ワンダフル｣‖

足立

a. a.の授業は⁝寺漂達也さん瑚

;･塙誓竃

画の作品を手に

/

n
l
H
‑

<授業後､先輩からの便り>

大変でしたでしょう､色々な準備で｡

川部重臣さん胤

㍉p'ン＼′

〜コピーライク‑から始まった､

賢子撃

｢心を動かすコミュニケーション｣

｢生きるヒントを

｢CHANGE (変化)をCHANCEに

ありがとう､先輩｣

西川りゅうじんさん(28期)

時代の変化を見つめる仕事〜

(3)

1
ー

4
(

早
5

第

31期忘年

阪急池田駅
近‑の割烹

会では毎年

退会が自由というのもいい｡

旅行の会などが存在し､入

き峰｣ にて

料理店｢か

歩こう会､さくら･もみじ

が盛んで'綾羽会(ゴルフ)､

18年は｢古希の記念同窓

平成8年の還暦同窓会か
ら昨秋まで毎年'常に50名

以上の出席､附中当時から
｢纏まりがいい学年｣ をそ
のまま維持している｡昨年

会｣｡多‑の同期生が元気

(4期･M)

で集えることと思う｡

忠士の古跡‑｣

い申し上げ､｢この歌詞､
今やったら問題や‑｣と茶々
の入る中'｢皇祖の遺跡'

ます｡卒業後'1990年

と呼ばれて
いる有志に
よる同窓会
を開いてい

峰忘年会｣

通称｢かき

12月30日に

1 0月には'行政改革担当相

昨年日月2 7日､‑年ぶり

を愛でる会'貸し切りバス

に指名直前の中馬弘毅君ら
の参加があり､例年通りの
盛り上がり｡特筆すべきは､

に｢たまには関東で｣と熱

同窓会以外にサークル活動

の決定があり､その後は三
々五々昔話に花を咲かせ旧
交を深めていました｡
最後はこれからの健康を

者の黙祷から､懐かしい方
達のスピーチと次回の幹事

誓いつつ校歌斉唱､盛会裏

海で｢城山会｣を開催｡初
島を望むオ

と校歌斉唱し
散会｡翌日も

の年の瀬から関西在住者を
中心に自然発生的に始まり
ました｡今では東京や外国
からこの同窓会を楽しみに
帰省する級友もいる盛況振
りです｡近年は中高の恩師
ューの部屋

好天に恵まれ､

きをし御祝

早さん'東京から6名参加､

山会レば熱海､

で同窓会を開催｡9 2名中2 8

に会を終え'更なる楽しみ
は二次会で深夜まで続きま

ーシャンビ

の町有馬

名の出席｡恩師の方はご高

した｡(2期･神藤盛二)

に一同満足U

席で保護者(お母様) のみ
参加､後輩世代とのランデ
ブー(同日同場所開催)な

米寿に叙勲
の栄に浴さ
れた田中先
生に寄せ書
(3期･新海和子)

(31期･荒堀善文)

hotmai‑.com まで｡

合せは､‑in‑inarahori㊥

みにしております｡お問い

うやなぁ/｣と思われる方
はどうぞご参加下さい｡ど
なた様を誘っていただいて
も大歓迎です｡再会を楽し

の紙面を見られて｢面白そ

ど､附小67期･附中3 1期･

世同伴の参加や､本人は欠

瀬のひとときを楽し‑過ご
しています｡近年では､2

各人の近況報告を肴に年の

(副校長揃い踏み) も交え
て､懐かしい思い出話や､
5時から9

附高24期の同窓をコアに'

時まで歓談じ

同期の新宮普
さんの作品も
ある｢彫刻の
森美術館｣な
ど晩秋の箱根
で大いに遊び
ました｡残念
なのは同期生

世代を超えて楽しんでいま

場所を移しました｡

1泊同窓窯､また業iSkあらず額.

137名中､すで
に1 7名もの友

次期幹事に杉本三郎さんが
決まり'翌日は六甲山頂に

田浦麗子さん'広島から千

ことです｡

を失っている

す｡なかなか多‑の方々に
案内ができませんので､こ

宮 崎 撃

(5期･

2年ぶりに､11月26日'新阪

急ホテルにて開催｡参加は28名｡､

り､楽しい時間を過ごしました｡

一次会の終わったのが7時すぎ､
集合写真撮影後､同じ場所にカ
ラオケを入れ二次会｡26名が残

有馬温泉での還暦同

関東からほ名を含む総

ルで開催｡初参加6名'

記念同窓会を東洋ホテ

年‑月1 9日卒業5 0周年

窓会以来5年ぶりに昨

予定時間を大幅に延長し､全員
が｢学生時代｣と｢校歌｣を歌っ
て締めとしたのが9時と
なり､又二年後に会うこ
とを約束して閉会しまし

盛り上がる

卒業5 0周年記念で

37名が集り'アメリカから

熱海に挨拶に見えた八田
昌三さんを一昨秋白血病で
失い'昨年は彼のお別れ会
も兼ね'かんばの宿有馬に

共にしました｡

海に39名が参加｡MOA美
術館'美しい富士の十国峠'
真鶴半島と感激の二日間を

を賠めl 1名のお世話で'熱

70歳を迎えて一泊同窓
会も三回目｡一昨年は東京
在住の木下さん､野原さん

3

馳16.は闇油滴Y. I. I.再演.博は捕溝で

齢でもあり､楽しみを共に
出来ませんでしたが'遠い
ロスからの参加もあり､楽
しい会になりました｡物故

∴
㍉
､/
A
;
7
]
'
*
.
,

業5 0周年記念をはじめ､みなさん大いに楽しまれたよう
です｡4月現在の会員数は9058名になりました｡

今年も各期の同窓会報告が寄せられました｡7期の卒

::活動報告

城

ルで開催｡初参加6名､

関東からほ名を含む総
勢56名､過去最高の参
加者となった｡はじめ
に物故者へ黙祷を捧げ､
1分間スピーチ'不参

校歌斉唱と記念撮影で

者の近況報告､最後に
終了｡あとの二次会と
併せてあわせて4時間
半に及ぶ会であったが

｢さの.こ博せUJHの講演で

(7期･樫本)

アッという間であった｡

毎年テニス
をして､夜に
同期の栢本淑
さんのオペラ

千(旧姓荒井)

います｡昨年

鑑賞'その後
楽しいお喋り
の会を開いて
は10月29日に

(13期･

開きました｡

正岡哲)

になりました｡

今年は｢五｣ の期の担当
で1 5期の千葉大学教育学部

教授の鈴木彰氏を迎え､

きました｡また､版画家の

｢きのこ･人の敵か味方か｣
のテーマでご講演をいただ

第二部の

ライフワークのソーラー版

みやち治美さん (14期) が

など､例年とは一味ちがっ

画の取り組みを紹介される

がりました｡(1 5期代表幹事)

た総会になり大いに盛りあ

代表幹事
すること

との学年

イベント

1 7年l度総会

を10年ご

平成十
七年度の
総会から

≠ ∴叫･:iAp I //過,,'d墨汁懸,･/

がお世話

平成1 7年1 2月30日に中高合同

同窓会を開催｡同級生の半分が
東京方面に転居しているが85名
もの参加があり､笠井先生も来
た｡

て下さり大いに盛り上がりまし

｢あれは誰だ‑と

学年同窓会は5年毎に開催し
ており､毎回

なり､又二年後に会うこ
とを約束して閉会しまし

た｡まだまだ九期会の皆
は'元気だぞと実感した

谷さん･浅沼さん'そして

ばらばらにくじ引きによる

京皐城会に欠かせない名物
となりました｡最初は各期

(9期･加藤)

1日でありました｡

なんと元教官の田中龍三先

懐かし‑歓談｡

席で世代を超えた交流の後､
同期ごとにテーブルに移動'

いう会話が増えていくのが楽し
いやら悲しいやら｡次回はまた
(42期･天野雄介)

5年後｡楽しみにしています｡

て大人気｡これまで5年分
の似顔絵をHPなどに発表

医師として音楽生活を続け

た.この人気コーナ‑は東

することも話題になりまし

今年は会場の都合で日程

られている片鱗を聴かせて

生も19期の仲間として参集｡
きました｡

今年の東京草城会は11月

っ｣という溜息が‑｡

頼があり'また長年皐城会
をご担当された山内啓子先
生から｢来秋の東京皐城会
が最後になります｣と定年
退官のご挨拶'会場に｢えー

今年60周年への協力のご依

た｢先輩の授業｣ の報告と

その間､石田晶大副校長
先生からは､9月に行われ

が連休の谷間となり参加が
約70名と少なかったが､そ
の分ゆったりと楽しんで頂

戴いたあと'27年間も附中
で熱血教官として意欲的な

｢フィガ

参集いただき､ぜひとも盛

18日(土)'関西からもご
した｡

(11期･川部重臣)

いてくださいね｡

大な会にしたいと教え子の
声｡今から予定を空けてお

依頼'次々に希望者が現れ

毎年恒例の手塚治虫賞受
賞の27期さそうあきらさん
には今年も似顔絵ライブを

ロの結婚｣から名曲が披露
され会場を圧倒'大拍手で

ツァルトのオペラ

授業に取り組まれてきた田
中先生からは香りしいモー

二 ∴･..〜 5::･:'. ･㍉

来賓として初参加'新任
の三村寛一校長先生からは
附属中･
高の統廃
合など大

面して

学が直

京芸大で音楽教育に当た
られている茂木真理子さ
んの呼びかけで19期の三

よる‑ニコンサート｡東

は19期20期の苦楽仲間に

今年のアトラクション

援を/とご挨拶｡

える母校への積極的な支

併せてことし60周年を迎

いる経営問題が紹介され､

似顔絵でいつも奉仕頂いている
｢さそうあきら｣さんに感謝

皐
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*各委員会からのお願いとお知らせ*

は｢7の期の会｣の運営になります｡ 7 ･17･27･37･47･

だき深‑感謝し

今年'皆様の

ております｡

母校は創立60周
年を迎えます｡

し｢附中は人材の宝庫｣と
称されるようになりました｡

(副校長

石田晶大)

す｡

今､学校ではpTAと協
力して60周年を祝し､さら
に優秀な人材育成のための
教育環境整備を計画してい
ます｡皐城会会員の皆様に
も､後輩のために'ぜひ絶
大なるご支援をお願いしま

加納理事アドレス: ayu‑kanou@wombat.za°.ne.jp

杉山先生アドレス: chirisin@cc.osaka‑kyoiku.ac.jp

山内先生アドレス: yamakei@cc.osaka.‑kyoiku.ac.jp

③会報委員会
記事集めに毎回苦労しています｡同期会の報告､会員の栄誉､
活躍等あれば､その都度連絡下さい｡山内先生､杉山先生､
秦理事アドレス: anrak@tcct.zaq.ne.jp

12･16･18･19･20･21･22･23･25･26･28･31･35･36･

56期の学年代表幹事の方､アドレスを美濃部理事
ております｡

④その他規約第2

①会報｢皐城｣ の発行･
送付 ②当会事業のため
の諸連絡 ③同窓会名簿
作成

2㌧安全管理の措置

要な措置を講じます｡

ざん､消失を防止するた
めに安全管理に努め､必

皐城会で保有する個人情
報については､漏洩'改

大学'勤務先)を収集し､

‑､個人情報の収集とその
利用日的

皐城会規約第‑条に定め
られた目的のために次の

38･39･40･41･42･43･44･46･47･49･50･51･53･54･

皐城会は｢個人情報保護

学年が多く､有効に働いておりません｡ 1･3･4･5･7･

事業･業務に利用いたし

9月の同窓生の授業風景が見られます.学年代表幹事メーリ
ングリストで学年幹事連絡をしておりますが､参加してない
法｣及び他の規範を遵守し､

ブログを開いております｡

条の目的達成のための事

http://apaces.msn.com/members/koujyou/を開くと昨年

会員の皆さんからお預かり
した情報の保護及び適正な
使用に努めることを誓約し
ます｡会員の皆さんも主旨
を十分ご理解頂き､クラス
会等の運営にもご配慮‑だ

秦理事または大西理事アドレス: aya@eastedge.comまで
業｡

㊨ l T準備委員会
さるようお願いいたします｡

｢個人情報保護法｣を遵守

57期の各学年幹事さんよろしくお願いします｡
②名簿委員会
皐城会会員も9,000名を超え､名簿管理に苦労しております｡
住所変更等速やかに連絡下さい｡

皐城会では､会員の個人
情報(卒業年'氏名'住
所'電話番号'卒業高･

⑤学年代表幹事委員会

学年代表幹事の内､ 20名以上の方の郵送物が返送されてきま
す｡住所変更は速やかに学校か､上記のどのアドレスでもい
いですから連絡下さい｡

同志社大学教授(19??‑現在)､カ
リフォルニア大学アーヴァイン校客

｢博愛｣と｢仁義｣との比較研究
(IEA研究助成金)京都経済同友会

顧問(1991‑現在)､青年政策研究
部会 経営哲学研究のため｢吉田塾｣

主催(1990‑1997) (6期･梶山)

ます｡

今後については検討を重ね

なお平成18年度は5年毎
の会員名簿の発行の年です
が､今回は発行しません｡

申し上げます｡

皐城会会員の個人情報につ
いて漏洩など無いようご配
慮いただきますようお願い

会員各位におかれましても'

で検討を続けて参りますが'

※今後も､｢個人情報の取
り扱い｣については理事会

電話072‑761‑8690

大阪教育大学附属池田
中学校内'皐城会

池田市緑丘一‑五‑1

5､届け出､問い合わせ先

いたします｡

員研究員(1977‑1979)､構成主義
理論の研究 クレアモント･マッケ
ンナ大学客員教授(1982‑1983)､

〜ホームページを りませんか〜
ティアを募ります｡
皐城会は九〇〇〇
是非若い人の応募を､
名を超える会員を持
学生会員大いに歓迎｡
ちながら未だにホー
上記のアドレスのど
ムページが作れてお
れにでもいいです｡
りません｡皐城会ホ
連絡乞う/
ームページ作成に参

して対応しません｡

致したものに限り回答い
たします｡なお'皐城会
会員以外からの照会につ
いては､法令の定めに基
づく場合を除いて原則と

4㌧個人情報の閤不･訂正･

る自身の個人情報の閏不･

削除･利用停止･第三者
提供停止の請求
会員は､皐城会が保有す

訂正･削除･第三者提供
停止を請求することが出
来ます｡但し'請求が本
人からであることを確認

教育哲学
<研究に関わる活動>

画してくれるボラン

吉田謙二君略歴紹介

3､個人情報の第三者への
提供
皐城会員からの照会につ
いては'同窓会活動に合

平成1 8年度総会講演者

田中耕三先生叙勲
瑞宝双光章受賞

昨年春の叙勲で瑞宝双光
章受賞されました｡新制中

学発足の折､進駐軍の前で
模範授業をされたという耕
三先生｡以来'昭和39年4
月まで附中で教鞭を執られ'
以後も教育界に貢献される｡

①総会委員会
今年の総会は｢6の期の会｣の運営ですが､平成19年度総会

で'いつの時代

科学哲学､倫理学､

<研究分野>

皐城会発足の功労者でもあ
ります｡ご健在にて､皐城
会にも随時ご意見をたまっ
ており､正に附中の｢生き
いつまでもご健勝をお祈り

字引｣とも言える先生です｡
申し上げます｡

皐城会寄贈の50周年記念
モニュメント

会したい方がおられましたら､理事会までお知らせ下さい｡

も優秀な人材を世に送り出

(5期･新宮晋氏作)

･昨年､第2回理事会にて下記の組織･分担が決まりました｡
･附中在学中に転勤等により他中学に転校したが､皐城会に入
(60周年記念事業費1 500万円)

A ､､ .､知島地

大勢のお力添え

り母校発展のた
め'ご支援いた

皐城会会員の
皆様には平素よ

創立60周年に向けて
学校からのお願い
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isawo@ain‑ah.comまで登録して下さい｡

年おめでと

附中60周

先輩･後輩が'すべて同級

いして'上下2学年ずつの
したり､ヘビを解剖したあ

指導の生物部で昆虫採集を

現在､教育改革が叫ばれ
ている折'｢改革｣ の政府
責任者である私自身､附中

での水遊び‑‑｡

猪名川での魚釣りや鼓ケ滝

とツケ焼きにして喰ったり'

うございま

す｡附中を
卒業したの
はついこの

すが'早54

事件にも胸を痛め'犯罪被
害者基本法の議員立法にか

粐粨,D兀2粭停粨ｮﾈ爾
‑..≡:=.‑.翠.≡.≡..̲.:=.‑ 唸
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北村幸彦さん鄭

日本学士院賞受賞

受賞題目は｢KIT受容体
を介した肥満細胞とカハ‑
ル介在細胞の分化と癌化｣
です｡大阪大学名誉教授'

塩野義製薬㈱顧問｡

､ ㌻ 薯
0

5月28日(日)29日(月)

を開催します｡(幹事杉本)

みのお山荘にて'同窓会

3時〜

小中合同還暦同窓会

014期生

5月20日(土)

i[恩且長谷川雅司先生

:'･.:...,仰.=;. I. ,例.i.::.:.J I.::tL. I. '1: I;:

福をお祈り申し上げます｡

Wにて逝去されました｡ご冥

i

憩いの場

り､コンサー

お弁当を食べ

が開かれたり‑

ます｡

(会報委員会)

馬行革大臣にも特別に寄稿
をいただき増ページ.ぎり
ぎりまで編集に追われなが
らやっとの思いでお届けし

附中60周年を記念して'
プレ60周年事業を特集､中

◇編集後記◇

◎ 『モンゴルの二十世紀一社会主

前のようで
時代が基礎教育の原点では､
と考える昨今です｡

由へ儀瞭義鼻 松島みどり制
副会長は女子｣の時代で副
会長をやり'土井たか子さ
んのポスターを見て｢女で
も国会議員にまでなれるん
だ｡でも君が代､日の丸に
反対の社会党は嫌だ｣と思っ
た記憶があります｡

かわりました｡

を取り戻すこと'治安対策､

べきだと思いました｡

聞き'少子化対策の一つと
して､保健の授業で教える

北野から東大経
済学部'朝日新聞
記者を経て､自民
党初の公募で東京
の下町(墨田㌧荒
川)から立候補し

⁝

生のような感じです｡永年
何かと励ましていただいた
り'親しいつきあいが続い
ているのも'これら附中時
代の先生や友人達です｡有
難いものです｡
あまり勉強した記憶はあ
りませんが'大森久治先生

した｡

年が経ちま

開校間も

ない入学

でしたか
ら'今年60周年とあらた
めて納得した次第です｡
当時は､緑濃さ五月山'

水活き猪名川のほとりの
自然の中の池田城跡が母
校で､少ない生徒､小さ

な校舎'狭い運動場が幸
3期日｡テレビ番

子供の学力･体力の向上が

環境･バイオサイエンスという

ホテルグランビア大阪

(創立30周年記念に皐城会の寄贈)

◎ 『モンゴル風物誌』東京書籍

附中はすぼらしい先生と
友人に恵まれた特別な教育
環境でした｡昨年､前東大
医学部長から｢女性の寿命
は伸びたが卵子の寿命は3
5歳のまま｣という言葉を

組に出る時はトレー
ドマークの赤い服｡

政策の三本柱です｡附小の

ことを思い出しま

｢さよ

哲さん(13期)

服部)

けておられます｡ (10期

｢子どもに愛はいらない一精神科
医がみた子どもの育て方｣
JDC出版

附属中学校の中庭に
長谷川先生の作品が

義を生きた人びとの証言』
中央公論新社

日本の産業が国際競争力

｢生徒会長は男子､

Hiii%jiiiiM
す｡昭和55年(32
昭和56年(33期生)

期生･担当学年)

はようございます｣

が坂下半分を植樹
し､現在の棒坂と
なりました｡棒坂
で生徒諸君と交わした｢お
うなら｣は心の中に強‑残っ
ております｡皆さんとの出
会いに感謝するとともに'
ケヤキのように天に向かっ
て大き‑心を広げ'た‑ま
ています｡

《会員の著作》

院大学家政学部教授｡人間科学部
長等を歴任し､本年4月より学長
に就任｡日本水産学会近畿支部長｡
しくご活躍されることを願っ

◎世界の食文化(3)モンゴル』
農山漁村文化協会
◎『遊牧民のくらし』みんぱく発
見(9)千里文化財団

題に､どう取り組めばよいか｡身

大阪北区茶屋町8 ‑ 6

研究員を経て､ 88年より神戸女学

附中時代はまだ

のケヤキ坂の上
半分の両側に卒
業記念としてケ
ヤキの苗木が植
樹されました｡

登校路は樹木が
ほとんどない長
いコンク‑‑ト坂道でした｡

田中教頭先生が夏枯れを心
配され､夏休み期間中の水
やりを私が担当することに
なりました｡早く大きくな
り木陰をつくってくれるこ

とを願って'卓球部の生徒
の力を借りて農場の湧き水
を汲み取り､水遣りをした

『ソーラー版画展･早春風』

1川合さんは､京都大学大学院農
i学研究科博士課程を修了された農
学博士｡大阪市立環境科学研究所

■人Y.人Y.人Y.人Y.人Y.人Y.人Y.人YAY･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･0･人Y･人Y･人Y人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y･人Y,人Y■人Y入Y.人Y

私が赴任した昭和38年頃
の附属中学校は､芝生に囲
まれた普通教室や､松やプ

キは様々な装いを見せて‑
れますが､私は冬の葉を落
とした裸木の美しさに心が
魅かれます｡葉をつ
けているときには気
づかなかった小枝一
本一本が下向くこと
なく'天に向かって

3月'1 6期生によって現在

◆小長谷(旧姓:水木)有紀さん(25期)

近な所から地球全体で起こってい
る事まで､常に関心を持っ事で的
確な判断を‑｣と穏やかに語りか

◆正岡

ラタナス､ヒマラヤ

スギ､桜､竹などの

樹木に囲まれた特別
教室棟が広い敷地内
に点在する緑の学び
舎でありました｡現

由串在職

力強く伸びている樹形に生
命力を感じます｡昭和39年

3月19日〜25日茶屋町画廊

中馬弘毅(4期)

は特別な思い出があります｡

昭和38‑57年

直原宏明

注目分野に携わる研究者として､
教え子達に｢人間が生きていく事
によって生じてきた種々の環境問

◆みやち治美さん(14期)

附中教育が原点
在'過ぎし日の面影
を残して‑れている
のはこれらの樹木た
ちです｡中でも棒坂

t■■
B■ヽ
ヽLr

《会員の展覧会≫

思い出を語る行政改革担当大臣

春の芽吹き'夏の木陰へ 秋
の紅葉､冬の枯れ枝､ケヤ

･.I.札ど篠原̲ソ̲̲,;yt'/
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