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祝 創立140周年
第49号

母校創立
140 周 年
記 念 号
平成30年３月15日

寺小学校は、創立１４０周年を迎え、去
る11月１日、グランキューブ大阪にて創
立１４０周年記念式典が多数の出席者の
もと盛大にかつ厳粛に執り行われました。
同日、リーガロイヤルホテル大阪に場所
を移して記念祝賀会が開催され、卒業生
によるプロの音楽やトークショーなど多
彩な催しで場を演出されました。

・恩師の先生方や友人たちとの懐かしい

日

・運動場でのスポーツ、今年はスピード

時

平成30年３月27日㊋
AM10：00～12：00

場

所

母校（附属天王寺小学校）

話に花を咲かせましょう。
ガンによる球速測定なども企画してい
ます。
・お菓子・ジュースなどのお店も開きま
す。お楽しみチケットをご利用くださ
い。

26

◆ １４０周年記念誌「若松」より抜粋……
７～ 面
◆附小ＮＯＷ・新名簿発行…………… 面
◆転出された先生方・
「蛸の松」見学…… 面
◆お元気ですか・同期会報告………… 面
◆年会費納入者一覧…………………… 面

★平成23年卒～平成30年卒の人

＜主な記事＞
◆ 創立１４０周年・ジュニア会のご案内 …１面
…
◆名誉会長・会長挨拶…………………２面
◆第 回雛松会総会・懇親会…………３面
◆１４０周年記念式典・祝賀会…４～５面
◆１４０周年記念事業…………………６面

平成29年、母校大阪教育大学附属天王
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心豊かな信頼性ある「学び方改革」を

歴史と伝統を継承しつつ変

のもと、記念事業の計画・
紫藤小学校の児童 人と先

５月、四川省成都師範銀都

⑶雛松会主催のサッカー教

実感いたしました。

月

の方々とともに学校周辺の

トを着用した大勢の保護者

れました。また、そのベス

ー元日本代表のＪリーグ選

の２日間にわたり、サッカ

野惠司先生（大阪教育大学

授業のはじめに、前校長水

ップ作り”
が行われました。

安全を調べる授業“安全マ

月、

手で大阪産業大学准教授の

社会教育講座教授）にご講

年

佐藤慶明様と指導学生さん

室： 平 成

により全校児童にサッカー

演いただきました。

１３７期卒業生記念品

ましたこと、この場をお借

雛松文庫をご寄贈いただき

に、雛松会から記念として

を迎えました。まずはじめ

は、今年度創立１４０周年

りがとうございます。本校

ご協力を賜りまして誠にあ

挑戦し、夢と希望をもって

た、児童も、様々なことに

ことを目指しています。ま

しい時代に輝く学校となる

ることで学校を変革し、新

応じて様々なことに挑戦す

承しつつ、変化する社会に

が築かれた歴史と伝統を継

のスローガンは、諸先輩方

と首藤久美様には、事前に

の際、雛松会の衣笠桂子様

でおもてなししました。そ

化け屋敷、お茶のお点前等

立て、クイズやゲーム、お

年生は数か月前から計画を

もてなししました。特に６

各学年が工夫を凝らしてお

締結を行いました。当日は

生３人をお迎えして姉妹校

の歌声が会場に広がったと

校」の歌声に誘われて児童

た。越野様の「メダカの学

楽をご披露くださいまし

手の越野保宏様によって音

トの掛川歩美様とオペラ歌

式典第二部では、ピアニス

る祝賀会が行われました。

ーガロイヤルホテルにおけ

ーブ大阪における式典、リ

「うまくなる手がかりは自

のために１万回練習する」、 した多くの方々に心より感

た。「 た っ た １ 回 の ゴ ー ル

を見守ってくださいまし

様がお越しくださり、児童

宣様、北城大輔様、澤裕嗣

一様、西村尚子様、重野貴

樹様、櫻井忠孝様、天野伸

三郎様、芳武努様、赤尾滋

三様、柴谷一慶様、平井健

一方で、今年度は全国の

様はじめご支援くださいま

しております。雛松会の皆

取り組んでいくことを期待

希望をもってより意欲的に

ことに挑戦し，将来に夢と

た。本校児童がさまざまな

理科教室などが行われまし

植樹、ＰＴＡによる親子の

現のために、その要となる

と学校の連携・協働）の実

おり、大学のガバナンスの

学校についても注目されて

義を示すことができるよう

代においても学校の存在意

朋子

のご指導をいただきまし

柳本

た。実施にあたり、吉村計

りして心より御礼申し上げ

生きていってほしいという

国立教員養成大学附属学校

長の中野光典様を委員長

となって様々な取り組みを

地域の方々と教職員が一体

披露いただきました。６年

生方に本格的なお点前をご

松会はじめ、保護者、大学、 いただき、当日は中国の先

た音楽の先生のお話もあ

では附小時代に影響を受け

さいました。またお話の中

由様による歌をご披露くだ

⑷学校安全に関わる取り組

でした。

のご講演のお言葉が印象的

とではない」という佐藤様

直しを迫られる年となりま

が今後の在り方について見

平成 年８月「国立教員養

国立教員養成大学に対して

割・特色の明確化が強く求

もと、各校の存在意義・役

ら模索していきたいと思い

引き続きチャレンジしなが

雛松会では、毎年卒業生に記念品を贈呈しています
が、本年度１３７期卒業生には、写真のペンスタンド
にもなる「ペンケース」を贈ることになり、卒業式当
日に、卒業生全員に渡されます。

ます。本校は創立１４０周

分で工夫して答えを出すこ

とした実行委員会を設立

児童も学んだ成果を生かし

謝申し上げます。

年記念事業をすすめるため

と、人から教えてもらうこ

し、 雛 松 会 会 長 西 川 雅 夫

て中国の子どもたちに見事

り、小学校教育の影響力と

者の見守りベストが作成さ

み：ＰＴＡ活動として保護

質向上、チーム学校、地域

会の三つの答申（教員の資

まとめられた中央教育審議

れました。その中で、附属

者会議」の報告書が公表さ

属学校の改革に関する有識

成大学・学部、大学院、附

な事業を契機に、新たな時

業で取り組みはじめた様々

本校は、１４０周年記念事

上げます。

どうぞよろしくお願い申し

れからも変わらぬご支援を

められるようになりました。 ます。雛松会の皆様にはこ

年（１８９１年）に卒業生

一手に受けていたと思われ

学校として、大きな期待を

育てる教育者を生み出す小

し、将来の国のリーダーを

に数少ない雰囲気を醸し出

代を感じさせる制服は全国

築を取り入れた校舎、新時

業人生にそれほど影響を及

校の勉強、将来の自分の職

中学生は、学校の勉強は学

究しております。日本の小

育む教育の在り方などを研

ニケーション力と人間力を

とより世界に通じるコミュ

要な人材を育て、日本はも

と題し、将来企業経営に必

を考える逆思考、すなわち、

ら相手の立場に立って物事

ニケーション力をつけなが

つくりあげ、さらにコミュ

より、誰もが学べる環境を

費を全て無償化することに

学校・高等学校・大学と学

のであります。小学校・中

に付けるなんでやねん教育」 に欠かすことのできないも

任し、
「思考力や論理力を身

常 に 考 疑 心 を 持 っ て「 な

将来に向かっての人材育成

の「就学義務」が課されて

務」が定められており、そ

負う」とある通り、
「就学義

通教育を受けさせる義務を

保護する子女に、９年の普

法第４条に「国民は、その

我が国日本では、教育基本

うな手法の教育も含め、生

教育やマインドマップのよ

非本校附属小学校にも取り

れた「学び方改革」を、是

フィンランド教育を取り入

です。心豊かな信頼性ある

を国や親が支える義務なの

供に課された「学習義務」

学教育が求められています。 であり、フィンランドは子

きる力を身に付けていく実

入れていただくことを切に

親に課された「就学義務」

えれば、日本の教育義務は

育しているのです。言い換

月に取り

実施いたしました。主な記

責任の重大さをあらためて

が集う同窓会として雛松会

した。平成 年

念事業を以下にご紹介した

なお点前を披露することが

ご存知の通り、明治

が設立され、本年で１３７

できました。

月（１８８７年）に大阪府

３年後の雛松会結成
周年に向けて
した。柳本校長より、将来

師範学校附属演習小学校と

希望いたします。

雅夫
に向かっての力強いスピー

いるのは子供ではなく親・
年といえば、西南の役で

西川
ン力を携えた雛松会一同様

チがあり、
「個が生きる」を

ぜそうなのか」
、
「どうして

雛 松 会 会 長
期
（昭和 年卒）

が更に結束を固め、世界に

年を迎えたのでございます。 ぼさないと思っているよう


雛松会も本年で創立１３

向けてグローバルに、次世

して設立されました。明治

３年後の２０２１年には、

ます。その４年後の明治

７年を迎えます。今日に至

モットーとする附属小学校

年７

るまで１１、５８０名を超

の教育方針をさらに推し進

本年も雛松会の皆々様の

代に渡り末永くご活躍され

です。

ますことをご期待申し上げ

ことは、自分が社会人とな

し上げ、当会のますますの

ご活躍とご健勝にご期待申

結果―理由）を突き詰める

日本の教育が見直されよ

発展にご協力賜りますよう

うとする現在、センター試

お願い申し上げます。

雛松会結成１４０周年を盛

って社会貢献していく為の

大に執り行おうと思ってお

「学習義務」なのだと言う

西郷隆盛が自決した年であ

考え方や学び方が要求され

り、いわばあらゆる点で我

ています。ここに、フィン

め、真理を追究し、その本

験廃止になったいま、論理

質を論理的に考え、物事を

的思考、批判的思考を養う

さて昨年は本校も創立１

私ごとですが、一昨年よ

ことを、子供にしっかり教

ります。

ランドの教育に学び、職業

が母校は新政府が将来を託

教育が、これからの日本の

すべく設立した国家のモデ
ル校でありました。西洋建

り芦屋大学の客員教授に就

最後までやり通すことが出
にグランキューブ大阪にて

と述べられました。本校は

史と伝統に培われた気品と、 ４０周年を迎え、
個性豊かな活動力、時代を

式典が盛大に執り行われま

そうなのか」
、
「 Why, Why, 保護者の方ですが、フィン
」 と 因 果 関 係（ 原 因 ― ランドでは学習するという
Why

える卒業生を送り出し、現

年

29

在約６、０００名の方がご

12

る次第でございます。

27

健在で活躍されていらっし

14
来る子供たちを輩出したい

36
月１日

80

生き抜くコミュニケーショ

11

ゃいます。これからも、歴

10

と 共 に“
Change Challenge いと思います。
” と い う ス ロ ー ガ ン ⑴中国との交流：平成
Dream

様、 教 育 後 援 会 理 事 長 西

に、 平 成

きには感無量でした。祝賀

これらの事業の他、桜の

年 月１日、グランキュ

12

⑵記念式典・祝賀会：平成

化する様々なことに挑戦を

実行してまいりました。こ

雛松会名誉会長
大阪教育大学
附属天王寺小学校校長

平素より本校の教育活動



に対して、多大なご支援と

11

会ではジャズ歌手の脇坂真

「ペンケース」

29

６年児童にお点前をご指導

11

願いを表現しています。雛

24

年度ＰＴＡ会

29
10

140

29

村泰彦様と学校側の委員

28
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西川会長ご挨拶

辻本茂先生のご発声により乾杯

平成 29 年４月 15 日㈯大阪マリオット都ホテル

天野

伸一

日（土）午後６時より、「あべ

年卒）

司会の生野さんと佐伯さん

期（昭
和
年４月

回雛松会総会・懇親会」が開催

今回は皆さんお話に夢中で、なかなか壇上に目を

所々で議事を入れなければならないのですが、

同級生同士と皆さん盛り上がっておられました。

囲気の中、話に花が咲き、恩師と生徒、先輩後輩、

懇親会へと場が切り替わったあとは、和やかな雰

こぼれ会・辻本茂先生による乾杯のご発声で、

ングもあり、場内はいつもより和気藹々なムード。

事は進行していきましたが、ちょっとしたハプニ

員選任の報告、赤尾会計監事からの会計報告と議

附小の桜の映像を披露頂きました。その後も、役

続いて柳本明子名誉会長（校長）から、ご挨拶と

さて総会は、西川雅夫会長のご挨拶に始まり、

えることができたら素敵ですね。

も頂いています。卒業生が現役の附小生に何か伝

共有できる機会を創りたいという学校からの宿題

たります。今回の周年記念では、現役の生徒達も

本年は附属天王寺小学校の創立１４０周年にあ

されました。

の間」で、「第

のハルカス」内大阪マリオット都ホテル 階「茜

平成

99

附小は

向けて頂けません。幹事の一人としてはホトホト

分延長して幕を閉じました。

実感した一日でした。

附小卒業生の﹃帰れる場所の一つ﹄であることを

思われがちな総会ですが、意外にホッとできる、

少し敷居が高い（×）↓参加しづらい（○）と

き、総会は

写真撮影と、ホテルスタッフの方々のご協力も頂

卒業生から平成卒業生へのエール、予定外の全員

吉村計三副会長からの閉会のご挨拶、大正・昭和

恒例の校歌斉唱では参加者全員が一体となり、

とだろうと思います。

頂き、皆さん郷愁の想いで胸が一杯になられたこ

近況報告、更にはたくさんのスライドを披露して

その後、副校長である山手隆文先生から母校の

会場は大盛り上がりでした。

もアンコールに次ぐアンコールのリクエストで、

事のご報告の後、ＰＴＡコーラス部の方々の合唱

吉村計三副会長から附小創立１４０周年記念行

ましく感じられました。

んな映像とシンクロして、失礼ながら、少し微笑

ワクワクしておしゃべりが止まらない小学生、そ

こには附小生がいるのですね。遠足の出発前に、

困ったなと思うものの、皆さんの顔を見ると、そ

『帰れる場所の一つ』
和 気 藹 々

30

55
15

36

20

29
エピソードを語る柴谷一慶さん

柳本校長ご挨拶

第36回雛松会
総会・懇親会

吉村副会長閉会のご挨拶
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平成29年11月1日、グランキューブ大阪において、創立
にて記念祝賀会が開催されました。

辞が続き、厳粛な空気の中で進行しました。第二部では卒業

記念式典第一部では、学校長式辞をはじめ各方面からの祝

生でオペラ歌手の越野保宏さん（104期・昭和60年卒）が、

この度は母校の１４０周年記念式典という素晴らしい
場所で、また柳本校長先生はじめ過去から現在まで多く
の附小の関係者の方々、そしてなによりも現役の附小生
の皆さん、保護者の方々の前で歌う機会を与えていただ
き、私にとって驚きと共に嬉しさでいっぱいの経験とな

ともっと誇りに思っても良い素晴らしい曲だと思います。

が、学校名の出てこない校歌は記憶にありません。もっ

全国の小中高校２００校余りに歌いに行っているのです

ない校歌は実はあまり多くはありません。僕自身、日本

でした。
「はばたく心空行けば〜」です。学校名の出てこ

ラムを考えた時に初めに思い浮かんだのは附小の「校歌」

およそ１時間という時間をどの様に使おうか、プログ

りました。

歌唱を披露されました。
「メダカの学校」を歌われた際には、
児童たちの声と共に会場全体に歌声が広がり、参加者が一体

明さん（101期・昭和57年卒）も登壇・スピーチされました。
サッカーの元日本代表で、Ｊリーグでも活躍した佐藤慶
後日11月14日と12月12日の2日間にわたり、附小体育館と

運動場でサッカー教室を開催して頂いた際には、現在准教授

月１日

ーの脇阪真由さん（112期・平成5年卒）による歌の披露とト

記念祝賀会では、海外でも活躍するシンガーソングライタ
ークショーで場を盛り上げて頂きました。

11
となりました。

年

ピアニストの掛川歩美さん（119期・平成12年卒）の演奏で

平成
140周年記念式典が挙行され、その後リーガロイヤルホテル

29

創立１４０周年記念
卒業生が場を演出

オペラ歌手

越野 保宏さん

（104 期・昭和 60 年卒）

をされている大阪産業大学のサッカー部の学生さんと共に、
全校児童にサッカーの指導をされ、児童たちも大満足だった
ようです。
中では、実は校歌よりも強く記憶に残っていた曲でもあ

プロフィ

越野保宏（こし

ール

賀会の壇上でも、この歌を多くの雛松会の諸先輩方と歌

ガオペラ、川西オペラ、京都オ

オ修了。関西二期会、宝塚ベ

関西二期会オペラスタジ

のやすひろ：テノール）

う事が出来て、とても嬉しかったです。是非歌い継いで

ペラ協会等で主要な役を務める。

宝塚演奏家連盟会員。

ルモンテの各氏に師事。関西二期会、

喜多村彪、饗場知昭、ブルーノ・ダ
くなってきて久しいです。これからも、皆が心をひとつ

ます。

にできる歌の大切さを感じながら歌っていきたいと思い

近年「消費される」音楽が多く、皆で歌える曲が少な

いって欲しいと思います。

た）、是非聴いて欲しいと歌いました。記念式典後の祝

ノ伴奏をしてくれた１１９期の掛川さんは知らなかっ

の曲は永らく歌われていないとういことがわかり（ピア

ります。運動会で歌った「商〜都〜浪速の〜」です。こ

もう一つ思い浮かんだのが「ＰＴＡの歌」です。私の

♫
め
だ
か
の
学
校
大合唱
♫

式典と祝賀会に集う

新しい時代への第一歩◀

（5）

歌とトークショー

シンガーソングライター

月に講演会およびサッ

１４０周年記念講演の講師を雛松会よ

り拝命し、昨年

カー教室を実施してきました。本来は

12

月は６年生対象

雛松会の方々に感謝申し上げます。

最後に、このような機会をいただいた

す。

れからも数多く現れることを願っていま

附小ですから、世界で活躍する人間がこ

います。素晴らしい人材を輩出してきた

動していくことなどを伝えれたかなと思

ることの重要性、世界を視野に入れて活

スポーツに対する情熱、独学で解決す

命ボールを追いかけてくれました。

見受けられましたが、肌寒いなか一生懸

転倒者が出るなどエキサイトした場面も

ルめがけての脚の蹴り合いや衝突および

安堵しました。サッカー教室では、ボー

は最後まで静かに聴いてくれてたので、

ら話を進めることが難しい。とりあえず

のポイントが違うので、探りを入れなが

回行いましたが、学年ごとに児童の笑い

今回の講演会は低・中・高学年と計３

講堂でボールを使って指導しました。

に「身体操作能力の向上」をテーマに、

目の訪問となります。

月の開催でしたが雨天順延となり、２度

11

ピアニスト

年卒︶

この度は大阪教育
大学附属天王寺小学校創立
１４０周年記念祝賀会にお招き
いただきましてありがとうございまし
た。
気づけば同級生が今は附属小学校のＰＴ
Ａになり、時の流れを感じるとともに、金
管バンドや制服など変わらないものもあり
ました。忘れてしまっていたこともたくさ
ん あ り、「 Ｐ Ｔ Ａ の 歌 」 が あ っ た こ と は、
曲を聴くまで完全に忘れてしまっていまし
た。しかし、不思議なことに、曲を聴けば
歌詞もメロディーも思い出すものですね。
会でもお話ししたのですが、現在アーテ
ィストとしてのみでなく、ＫｐｏｐやＪｐ
ｏｐのアーティストに楽曲提供をして行く
中で、ふと、子供の頃音楽室で昼休みに聴
かせてもらったＭａｄｏｎｎａのレーザー
ディスクの存在が思い出されました。ご参
加されていましたＰＴＡの方からは、今年
の臨海学舎の出し物で、お嬢様達が私の作
曲しました楽曲を踊ってくださったと嬉し
いご報告も頂きまして、私の創る音楽が後
輩達に楽しい思い出を与えてくれていると
知り、温かい気持ちになりました。ありが

11

掛川 歩美さん
︵１１９期・平成
この度、附小１４０周年記念式典にて演奏させて
頂きました。このような機会を賜りましたこと、大
変光栄に思います。
私は今ピアニスト及びコレペティトゥアとして、オペ

年先輩のテノール越野氏との共演で、しかも今まさ

ラの現場や演奏会等でピアノを弾く仕事をしています。今
回は
に附小に通っている子供たちに演奏を聴いて頂けるとい
う、大変嬉しい機会でした。教育現場での演奏はいつも子
供たちから力をもらいますが、今回も、皆のエネルギーや
息遣いを肌で感じ、刺激的な音楽の時間を一緒に過ごす事
が出来ました。
また祝賀会では、沢山の見知らぬ先輩方と同席させて頂
きましたが、同じ場所で育ったという根っこの部分がこん
なにも大きなことなのかと驚かされました。それ程、何か
馴染み深いような不思議な空間でした。
多くの先輩方に見守られ学校生活を送ってい

サッカー教室
とうございました。

佐藤 慶明さん

サッカー元日本代表元Ｊリーガー

12

たことを改めて知り、後輩たちのために
自分に出来ることを思う日となりま
した。

︵１１２期・平成５年卒︶

脇坂 真由さん

15

（101 期・昭和 57 年卒）

創立140周年記念誌「若松」より抜粋

Change Challenge Dream
（１）成都師範銀都紫藤小学校（中国四川省）との姉妹校締結
～日本文化“おもてなし”で歓迎～

（6）

創立140周年となる今年、140周年記念事業実行委
員会では、スローガンを考えました。

2017年５月15日に中国四川省の成都師範銀都紫藤小学校の先生方３人と児童24人（２年生16人、１年
生８人）をお迎えし、姉妹校締結を行いました。銀都紫藤小学校は２年前に最新のICT教育の設備を整
えて設立された学校です。また、学校長の黄敏麗先生は1997年に大阪教育大学に教員研修留学生として
留学し１年間数学教育を研究された方です。以来、本校学校長と数学教育の研究交流とともに親交を深
める中で、本校との姉妹校締結に至りました。

そのスローガンは、
Change Challenge Dream ～新しい時代への第一歩～
です。
これは、附属天王寺小学校が様々なことに挑戦
（チャレンジ）することで変革（チェンジ）し、新
しい時代に輝く学校となることを目指しています。
また、附小で学ぶ子どもたちも、様々なことに挑

歓迎式で成都師範銀
都紫藤小学校の皆さ
んと対面しました。

戦（チャレンジ）し、夢（ドリーム）をもって学校

当日は各学年が工夫を凝らしたおもてなしをしました。一緒に過ごした子ども達は、言葉が通じなく

生活を過ごして欲しいという願いを表現していま

ても身振り手振りで心を通わせたことに大興奮のようでした。特に６年生は２～３ヶ月前から中国の文

す。

化を調べ、各グループでゲームや遊び、お化け屋敷、お茶のお点前などの準備を計画し、事前に銀都紫

このスローガンのもと、教職員、保護者、大学、雛

藤小学校の子ども達とテレビ会議でお話していましたので、喜びもひとしおでした。
おもてなしにあたって、７人の保護者通訳の方々、PTA役員はじめ委員会の皆様にも準備の段階か

松会、そして地域の皆さんが一体となって様々な取
り組みを始めました。

ら多大なご協力をいただきました。PTA図書委員会の皆様には、中国語訳付きで絵本の読み聞かせを
披露していただきました。雛松会の衣笠様と首藤様は中国の先生方はじめ当日来校された台湾や日本の
お客様を本格的なお点前でおもてなしくださいました。また事前には、６年生児童にお茶のお点前のご
指導をいただきました。
上町地域のNPO 法人「まち・すまいづくり」理事長の竹村様には大阪観光・宿泊のお手伝いをいただ
きました。皆様のご協力にあらためて感謝申し上げます。帰国後、黄先生からいただいたお手紙の最後
には漢詩の一部が書かれていました。『誰言寸草心、 报得三春晖』（孟郊）。これは「子どもが母親の愛
にすべて報いることができない。」という意味で、銀都紫藤小学校の皆は附属天王寺小学校に恩を大変
感じていると重ねてお言葉をいただきました。本校の児童もこのような国際交流による感動を心に刻み、

140周年
記念事業

ここでは新しい時代への
第一歩を踏み出した学校の
取り組みの一部を紹介しま
す。

将来、グローバル社会で活躍できるようになることを期待しています。

140周年記念事業

新
し
い
時
代
へ
の
第
一
歩
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「にこにこマーク」の
形に並んで一緒に記
念写真をとりました。
（１年生）

ヨーヨ一つりで遊びました。
（６年生）

歓迎式で歌を歌いました。一緒に
体を動かして聞いてくれました。
（２年生）

日本の給食を食べながら、身振り手振
りでお話しました。（３年生）

羽子板で羽根つきに挑戦！
色々な日本の遊びを紹介しました。
（４年生）

いつも遊んでいる “ こおりおに ” な
ど、運動場で一緒に思いっきり走
りました。（５年生）

76

お茶のお点前でおもてなしをしました。
（６年生）

雛松会の衣笠様と首藤様にお点前を
教えていただきました。（６年生）

PTA 図書委員会と保護者の中国語通訳
の方による中国語訳付きの絵本の読み
聞かせがありました。

3 年生は来日児童と共に、中国成都で待っ
ている銀都紫藤小学校の友達とテレビ会
議をしました。その後、中国の舞踊を見
せていただきました。
77

創立140周年記念誌「若松」より抜粋

（7）

学校の新しい施設・設備

【電子黒板】
５．６年生の合わせて６クラスそれぞれに、電子黒板が設置されました。大画面で見やすい機材の導入
により外国語活動や社会科の資料提示、iPadと連動させて考え方を見せ合うなど、様々な教科や場面で

【iPad】
児童が使えるようにiPad40台が導入されました。

活躍しています。

子ども同士の情報や考え方が一層伝わりやすくな
り一緒に考えたり、調べたいときに調べることが
容易になりました。

【ふきぬけ掲示板】
卒業記念品としてＰＴＡより寄贈された掲示板が玄関の吹き抜けを彩っています。写真のように広く使える
掲示板がどんどん増えたことで、ＰＴＡのお知らせやポスター、子どもの作品なども多く飾ることができます。
学校の新しい施設・設備

【理科室プロジェクター】
大型の投影機として、プロジェクターや書画

【バスケットゴール】
運動場の設備としてバスケットゴールが新しくなりました。体育科の授業やクラブ活動でも活躍してい
ます。また、放課後には、子どもたちが学年を超えて遊ぶ姿も見られます。

カメラが設置されました。理科室では、黒板
を用いて考えや予想、結果などをまとめなが
ら、書画カメラでノートをスクリーンにうつ
して、自分の考え方を発表するなどして、活

【講堂クーラー】

用しています。
講堂に冷暖房器具が設置されました。２月の研究発表会や入学説明会、学芸会といった行事など、暑さ
寒さを緩和することができ、快適な行事の進行をすることができるようになりました。

学校の新しい施設・設備

【ひなまつ広場】
【理科室プロジェクター】

39

東館校舎の隣りに、ひなまつ広場ができました。今では芝生も広がり、休み時間にくつろぐ子どもの様
子や、生活科や理科で自然の観察をする子どもの様子も見かけられます。また、春にはハルカスと桜を

大型の投影機として、プロジェクターや書画
カメラが設置されました。理科室では、黒板

38

同時に見上げることもでき、子どもにも大人気の場所になっています。

を用いて考えや予想、結果などをまとめなが
ら、書画カメラでノートをスクリーンにうつ
して、自分の考え方を発表するなどして、活
用しています。

学校の新しい施設・設備

【給食室】

【ひなまつ広場】

■ 自動食器洗浄機

平成25年度より食に関する専門性と指導力を兼揃えた栄養

平成27年には自動食器洗浄機を

教諭が任用されるようになり、平成24年度には給食室前の

新しいものに換えました。操作

非常扉に今日の給食献立に加えて使用食材についても掲示

が 簡 単 に な り、 毎 日 約700人 分

するようになりました。登校時や休み時間に「食べものの

の食器を洗浄することに役立っ

３つの働き」を目にすることができます。

ています。

東館校舎の隣りに、ひなまつ広場ができました。今では芝生も広がり、休み時間にくつろぐ子どもの様
子や、生活科や理科で自然の観察をする子どもの様子も見かけられます。また、春にはハルカスと桜を
同時に見上げることもでき、子どもにも大人気の場所になっています。

40

■ 鉄製の回転釜

■ スチームコンベクションオーブン

平成26年より鉄製の回転釜を２台導入しました。

平成28年には、スチームコンベクションオーブンを新しいも

熱伝導がよく、炒め物や揚げ物をより美味しく調

のに換えました。「焼く」と「蒸す」を組み合わせた調理が

理することができます。また調理によって釜から

可能なため、焼き魚もふっくら焼き上げることができます。

食品に鉄分が溶け出すため、成長期に必要な栄養

野菜をゆでる際に回転釜ではなく、オーブンで蒸すことに

素の摂取に繋がります。

よって色よく仕上げ、栄養素の損失も防ぐことができます。

■ ステンレス製の回転釜
平成29年には、ステンレス製の回転釜を２台新し 40
く換えました。焦げ付きにくく、手入れがしやす
いです。
現在、鉄製とステンレス製がそれぞれ２台ずつ計
４台の釜で汁物、煮物、炒め物、揚げ物など様々
な調理を行っています。

創立140周年記念誌「若松」
より抜粋
創立140周年

創立140周年

（8）

創立 140 周年を祝して

祝

文部科学大臣

大阪府知事

林

芳正

松井

大阪教育大学附属天王寺小学校が明治 10 年に大阪府師範学校附属演習学校として創設されて以来、
本年で 140 周年を迎えられたこと、誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。

辞
一郎

大阪教育大学附属天王寺小学校が創立 140 周年を迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。
貴校は明治 10 年に大阪府師範学校の附属演習小学校として創立されて以来、時代の大きな変動の中、

大阪教育大学附属天王寺小学校の長い歴史と輝かしい伝統は、大学当局及び歴代の校長先生をはじめ

今日に至るまで 140 年の輝かしい歴史と伝統を築いてこられました。この間、平素の教育活動に加え、

とする教職員の方々、そして保護者、同窓会の皆様等の熱い思いの積み重ねとたゆまぬ努力の賜物であ

教育に関する理論の研究や実践に取り組まれるなど、大阪のみならず、わが国の教育の振興と発展に多

り、そのご尽力に心から敬意を表します。

大な功績をあげてこられました。歴代の校長をはじめ、教職員、保護者、卒業生の皆様のたゆまぬ御努

国立大学附属学校は、実験的・先導的な教育課題に取り組み、全国の学校のモデルとなること、また、
大学における教育研究に貢献することにより、日頃の実践の成果を国民や地域社会に確実に還元するこ
とが強く求められています。

力に深く敬意を表します。
貴校では、「個が生きる学校」を教育目標として掲げられ、自ら考え行動し、他者と協力しながら課
題を解決する力を身につけた子どもたちの育成を進められております。また、毎年度、時代のニーズに

貴校におかれては、公私立学校とは異なる存在意義や役割、特色を持った国立大学附属学校として、

応じた研究テーマを定められ、その指導のあり方を探求しておられます。これからのグローバル化や情

実験的・先導的な教育課題に積極的に取り組まれるとともに、地域の教員を対象とするワークショップ

報化が急速に進展する社会に必要な能力の育成、また、未来の大阪をリードする人材の育成に大いに期

や研究会を数多く開催されるなど、若手教員の授業力の育成に貢献してこられました。また、長年にわ

待するところです。

たり「個が生きる学校」を学校目標に掲げ、克己心や探求心を持ち、仲間とともに励まし合い困難を乗
り越える強さや仲間とともに表現し作り上げる創造性の涵養に力を注ぎ、これまでに 13,439 名にのぼ
る多数の卒業生を輩出され、多くの有為な人材が社会の各界において活躍しておられます。

在校生の皆様は、先輩方が 140 年という長きにわたり積み重ねてこられた伝統に新たな歴史を刻むべ
く、これからも学問に、スポーツに切磋琢磨し、大いに頑張っていただきたいと思います。
現在、大阪府では 2025 年の万博開催の実現に向け、オールジャパン体制のもと、国や経済界ととも

今後とも、このような実績と特色を最大限に生かし、新たな教育課題の解決に向けた教育・研究に率

に誘致活動を行っています。1970 年に「人類の進歩と調和」をテーマに開催された万博から 55 年、今

先して取り組み、我が国の学校教育全体の質の向上をリードする国立大学附属学校の中でも、特に主導

回の万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、一人ひとりが心身ともに豊かさを感

的な役割を果たす学校として、さらなる飛躍を遂げられることを期待しております。

じられる社会の実現をめざします。万博の実現に向け、皆様の御支援、御協力をよろしくお願いいたし

最後に、大阪教育大学附属天王寺小学校及び関係の皆様の今後ますますのご発展、ご活躍を祈念申し
上げ、お祝いの言葉といたします。

ます。
結びに、貴校が創立 140 周年を契機として、更なる飛躍と御発展を遂げられますこと、また、皆様の
御健勝、御多幸を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
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創立140周年

祝

辞
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創立140周年

創立 140 周年に寄せて

創立 140 周年に寄せる

大阪市長

大阪教育大学学長

吉村

洋文

大阪教育大学附属天王寺小学校が、創立 140 周年を迎えられましたことを、心からお喜び申しあげま
す。

栗林

澄夫

大阪教育大学附属天王寺小学校は、1877 年（明治 10 年）に、当時の北区常安町（現在の中之島）の
大阪府師範学校内附属演習学校として設置されたことが始まりです。爾来、学校の名称が変わること十

大阪教育大学附属天王寺小学校は、明治 10 年に大阪府師範学校附属演習校として開校し、以来、多

度にして、2004 年（平成 16 年）母体となる大阪教育大学の国立大学法人化に伴い、大阪教育大学附属

くの優れた人材を輩出されるとともに、教育の理論と実践に関する研究に多大の成果を収められ、わが

天王寺小学校に改称し、現在に至っています。その間、大阪教育大学の前身となる大阪府師範学校が敷

国の学校教育の振興と発展に大きく貢献してこられました。

地の狭隘化、あるいは官立への移行等の理由で移転を繰り返す中で、附属小学校も様々な変遷を経験し、

明治・大正・昭和の激動を経て、平成の今日まで幾多の困難を乗り越え、このたび創立 140 周年を迎
えられたことは誠に意義深く、歴代校長先生をはじめとする教職員や PTA など、皆様方のご熱意とご
尽力に、深く敬意を表する次第であります。

1953 年（昭和 28 年）に阿倍野区松崎町の現校舎への一部移転を開始し、1955 年（昭和 30 年）に移転
を完了し、現在に至っています。
こうした長い歴史の中で、附属天王寺小学校は設置本来の目的に沿った役割を十分に果たしてきたと

今日、国におきましては、「生きる力」を育むという理念のもと、変化の激しいこれからの社会を生
きるために、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」を総合的に育む教育が推進されております。
激しく変動する社会情勢に対応し、自ら課題を見つけ解決する能力を備えた人材の育成は不可欠であ
り、学校教育の果たす役割は極めて重要であります。
大阪市におきましても、子どもの確かな成長をめざして、子どもたちが充実した教育を受けることが

考えています。その目的とは、官立という国の機関と府立という大阪の地域の機関としての形態を経験
してきていることからも分かるように、国の初等教育機関のモデル学校としての機能を持ち、地域にお
いてもその役割を果たすことです。国立の附属学校においては、大学と共同し学校教育に関する教育研
究の進展に寄与すること、大学の教育実習を行うことが義務付けられていますが、附属天王寺小学校の
ホームページには「本校の性格」として４つの特色が挙げられています。

できるよう環境の整備を進めております。今後も、国際化や ICT 化の時代に応じ、教育環境をより充

１．大学と一体となって、教育の理論と実際に関する研究を行います。

実させ、子どもたちが心豊かに力強く生き抜き、未来を切り拓く力を備えるよう、社会総がかりで子ど

２．大学の教育実習機関として、実習生を随時受け入れ、適切な指導を行います。

もの教育に取り組んでまいります。

３．教育に関する理論を研究し、教育実践に役立てています。

校長先生はじめ教職員の皆様方には、次代を担う子どもたちの教育と健全育成に一層ご尽力いただき
ますようお願い申しあげます。

４．現職教員に研修の場を提供します。
国立大学法人の附属学校として求められる基準を満たしつつ、教育の実践の場においても教育と地域

また、児童の皆さんには、大きな夢と希望をもって、未来に羽ばたいていかれることを心から願って
おります。

の将来にとって有益だと考えられる理論の構築に向かって教職員が努力している実情を理解していただ
けるものと思います。

創立 140 周年を機として、大阪教育大学附属天王寺小学校が、これまでの輝かしい歴史と伝統を継承
しつつ、さらなる飛躍を遂げられますことを祈念いたしまして、お祝いのことばといたします。

初等教育ばかりではなく、高等教育までも含む日本の教育は全体として、捉えようによっては、いま
大きな転換点を迎えていると考えることもできます。グローバル化の進展の中で、英語の運用能力の育
成をも含めて、教育が国際標準に適合していることを説明できる客観的な指標を整備すること、急速に
進展する ICT の環境に柔軟に対応できる能力を養成することをはじめとして、教育は様々な課題に直
面しています。附属天王寺小学校は、長い歴史の中で培ってきたこれまでの経験を活かして新たな教育
課題に向き合い、解決策を提示してくれると信じますし、期待しています。
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（9）
OBの先生

大阪市教委「貧困対策」

140 周年記念に寄せて

昭和33年〜昭和39年

昭和42年〜昭和56年

灰山

徳子

日髙

８月 31 日の新聞記事で大阪市教委が子どもの貧困対策として、無料・低額で食事を提供する「子ど
も食堂などでボランティア活動をした学生らを対象に…教員採用試験で加点を検討する方針を明らかに
した」と読みました。私の在職中の附小の子ども達は、それはご両親の愛を十二分に受けて「しあわせ
いっぱい」の小学生時代だったと思います。PTA 後援会にはそれはご理解と熱いお心持をいただいた
おかげと、感謝の極みでございます。ありがとうございました。

敬造

傘寿を超えた 81 歳、５月初旬右脚大腿骨骨折で苦しみながら３か月間入院し、現在リハビリに専念
している現況です。この体験は健康の大切さを思い知らされました。
附小に赴任したのは昭和 42 年４月 31 歳、当時の教官、各教科において錚錚たる連中がおられました。
普段の勉学の知識から編み出される知恵、溢れた愛情、児童の眼の輝きから測る理解度、脳から発する
呟きから転嫁して初期内容を深めたり広めたりする変容さ、こんな授業に満ち溢れていました。教官室
の黒板右端に自発的に自己研鑚のための授業日時を記し、自由参加の教官に意見を求めたものでした。
児童は素直で明るく前向きに授業や運動に参加したし、教官共々とよく遊んだ。想い出されるのは、
低学年は膝の上に座り白髪抜き、高学年は読書競争、余ったプリントは一年間で天井に届くほどまで勉
学に勤しんでくれました。
保護者の方々は学校には常に前向きで集会や参観には話を聞き入り、内外の諸行事に積極的に参加さ
れた。想い出すのは新入生の面接で父親が机の上に座るハプニングもありました。
14 年間つまり昭和 56 年３月まで在籍させて頂きました。在籍中の 52 年から大阪教育大学２部の週
２コマの算数の講義を兼務で教え、以後大学教員への道を拓かせていただきました。
附小在任中はよく勉学に勤しんだし、学校や自宅で積極的に原稿を執筆したし、教官共々よく遊び、
保護者と親密に語り合ったことが懐かしい記憶の一こまになっています。

心を揺さぶる先達の言葉

教師としての自覚を持たせてくれた附小時代

昭和41年〜昭和63年

昭和45年〜昭和47年

田中

建司

成瀬

昭和 41 年から昭和 63 年迄の 22 年間、附小に勤務し、子どもたちとの学び合いが続きました。多く
の皆様に支えられ、人生で一番充実し、切磋琢磨の期間でした。
26 歳の若輩で着任した当時は、東京オリンピックも終わり、ビートルズ来日公演が大きなニュース
となっていた頃です。
人生の半分は言葉で成り立っているといわれていますが、附小での多くの先達から受けた貴重な言葉
は、しっかりと私の指針となり、今も言葉の深さをかみしめているところです。ほんの一例ですがその
言葉をご紹介しましょう。
当時、校長の高妻巳子雄先生からは、「田中建さん、子どもが気づいていないよさをみつけて褒めて
あげなさいよ。」と教えていただきました。子どもをいろいろな視点からよくみなさいよということで
あったと思います。射手矢幸夫先生からは、「子どもは自分の力で考える力を持っている。ただそこま
でもっていく導入が大切ですね。」と授業を通してアドバイスを受けました。先生の授業を何度も見せ
ていただき、目からうろこで気づくことが多くありました。乾一雄先生からは、「段取りよく仕事をし
いやと。原晃一郎先生からは「むずかしい授業ほどやさしく、おもしろく」でした。辻野利郎先生から
は「根をはる仕事を」と教えられました。宿直の晩に門の近くを夜泣きそばやの屋台に首をつっ込んで
教育談義が始まることもありました。
現在、附小の歴史と伝統を引継いで下さっている皆様、子どもの幸せを願って邁進してください。創
立 140 周年、誠におめでとうございます。

OBの先生
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OBの先生

修

附属天王寺小学校・開学 140 周年を迎えられて心よりお慶び申し上げます。この伝統ある学校に昭和
45 年～ 47 年の２年間、短い期間でしたが、在任できましたことを自分の誇りとしています。大学を卒
業してすぐに音楽専科の教師として附小に赴任しました。まだ教師としての自覚が十分でなく、先輩諸
先生方の個性豊かな授業を見学させて頂いたり、研究授業後の反省会では厳しい意見交換において様々
な考え方の違いがありましたが、行事になると全職員が一致団結する見事なチームプレー等を体験しま
した。そういう中で自分の今日としての自覚や考え方が育まれてきました。
本年３月で全ての教職から退きました。小学校・高等学校・短大の大学と４つの学校を経験しました。
最後まで大過なく仕事を全うできたのはひとえに附小時代に諸先生方から学んだことが大きな礎となっ
ています。「物事を一つの方向からだけではなく、様々な角度から考え、そしてそれが子ども達の将来
に与える影響を考える。」この様な力が私の中で育まれてきました。40 年余り前に子どもたちから「ド
ラキュラー」だ「ドラキュラーが来たぞ！」と親しく叫ばれたことを懐かしく思いだされます。
附小ならびに皆々様の益々のご発展をお祈り申し上げます。

附小の思い出
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附天小での算数研究を振り返って

教育改革のうねりの中で

昭和50年〜平成５年

昭和58年〜平成元年

創立 140 周年を迎えられたこと、誠におめでとうございます。
歴史と伝統、そして偉大な諸先輩の先生方がいらっしゃった附属天王寺小学校で勤められたこと、本
当に光栄に思っています。
いろんなことが思い出されますが、教師としての基礎基本を学ばせていただきました。特に、算数科
の研究活動に関してはとっても多くのことを学ぶことができました。お蔭で、現職を退職した後も学校
現場の若い先生方の「算数の授業づくり」のお手伝いをさせてもらっています。感謝の限りですし、と
ても楽しい時間が持てています。
今も強く心に残っている研究では、研究テーマ「個が生きる学校」がスタートした頃（今から振り返
れば、30 年も前）のことです。その当時の算数部３人で「見通し」について考えたのです。この「見通し」は、
平成の現在も算数の授業づくりをするときに、問題解決の過程を踏んだ授業づくりの重要な要素として
取り上げられています。「見通し」は、算数の授業づくりでは、とても大事なのですが、この「見通し」
について当時の研究紀要に、その定義や見通しを持たせる意義・手立てがまとめられていて、今、読み
返してもうまくまとめられていることを自慢に思っています。
附属天王寺小学校での教職経験から私が今も大切にしていることは、「学び続けること」です。いつ
の時代でも、時代の変化を見極め、新しいことを求めて、学び続けることを大事にしたいと思っています。

創立 140 周年、誠におめでとうございます。
私の在職中に大きな教育改革がありました。１・２年生の「社会科」と「理科」が廃止され、
「生活科」
が創設されたのです。先例がないため、全国の小学校の先生方が戸惑い、不安をもっていました。附属
天王寺小では私を含む３人が「生活科」の担当者となったのですが、多くの先生方の不安に応える必要
があると考え、近畿の他の附属小学校の先生方によびかけて、ともに「生活科授業研究会」を立ち上げ
たのです。平成元年には、文部省（当時）の初代生活科教科調査官の「中野重人先生」を講師として招
聘し、研究・実践交流の場とする研究発表会を初めて開催しました。全国から２千名以上の先生方が真
夏の附属天王寺小に集まり、各教室で白熱した議論がなされました。蒸し風呂のような超満員の体育館
の暑さをしのぐのは、扇風機と数本の氷柱だけでした。
私たちが研究・実践をはじめたころは、全国のほとんどの小学生はまだ「生活科」を学んでいません
でした。当時、１・２年生として「生活科」を学んだ皆さんは、このころの様子を記憶しておられるで
しょうか。
その後、平成４年に正式に「生活科」が始まったのです。
このような教育改革のうねりの中で、児童の皆さんとともに学ぶことができたことを誇りに思ってい
ます。
大阪教育大学附属天王寺小学校のますますのご発展をお祈りいたします。

研究とは日本で初めてのことをするものなんだ！

私を育ててくれた附小に感謝

昭和53年〜平成10年

昭和60年〜平成20年

矢谷

藤倉

早草

健一

服部

憲一

大阪教育大学附属天王寺小学校創立 140 周年おめでとうございます。
私は 20 年もお世話になりいくつもの思い出がありますが、その中の一コマをお話しさせていただき
ます。赴任してすぐに「研究とは日本で初めてのことをするものなんだ。」とある先生から言われました。
「授業全体で新しいことをするのはまだ無理と思うので、発問、グループ編成などから始めれば良いの
では。」と。その言葉に嬉しさを感じるとともに、大変な学校へ勤めたものだと思ったものです。教師
３年目の私に「日本で初めてのことをせよ！」という課題を出す学校に驚きと素晴らしさを感じました。
優秀な先輩方は、研究討議会で私の一言に対して 10 ほどの意見を述べられ、黙っていると「何故自分
の考えを述べないのだ。」とお叱りの言葉。エンドレスに続く討議会。夜７時頃になると教頭先生が「い
せや」からうどんを取ろうか？です。
研究主任の時、1,000 人の参加者を集めようと皆で知恵を絞り魅力的な研究主題とその実践、そして
素敵な大講師の招聘を考えました。おかげで、初めて 1,000 人を超える参加者があり、天王寺駅から学
校まで人の列が続いたのはびっくりでした。どの教室も参加者で溢れ、私が行っていた理科の「相互参
観授業」（今でいうアクティブ・ラーニングですが）も、実験のプレゼンしている子どもたちを人が取
り囲み、私は参観者の間をぬうようにして授業をしたのを思い出します。それ以降教職員の皆さんの努
力で多くの参加者を集められていることとても頼もしく思います。
最後に、保護者の方と子どもたちにお礼を述べたいとと思います。人間的に豊かで聡明な保護者の方
からは人生の事を多く教えられました。また、大人をも凌ぐ素晴らしい発想を持つ子どもたちからは、
人間の可能性というものを学ばせてもらいました。そして、附属天王寺小学校が日本の教育に貢献する
教育デザインを提案してくれることを願ってやみません。
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寛

敬一

大阪教育大学附属天王寺小学校の創立 140 周年、誠におめでとうございます。
副校長時代に迎えた 130 周年から 10 年かと、月日の経つ速さを改めて感じています。そういう私も
今年度で長年の教師生活を終えることになりました。ふりかえれば、短かったようでも長かったようで
もありますが、その大半を附属天王寺小学校で過ごすことができたことは何よりも幸福でした。
私自身、附属天王寺小学校との出会いがなければ、教えることの意味を浅くしか理解していなかった
と思います。また、本当に分かるということがどれほど有意義で楽しいかということについても知るこ
とはなかったと思います。それを教えてくれたのは、やはり附属天王寺小学校の子ども達です。分かり
きったことや既に知っていることを指導する授業でもつき合ってくれますが、本当に学びがあったとき
にはどの子も目を輝かせ、驚きと、納得の表情を見せてくれます。その瞬間に教師として授業をする喜
びを感じましたし、それが見たくて教材研究に取り組みました。そのことが私の教師としての基礎とな
り、長年の教師生活を充実したものにすることができました。
これからも附属天王寺小学校が子どもにとっても教師にとっても素晴らしい学びの場であることを
願っています。
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OBの先生

思い出深い附小

新しいステージへ！

平成２年〜平成16年

平成８年〜平成12年

井上

義則

安井

創立 140 周年、誠におめでとうございます。附属天王寺小学校には、平成２年度から、14 年間お世

義和

附属天王寺小学校は創立 140 周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。関係者皆様はじめ、卒業
生・在校生皆様のご努力に敬意を表します。

話になりました。
14 年間、個性豊かで元気いっぱいの子どもたち、学校に協力的な保護者の方々、学校を常に支えて
いただいた後援会、同窓会の皆様のおかげでたいへん充実した教員生活を送ることができました。
平成８年には、インターネット接続されたコンピュータ 20 台が整備されました。今ではネット接続
されたコンピュータを活用した教育は、当たり前のことですが、当時は活用の仕方について、十分明ら
かにされていませんでした。そこで、コンピュータ教育研究部を中心に、全員で何度も研修を深めました。
また、平成 13 年には、これまで秋に実施することの多かった研究発表会を２月に実施しました。講
堂や教室にあふれるくらい、他校の先生方に参会いただきました。研究発表会に向けて、最終電車の時
刻を気にしながら、夜遅くまで研究部の先生方と話し合いを続けたことは、今ではよい思い出の一つで
す。

ご存じのように文部科学省が今後の国立教員養成大学・学部の在り方の一環として附属学校の在り方
も議論されています。これは今に始まったことではなく、この 2、30 年は常に俎上にあります。大阪教
育大学も今春から「ReBorn」なるキャッチフレーズで大きく変革されました。そのラインを外せない
苦しさも附天小にはおありでしょうが、元職員の一員としてのお願いは Echo Chambar 対応を頭にお
いて対応をお考え下さいますようにお願いします。米食の好きな方とパン食の好きな方とがそのまま議
論しては（多分）平行線になるだけだと思えます。お米の好きな方は議論としてはパンの良さを、パン
の好きな方はお米の良さをそれぞれ議論してこそ、一つの方向が見えるのではと思います。附天小 140
周年を機に出版される「若松」を目にして下さる方の大半は附属存続論でしょうが、あえて附属不要論（過
激すぎでごめんなさい）の立脚点で附属を考えていただくと、逆に附属の進む方向が見えるのではと楽
観しています。私ごとですが大教大を離れて私学で教員養成に関与して約 10 年になる立場からのお願

思い出深い伝統ある附属天王寺小学校のますますの発展を切に願っています。

いです。

附属天王寺小学校の思い出

得難い経験に感謝

平成２年〜平成25年

平成10年〜平成24年

八木

義仁

多田

附属天王寺小学校創立 140 周年おめでとうございます。
私は、平成２年４月から平成 25 年３月までの 23 年間在職しました。18 年間を教諭として、また、
５年間を副校長として勤務しました。
教諭時代の思い出は、研究発表会です。日頃の教育実践を全国の先生方に発信できる絶好の機会でし
た。そこでいただいた意見を、また子どもたちへの教育に返していくことは教師として、大きく育てて
いただくことになりました。中でも平成 13 年２月の研究発表会は、研究部長として、思い出深いもの
でした。全国から 1800 人をこえる先生方にご参集いただきました。今では２月開催は当たり前ですが、
当時は秋が通例で、２月はありえない時期でした。夜遅くまで準備に追われましたが、同僚と一体となっ
て事にあたったことが思い出されます。
副校長時代は、耐震工事に関わらせていただきました。平成 21 年度は校舎、平成 24 年度は体育館の
工事を行いました。子どもたちの確かな安全とよりよい教育環境に関わる事業のため、最善を尽くしま
した。全教室へのプロジェクターや電動スクリーンなどの教育設備、割れないガラス扉やインターフォ
ンなどの安全対策、講堂のエアコン導入や視聴覚設備など、子どもが活躍できるように改修しました。
これからも、子どもたちが輝く附属天王寺小学校であり続けることを祈念しています。
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OBの先生

和彦

大阪教育大学附属天王寺小学校、創立 140 周年を迎えられること心よりお祝い申し上げます。
私が赴任した平成 10 年は、多くの先輩方が異動され７名の仲間と同時に着任しました。私の研究教
科は体育科でしたが、指導要領の改訂、教育課題の多様化や複雑化も伴って、指導方法等について試行
錯誤の連続だったことを思い出します。研究ツールについても、アナログからデジタルへの変遷過程で
あり、手書きやワープロによる紙媒体中心の処理方法から、パソコンやデジタルカメラ、デジタルビデ
オを活用したデジタル処理へと変わっていく時期で、費用的にも技術的にも苦労した時期でした。運動
のコツや技術的なポイントを何とか子どもたちに伝えたくて、写真や動画を撮影して何度も教室や体育
館で見せたり話したりした記録が、今も私の宝物として残っています。毎月開かれる学級集会や、年間
を通して行われる各種学校行事に、毎回熱心に参加される保護者の皆さんや雛松会役員の皆さん、OB
職員の皆さんから、「附小愛」を感じ続けていました。運動会、臨海学舎、スキー教室、耐寒かけ足、
といった体育行事の運営を通じても、附小の伝統とともに諸先輩方の研究成果や工夫を感じることがで
きました。
14 年間の在職期間に、教科教育研究の難しさとやりがいを自覚したこと、附小に関係する皆さんが
学校を愛する思いの深さを知ったこと、歴史や伝統に裏付けされた「続けることの重み」を実感したこ
と、これらは私にとって今後得難い貴重な経験でした。本当にありがとうございました。これからも附
小ファンでいたいと心から思います。

附小の思い出

貴重な 10 年間

在任期間の大きな変化

平成12年〜平成22年

平成23年〜平成28年

西川

（10）

水野

理嘉

創立 140 周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。
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OBの先生

惠司

私の在任期間、附属天王寺小学校に教員人事制度と施設改修との２つの大きな変化がありました。本

私は、平成 12 年度より 10 年間勤務いたしました。人生の中ではほんの 10 年間ですが、私にとって

校の教員は府市教育委員会との人事交流で着帰任するのですが、本校と教員の希望を重視し、長期間勤

はその後の人生を大きく変える貴重な 10 年間です。教師として教えることの難しさと楽しさを教えて

務する事例が多くありました。しかし、今後基本６年の在任期間を厳守することとなりました。この変

いただきました。また、自らが学ぶことの面白さも教えていただきました。学びの深さは測り知れない
ものです。まだまだではありますが、常に学んでいるという姿勢で、今この時も歩むことができていま
す。すべて、附属天王寺小学校で出会うことのできた先生方や子どもたち、保護者の皆様、後援会の皆
様、あらゆる方々のおかげです。
もうひとつ、子どもたちのもつ力の無限の大きさを実感することができました。様々な行事の中でも
臨海学舎は子どもたちをひとまわりもふたまわりも成長させ、そして、「やってできないことはない。」
ということを、身をもって学びます。そんな子どもたちは、それぞれに大志を抱いて世界に羽ばたいて
います。10 年間に出会った、そんな子どもたちを、何より誇りに思います。
大阪教育大学附属天王寺小学校の皆様に、感謝しまして、記念の言葉とさせていただきます。ありが

化により本校独自の教育 · 研究を推進しにくくなった一方で、公立学校と教育課題を共有しやすくなる
という賛否両論の両側面があります。いずれにしても、この過渡期に在任した教員の方々は、短くなっ
た在任期間においても、本校独自の教育 · 研究を追求しようと大変苦労されました。
体育館の改修によって、落ち着いた木質の内装、美しい緞帳、画質音質設備などの環境は向上し、周
辺の学校と比べても大変素晴らしいものとなりました。プールも一新され、床面材質が向上し、水質維
持が容易になり、節水ができ、排水も良好となり、安全衛生環境が大変向上しました。これらの施設改
修は、教育後援会を通じての保護者の皆さんからの持続的な財政支援があってのものでした。この支援
に報いるために、施設を大切に有効に使用し、より良い教育を推進しようと思いました。

とうございます。

一年生は宇宙人
平成16年〜平成20年

藤永

芳純

大阪教育大学附属天王寺小学校創立 140 周年、心からお祝い申し上げます。私は、創立 130 周年を第
12 代学校長として迎え、その際は関係各位の本当に常識を超えたご支援での周年行事であったことを、
改めて感謝申し上げます。
さて、「過去」を語るには、私には早すぎる気がします。現職を退いた身が「現在」を語ると縁遠く
なります。接点の思い出を一つ、ご紹介します。
１年生は入学間もなく「学校探検」で校内を巡る（探検）のですが、校長室は秘境の部屋と思ってい
るようで興味津々の様子です。部屋を見渡したころ、私が「何か質問がありますか？」と聞くと、鴨居
に掲げてある歴代校長先生の写真を指差して、「死んだ人ですか？」と質問します。真面目です。私も
真面目に、「生きておられる先生もおられます。」と返事します。すると、「カラー写真がそうですか？」
と言いますので、「そうでない方もおられます。」と答えます。
児童の疑問の由来は何でしょうか。写真の掲げてある位置と被写体の様子、表情から、自分の家や祖
父・祖母の家にあるご先祖様と同様の写真と思ったのかもしれません。すると、歴代の校長先生は学校
のご先祖様ということになります。有り難いことです。見守っていきます。任期中の４年間、児童から
いただいた毎年の思いでした。
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創立140周年記念誌「若松」より抜粋
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数々の思い出
昭和17年卒

柴谷

平子 鼎 先生の
古希のお祝いを

一慶

西本繁夫先生も同席頂く
昭和 52 年５月 22 日
東京にては同年８月

輝かしい歴史と伝統を綺る大阪教育大学附属天王寺小学校創立 140 周年を心よりお慶び申し上げま
す。
思い起こせば私の入学発表の朝は雪ぞらでした。附小先輩の兄さんに手を引かれて小学校玄関の上に
作られた掲示板に合格者番号が発表されるのを見に、雪の降るなか寒さで震えるのをじっと我慢して未
だか未だかと。やがて先生が白い巻紙を持って出て来られ、上に挙がって巻紙を横に引張り広げながら、
合格者番号が発表されてゆきました。自分の番号が出たとき、白い紙に筆で書かれた漢字の数字が浮か

屋に遊びに行きます。食堂のおばちゃんとも顔見知りになってサービスに飴を呉れます。部屋での会話

び挙がった時、私は「兄ちゃん」とゆびを指しつつ抱きつきました。この場面は今も鮮明に覚えており

はやはり野球や蹴球、ドッチボールの話、本校の広い運動場でやりたいなぁと。そのうちに先生の部屋

ます。

には他の学年の先生も一緒になります。会話も変わってきまして、先生らでは「君のところの○○ちゃん、

当時の大阪府天王寺師範学校附属小学校の校舎は、現在の南河堀町、大阪教育大学・天王寺キャンバ

かわいいなぁ」「○○ちゃんも可愛いょ」との会話になると我々も「先生、三年生の○○ちゃん、僕好

ス西館です。昭和９年５月に新校舎が完工しまして、その二年後の 11 年４月に入学したわけです。入

きや」
「僕は四年の○○ちゃん」と声が出て来ます。教室では出ない会話にここでは盛んにきゃきゃきゃ

学式の記憶はちょっと自信がないのですが、あの立派な講堂で行われていたのか。ただ小学校三階の音

と元気が出まして、教生先生と一緒にひと騒ぎでした。全く純真なものでしたよ。

楽教室で両親と一緒に小倉正恒父兄会会長（当時・住友本社総理事）のお話しを聞いていたその場面は
今もはっきりと思い浮かびます。

未だにその可愛い子ちゃんを思い出します。時には雛松会名簿を取り出して女子組卒業のページを

私の父も明治 44 年の附小卒業で妹の伯母は大正７年卒、一緒に発表を見た兄さんは９年、その姉は
３年卒で金森雛松会会長のお母さん、森口千代副会長とも同期でした。父親の同期会は『仲良し会』と

捲ってはニッコリ、まだ元気なんだなぁと｡
私も米寿に近づいてきましたが、雛松会のお蔭げで益々元気に。

称しておりましたが、毎年の節分には小学校の近くに集まって我孫子観音から市内の神社、そして成田
不動尊、京都に入って八坂神社、そして深夜の『仲良し会』を開催していたようです。節分の豆まきは

昨日、急に思い立って私の時代の附属小学校校舎を訪問しました。校舎の外装はペンキで美しく、校

私の役目です。又『仲良し会』のお父さん方と一緒に相撲を見にも連れて貰いましたが、その頃の国技

舎内の雰囲気もすっかり変わって、思い出の保健室工作室も美術実習室となって『陶芸サークル』ＯＢ

館は旭区の関目にありました。

の先生方とも陶芸を通した交流、研究の場となっております。ＥＶも有り、二階三階の講義室で「教職

入学して一年・二年生は春組・秋組と男女組でしたが三年生から平子先生で男組、先生は歴史の先生

研究センター・基礎教育保障学会」が開催されておりました。この校舎は「連合教職大学院」と称し関

でした。歴史の勉強は面白かったですね。紙芝居の話と一緒になることもありました。こうなると一人

西大学、近畿大学と共に国立・私立の垣根を越えた大学間連携により教育実践力の開発に、大いに熱い

勝手に話し出す者もいます。こんな時先生は彼を前に出して教壇で語らせられ、本人は得意になってお

思いをと期待するものです。

りましたよ。平子先生に時々、魚釣りに連れて頂いたことは忘れられません。
教生の先生は毎学期ごとに二人か三人づつ各クラスに配属され一緒に勉強を。教育実習の時、特に実
習試験では師範学校の先生が視察に来られますが、この前後が我々には一番楽しみの時かも知れませ
ん。「○○の授業は皆、しっかり手を挙げて答えて呉れよ」と予めそっと指示が。我々も「先生頑張るよ、
その後の授業はドッチボールやらしてくれるのか、運動場で」と事前に取引したりして。小学校の運動
場はアスファルトの狭い運動場でしたので本校のグランドは魅力でした。当時、師範学校の蹴球部は府
下でも有名でしたのでグランドでよく蹴球の試合が行われておりました。この時、我々は応援団です。
四年生では工作室でやはり大工道具も揃え木工を、飛行機も作りました。工作準備室で西本先生に手
伝って頂き、模型エンジンを廻したこともあります。

旧附属小学校校舎
（現大阪教育大学天王寺キャンパス西館）

五年・六年生の楽しみは土曜日の授業が済むと本校の食堂でドーナツを買って寄宿舎の教生先生の部

卒
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卒 業 生

しあわせになろうよ

卒業できない私
昭和35年卒

松嶋
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昭和50年卒

近藤

美惠子

私の附小時代といえば、今から 60 年以上前のお話になります。ところが、今もその時代の同期生、
同窓生の方々とお付き合いがあるので、いつまでたっても卒業した気持ちにならないのです。
我が家は私と妹と２人がお世話になりました。私の時代は団塊の世代で両親が少しでもゆっくりした
教育が受けれるようにと、附小入学を決めてくれました。女子ばかりの学校を選択されるケースも多い
時代でしたが、両親はあえて、男兄弟がいないので、男女共学で、自然な形でお付き合いができるよう
に、附小に入学させたと言っておりました。何かあった時に気軽に相談できるようにという意図でした
が、父は先見の明があり、そのとおりとなりました。
附小は行事も多く、父兄の方々も参加でしたから、特にお母様方はどなたのお顔もよく存じておりま
した。15 年ぐらい前に、同期会をお世話になった先生方と父兄の方もご一緒にやればというプランが
浮上致しました。その時すでに他界されている方もあり、かえってつらい思いをされるのではとのこと
で実現しなかったことを覚えております。
附小、附中、附高と 12 年間を無事に過ごし、法学部を卒業し、その後職業を持ち現在に至っております。
現在私は司法書士・税理士事務所を開業しており、仕事柄、同窓生の方々よりご相談、お仕事のご依
頼を受けるケースも多く、他の方より同窓生の方々に密着しております。他の方に依頼されるより、同
窓生に依頼してよかったと思っていただけるように精進しております。生涯現役をめざして、又、毎年
の同窓会に参加できるように健康を維持していきたいと思っております。母校の発展を同窓生の皆さま、
他界された同窓生の皆さまと共にお祈りいたします。

雅彦

140 周年おめでとうございます。
附小を昭和 50 年に卒業し、附中・附高へと進み 12 年間附属にお世話になりました。できの悪い児童・
生徒であり、お世話になった先生方をはじめ、ご関係いただいた方々に感謝申し上げます。その後は順
天堂大学に進学し、現在は町医者を生業とし、僧侶として西本願寺のお仕事でお育ていただいております。
大学・社会人と、若いときは忙しく、同窓の方々や先生方ともなかなかお会いすることが出来なく、
年賀状だけやりとりしたりしていました。年齢的に少し時間が持てるようになり、同窓生に会う機会が
増えてきました。幸いにも、同期での同窓会が少なくとも 3 ～ 4 年ごとにありましたが、最近は SNS
の普及で沢山の旧友と連絡がさらに取りやすくなりました。また、同級生だけでなく先輩後輩であれば
「知り合いですか？」と教えてくれたりします。有り難いことに出逢い・再会のチャンスは昔とは比べ
ものにならないほど豊富です。
年齢とともに自分のまわりの世界は広がり、属するコミュニティは増えていきます。しかし、増えれ
ば増えるほど、一つの身体と限られた時間では、損得や仕事のためといったような社会的な言い訳で、
ついつい関係性をトリアージしてしまっています。
所属するコミュニティの増加に従い、人は心に鎧をまとうと言われます。他人との比較の中で生きて
いかざるを得ない自分を守るために、社会的地位や学歴、お金といったような鎧は年齢とともに増加し
強化されていき、その中にある自分というものを見失いがちです。
最近ダイバーシティという言葉をよく耳にします。ダイバーシティの尊重は、異なる性質を尊重して
受容する環境を築くことで、コミュニケーションが円滑になるだけでなく、新たな価値を創造する可能
性を高める、ということになろうかと思いますが、よく耳にする、言われるということはまだまだ、そ
れだけステレオタイプな世の中がまかりとおっていることの裏返しでしょうか。
思えば附小という小さな井戸の中にいても、その時はわからないままですが、外の大きな海でしっか
り生きていけるようにお育ていただいたと思います。
「鶏頭となるも牛後となるなかれ」とは言いますが、
ココでは牛も鶏も何もかもが一緒くたで、何が牛で、何が鶏かわからない状態で、同窓生皆兄弟同然で
した。これは半世紀前のダイバーシティ尊重だったように思います。旧友皆様また、旧友ではないけれ
ども、同窓とわかった瞬間に旧友のように振る舞える友人、そしてこれからそうなってゆくだろう人達
とのお付き合いの中で、不要な鎧を脱ぎ捨てて自分をリストラクションしたいとおもいます。ありがと
うございます。

合掌

♪
「出逢った頃の二人に

も一度戻ってみよう。そして二人で手をつなぎしあわせになろうよ。

初めて出逢った場所に

も一度戻ってみよう。そして青い空に抱かれしあわせになろうよ。」
（長渕剛
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しあわせになろうよ）

創立140周年記念誌「若松」より抜粋
卒

業

（12）

生

附小紀行
平成７年卒

江原

平成20年卒

西出

正洋

真大

創立 140 周年おめでとうございます。これまで日本の発展に貢献されている科学者の皆様や政治家の

このたび、大阪教育大学附属天王寺小学校が創立 140 周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。

皆様方、140 年の歴史の中で数々の優秀な人材を排出して来た由緒正しき本校から、吉本興業というブ

140 年という気の遠くなるような歴史の深さに圧倒される思いであるとともに、その悠久の歴史のうち、

ラック企業に進んだ珍しい卒業生でございます。140 年の歴史の中で本校から芸人の道に進んだ人はそ

わずか 6 年ではございますが、附小の生徒の一人としてかけがえのない時を過ごすことが出来たことは、

う多くは居ないと思うので、名に傷をつけているのではないかと思いながらも卒業後に若松の執筆をさ

大変光栄に感じる次第であります。

せて頂ける事を光栄に思っております。僕が芸人の道を志したのがちょうど本校に通ってた小学３年生

「附小は今どうなっているのだろうか。」私はそう思い、母校を訪問することにしました。現在東京で

の頃。昔から勉強よりも行事に闘志を燃やし、教科書よりもワイドショーを見、授業でふざけ過ぎて色

一人暮らしをしている私にとって、大阪市内を訪れるのは久々のことでありました。天王寺駅の地上出

んな先生に怒られてた生徒だったので芸人の道に進むのは必然だった訳ですが、普通の学校よりも行事

口を出ると、歩道脇の駐輪場、鉄道病院の花壇、こぢんまりと佇む薬局、あの日と変わらぬ景色が次第

が多いこの学校だったからこそ色々と経験させて頂いて培われた事があったのだろうなと感謝しており

に目に飛び込んで来ました。そしてバス待機所の向こうに、ミントグリーンのストライプをまとった、

ます。それに加えて普通の学校にはいないキャラクターの豊富さ。学力が高過ぎるが故に発想が天才的

クリーム色の美しい校舎が、真夏の太陽の日差しをたっぷりと受けながら、悠然と立っていました。

過ぎて周りが理解出来ない子や、その子を育てた漫画のキャラクターのような教育ママ、天才子役よ

案内して頂いたのち、校舎内を歩き廻っていると、かつて友達と共に学び、共に遊び、共に笑いあっ

りも礼儀が正し過ぎる子に、生まれて 10 年あまりで人生全てを電車に捧げている子供。こんなアベン

た場所がそこにありました。教室の中を覗き、隣り合わせになった２つの机の列をじっと見つめている

ジャーズのような特殊能力の持ち主が多かったからこそ、今自分のネタに生かさせているところが多々

と、目の前に、他愛のないワンシーンが一つ、そしてまた一つと照らし出され、それらが一つの小さな

ございます。スパルタ教育の学校もある中、実に自由度の高い校風だったのもこの世界に来られた理由

美しい物語となり繰り返されました。「なぜあの頃の自分はほんの些細なことであんなにも大笑いして

かもしれません。今でも鮮明に覚えているのは、臨海学舎の帰る日の前夜の食事の時。お楽しみ会的な

いたのだろう。」と、私は不意に考えました。人はより現実的に、より定型的に思考を行うようになる

ものがありまして、同級生と一緒に司会をし漫才の真似事のような事をやりました。よく考えたらあれ

ため、滑稽に感じる事象が減っていくのでは、と思いを巡らせました。「はばたくこころ 空ゆけば」私

が自分の初舞台で、あの舞台で盛り上がっていなかったらこの世界を諦めていたかもしれないと考える

は突如、校歌の冒頭の一節を思い出しました。「はばたくこころ」とは、成長とともに失いがちな、自

と、芸人の道に向かう背中を押してくれたのは附小だったのかもしれないなと思いながら懐かしんでお

由な表現や無限の可能性を秘めた感受性を示していて、これが空高く飛翔することを願っている校歌な

ります。これからも色々な人材を排出して頂き附小が盛り上がってくれる事を期待しながら、もしも芸

のかもしれないと、気ままに想像しました。

人を目指すという僕に似た珍しい生徒がいるとするなら吉本興業はギャラが安過ぎるので別の道に進む

校舎の外に足を運ぶと、太陽の光を目映く照り返す運動場がありました。懐かしさに浸りつつ、水飲
み場や藤棚、体育館の前を通り過ぎると、やがて、プールの前のスロープへとたどり着きました。プー

事をおすすめします。（笑）

ルを目の前にし、さらなる記憶が矢継ぎ早に、鮮明な形として、甦って来ました。厳しい指導を頂きな
がら 25m プールを幾度となく泳いだ経験、そして足の付かない白浜の海を生徒一丸となって泳ぎ切る、
唯一無二の貴重な経験。これらは間違いなく、粘り強さや協調性などの得難い特性へと、時を経て姿を
変え、私達の人生の糧となっていることでしょう。
しばらくして、線路に沿って北向きへと歩きだすと、かつてウサギなどを飼育していた場所は、手入
れされた美しい芝生の広場へと華麗なる変貌を遂げていました。何気なく後ろを振り返って見上げると、
そこには、はっと息を飲む光景がありました。まるで青空を突き破って天に伸びるように、あべのハル
カスが体育館の上にそびえ立って見えました。
「はばたくこころ 空ゆけば」
私は一点の雲もない空を見ながらこの言葉をかみしめ、母校をあとにしました。
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附小の思い出
卒 業 生

123

附属小学校と私

附小がくれた「力」に感謝

平成24年卒

平成29年卒

下山

美寿々

矢倉

創立 140 周年おめでとうございます。一言で 140 周年と言えば簡単ではありますが、その長い歴史に

卒業生

和暖

三月に卒業して、早半年が経とうとしている。私は卒業した瞬間から、附小が恋しくて仕方がない。

改めて驚くばかりでございます。その 140 年のわずか６年間ですが、附小に在席できた事を誇りに嬉し

なぜなら、私にとって附小は、人生の半分の時間を過ごし、学び、様々な経験を通して、かけがえのな

く思います。

い「力」を与えてくれた場所だからだ。

余談ではありますが、附小に受験する前に私の父の時代には、まずくじ引きがあり、そのくじ引きで
受験する権利を獲得しないと受けることすら出来なかったそうです。入学してからその事が本当なの
か？と色々な方に聴いたところわずか一時期だけそのような事があったのは事実だと判明いたしまし
た。私は実は父が試験に合格できなかったから、適当な事を言っているのではないかと思い、こっそり
と事実を確認しようと考え、そのような行動をとったのですが嘘ではなくて、ホッとした記憶が昨日の
事のように感じられます。そのような事があったのも影響していたのかは分かりませんが、地元の小学
校ではなく、附小を受験する事になり、テストとくじ引きも両方パスする事が出来、入学する事になり
ました。その時に、受験すらする事が出来なかった父が大変喜んでいたのを、今でもよく覚えています。
入学してからは、まず、最初に感じた事は通学時間の縛りこそありますが、色々な方面から皆通学し
ているんだなと思いました。普通ならば近所のお友達と一緒に登下校するのが当たり前ですが、附小は
天王寺駅からバスや近鉄・地下鉄に環状線と散らばっていくので、同じ方面へ帰る子とタイミングが合
えば帰る事が可能でしたが、そうでなければひとりで帰る事もしばしばあったように思います。しかし
ながら学校に行けば様々なタイプの友達がおり、非常に個性豊かな集まりだったと思います。先生方も
とても熱心な方が多く、基本的には厳しくて、恐い先生が多数おられた印象が強く残っています。そん
な厳しい先生の授業では、常にメリハリがあって、落ち着いた静かな勉強に集中できる環境でありまし
た。地元の小学校の友達に授業の様子を聞くと、低学年でも授業中に立ち歩いて先生の言う事をきかず
に、なかなか授業が進まないというような事がよくあると言っていましたので、附小はやはり恵まれた
環境なんだと思った事を覚えています。

附小に入学した日。真新しい制服を身に纏い、大喜びで両親の手をひっぱって校門をくぐり、悠久の
鈴を鳴らしたことを鮮明に覚えている。厳そかな入学式で入学許可者として名前を呼ばれた時は、身ぶ
るいする程幸せな気持ちになった。あの日から、私の附小生活がスタートした。入学当初は、押しつぶ
されそうになりながら電車通学するのは大変で、学校に着く頃には疲れ果てていた。だから、授業中に
うとうとしてしまうことがあった。そんな時に先生が、「君達は入学調査で選ばれてこの学校に来てい
るんだよ。来たくても、来れなかった子達の分まで頑張らないといけないんだよ。」と教えてくれた。
この言葉は、まだ一年生だった私でも、身の引き締まる思いがし、これからの六年間をどのように過ご
すべきなのかが分かった。
附小生活は、日々、目が回る程忙しかった。たくさんの行事に、工夫のこらされた授業。それらは、
附小に通うことが出来たから経験出来たのだが、一つ一つ乗り越えるのは、不器用な私にとっては難し
いことだった。
最大の課題は、五・六年生で迎える伝統ある臨海学舎だったと思う。海で三百メートル、千メートル
を完泳することは、低学年の頃は創造がつかなかった。五年生の夏、先生方の指導は低学年の頃とは打っ
て変わり、プールでの厳しい特訓が始まった。放課後練習では大きな波をつくってくれて、私達も先生
達もくたくたになりながら練習した。三百メートルテスト当日は、台風接近のため、中止になるのでは
ないかと心配するほど波が高かった。その結果、あんなに頑張ったにもかかわらず、私を含む何人かが

附小での思い出はたくさんありますが、遠泳実習や一輪車クラブに在籍していた事が良き思い出とし

一発合格出来なかった。あの悔しさは、今でも忘れられない。しかしその気持ちをバネにして六年生の

て残っています。泳ぎが得意な子もそうでない子も、不安を抱えて挑んだ遠泳実習、途中で配っていた

千メートルテストでは、声を掛け合い、力を合わせて泳ぎ、全員完泳することが出来た。私達はいつの

だいた氷砂糖の味が、今だに忘れる事の出来ないぐらい、おいしかった記憶が鮮明に残っています。

間にか、皆と協力し、多くの先生方に見守られながら成長しているのだと実感した瞬間だった。

また、毎朝運動会に向けて練習した一輪車クラブでの時間は、私にとってすごく有意義だったと思い
ます。と言いますのも、私は今、高校３年生の夏休みにはヨーロッパのベルギーでこの「若松」の原稿
を書いております。附小から附中・附高へと進み、附高に入学してから自転車競技部を立ち上げて、ロー

これら附小で培った経験を、これからの人生で「力」に変えていきたいです。
去年までの六年間、大変お世話になり、ありがとうございました。

ドレースという種目で世界の頂点を目指す為に、本場ヨーロッパで昨年に続き、毎日レースに明け暮れ
る日々を過ごしています。附小時代の一輪車クラブで培ったバランス感覚が、二輪でも役立っていると
思っております。
附属の卒業生は大人になっても繋がりが強く、現在も多くの卒業生の先輩方に強力なご支援を賜って
おり、感謝の気持ちで一杯です。
附小の出身の皆様と日本の世界中のどこかでお会い出来るように私も頑張っていこうと強く思いま
す。附小がこの先、150 周年、200 周年と未来永劫続いていく事を心から願っております。これを読ん
で下さった皆様、どこかでお会い出来る事を楽しみにいたしております。
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今日の学校現場では「子どもたちの安全を守る」

うな場所、安全を守ってくれる施設や設備を調べる

取り組みました。学校周辺の事故や事件がおこりそ

一緒になって行う「学校周辺の安全マップ作り」に

けていました。保護者の方も子どもたちが気づかな

人通りの少ない場所などたくさんの危険箇所を見つ

全マップ作りです。子どもたちは車がよく通る場所、

ました。話の後は、いよいよ保護者の方と一緒に安

帯安全教室を行ったり、６

年生では防犯川柳コンテス

トに応募したりするなど、

子どもたちの安全・防犯意

識を高める取り組みを積極

的に行いました。スマホ・

安全教室では、子どもたち

にとって身近なラインを事

例とした取り上げ説明して

小

ことが一層求められています。災害や事件が起こっ

ことで、災害や事件が起こった時、どのように行動

いところを発見してくださり、親子で共に安全・防

くださったので、子どもた

附 小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW ・附小NOW・附小NOW・ 附

実したものにしていきたい

小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW ・ 附

た時にはよく「自助・共助・公助の連携が大切」と

犯意識を高めることができました。最後は教室に戻

・附

言われますが、命や安全を守っていくためには、実
すればよいかを学ぶことが目的です。始めは、前校

ぜひこの機会に

お申し込み下さい︒

平成

昭和

（社会）

年４月〜昭和 年３月

年 ご逝去

昇先生

（校長）

年３月

日 ご逝去

年４月〜昭和

年 月

年２月

（体育）

年３月

日 ご逝去

年４月〜昭和

木下清司先生

平成

昭和

前田

平成

昭和

濱口幹彦先生

尚、卒業年・会員コードナンバーを必ずお書き下さい。

55

長である水野先生に事故や事件がおこりそうな場所

致します。

平成30年12月発刊予定 定価3,000円

し上げますとともに、心からご冥福をお祈り

は「自助・共助」の役割が７割をしめているのです。

この１年間に次の３名の恩師の先生方がお

つまり、命や安全を守っていくためには、警察署、

亡くなりになられました。慎んでお悔やみ申

って、情報をまとめ、調べたことをクラスのみんな

も「子どもたちの安全を守

で共有しました。

たちの安全」です。来年度

について話をしていただきました。子どもたちは日

学校教育の基盤は「子ども

常生活にひそんでいる危険についてほとんど意識し

をいただきました。

消防署などの人たちが来る前に、自分たちで危険を

る」取り組みをより一層充

応募

など、６年生から２人も賞

察知し、助け合うことが大切になってくるわけです。

オフ」が優秀賞に選ばれる

ていなかったため、驚いた顔で真剣に話を聞いてい

う中けいかいオンでスマホ

コ ン
テスト

ました。本校からは「いど

優 秀 賞

は、国語教育の一環で行い

そこで、本年度の日曜参観では、子どもと保護者が

清水 貴之

﹁学校周辺の安全マップ作り﹂に取り組む

また安全マップ作りの他

６年生防犯川柳

に、５年生ではスマホ・携

５年生スマホ携帯安全教室

8

63

59

た。 防 犯 川 柳 コ ン テ ス ト

ご希望の方は同封の振込用紙（名簿用）にてお申し込み下さい。

29 41

29 57

29 42

にとても驚いた様子でし

「いどう中けいかいオンでスマホオフ」
ちもスマホ・携帯の危険性

〜〜雛松会会員名簿第 14 版発行〜〜

報

訃

安全 を 守る
子どもたちの

出来次第お送りさせていただきます。

20

19

N OW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小N O W

小

と思います。

・

（13）

N O W・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小NOW・附小N O W

（14）

「一番いいと
思うもの」を

６年前に比べ
少しは成長できました

小髙 大輔 先生
〈理科〉
平成 年４月～
）
平成 年３月

（

これからも挑戦
しつづけます
竹上由希子 先生
〈生活〉
平成 年４月～
）
平成 年３月

（
大阪市立区菅北小学校へ転出

山本 岳大 先生
〈道徳〉
平成 年４月～
）
平成 年３月
大阪市立新北島小学校へ転出

（
大阪市立宮原小学校へ転出

私は、附属天王寺小学校で６年間お世話にな

見させていただきました。在任中は、子ども達

自分も個々で働いていたんだなあと懐かしく拝

に教えていただき、過ごすことができました。

保護者の皆様に支えていただき、先輩の先生方

らない毎日でしたが、同じ学年や教科の先生方、

思い返せば、赴任した１年目、右も左もわか

くりをしてきました。しかし、赴任した１年目

に学ぶ楽しさを伝えたい」という思いで授業づ

場所であったと、改めて思います。

ると、教師として大切なことをたくさん学んだ

す。附属天王寺小学校で過ごした日々を振り返

り ま し た。 転 勤 し て １ 年 が 経 と う と し て い ま

私は平成 年から平成 年までの６年間、附

から元気をもらい、保護者の皆様にはたくさん

気づけば６年が経ち、その間にたくさんの人

業をしたときは、子ども達にも新たな気づきが

まいちですが、自分が納得してこれだと思う授

いない授業をしてしまうと子ども達の反応はい

ともあります。それだけに、自分が納得いって

と大人でも気づいていなかったことが分かるこ

るだけのように見えます。しかし、深く考える

道徳の資料には一見当たり前のことが書いてあ

か乗り切ることができました。

ていただいたり、助けていただいたりして何と

いでした。しかし、諸先輩方にいつも声を掛け

よい授業ができるだろうかという不安でいっぱ

り、どうやって研究を進めていけばいいのかや、

を担当しているのは、私一人だということもあ

校でお世話になりました。赴任した時は、道徳

れていたことが懐かしく感じられます。今後、

さんのことが思い出され、「コッティ」と呼ば

楽しみ会での白衣の着方……、思い返すとたく

に見た星、雨の中の万博公園、スキー教室のお

の「銀河鉄道の夜」、高野山やハチ高原で一緒

ことが思い出されます。日々の授業、学芸会で

期の担任をさせていただきました。たくさんの

さて、６年の間に１３４期、１３５期、１３９

れるように、日々を過ごしたいと思っています。

かりでしたが、次は、自分が助けられる人にな

るということです。附小では助けていただくば

一生懸命がんばっていると助けてくれる人がい

うに思います。そして、何より学んだことは、

おかげさまで６年前に比べ少しは成長できたよ

チでお話をしていただいたこともありました。

だいたり、時には、大学の先生にホームのベン

輩方の授業を見せていただいたり、助言をいた

なさまが誇りに思うように、私も附小で働けた

贅沢な時間でした。

たからだと思います。それは、今思えばとても

者のみなさまや雛松会のみなさまの支えがあっ

どもたち同様、温かく見守ってくださった保護

れたのはそのおかげだと思います。そして、子

えてくれました。苦しい思いをしながらも頑張

たことに対して、附小の子どもたちは全力で応

さんしました。けれども、こちらが全力でやっ

りません。実践しては悩み、苦しい思いもたく

けたからといって授業がうまくいくわけではあ

たり資料を作ったりします。しかし、時間をか

間の授業をつくるのに、何時間もかけて、調べ

ということを教えてもらいました。たった１時

き、６年間過ごす中で「授業づくりとは何か」

にも一生懸命で素敵な先生方にご指導いただ

んと理解できていませんでした。しかし、何事

は、「授業は子どものため」という意味をきち

私は教師の仕事を始めた時から「子どもたち

のご協力とご理解をいただき、大変感謝してお

に支えていただき、教えていただきました。先

生まれ、充実した授業になりました。

みなさんが活躍されるのを楽しみにしています。

ことをうれしく思います。この附属天王寺小学

けていただき、ありがとうございました。

このことから、私は自分が一番いいと思うも

最後になりましたが、大阪教育大学附属天王

私は，平成 年から７年間、附属天王寺小学

のを出さなければ、子ども達にもそのよさは伝

寺小学校と雛松会の益々のご発展とご多幸を心

多幸を心からお祈り申し上げます。

寺小学校と雛松会の益々のご発展と、皆様のご

最後になりましたが、大阪教育大学附属天王

でも挑戦し続けたいと思っています。

校学んだことを忘れずに、これからどんな場所

この伝統ある附属天王寺小学校を卒業したみ

わらないと考えました。これは道徳だけでなく、

他の教科の授業や、学芸会や運動会などの行事

附 小 在 任 の
思い出メッセージ

育大学天王寺キャンパスに

松」の幹の一部が、大阪教

松」のルーツである「蛸の

何度かご紹介しました「雛

会報「雛松」で以前にも

れることができた貴重な経

の歴史とその幹の一部に触

にとって縁の深い「蛸の松」

に大教大や我々附属関係者

王寺小の「雛松会」と、正

「 青 松 会 」、 そ し て 附 属 天

松会」
、附属天王寺中高の

雛松会有志で訪問

日に、

の集会室に

展示されていた

の で す が、 現 在

は学園ホール２

階に展示されて

います。当日は、

大阪教育大学の

同窓会「天遊会」

の島内武会長の

ご 案 内 で、「 蛸 の

松」のルーツ・由

来からその変遷

についてご説明

頂 き ま し た。 天

遊会の前身組織

である大学の「友

験となりました。

保存されているとうこと

で、平成 年９月

松会館３階

であった友

の同窓会誌

阪教育大学

以前は、大

た。

雛松会有志で訪ねてきまし

22

29 23

ります。また、諸先輩方や同僚にもたくさん助

属天王寺小学校でお世話になりました。

29

からお祈り申し上げます。

協せず、一番よいものを追い求めてきました。

そのことに気付けたことは、これからの私の教

師人生にとって大きな財産です。また、そのよ

さを感じ受け止め、本気で取り組むことのでき

る子ども達、それを支えてくださった保護者の
皆様と過ごした経験は大切な宝物です。
最後になりましたが、雛松会の益々のご発展と、

29

29 22

附属天王寺小学校から離任して、１年近くが
23

も同じです。附属天王寺小学校の諸先輩方は妥

22

皆様のご多幸を心からお祈り申し上げます。

当日のレジュメ

蛸の松

29 22

過ぎました。運動会や学芸会では、１年前は、

～転出された先生からのメッセージ～

ありがとうございました

大阪教育大

天王寺キャンパスに

雛松のルーツ

級・友・か・ら・の

年４月～平成２年

山田良則先生
︵昭和
３月・算数科︶
定年退職して５年めを迎
えます。
現在私立小学校で算数科

学校校長として勤めていま
りがとう

ます。皆様によろしく、あ

エ・ト・セ・ト・ラ
す。

期︵昭和 年卒︶

伊豆野和子︵旧姓 山本︶
会報なつかしく読ませて
いただきました。

期︵昭和 年卒︶

岩山久子︵旧姓 石田︶
相変わらず一本堂麹町店
で 勤 務 し て い ま す。（ ２ ０
０６年〜２０１６年）そし
て今、 歳。一日、立って

頭はかなり年をとりまし

いても平気です。

年卒）６年１組の写真と

コメント掲載頂きありがと

期︵昭和 年卒︶

海野優子

２週間あまり後に、当日参

祝に同級生と他クラスの人

昨年、先生の 歳のお誕生

生が亡くなられました。一

昨年６月、担任の白木先

集者の一人松並孝雄サンが

う御座居ました。只、その

急逝するという悲しい出来

も合わせて十数人集まりま

在学中、そして此の集り、 した。

事がありました。

幾つになられても矍鑠と
された先生に、次は白寿の

当日の会話等、彼の思い出
が高まります。御冥福を祈

期生も、今年は

職し、阿倍野区昭和町駅前

平成 年３月に大学を退

江原一雅

期︵昭和 年卒︶

のです。

生のように歳を重ねたいも

古希になりますが、白木先

私たち

期︵昭和 年卒︶

西野慶子︵旧姓 新納︶

いつも会報ありがとうご
ざいます。

期︵昭和 年卒︶
剛
還暦を迎えました。

山﨑

時々当時のことを懐かし
く思いだしております。

まだしばらくは小児科医

としてがんばろうと思いま

頭のあちこちが弱くなって

同級生 人中物故者９名、

いたのが最後になってしま

お祝いですねと申し上げて

現在連絡の取れる人 人中

す。

ります。

期︵昭和 年卒︶

河島彦明
昭和 年卒、６年２組（実

日（木）に東心斎橋の

野恒久先生）の同窓会を４
月

終戦末期の苦しい集団疎

名が集う予定です。

河島）

期︵昭和 年卒︶

いつもご連絡ありがとう

福田幸子︵旧姓 宮林︶

期︵昭和 年卒︶

このたび本を出版しまし

奥尾三紗子︵旧姓 山本︶

平岡春男
元気です。親ばかニュー

期︵昭和 年卒︶
林 克次

いつも会報ありがとうご
ざいます。

附髙には、テニス部のＯ

科クリニックをしておりま

分、地下鉄文の里駅前で内

らしく、附属天王寺小の校

ます。ピアノを習っている

今年２月にＴＶ東京のデス

てお礼申し上げます。娘は

お友達にお世話になりまし

附小時代は、諸先生方や

れたいね！」と話していま

「やっぱり子供は附小に入

な同級生達と会うたびに、

結婚、出産し、同じよう

１００期︵昭和 年卒︶

大阪市城東区（放出駅近

松谷亮一

く）で耳鼻咽喉科クリニッ

す。自慢の母校ですね。

ます。

１２４期︵平成

ます。

期生同窓会は平成

日夕方、大阪駅のホテル

附小

戌先生

名です。

市川・稲田・井上・角谷・鎮目・

辻本

出席者は以下の

華料理店）で行われました。

グランヴィア大阪の「北京」
（中

月

年

に向けて勉学に励んでおり

なり、来年２月の国家試験

大学医学部の最終学年に

中村仁美

年卒︶

ご盛会をお祈りしており

クワークに復帰し元気に過

お近くの方は是非。

科医をしております。

師になり、埼玉県で産婦人

大阪の大学を卒業し、医

入江佑子︵旧姓 徳山︶

１２０期︵平成 年卒︶

申し上げます。（母代筆）

ですのでまた宜しくお願い

３年後は大阪に戻る予定

ごしています。

クを開業しています。

１１７期︵平成 年卒︶

子供も２人に増えまし

喜多亮太

た。 に ぎ や か で す。（ 長 男

６歳、長女３歳）

涼子

１２０期︵平成 年卒︶

辻

日

同期会フラッシュ

月

ホテルグランヴィア大阪

Ｂで訪問させて頂くことが
平成 年

あ る の で す が、 附 小 に は

中々機会がありません。

昨年の春から３度目の東
京です。

皆様のご健勝とご多幸を
祈念しております。

亮

期︵昭和 年卒︶
ス。６月にマサチューセツ

上嶋

授選挙にＰＡＳＳ、長男会

小学校より南へ約徒歩

州立大学院卒業の長女がジ

社員、次男ブラブラ、女房

じめ、母校関係者の皆様の

一次検診や二次検診をは

す。

で 電 気 製 品 の 安 全 評 価。

動。 週 ３ 日 ド イ ツ の 会 社

と 二 人、 毎 週 プ ー ル で 運

同期の方々、
皆お元気です。 ョージワシントン大学の教

ございます。

期︵昭和 年卒︶

送らせて頂きます。（幹事、 の診療所を継承しました。

雛松誌にも写真・報告を

い寂しい限りです。

きました。

礼子

期︵昭和 年卒︶

筧
元気に過ごしております。

期︵昭和 年卒︶

小川 やす子︵旧姓 萬年︶ 中国料理店で行います。元

開も経験しましたが、只今
は子供や孫、ひ孫に恵まれ、
感謝の気持ちで日々過ごし

雛松会報有り難うござい

て居ります。

ました。

美彦

期︵昭和 年卒︶
福岡

いつもお世話になり感謝
しています。老人からのお
願いですが、①総会・懇親
会と②「雛松」の紙面企画

い。

「素敵に装う為のトレン

た。

ド パ タ ー ン メ ー キ ン グ 」。

藤田圭以子︵旧姓 津田︶

阿倍野のあたりも、随分

歌をピアノで弾いていまし

29

の教育指導員をしていま
いろいろな経験をのりこ
え今日を迎えました。
身体は到って元気なので
すが、とにかく古くて、一

名残り惜しい限りですが、

①恩師がいらっしゃらな

書店にて発売中です。どう

くなった古い卒業生が感動
する、出席したくなる懇親

１００期︵昭和 年卒︶

： Audio.
（ 真 空 管 ア お役に立てましたらと思い
Hobby
ンプ） Old sports car drive ます。
（ P-924S
）
期︵昭和 年卒︶

変わったようですね。時ど

た。とてもなつかしく、口

82

18

す。附属天王寺小学校での
教え子が、現在校での保護
者となっています。つなが

たが…。

期︵昭和 年卒︶

勝又朝昭
昭和 年入学、 年卒業

日に同窓会を開

の私達は、双舟会と称し、
毎年 月

月 日は、卒業 周年、

催して来ました。昨平成
年

皆が 歳米寿を迎え、女

名、男３名計 名が集りま
した。現在連絡の出来る生

双舟会はこれで最後にしま

会ができないものか。

ファッションデザインが

ぞ宜しくお願い致します。

き、東京オリンピックを視

ずさみ、歌いました。

近所に附天小の子供がい

聴覚室で視たこととか、ア

新井圭一

ポロ座での映画鑑賞とかを

17

23

りを感じます。
番仲の良かったお友達もな
くなり淋しいです。
でも家族に支えられ、楽
しい毎日を送っています。

期︵昭和 年卒︶
司

いつもご丁重なお便りを

安井

現在、心臓の手術をして

頂き感謝申し上げます。

以降、一切の遠出は控えて
います。

も残念ながら顔出しでき

す。

存者は女 名、男 名です。 についてご一考を煩わした

ず、皆様には申し訳ありま

従って折角の同窓会総会

せんがお許し下さい。

期︵昭和 年卒︶

②紙面が先生の消息ばか

楽しい本です

期︵昭和 年卒︶
河井敦志
東京での会があればお知
らせ下さい。

思い出すことがあります。

18

24
りですね。企画力のあるメ
ンバーを集めたいですね。
妄言多謝。

期︵昭和 年卒︶

号、同期会フラッ

一髙
会報

石川

シュ頁に、私達 期（昭和

11

11

56

10

42

44

49

13

82期

ています。

女子は旧姓）浅田・

参加してくださることを期待し

予定です。同期の皆様、気軽に

きました。次回は１、２年後の

すい環境の中で楽しむことがで

て、カラオケ無しのしゃべりや

次会は同ホテル内の「アブ」に

な雰囲気で和気藹々と終了、二

かったです。会は終始、和やか

で、次回も出席できそうで嬉し

辻本先生は相変わらずお元気

話題を提供してくれました。

の介護中の者、など千差万別の

る者、片付けが苦手な者、家族

た者、元気な義父と過ごしてい

手術を控えた者、テレビ出演し

我をおして出席してくれた者、

各自の近況報告では、病や怪

しょうか？）

生島（懐かしい名前があったで

飯沼・今西・梶田・北村・島崎・

（敬称略

桃田・山下・山本・渡辺・尾花

武田・谷本・辻本・熨斗・日野・

23名参加でお懐かしゅうございます。

雛松会のますますのご発

寛先生

展を祈念しております。

早草
年４月～平成元年

︵昭和
３月・理科・生活科︶
年３ 月 末 ま で 堺 市 役 所

に勤務します。
次年度は大阪府立大学で
非常勤講師をさせていただ

年

いつもお世話になり、あ

く予定です。

りがとうございます。

安井義和先生
︵平成８年４月～平成

手術以後、健康に留意しな

現在前述の通り、心臓の

畿央大学で、主として初

遠出が出来なくなりまし

西嶋瑞枝︵旧姓 水原︶

昭和 年卒の方々によろ

たので失礼いたします。

しく。

期︵昭和 年︶
本間琢也
歳を過ぎ、大分、体や

56

13

29

86
98

65

88

36

38

41

３月︶

がら一日一日をなんとか生

歳半ばを超え、明日

きることに努めています。

等教育の教員養成に頑張っ

現在

以後の予定は全く予想でき
ず、朝起きて元気な自分を
しっかり見直し、その日を
一生懸命生きることに努め
ています。
総会のご盛会をお祈りし

10

82

85

59

95

37

24

24

29

!!
33

54

18

80

28

30

57

80

81

24

21

21

68
13

11

68

73

28
11

22

24

ています。

年４月～平成 年

大野節子先生
︵平成
３月・家庭家︶
大阪市小学校教育研究会

面４月より川辺小

家庭科部長をしています。
平成

68

48

77

14

93

昨年寄せられた近
況報告の中から掲載
しています。年に１
度の会報発行ですの
で、タイムリーに報
告出来ないのが残念
です。
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65
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16

10
17

19

90

66

!!

89

10

10

13

14

60
10
88

10

26

17

12
19

61

63

85

29

58

56
58
11
29

68

近 況 報 告

（15）

（16）

◎平成29年度も多くの方々から年会費を納入していただきました。感謝申し上げます。

平成29年度

◎事務処理上、誤り･脱落もあるかと思います。お気付きの方は雛松会事務局までFAX

年会費納入者氏名

（平成30年２月10日現在・敬称略）



特別賛助会員
山本 暉郎・深田 尚彦・斧原 京子・岸本 光正・安
田 美津子・吉村 計三・秋田 光哉・木下 吉信・赤
尾 滋樹・西村 泰彦・天野 伸一・江藤 智麿・竹野
元二・西川 雅夫・田中 紗智子
賛助会員
大西 英子・柴谷
浦谷 佳邦・三島

一慶・久野
弘・大間知

昭和11年卒
相馬 和子・大西

英子

昭和12年卒
志手 義之・山本

暉郎・須谷

晴二郎・一矢 治慧・
祥孝・藤川 力彬

夫美江

昭和13年卒
吉田 泰夫・秋山 康子・福田
伊豆野 和子・深田 尚彦
昭和14年卒
井上 皆子・浅川

美智子・牧田

冨美子・前田

昭和15年卒
小畑 哲雄・加藤
木 洋子

実

光二・吉松

昌子・岩山

昭和16年卒
勝又 朝昭・田中

紗智子・田辺

昭和17年卒
黒田 節哉・柴谷

一慶

昭和18年卒
久貴 忠彦・田村
菊野 妙子

葉子・

新十郎・永田

久子・鈴

悠紀子・堀

蓉子

夏雄・斧原

京子・

昭和33年卒
糸原 和子・坂本
堀 正二

にてご連絡ください。（FAX06-6771-6116）
◎平成30年度の会費は別記の様になっております。重ねてご協力をお願いします。

ひな子・戸川

睦子・本多

昭和34年卒
小西 克彦・酒井 秀夫・佐々木
郎・山内 良介・山中 邦子・宮原
昭和35年卒
葛村 安見・中尾

哲・松嶋

義之・並川
孝雄・河野

美恵子・里村

昭和38年卒
花房 俊昭・石谷 隆子・大西 良和・角谷 景司・平
田 慶則・宮浦 徹・西願 真佐子・中山 真理子・神
波 美由喜
昭和39年卒
酒井 一雄・深川
佐伯 英隆・辰野
嶋 由美子・川島

信・角田 美枝子・太田
守彦・曲田 勝紀・吉川
聡子

玄一郎・
善兼・松

昭和40年卒
江田 昌平・北尻
本 佳世子・安宅

雅則・白江
千浩・若山

秀穂・山

淳郎・村田
宏

昭和20年卒
三宅 克彦・奥原

昭和42年卒
中村 公隆・山野
礼子・西村

昭和22年卒
一矢 治慧・浦谷 佳邦・瓜原
宅 正彦・浅村 喜代子

一勲・福岡

友子・小

昭和23年卒
佐野川谷 保昌・山添 尚子・豊田 光子・禅
打垣内 恵子・峯川 啓・青木 慶子
昭和24年卒
志田原 真弓・河島

彦明・白川

知子・三木

昭和25年卒
高岡 伸一・上野 恭子・三野 四郎・河井
捷三・衣笠 桂子・中林 昌子

幸子・

昭和45年卒
浅野 隆司・岩田

以津子・奥村

昌子

昭和46年卒
浅野 知一郎・増田 崇子・坂本
浦川 信司・中出 雅治

昭和27年卒
飯田 孝行・後藤

忠彦・斉田

マリ・奥村

桂子

昭和28年卒
岡島 義之・川端 孝芳・西田 允俊・新貝 和恵・植
松 睦子・田中 弘一・名村 建彦・南 肇・吉田 耕
三紗子
久仁子・

昭和31年卒
北畑 英樹・藤本 圭一・森口 久子・北野 公造・銭
高 一善・中橋 正和・曲田 秀男・大和 一夫・山根
勇・武田 勝年
昭和32年卒
北沢 一記・小山 彪・海野
重信・安田 美津子・新田

勝利・武藤
長彦・若井

雅生・市川

澄子・

昭和48年卒
秋田 光哉・浅野 英一郎・福井
知 祥孝・尾崎 晋一・原 勲

真澄

昭和30年卒
麹谷 信三・村田 雄二・岸本 光正・早川
井上 薫・石本 巌・岡田 範子

玲子

昭和47年卒・寺嶋 知史・渡邉 綾子・浜田 優子・
鈴木 暁子・牛造 慎・宮地 義幸・保田 健・伊丹
由美

精朗・大浦

通子・奥尾

しおり

順一・森

孝子・松井

栄巳・田中

計三・山野

圭

昭和26年卒
城戸 義雄・大島

昭和29年卒
高妻 武・則末

正博・吉村

博史・駒田

昭和43年卒
坂中 良郎・平井 健三郎・山口 英行・菅尾 光子・
榎並 美江子・中出 安子・秋田 光彦・森本 日出
子
昭和44年卒
阪口 圭一・松本

美彦・三

裕

昭和37年卒
淺井 剛・石原 義久・岸本 隆宜・佐藤 満・吉川
建夫・淀井 省三・北條 順子・浜口 隆子・宮本 恵
子・山田 妙・武 和雄・三上 裕司・浅田 愛

昭和41年卒
新井 圭一・刀禰 佳久・松尾 厚・山本
一彦・林 哲也・三島 弘・三上 淑子

福夫

俊一
通子

昭和36年卒
明石 利廣・石川 博・荻野 誠一・河合 権隆・三上
修司・土屋 徳子・有岡 雅行・植田 信廣・栗林
守夫・米津 精文・伊藤 素子・岡本 明剛・曲田 誠
克・海野 優子・西川 雅夫

昭和19年卒
伊加利 勝晤・荻巣 一郎・尾形 丈二・塘 二郎・本
間 琢也・森口 五郎・中川 操・横山 清恵子

昭和21年卒
久野 晴二郎・三野 達夫・筧
川 やす子・渡邉 昌子

怜子・

邦弘・山田
肥子

信・宮内

昭和49年卒
青木 茂・萩原 博美・笹井 教夫・大西
垣外 晃徳・木下 吉信・浜田 顕

晃・大間

規世子・西

昭和50年卒
川植 康史・安達 京・泉岡 利雄・木岡 哲郎・竹村
宜久・寺井 智子・岡 貴史・近藤 雅彦・高林 永
統・橋村 伸二・平田 修一・平田 健・芳武 努・貝
田 恭仁子・正木 恭子・橋本 洋子・宮﨑 悦子
昭和51年卒
武田 善博・中島 徹・浜田 康・春日井
𠮷紘・角田 圭子・川名 あかね・内田
育子

孝明・菊田
洋子・平田

昭和52年卒
中嶋 幸子・藤井
谷口 禎英・多屋

英彦・澤井
貞一・村上

里香子・太田
正昭

昭和53年卒
徳井 幹也・福田

昌史・赤尾

滋樹・江村

祥彦・

成就・貫

戸 淳也・堺 潤・永井 義隆・石川 孝子・森山 郁
子・田口 早桐・寺嶋 祐里・中谷 輝子・大江 晃
弘・仲谷 宗裕・西村 泰彦・宮 浩久・田中 俊恵

平成17年卒
韓 昇煕・平野 全紀・大方 実・大谷 真貴子・中村
仁美・原谷 綾・新海 郁馬・松井 元哉

昭和54年卒
上嶋 亮・島野 泰三・池田 希与子・小高 恵・巽
宣夫・伊藤 久美子・大石 賀美・箱崎 雄子・小林
美佐

平成18年卒
中川 雅友・平田
中川 祐熙・岩井

昭和55年卒
安達 剛・田中 信一・大橋 史子・天野 伸一・貫戸
裕史・津村 一也・藤井 茂彦・田中 玲子・青柳
武浩・津田 雄久・橋本 誠一郎・和島 信幸
昭和56年卒
前野 妙子・二階堂 任・樋口
田 圭以子・齋藤 崇吉・井上
昭和57年卒
甲野 純正・利森

宗哉・江口
雅代・西村

文香・藤
尚子

幸子

昭和58年卒
大西 眞理子・首藤

久美・重野

貴宣・國重

陽子

昭和59年卒
眞鍋 晃篤
昭和60年卒
井上 敦夫・井後 登史子・桑村 歩・中野 光典・・
昭和61年卒・江藤 智麿・谷﨑 貴士・岡室 俊之・
峯 篤史・木村 泰己・上田 康生・安田 幸嗣
昭和62年卒
髙嶋 晃資・桑村

光

昭和63年卒
小南 安輝・島田

尚往・竹野

元二・松井

久恵

平成元年卒
上田 順宏・坂田
井 良太郎・安田

尚英・伊藤
正治・良峰

寛子・工藤
正雄・橋本

真理・福
昌直

平成２年卒
岡田 善靖・前田 尚吾・渡部
野 淑子・門口 由輝子

有香・三上

典子・生

孝浩・瀧藤

尊子

平成４年卒
橋本 卓児・生野

徳彦・市原

平成５年卒
竹野 悠佳・伊澤

有佳里・錦織

平成６年卒
新堂 昌宏・石丸

淑恵

平成７年卒
梶原 久嗣・馬谷 美沙・瀧藤
佐々木 有紀子・左藤 倫子

有史

順聖・中嶋

平治・

平成８年卒
加藤 明俊
平成10年卒
菅尾 英佑・竹岩
林 弘樹

俊彦・中尾

一浩・白江

恭子・小

平成11年卒
新堂 依子・竹林

由浩・伊丹

高顕・中原

麻帆

平成12年卒
松浦 文彦・平木

秀輔
実紗子・辻

諒子・入

平成13年卒
新海 数馬・新堂 順久・黒田
江 佑子・中尾 美沙緒
平成14年卒
松浦 弘幸・池田
中村 晶子
平成15年卒
髙倉 亮・韓

有希・長谷川

新煕・中村

綾乃・白江

健佑・山口

素子・

裕子

平成16年卒
市村 彰祥・岩崎 孝規・菅野 健太・村上 喜彦・渡
邉 真隆・白江 倫子・尾松 由茄・芥子 和史・長谷
川 睦乃

充代・羽藤 沙恵・細田
香那・韓 美紀

佳奈子・

平成19年卒
木岡 亮平・寺田 有一郎・森田 剛史・金高 霞・北
川 裕也・源 優樹・石川 尚子・伊堂寺 美樹・岩﨑
大智・柿迫 利香
平成20年卒
川邊 直幸・小杉 悠貴・酒井 伽奈・坂本 真優・三
島 奈都美・大野 純生・三田 雄大・南野 皓亮・喜
多尾 衣莉・佐原 秀美・佐原 芳美・西村 伊代・山
口 環奈・梅田 侑生・辻村 拓也・榛木 隆太・日野
太貴・松井 瞳
平成21年卒
大下 諒・田中 幸実・三井 紗智子・中井
桃田 あおい・高辻 彬仁・天津 優紀恵

賢太郎・

平成22年卒
芝田 大輝・西村 夏彦・村岡 裕太・村田 裕太朗・
木岡 薫・中西 ひかる・西岡 優衣・杉岡 純平・岩
﨑 哲央・田中 智章・村田 陸・瀬川 こころ
平成23年卒
大西 八雲・篠原 蓮・高松 拓翔・中尾 康太・西川
智隆・榛木 智士・渡邉 佑喜・北口 千華・浜村
結菜・伊堂寺 慧・三方 玲路・水野 智裕・田中 実
奈・三島 佳奈子・村田 結海・井上 貴裕・大橋 俊
紀・𠮷田 真和・後藤 七夕海・七里 愛・山本 悠布
平成24年卒
植嶋 亮太・田畑 毅大・富永 寛之・下山 美寿々・
藤原 昴・巽 萌加・八十 まゆき・麻 大輔・天津
志朗・稲田 湧心・大田 潤之介・神田 英介・杉﨑
春斗・田中 智達・西川 愼典・後藤 優佳・松尾 朋
峰
平成25年卒
谷口 遼真・篠塚 祐希・白根 諒太郎・角 龍斉・田
中 諒太・馬場 仁彦・伊東 実咲・坂井 優茉・下中
晴矢・橋本 香織・村山 春奈・矢野 かりん・岡田
幸晟・杉岡 慎治・竹﨑 皓輝・谷嵜 優・馬場 亮
輔・松川 巧・松田 龍之介・香山 実緒・工藤 夏
未・小林 眞子・澤 和奈・重野 紗良・下伊豆 朱
音・山本 優芽・上村 佑真・金 悠支・粂野 陽昴・
野間 光葉・山本 紗也
平成26年卒
下山 美咲・石田 拓也・上田 祐輔・小林 元・齋藤
岳・田口 恵大・深美 葵・奥 萌々花・梶原 萌・
福良 有唯・盛岡 三夏・犬村 文哉・奥野 修平・小
門 巧・小嶋 隼矢・嶋田 賢資・藤居 佳来・宮﨑
翔大・上芝 由梨香・梅田 萌愛・渕元 ひとみ・望月
杏純・上田 直輝・中井 厚博・増井 裕也・浦井
綾乃・岡田 愛加・小杉 真理恵・中江 雪乃
平成27年卒
谷口 蓮・鈴木 寿学・髙嶋 仁暁・辻野 友萌・藪野
哲人・吉田 莞爾・有泉 美穂・梶木 絵莉・粂野
日菜海・末包 南穂・出合 あゆみ・井上 凌輔・今井
佑・篠塚 大輝・元田 康太・稲田 莉々子・河野
豊美・杉岡 千聡・田中 彩絢・平田 美蘭乃・廣田
光咲・光岡 真亜・南 芽依花・山本 晶貴・川口 僚
太・佐々木 翼・高口 義弘・塘 光基・中室 心利・
藤川 力彬・藤島 樹・別所 尚弥・依岡 功樹・唐住
莉子・清水 莉奈・津山 愛美・土肥 久恵・橋本
美咲
平成28年卒
植田 湧太・梶原 正道・葛本 凌太・藤原 寛章・泉
谷 沙織・榎並 香・北野 乃愛・宮下 怜・山中 美
樹・吉澤 香帆・赤田 真平・鎌澤 一成・中川 源・
文村 大輝・山田 倫大・寒川 穂乃香・阪本 妃華・
馬場 礼佳・菊田 有紗・浜村 咲希・山根 万依・吉
田 絢稀・天野 秀一朗・加藤 大生・原田 奏・藤井
翔琉・廣岡 愛思子・多賀 舞雪・細見 真由・岬
采也渚・
平成29年卒
全員

平成30年度年会費について
●同封の払込用紙をご利用下さい。
●30才以上の正会員の方は3,000円です。
●30才未満の正会員の方は2,000円です。
ご協力をお願いいただけます方には、賛助会費・特別賛助会費を設
けております。よろしくお願いいたします。
●賛助会費は5,000円、特別賛助会費は10,000円です。
●平成29年度卒（平成30年３月卒）の方は全員年会費を別途いただ
きますので、払い込みは不要です。
●同封の年会費払込用紙には、会員番号が印字されていますので、
ご確認下さい。（氏名右下バーコード横の７桁の数字）

（

○○○―○○―○○

↑
↑
明治 - １卒業年
大正 - ２
昭和 - ３
平成 - ４

↑
クラス

↑
出席番号

）

例、昭和50年卒６年３組40番の方
350―03―40

●通信欄に近況報告等をお書き下さい。会報次号でご紹介します。

郵便振替

大阪00960-2-27966雛松会宛

