
 

 

1頁   大阪市立中央高等学校同窓会会報 2017年度発行号 

 校長挨拶       
校長 長谷川義高 

 

 この４月の人事異動で、筒井良惠

前校長の後任として着任いたしまし

た長谷川です。どうぞよろしくお願

いいたします。 
 

 同窓会の皆さん、「ただいま」で

す。私は平成１３年から９年間、数学の教師とし

て中央高校で勤めました。もしかしたら、数学教

師の印象より太鼓部の顧問であったり、文化祭で

の教員バンドの印象の方が残っているかもしれま

せんね。振り返ってみると少し恥ずかしくなりま

すが、皆さんと過ごした日々は私の宝物です。 
 

中央高校から異動になり、教育委員会事務局で

指導主事として７年間勤務しました。教育委員会

では立場の違いや仕事の内容が変わって戸惑うこ

とも多くありましたが、良い経験ができたと思っ

ています。この経験を活かして少しでも中央高校

を素晴らしい学校にできればと考えております。 
 

私が教育委員会で働いている間に、中央高校は

いろいろな点で新しい制度を採り入れ変わってい

ます。まだまだ新米校長で分からないことだらけ

ですが「中央高校で良かった」「中央高校が良

かった」と言ってもらえる学校を志して教職員一

同、力を合わせて取り組んでまいります。卒業す

る時に皆さんがそれぞれの「やりがい」を見つけ

て巣立って行ったように、在校生にも自分自身の

「やりがい」を見つけてもらいたいと願っていま

す。 
 

同窓会の皆さんも、日々進化する中央高校を温

かく見守っていただくだけではなく、年に一回は

訪問して元気な顔を見せていただければ嬉しいで

す。いつでも校長室に遊びに来てください。待っ

てますよ。 
 

最後になりましたが、同窓会のますますの発展

をお祈りいたしまして、着任のご挨拶といたしま

す。 

 代表理事挨拶 
代表理事 斎藤知宏 

 

 鮮やかに芽吹く新緑が眩しい季節

となりました。同窓会会員の皆様

は、いかがお過ごしでしょうか。今

年は新卒業生１３９名を迎え入れる

ことができ、会員総数は３６６１名

となりました。 
 

 さて、かつて中央高校で教鞭をとられていた長

谷川義高先生が、本年度より校長として８年ぶり

に戻ってこられました。中央高校の元教諭が校長

として帰任するのは、初めてのことです。 
 

 ちなみに先日、就任にあわせてご挨拶に伺った

のですが、その際に教職員と生徒が共同で育てて

いるプランターの花々が色鮮やかに咲いていて一

際目を引きました。フェイスブックの同窓会公式

ページにも写真を掲載いたしましたので、ご覧に

なって「いいね」をしていただければ幸いです。 
 

 同窓会に関してですが、実働役員の減少にあわ

せた事業縮小体制となり、今年で４年目となりま

す。人員的に厳しい状況は変わりませんが、その

なかでもできる範囲で新たな取り組みを行ってお

ります。会報は昨年より頁数を８ページに回復

し、内容もそれに伴い充実させました。また今回

の会報からレイアウトを一新いたしました。 
 

 前回、総会・懇親会についてアンケートをとり

ました。その折には先に挙げたような運営状況か

ら、懇親会開催は難しいとご説明致しました。し

かし「いつまでも動かずにいては、いつになって

も前進できない」との思いから、今年は少人数で

あっても懇親会を実施する方針を固めました。最

終ページでご案内する通り、久しぶりの開催とな

りますので、ご予定が合いましたら是非ご参加く

ださい。 
 

 現状を鑑みると、この縮小体制を当面は継続せ

ざるを得ません。忸怩たる思いもありますが、会

を預かる身としては、安定的に体制を整えて次世

代に繋いでいくことを第一に考えております。そ

の由をご理解いただき、今後とも本会の活動にご

協力お願い申し上げます。 
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先 生 方 か ら の メ ッ セ ー ジ 
―それぞれの道、往きし皆へ― 

商業科 竹内正己 
 

 中国古諺より 

「一時間、幸せになりたかったら酒を飲みなさい」 

「三日間、幸せになりたかったら結婚しなさい」 

「八日間、幸せになりたかったら豚を殺して食べなさ

い」 

「永遠に、幸せになりたかったら釣りを覚えなさい」 
 

 このように釣り人にとって非常に有名で便利なこと

わざがあります。 

幼少のころよりハゼ釣りや投げ釣りなどを楽しん

でいたのですが、３０代前半にある釣りの師匠に出

会ってから、川を中心に船での沖釣りや磯でのグレ釣

りなど本格的な釣りを始めることになりました。 

熱心に取り組むうちになかなかの腕前になり、ス

ポーツニッポンや釣り場速報というスポーツ紙や釣り

新聞に釣行記を書いていました。もっとも「釣り天

狗」という言葉があるようにちょっと腕に自信がつく

とすぐに天狗になる人の多いのが釣り人の世界です。

釣り場には自称「釣り名人」がいかに多いことか。 

今でも川釣りを中心に奈良県や和歌山県へ、春先

にはアマゴやイワナを求めて渓流へ、初夏から秋にか

けてはアユを求めて中・下流へと釣行しています。 

特にこれから３月になると渓流が解禁となり、場

所によっては道から１００メートルほど降りて川に出

て、薄暗い時間からほぼ半日川を釣り登ることがあり

ます。途中河原では鹿やイノシシも出てくることがあ

ります。以前は解禁当初ならば半日で魚籠が魚で満タ

ンになったものですが、数年前の水害以来、以前ほど

は釣れなくなりましたが、年々川は回復しているよう

に見えます。 

これから先は体がなかなかいうことを聞いてくれ

なくなるので、安全第一で自然の中で釣りを楽しもう

と思っています。 

「君たちへ伝えたかったこと」 

理科 松田敏朗 
  

 卒業生の皆さんお元気ですか。この春で私も定年退

職し、教職を退きました。私はこの紙面をお借りし

て、どうして生物の教員になったのか、そして、締め

くくりに君たちへ伝えたかったことを綴らせて戴きま

す。 

 そもそも私が大学で学びたいと思ったきっかけは、

高校２年の冬に生態学が専門の大学教授の著書を読

み、「ＣＯ２危機説」を知ったからです。４４年前、

既に北半球の大気中のＣＯ２濃度が年々上昇している

ことを知り、このままでは地球温暖化が予測され、海

水面が上昇する可能性まで言及されていました。学生

の私には衝撃でした。このまま何もせずには居られな

い。大学で詳しく学んで、将来自分に出来る何かを探

そうと決意しました。大学では生物学科で生態学を専

攻しました。卒業を迎える頃には、ＣＯ２濃度の上昇

が高校教科書に載るようになりました。それで是非、

私が「ＣＯ２危機説」を次の世代に説明することで、

地球環境を守る心掛けの人が増えて欲しいと想い高校

の生物の教員になりました。そして、３７年間微力な

がらも説いて参りました。 
 

ｉｍａｇｉｎｅ想像してごらん、私たちの未来を。 

私たちの行動次第で変えることが出来るのです。 

知ること、意識をもつことだけでも随分違うはずで

す。 
 

私も更に行動を進めようと思います。お元気で。 

「卒業生に贈る言葉」 

家庭科 花谷夏代 
 

 教師をしていると毎年卒業生に贈る言葉を書いて下

さいと言われ、その度に悩む。私自身大した人生を歩

んでいるわけでもなく、過去に功績を残したわけでも

ないのに一体どんな言葉を贈ったら良いのやら‥‥。 

 そこで自分が常に心にとめている言葉を皆さんに贈

ろうと思う。先日亡くなられたノートルダム清心学園

理事長・渡辺和子さんの言葉「置かれたところで咲き

なさい」 

 人はついつい身勝手で思い上がり、こんなはずじゃ

なかった、自分は頑張っているのに認められない、他

の人より自分の方が真面目にやっているのに上手くい

かないなど、周りのせいや他人のせい、社会のせいや

時代のせいにして不平不満を抱く。でもそれは自分の

せい。他者に不満を言う前に自分は何をしたのか、改

善のための努力をしたのか、したつもりになっている

だけで本当に出来ているのか。実は自分でもわかって

いるはず、自分が変わらないと周りは変わらない。そ

してそれが一番しんどいこと。でも一番大切なこと。 

 この先皆さんが進学しても、就職しても、転居して

も、結婚しても必ず思うように行かないことが出てく

る。そんなとき思い出して欲しい。 

 「置かれたところで咲きなさい」 

 これからの人生を堂々と送って下さい。応援してい

ます。 



 

 

3頁   大阪市立中央高等学校同窓会会報 2017年度発行号 

社会科 峯松雅彦 
 

 卒業生のみなさん、ご卒業おめでとう。それぞれの

場所でご活躍されていますか。さらなる精進をされて

いますか。新たな試練に直面されている人もおられる

かもしれませんね。 

自由な中央高校を無事に卒業できたことは、素晴ら

しいことだと思います。自由な雰囲気の中で、自分や

周囲に甘えてしまった人もいたかもしれません。しか

し一方で、君たちは一人ひとりが強い意志を持ち、自

己管理をし、それぞれが抱えているさまざまな困難や

課題を乗り越えることができたからこそ、現在がある

のだと思います。悩み苦しんだことは、これから生き

ていく上での大きなエネルギーになっていると思いま

す。だから君たちは、この中央高校を卒業したことに

自信と誇りを持って、これから生きていってほしいと

思います。 

私は昨年で定年退職になりましたが、再任用という

形で２年目を迎え、体力の許す限り仕事を続ける予定

です。当分は中央高校におりますので、いつでも近況

を報告に来てください。 

さて、正直に申しますと、この歳になっても、知ら

ないことやわからないこと、そして納得のいかないこ

とが余りにもたくさんあることに気づかされます。ま

た、研究してみたいこと・やってみたいこと・行って

みたいところ・会ってみたい人等々、やり残してきた

ことが次々と思い浮かんでくるのです。でもそれは、

今の私の唯一の「財産」ではないかとも思っていま

す。なぜなら、それが今の私の生きる希望であり、ど

んなに老いぼれても続く生きるエネルギーでもあるか

らです。 

みなさんもチャレンジする心「学ぶ心」を、これか

らも忘れないでください。というより、生きれば生き

るほど「学びたい」という気持ちが湧いてくると思い

ます。生涯学習という言葉があります。学習といって

も成績とか単位のための学習ということではなく、生

きていくための情報収集、人生を楽しむための知的な

道楽とでも言った方がいいのかもしれません。「知は

力なり」という言葉もあります。学ぶということは、

知識と知恵の力によって、より強く、より自由に、そ

して、より幸せに生きることにほかありません。 

「卒業生に贈る言葉」 

理科 西久保文夫 
 

 今から数十年前、まだ大学生の頃の話です。私は大

学に７年間在学していました。もちろん留年ではない

です。研究室に所属し、論文を２つ書き上げました。 

 この時に研究を指導してくれた恩師がいつも言って

いた言葉を思い出します。それは、普遍性ということ

です。普遍性をいつも心がけて実験・論文を作成しな

さいとよく言われました。簡単に説明すると、論文に

従って実験をすると、誰でも同じ実験結果がでてくる

ことです。このことは、人生においても常に自分の心

にありました。 

 卒業生のみなさんには、この普遍性という言葉を贈

りたいと思います。人生の普遍性、つまり人生におい

て自分の希望に向かって努力し、実現していくこと

で、充実した人生を送るということです。 

 これから、苦しく、辛いこともあると思いますが、

この普遍性に向かって人生を進んで行って下さい。ご

卒業おめでとうございます。  

 【ご退職】 

 西久保 文夫先生 理科 

 松田 敏朗先生  理科 

 木山 恵子先生  英語科 

 南 裕幸先生   商業科 

 半仁田 源先生  理科 

 藤井 和世先生  家庭科 

 

 

 

 

 

 

【ご転出】 

筒井 良惠先生  校長 

眞先 友宏先生  教頭 

多田 恭之先生  数学科 

芦田 利広先生  英語科 

花谷 夏代先生  家庭科 

北川 順子先生  英語科 

岩田 弥先生   国語科 

高崎 唯先生   国語科 

吉田 泰弘先生  社会科 

池田 義則先生  数学科 

中野 沙也香先生 保健体育科 

西内 沙織先生  商業科 

山本 真璃先生  商業科 

富山 美保先生  商業科 

上記の先生方は２０１７年３月末をもってご退職及びご転出されました。 

中央高校でお世話になった日々は忘れません。これからのご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 

お世話になりありがとうございました。 

ご退職及びご転出された先生方 



 

 

4頁   大阪市立中央高等学校同窓会会報 2017年度発行号 

 今回の特集は５年ぶりに「天満橋の歴史を歩く」シリーズが復活することになりました。テーマは「大坂城」です。 

 大坂城は昨年、NHK大河ドラマ「真田丸」の舞台になったこともあり、注目を集めました。また、近年増加している外

国からの観光客の方々からの人気も高いようで、大阪市によると天守閣の年間入館者（２０１５年３月～２０１６年３

月）が最高記録を更新したそうです。 

 大坂城は中央高校からも近く、皆さんにとっても馴染みが深いと思いますが、その歴史については断片的にしかご

存知ない方も多いかと思います。今回の特集では、激動の近現代のなかで、役割を変えつつも大阪の要となってきた

大坂城の歴史にフォーカスしてみたいと思います。 

 

【大坂城の築城～大坂冬の陣・夏の陣】 
 大坂城は１５８３年、本願寺教団（浄土真宗）の本山であった石山本願寺の跡地に、豊臣秀吉によって築かれました。

瓦や内装に金を多用した豪華絢爛たる５層の天守閣を有する壮大な巨城でした。ちなみに、現存する大坂城の４倍ほ

どの規模だったそうです。 

 １５９８年に秀吉が死去すると、豊臣家の内部で対立が深刻になり、１６００年に美濃国（岐阜県）関ヶ原で徳川家康率

いる東軍と石田三成らの西軍が激突しました。この関ヶ原の合戦に負けたことによって、豊臣家は大幅に領地を減ら

し、勢力も衰えます。 

 関ヶ原の合戦の後実権を握った徳川家康は１６０３年に征夷大将軍となり、江戸幕府を開きました。徳川家による長

期安定政権を確立するためには主君筋に当たる豊臣家の存在が目障りで、恭順しなければ排除しようと考え始めたそ

うです。そうした流れのなかで「方広寺の鐘銘事件」が起こりました。 

 方広寺の鐘銘事件とは、豊臣家が方広寺に収めた鐘に「国家安康」「君臣豊楽」と刻まれていることに対して家康が

「これは『家康』の文字を二つに分けて呪い、更に『豊臣』が君主になって栄えるという意味である」と主張し、豊臣家を

糾弾した事件です。その事後処理をするなかで両者の対立は激化し、徳川家康は豊臣の討伐を行う決心をしました。

そして、１６１４年「大坂冬の陣」が起こりました。 

冬の陣は、江戸幕府の軍勢約２０万に対して豊臣軍の軍勢が約１０万だと言われています。しかもこの時の豊臣軍

は、浪人の寄せ集めで、豊臣軍が勝つのは難しい状態でした。冬の陣で最も激戦だったと言われているのが、真田幸

村が築いた出城「真田丸」の攻防です。大坂城は周囲を淀川や大和川などに囲まれた、「天然の水堀」がある城でし

た。しかし南側は川がなく比較的手薄で、徳川軍もそこから進攻していきました。敵の進攻を拒もうとした真田幸村は、

徳川軍に大きな被害を与えて撃退しました。このことで徳川軍は力攻めを断念し、大砲による砲撃と和平交渉を開始し

ました。この時、豊臣軍で強い権力を握っていた淀（豊臣秀吉の側室）が砲撃に恐れをなし、和議に応じることになりま

した。 

 １６１５年、大坂城内に留まった浪人が街で暴れているという理由で、江戸幕府は豊臣軍に「浪人を解雇する」か「豊

臣家が別の土地に移る」かを選ぶように通達しました。これを豊臣側が拒否したことにより、夏の陣が行われることにな

りました。 

 夏の陣では、江戸幕府の軍勢約１５万に対して豊臣軍の軍勢が約７万だと言われています。和議の条件で堀が埋め

立てられたこともあり、篭城戦では不利という判断から豊臣軍は野戦に打って出ました。しかし次第に追い詰められた

豊臣軍は、大坂城本丸に総退却しました。 

 大坂城が落城間近になると、千姫（秀頼の側室であり、徳川秀忠の娘）が家康に秀頼の救命嘆願をしますが、聞き入

れてもらえませんでした。このことにより、淀と秀

頼は自害をし、夏の陣は終わりを告げました。 

 
 

【徳川時代大坂城図屏風】 

現存する徳川時代の大坂城に関する絵図や最新の研究をもと

に、武内勇吉氏が徳川幕府再築時の大坂城の全体を描いた鳥

瞰図。南西方面からのぞみ、石垣を取り囲む櫓や塀、二の丸や

本丸内に置かれた大坂城守衛の各役職の建物が詳細にあらわ

されている。１９８３年の作品。 

 

※中央高校の総合の授業にて使用されている資料の一つで

す。今回はこの資料などを参考にして大坂城について調べまし

た。 
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【江戸時代の大坂城】 

 江戸幕府は大坂を幕府直轄領とし、西日本支配の拠点となりました。直轄領である

ことから、大坂城の城主は将軍でしたが、実際には大名から選ばれた城代が治めてい

ました。 

 １６２０年には大坂城の再建工事が行われました。その際、豊臣時代の遺構を取り壊

し、盛土をして埋め立てた後に新たな石垣を積み上げました。工事は諸大名による分

担施工（割普請）によって行われました。石垣に使われた岩は、瀬戸内海の島々などの良質な花崗岩が使われ、大坂

まで運ばれました。石垣には、分担の境界線の目印として大名ごとに家紋などの刻印が刻み込まれています。 

 大坂城は江戸時代に何度か火災に見舞われ、その度に修復を行いました。しかし、１６６５年に落雷により天守閣が

焼失した後には、天守閣を持たない城になりました。１８６８年の鳥羽伏見の戦いで幕府軍が敗北したため、新政府軍

に大坂城を開け渡されましたが、この混乱で城内のほとんどの建物が消失しました。 

 

【近現代の大阪城】 

 明治時代になると大阪城は陸軍に使用されるようになり、多くの軍用施設が建設されました。（余談ですが明治時代になり大

坂→大阪へ表記統一されましたので、以下それに習います） 

 昭和初期、当時の大阪市市長・関一が天守閣の再建を提案すると、豊臣時代の大阪の繁栄を夢見た大阪市民たち

から熱狂的に支持されました。 折しも１９２９年に世界大恐慌が始まり、大阪の経済も落ち込んでいた時期でした。市

民からの寄付が殺到して、わずか半年で目標額に達し、１９３１年に天守閣が再建されました。江戸時代の落雷による

焼失から、約２６０年ぶりのことでした。 

 歴史上３代目となる天守閣は、豊臣家が建造したものを模して再建されました。資料は少なかったものの「大坂夏の

陣図屏風」を参考にして、当時としては最新の鉄骨鉄筋コンクリート工法によって造られました。この天守閣が、近代建

築による復興天守閣の第１号でした。天守閣再建と同時に、大阪城公園もオープンしました。それまでは大阪城周辺

の敷地は大部分が軍用地となっていましたが、一部が都市公園として市民に解放されました。 

 １９４１年に太平洋戦争が始まりました。戦争末期、米軍による本土空襲が始まると、軍事施設のあった大坂城は爆撃

の目標地点となりました。大阪大空襲などによって、終戦までに二番櫓、三番櫓、京橋口多門櫓などを焼失していま

す。天守閣は空襲時に一部損傷したものの、破壊は免れました。 

 戦後になって、建物の修理や大阪城公園の再整備が行われました。大阪砲兵工廠旧本館は１９８１年に取り壊され、

大阪城ホールが建設されました。陸軍第４司令団司令部庁舎は警察庁舎となったあと、２００１年まで大阪市立博物館

として使用されていました。 

 １９９５年に天守閣の老朽化から改修工事（平成の大改修）が行われました。中央高校の創立が１９９２年ですので、

在学時に改修工事中の大阪城をご覧になった方もいるのではないでしょうか。 

 ２１世紀に入り大阪城は大阪、そして日本を代表する観光地となりました。様々な国から来日した観光客が、大阪城

をバックに自撮りしたり、大阪城と高層ビル群のコラボを撮影したりする光景があちこちで見られます。 観光地としてだ

けではなく、大阪城公園はジョギングコース、散歩コースとしても人気で、また園内に植えられた桜・梅を始めとする植

物を鑑賞に訪れる地元の方々も多いです。 

 豊臣秀吉によって初代大坂城が築かれて

から４００年が経ち、大阪城は権力の象徴、

軍用地としての役割を経て、現在は多様な

楽しみ方ができる歴史公園として、多くの

人々に愛されています。 

 

※このページは同窓会役員が大坂城の歴史を調べてまと

めたものです。記載に誤りがあった際はご容赦ください。 

興味を持ってくださった方は次回ぜひ一緒に天満橋の歴

史を歩きましょう。 



 

 

6頁   大阪市立中央高等学校同窓会会報 2017年度発行号 

 ２月某日、同窓会役員有志による大阪城散策ツアーを 

実施しました。近年は中央高校の総合の授業で、大阪城の史跡などを見て歩

く「大阪城ウオーク」を行っていると小耳に挟んだので、事前に担当の先生に

資料を頂いてきました。今回は実際に授業で歩いているルートのひとつ（大手

門→桜門→大阪城→極楽橋→京橋口）をたどってみました。 
 

 上町筋方面から大手門を目指して歩いていると、外堀が見えてきました。外堀の向こうに見える建物は、大手門を守

る千貫櫓（せんがんやぐら）です。さらに進むと大手門前に到着。表面に鉄板が張られた、巨大な門でした。この門は１６２８

年に徳川幕府によって建造されたもので、千貫櫓などと同様に重要文化財の指定を受けています。 
 

 大手門を潜り、多聞櫓を通り過ぎると、武道の試合や練習が行われている大阪市立修道館がありました。その建物の

脇に「石山本願寺推定地」と書かれた石碑がありました。更に進んで桜門前に着きました。近くに桜並木があったことか

ら桜門と名付けられたそうです。門前の内豪は、のぞくとかなりの深さでしたが、何故か昔から空堀だったとのことで

す。諸説ありますが、明確な理由は分かっていないそうです。 

 桜門を抜けると正面に枡形の巨石がありました。とにかく大きい石で

す。試しに張り付いてみましたので、大きさを見比べてください。このよ

うに大きい石を建築材料に使うのは、当時は権力の象徴でもあったそう

です。 
 

 そして、いよいよ天守閣が近づいてきました。今回は中に入りません

でしたが、天守閣では大坂城や豊臣秀吉に関する説明や秀吉ゆかり

の品々の展示などを行っているそうです。また、最上階は展望台となっ

ており大阪市内を一望できるので、次回は上がってみようと思います。 
 

 天守閣近くの金蔵は１７５１年に建造されたもので、もともとは二階建てでしたが、後に

大規模な改築で平屋建てになったそうです。また近くには、２００１年に閉館した大阪市

立博物館があります。昭和初期に建てられたロマネスク様式の重厚な建物ですが、今

は囲いがしてあって中には入れませんでした。 
 

 天守閣を後にして極楽橋方面を目指して進んで行くと、刻印石広場に到着しました。ここには大名の家紋などが刻ま

れた石がたくさんありました。石垣を修繕した際に取り替えた石のなかから、刻印のあるものを集めてあるそうです。 

 極楽橋を渡り、堀端を大阪城公園の京橋口まで歩いたところで「大阪城ウオーク」のコースは終了となりました。そこ

から天満橋の駅まで戻る際に、経路を変えて豊臣時代の石垣を見て行くことにしました。折しも小雪が舞い散り始め、

やや早足で向かいました。  
 

 現在の大阪城にある石垣は徳川時代に再建されたもので、最近になっ

て豊臣時代の石垣が発掘され、一部が移設公開されています。追手門

学院小学校前・日本経済新聞大阪本社裏・ドーンセンター前の３か所に

あります。江戸期のものに比べると石の形もいびつで、積み方も雑な感じ

でした。時代の違いによる技術の差異なのでしょうか。 
 

 本日の行程は、これにて終了。駆け足気味に見て回り、所要時間は約２

時間でした。大阪城は身近すぎて奥深くまで行ったことのない方も多いと

思いますが、今回の特集で興味を持たれた方はぜひ大阪城や周辺を散策してみてください。 

 （フェイスブックの同窓会ページでは今回撮影した写真をカラーで紹介しています。合わせてご覧ください） 
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 ２０１６年１０月２２日(土)に、第25回中央高校文化祭が開催され

ました。 

 テーマは「輝跡(キセキ)～仲間と刻む青春物語(ストーリー)～」

で、例年通り校内は賑わっていました。 

 各階を歩いて回ったところ、写真同好会・美術部・漫画研究部の展

示発表、そしてフランクフルトやたません、ダーツや的当てゲームな

どの夜店・屋台風のお店がありました。一方で恒例の茶道・書道の展

示がなかったのが、少し寂しかったです。 

 先生方によると、今年は２～３年前に卒業した人が多く来ているよ

うに感じたとのことです。後輩がどんな感じで学校生活を送っている

のか気になって、覗きに来たのかもしれませんね。 
 

 以下は文化祭を訪れた同窓会役員の感想です。 
 

・茶道・書道などお馴染みの展示がなくなっていたのは残念でした

が、生徒が出店するお店は昨年よりもワイワイと盛り上がっている印

象でした。 舞台ではダンスや歌など、中央生の溢れる熱気が伝わり

ました。 
 

・生徒が出店しているお店はどれも賑わっていたので、中央祭の活

気や楽しさが伝わってきました。また舞台では、ダンスやバンドな

どで盛り上がっており、中央生らしい楽しさや華やかさがあったと

思います。 
 

・受付の生徒さんはフレンドリーな人が多かったです。お店の黒板

に書いてある文字や絵は凝ったものが多くて、見ていて楽しかった

です。 
 

（同窓会フェイスブックページでは、文化祭の写真もカラーで紹介しています。ご覧になってみてください） 

２０１６年中央祭リポート 輝跡
キ セ キ

～仲間と刻む青春物語
ス ト ー リ ー

～ 

中央高校生の活躍～２０１６年度～ 
 

卓球部 

 第６６回大阪高等学校総合体育大会定・通の部 

  女子団体 優勝 

 大阪府高等学校春季卓球大会定・通の部 

  女子個人 第３位 水本ひろみさん（全国大会出場） 

 

サッカー部 

 第２６回大阪高等学校定通春季大会 

  男子 優勝 （全国大会出場） 

 

バスケットボール部 

 第２６回全国高等学校定通大阪府予選 

  男子 優勝 （全国大会出場）  

 

 

 

 

水泳部 

 第３１回大阪市立商業高等学校水泳競技大会 

  ５０ｍ/１００ｍ背泳ぎ 第１位 外京空さん 

  １００ｍ自由形     第３位 井阪麻衣さん 
 

バトミントン部 

 第６７回大阪府高等学校商業教育協会 

 バトミントン大会 

  男子ダブルス 優勝 

 第５１回府立実業高等学校定時制総合体育大会 

  男子団体 優勝 

 

バレーボール部 

 第６６回大阪高等学校総合体育大会定・通の部 

  男子 優勝 

 

演劇部 

 大阪府高等学校定通生徒秋季発表大会 

 芸能発表の部 大阪府議会議長賞 
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大阪市立中央高等学校同窓会 
     発行：２０１７年（平成２９年）５月１日 

   所在地：〒５４０‐００３５ 大阪市中央区釣鐘町１丁目１番５号 

 公式サイト：http://chuodousoukai.web.fc2.com/ 

 中央高校同窓会では卒業名簿を作成するなどの理由で会員の個人情報収集を民間業者を含む第三者に委託することは

一切ございません。「委託を受けた」「代行している」と偽って個人情報を収集する悪質な業者にはご注意ください。 

 平素は本会の運営にご協力を賜り誠にありがとう

ございます。 

 平成２８年度（２０１６年４月より２０１７年３月

末）は１２名の方々より５６，９２０円の協賛金をい

ただきました。役員一同、心より御礼申し上げます。 
 

ご協力いただいた皆さま 

ありがとうございました 
  

 これからも同窓会役員一同、本会のますますの発展

のために頑張って参りますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 なお協賛金の振込みにつきましては、下記口座また

は同封の振込用紙をご利用ください。 
 

※今年４月以降にお振込みいただいた方は来年度の会報にて掲載いた

します。ご了承ください。 
 

  口座番号：００９８０－７－２４４２０５ 
  加入者名：大阪市立中央高等学校同窓会 
  金  額：５００円以上でお願いします 

同窓会協賛金について 同窓会公式サイトのご案内 

井上宏行さん 

川井雄一郎さん 

菊本貴弘さん 

坪根伸司さん 

中村太郎さん 

西山美智子さん 

鳩野ちづるさん 

藤原理世さん 

堀則明さん 

前田勝さん 

山本多眞樹さん 

太鼓部ＯＢ会 
 雪がちらつく２月の寒空の下、私は特集記

事の取材のために大坂城周辺を歩きました。

卒業して以来、８年ぶりのことでした。テナント

が入れ替わっていたり、新しい建物が建って

いたり、辺りはずいぶん様変わりしていました。しかし、変

わらない風景もたくさんあり、歩いている間に在学中の思

い出が蘇ってきました。 

 今年は同窓会の懇親会が６月１８日に開催されます。

懇親会に参加される方は、学校や大坂城の周辺を散策

して、学生時代の思い出に浸ってみてはいかがでしょう

か。 

中央高校同窓会 理事  杉本康平 

後記 

編集 

～ついに開催！同窓会懇親会のご案内～ 
 

 代表理事挨拶でも触れました通り、今年は装いも新たに中央高校同窓会懇親会を開催致します。 
 同窓会の懇親会は、卒業年に関係なく全ての卒業生が一度に集まるものです。中央時代の思い出を片手に、
現在は社会人・学生として過ごされている卒業生同士、懇親を深めませんか。中央高校に在籍されていた教職
員の皆様にも、ぜひ参加していただきたいです。 
 懇親会復活第一回ということもあり、こじんまりとした参加者同士ゆっくり話せるような会にしたいと思っていま
す。どうぞお誘い合わせの上、お申込みください。 
 皆さんとお会いできることを楽しみにしております。 
 

日時：６月１８日（日）ランチタイム 
場所：天満橋周辺の飲食店（予定）      
会費：４０００円（予定）／１人          

※詳細は参加申し込みされた方に追ってご連絡いたします 
 

      お申込みは同窓会公式サイトより 

       http://chuodousoukai.web.fc2.com/ 

公式サイト 
QRコード 

 昨年の会報でお知らせしたサイトリニューアルの

件ですが、現在様々な調整を行っているため、公開が

遅くなっております。申し訳ございません。 

 サイトがリニューアルされましたら、フェイスブッ

クページで改めて告知を行います。 
  

 ちなみにフェイスブックの「大阪市立中央高等学校

同窓会」ページは、同窓会役員が不定期に更新をして

おります。同窓会からの告知だけでなく、現在の中央

高校や天満橋界隈のリポートなどもアップロードさ

れています。ぜひ一度ご覧になって頂き、宜しければ

フォローをお願いします。 

https://www.facebook.com/chuodousoukai/ 


