
同窓会費　53期生 ¥702,000 平成３０年度ささゆり新聞 ¥78,224

預金利息 ¥813 ゆりっ子バザー協力金 ¥10,000

平成29年度バザーグッズ売上 ¥203,600 オリジナルグッズ ¥172,583

オリジナルグッズ売上　 ¥55,300

寄付 ¥10,000

小　計 ¥971,713 小　計 ¥260,807

¥6,612,372 ¥6,612,372

平成２９年度
(2017)　繰越金

¥5,640,659

収入の部 支出の部

　　　　　　平成30年4月1日～平成31年３月31日

平成３１年(2019)
3/31普通預金残高

¥6,351,565

百合学院小学校同窓会

第 ２ ７ 号
平成３１年４月発行

百合学院高等学校同窓会

同窓会ＮＥＷＳ

日時：２０１９年２月２１日（金）(予定)

午後５時～
場所：百合学院３号館１階

オラトリウム

学院追悼ミサは、学院創設者である田口芳五郎枢機

卿様のご帰天された日に行われます。また、この追

悼ミサでは、卒業生やそのご家族、百合学院に関係

のある方々のためにも祈りを捧げています。

お問い合わせは中高事務局までご連絡下さい。

服装は平服で結構です。

皆さまもご存知のとおり、昨年
６月に長崎の教会群が世界文化遺

産に登録されました。キリスト教

が禁止されていた時代の250年以

上もの間、教会と聖職者不在の中

で、日本のキリシタンたちが当時

の社会に適応しながら、ひそかに

キリスト教の信仰を守り続けてき

たという世界に類を見ない歴史が

評価されての登録となりました。

いわゆる隠れキリシタンといわれ

る人たちです。彼らは貧しさと何

の後ろ盾もない厳しい状況の中で、

なぜこの信仰を守り続けようと思

い、そしてそれができたのか、大

いなる謎です。ただ、キリスト教

が4世紀にローマの国教になり、

世界の三大宗教までに広がって

いった歴史よりもむしろ、隠れキ

リシタンたちの信仰のともしびが

消えなかったストーリーにダイナ

ミズムを感じ、関心を抱かずには

いられません。

※グッズ売上のうちゆりっ子ノート売上(小学校花壇苗代)
27,250円を含む。

現在、定期預金は、100万円が８つと50万円が２つで
合計９00万円となっています。上記通りご報告いたします。

監査の結果、上記の通り相違無いことを認めます。

平成３１年（２０１９）３月 会計監査 福川ゆみな
松原ゆかり

《高校》

片山 公隆 先生（数学専任）

魚住 有加 先生（社会専任）

大黒 雅之 先生（国語専任）

江角 祐輔 先生（社会専任）

阪田 久生 さん（用務）

《小学校》

西尾 広一 先生

與畑 幸徳 先生

衛藤 奈奈子 先生
平成３１年３月末日

長きにわたり、学院に関わっていただき
ました先生方、職員の方、お世話になり
ありがとうございました。

昨年度は、キャリア教育部門で

高校が文部科学大臣表彰受賞、部

活部門では中・高チアダンス部が

マロニエ賞（兵庫県知事表彰）受

賞、高校のバスケットボール部は

兵庫県ベスト4入り、尼崎市内の名

物となった「イザ！カエルキャラ

バン！」、そして他校の比ではな

い学院全体の様々なボランティア

活動など、活躍は多岐に渡り、高

い評価も受けています。

決して派手さはないですが、一

歩ずつ着実に独自の進化を遂げ始

めています。同窓生の皆さまも今

後のゆりっ子たちの活躍にぜひ関

心を深めていただき、母校の発展

のため、できる範囲でのご支援・

ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

百合学院は創立者田口枢機卿を

はじめ、経営母体であるヨゼフ会

のシスター方の中には上記の舞台

だった長崎の出身者が多く、その

歴史の影響が色濃く残る希少な学

校ともいえます。それゆえ、海外

のキリスト教国に本部修道会をも

つ他のミッションスクールに比べ

て、規模も小さく派手さもありま

せんが、その歴史のようにシンプ

ルかつ粘り強い趣があります。

昨今、時代の流れから男子校や

女子校が共学化していく中で、百

合学院も厳しい状況に置かれてい

ることは否めませんが、創立者か

らシスター方が大切に引き継いで

きた建学の精神と社会ニーズへの

適応を見失わず、現場の教職員は

主体的に企画と実践に日々励んで

いるところです。

日本キリシタン史に倣って

《高校》

《小学校》

小学校同窓会の会計報告は会則 第５章 第１４条の
通り、会計年度は、次回総会（2020年開催予定）
前日までとします。

第５章 <会計年度>

第４条 本会の会計年度は総会開催日に

始まり次回総会開催日前日に終わる。

※会則より抜粋

マリオ･アウディシオ神父 宗教講師

Sr.佐々木 美代子 先生 図書館専任

Sr.永嶋 信子 先生 事務

昨年、御帰天されました学院に関わっていた
だきました教職員の方へ心よりご冥福をお祈
り申し上げます。

《小学校》

尼崎市小学生陸上競技大会

４冠達成！(第４６回）

共通女子４×１００Ｍリレー

６年生女子１００Ｍ走

共通女子 ８００Ｍリレー

共通女子 走り幅跳び

平成もあと少しとなり、新たに始まる「令和」の
時代に期待が膨らむこの時期に、母校のさらなる発
展を願い、ささゆり２７号『母校の風』をお届けで
きることに感謝します。
そして、5/26(日)は恒例のゆりっ子バザーが開催

されます。今年は小学校、高校合同で、「同窓会の
店」として参加します。
バザーの賑わいや活気、そして笑顔が、学院や

後輩たちの活躍の追い風となりますように…
たくさんの方のご来場を心よりお待ちしております。

《中学・高等学校》

『キャリア教育』
・文部科学大臣表彰（キャリア教育優良校として）

百合学院高等学校
・クエストカップ全国大会出場（15年連続）

特進コース（高2）より2チーム（11名）
・甲南大学リサーチフェスタでの受賞

選抜特進コース（高2）より5名

『部活動』
・マロニエ賞（兵庫県知事表彰）
百合学院中学校チアダンス部
百合学院高等学校チアダンス部

・第8回全国中学校ダンスドリル選手権大会 Winter Cup
ソロ部門優勝・・・チアダンス部中3生徒

・All Japan Cheerleading and Dance Championship USA
School and College Nationals 2019（全国大会）
中学校編成 Song / Pom部門（Small） 第2位
高校編成 Song / Pom部門（Medium）第3位

・第71回兵庫県高等学校新人バスケットボール選抜優勝大会
百合学院高等学校バスケットボール部 第4位

〔大会優秀選手賞・・・本校高1生徒（1名）〕

※2018年12月以降の受賞実績から抜粋しています。
（他にも多数受賞実績があります）



『私たちの国籍は天にあり』という聖書の言葉の通り私たちは神の子で、

神の御前に真実に、そして 『隣人を自分のように愛しなさい』と常に先生

方からお話を伺い学院生活を送ってきました。

その言葉は校訓を表すものですが、制服を着て過ごした日々では当たり前

だったことを、卒業生の方々は社会に出てふと 違和感を感じる経験がある

のではと思います。

同窓生 同級生と分かち合える空気感は心地良く、百合での穏やかな 温か

い環境を思い出します。

カトリックの価値観に基づく学校生活を送ったことは少なからず 生活の根

幹を成しています。

『迷っているならいらっしゃい』というシスター篠崎のお言葉で、長女を

入学させてから既に十数年。次女が卒業まであと一年となり、自身も合わ

せると数十年の百合での日々が今年度で終わります。

職員室の窓拭きや当時のK1-1の自分の胸に聞いてみたエピソード等ここに

は書ききれない、書けない事が多々あります。

親子共々感慨深く、最後の一年心して過ごしたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

今年2月28日、無事に卒業の日を迎えることができました。幼稚園から高等

学校まで、娘は15年、私は14年、合わせて29年間、親子共々長きに渡り大変お

世話になりました。

娘が百合学院に通うようになり、改めて、幼小中高での、それぞれの出来事

や学び、育みに感謝するばかりでした。学校から帰るなり、日々の出来事に喜

怒哀楽し語る娘の姿に、同じ様に同じ校舎で成長し切磋琢磨する娘の様子が、

とても愛おしく頼もしく、私も母として、娘に育てられてきたのだなと感じて

いました。

先生方、同級生、先輩後輩、クラブ活動、学院行事、そして今も続く友人と

の学びは、私にとってかけがえのない宝ものとなっています。そしてまた娘に

とっても、年を重ねる毎にさらに“宝もの”を実感することでしょう。

これまで育まれた学びが、これから新たに育まれる学びに花を添え、明るく

楽しく元気良く咲き誇り、また新たな“宝もの”が増える事を願い、母校の発

展と、そこに集う人々のご多幸をいのり、“めざせゆりっ子三代目”を夢に掲

げ、少しでも恩返しができればと思っています。学院と先生方々、共に学んだ

友人達、保護者の方々とのご縁に感謝しています。ありがとうございました。

同窓会の活動
小学校イルミネーション＆

花壇植え替え

30

２０１９年１月１４日（月）
ホテル阪急インターナショナル
にて、５１期生の同窓会が開催
されました。同窓生と先生が集
まり、楽しく華やかなひととき
を過ごし、成人の日の楽しい思
い出になりました！

この春、卒業の際にいただいた
“百合の花” 新たな場所でも明るく
元気に咲き誇れ！ By 母

聖母行列での一枚
懐かし聖歌が頭の中をめぐりますね！

♪あお葉わか葉に 風かおりて〜

百合学院小学校も少子化に伴い残念ながら年々入学者数が減少傾
向にあります。そこで、私達同窓会も可愛い後輩たちが増えること
を願い様々な活動を行っています。昔と変わらず百合学院の子供達
は、少人数でしか味わえない素晴らしい環境で楽しく学院生活を
送っています。素直で賢い自慢の百合っ子です。
卒業生の皆さんもどうぞお嬢様やお孫さんを百合学院へのご入学

をお考えください。そして、親子で帰って来てください。シスター、
先生方があたたかくお迎えくださいますよ。バザーでは、同窓会の
お店に親子で寄ってくださった方に、先着１０名様に可愛い同窓会
手作りの百合学院オリジナルくまちゃんをプレゼントさせていただ
きます。是非、抱っこしにきてくださいね。お待ちしております。
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