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兵庫県 自治賞 受賞されました！

「子ども食堂」などの地域の活動が評価されました！
同窓会、保護者、生徒たちとともに取り組まれてきたことが理事長の

長年の百合学院へのご尽力と合わさって受賞が決定しました。
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学校法人 百合学院

理事長 馬場 美保

卒業生の皆様、コロナウイルス感染症の終息が見えず、生活

様式をも大きく変えられる日々ですがいかがお過ごしですか。

学院生活の中でも様々な活動が中止、縮小、延期など戸惑いも

多く、当たり前とか、いつでも会える、直接会えるなど沢山の

喜びの土台のもろさを強く感じることがあります。このような

時こそ距離は遠く離れていても同窓の心はしっかりと繋いで、

百合っ子の持つ善さ “人を思いやる心、人のために何かが出

来る” をもっているあなた達です、神様に信頼して希望のうち

に歩んでください。

新しい形で出発した同窓会のあゆみと同窓生一人ひとりの上

に、神様の豊かな祝福を祈っています。そして学院に姿を見せ

て下さる日を待っています。

ご あ い さ つ

ゆりっ子大活躍！ ～中学生～

第１位、団体総合優勝、文部科学大臣賞

★全国ダンスドリル選手権大会２０２１
中学校 Song/Pom部門Medium編成

全国大会出場！！

令和３年度 全国中学校体育大会

第51回全国中学校
バスケットボール大会

神戸新聞に掲載されました！

月刊バスケットボールにも掲載されました！

←2021/09/10付

↑2020/12/20 付



百合学院同窓会 会長

５回生 市川（広滝）道代

会員の皆様には、お変わりなくご健勝のこととお

喜び申し上げます。平素は百合学院同窓会に数々の

ご支援、ご鞭撻を賜り厚く御礼申し上げます。また、

同窓会活動に温かい励ましをいただいております馬

場美保理事長先生、川崎万紀代中学校高等学校校長

先生、大石温子小学校校長先生はじめ、教職員の皆

様に改めて心から感謝を申し上げます。

このたび会長を務めさせていただくことになりま

した市川道代でございます。なにとぞよろしくお願

いを申し上げます。

百合学院は、キリスト教精神をよりどころにして

います。私は会長拝命にあたり、とくに、本学院の

教育理念を象徴的に表した「Puritas et Charitas」

（「純潔と愛徳」）の精神を大切にしていきたく存

じます。同窓会がこの精神を大切にすることは、こ

れにより母校をお支えし、卒業生同士の交わりを深

めるにとどまらず、広く公益に寄与することになる

と確信しているからでございます。

さて、小学校同窓会と高等学校同窓会との統合が

正式に決定され、新しい「百合学院同窓会」となり、

1つの組織として船出をすることになりました。早

くから準備を重ねてまいりましたが、月日の流れは

早く新型コロナウィルス感染症の影響を受けてしま

いまして、昨年はご承知の通り対面での総会を中止

させていただきました。また、同窓会が計画してお

りました学校行事への関わりも規模を縮小したり中

止をしたりしまして、委員の皆様も活躍の場を失っ

ている状態でございます。

今年こそは11月に総会を開催したいと検討を重ね

てまいりましたが、新型コロナウィルス感染症の終

わりが見えない状況が続いており、会員の皆様の安

全を最優先にしまして、大変に残念ではございます

◆プロフィール◆
市川道代いちかわ・みちよ/神戸大学卒業後、百合学院小学校教諭として５年間、母校に奉職の後、大阪教育大学大学院教育学研究科修了。
平安女学院大学子ども学部教授、子ども学部長を経て、現在、京都大学大学院教育学研究科講師、兼、大阪大学大学院文学研究科講師、国
語教育学を担当。主著に『国語科教育の理論と実践』（共著）現代教育社、『日本語力』（共著）角川書店、『手紙が書ける』（単著）勉
誠出版、『文章構成の基本大事典』（共著）勉誠出版などがある。

が、本年度も書面報告

にするという決断に

至りました。

目下進められている

ワクチン接種が功を奏

して、感染が収束した

ということばが現実味

を帯びるのはいつのこ

とでしょうか。それは

まだまだ先のことでは

ないかと危惧されます。

そうした困難な状況の中におきましても、本学院

では絶え間なく真摯な教育活動を続けられて、着実

に大きな成果を上げていただいています。その近況

を、理事長先生と各校長先生から「ささゆり」にご

報告いただきました。

そこで、同窓会としましても、今後も続くこのよ

うな世の中の不可逆的な激しい変化の渦に対応しつ

つ、柔軟に、かつ迅速に活動をしていかねばならな

いものと覚悟をしております。その中で、まずは年

一回のみの発行ではありますが会誌「ささゆり」の

内容の充実を図り、会誌を通じての同窓の輪を広げ、

絆を固めてまいりたいと考えております。それには、

会員の皆様お一人おひとりの積極的なご協力がぜひ

とも必要でございます。今後とも、どしどしご提

言・ご近況等をお寄せいただきまして、皆様に待ち

望まれる紙面作りに励みたいと存じます。

「先」どころか「今」のことさえもわからない昨

今ですが、1日も早い新型コロナウィルス感染症の

収束と、同窓生の皆様の各界におけるご活躍とご健

勝をお祈り申し上げ、併せて今後とも本会への変わ

らぬご支援ご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶

といたします。

ごあいさつ
～変わらぬご支援を～

令和３年(2021年)11月１日 ささゆり 新第１号 第29号(３)



百合学院中学校高等学校

校長 川﨑万紀代

同窓会の皆様には、母校のこと、後輩たちのことを気にかけてい
ただき、ありがとうございます。

また、この度、小学校と中学校・高等学校の同窓会が一つに統合
され、新同窓会誌「ささゆり」第１号に、母校の様子をご報告させ
ていただけますこと、誠に光栄に存じます。

百合学院中学校・高等学校では、カトリック精神に基づいた人間
教育を土台として、キャリア教育、グローバル教育､AIとの共生教育
を３本の柱に据え、教育活動を行っています。

以下、学習活動、部活動、進路状況についてご報告いたします。

中学校・高等学校の教育活動レポート

１ 学習活動について

「ゆりっこstudy」プロジェクト２０２１が始動

中学校

学ぶ意欲を育て、生徒一人ひとりのスピードに合わせた丁寧な指導を行っています。

〇 日々の学習の記録（NOLTYスコラ）を活用
担任からアドバイスを受けることも、相談することもできます。

〇 国語、英語・数学を習熟度別クラスで授業を実施
確認テストではわからなかったところを土曜補習でフォロー。
また、もっと応用まで学びたい生徒にはハイレベル講習を実施しています。

１年：OBENTOプロジェクト…教科を越えてお弁当の中身を探究

〇 探究的な学び ２年：データの達人…自分の興味のあるテーマをデータに基づき深化

３年：修学旅行を通して平和と文化を考察

さらに添削教材Zstudyを使って答えのない課題への取組も実施。

〇 SEED(Speaking English and  Extensive  reading  for  Dream)の取組
海外とのオンライン英会話、英書の多読、イングリッシュキャンプ（コロナ以前）

などで英語の4技能を育てることを目指しています。

高校

新しい学習の形「自ら考え、協力し、発信する」―主体的、対話的で深い学びを実践。
自己肯定感を高め、自分の将来の進路を切り開いていきます。特に、12月に開催する
「探Qフェスタ」での生徒たちの発表は、そこに至るまでの生徒の努力・成長とともに
磨き抜かれた発信力も圧巻です。

〇 選抜特進コース：「探究」の授業
一人ひとりがビジネスプランを作成し、社会について考えます。（関西大学ビジネス
コンペティションへの参加） また、自分の興味・関心から出発して社会や学問に迫
ります。（甲南リサーチフェスタに参加）

〇 特進コース：「キャリア」の授業
インターンシップでは働く人の生きがいや価値観、人生に迫り、クエストエデュケー

ションでは大企業に商品アイデアを提案し、企業賞（その企業に対する提案の全国第
１位）も受賞しています。
“The Vision”:探究する大人たちと出会い、自分の過去・現在・未来を探求し、ヴィ
ジョンを発表する場も今年度から設けています。

〇 英語の4技能を伸ばすために、ネイティブ教員による少人数授業、多読・音

読アプリの活用、短期留学制度（コロナ前）を実施しています。

１
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部活動について

〇 チアダンス部

★USA School & College Nationals 2021
総合１位 中学校編成・ダンスグランプリ
第３位 高校 Song/Pom部門Medium編成B

★全国ダンスドリル選手権大会２０２１
第１位、団体総合優勝、文部科学大臣賞

中学校 Song/Pom部門Medium編成
第１位、総合3位

高 校 Song/Pom部門Medium編成

〇 バスケットボール部【中学校】

優 勝 令和3年度尼崎市総合体育大会
準優勝 阪神中学校総合体育大会
優 勝 兵庫県総合体育大会
第３位 近畿総合体育大会

ベスト１６ 第51回全国中学校体育大会

〇 バドミントン部

団体3位 近畿カトリック学校女子競技大会 中・高バドミントン部

過去3年間の入試合格実績について

《国公立大学等》 大阪大(工) ① 神戸大(医) ① 兵庫県立大(国際商経) ① 奈良県立大(地域創造) ①
島根県立大(看護栄養) ① 大阪教育大（教育）②
兵庫教育大(学校教育) ① 神戸市外国語大(外国語) ① 防衛医科大(看護) ①
防衛大(履行・人文社会科学) ③ 海上保安大 ①

《私立大学》 上智大(文) ① 国際基督教大(教養) ① 関西学院大(法・総合政策・教育) ⑦
関西大(文・経済・商・政策創造他) ⑳ 立命館大(理工・国際関係・政策科学) ⑤
東海大(医) ① 北陸大(薬)② 甲南大(文・フロンティアサイエンス・法) ⑧
龍谷大(経営・先端理工）➃ 京都女子大(文) ② 同志社女子大(表象文化) ①
佛教大(社会福祉) ①、近畿大(総合社会) ② 桃山学院教育大(人間教育) ①
神戸学院大(薬・人文・総合リハビリ他) ⑤ 武庫川女子大(健康スポーツ・看護他) ⑧
甲南女子大(医療栄養・看護リハビリ他) ㉙ 神戸松蔭女子学院大(人間・教育・文）㉔
神戸常盤大(保健科学) ① 藍野大(医療保健) ① 大手前大(国際看護・総合文化他) ⑩
関西福祉科学大(保健医療) ②、大阪電通大(医療健康・医療福祉工学他) ➃
大阪工業大(ロボティクス＆デザイン工他) ② 梅花女子大(看護保険・文化表現他) ⑮
京都外国語大(外国語)⑤ 関西外国語大(外国語)② 神戸女子大(文・健康福祉) ⑩
追手門学院大(社会・国際教養・地域創造・心理) ⑦ 神戸親和女子大(発達教育・文)⑤
他多数

４ PR

本校のホームページでは、各部署、部活動、校長のブログが更新されています。どうぞ、
皆様もご覧いただき、後輩たちへの応援をよろしくお願いいたします。

〇 SDGsの取組

SDGsの17の目標を理解し、環境への配慮、リサイクル・リユースにも取り組んで
います。生徒一人ひとりが、自分の選んだ目標について探究し、どうすれば持続可
能な社会になるのかを考え、まとめ、発表する場を設けています。

2
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遅咲きのユリの花々が咲く校庭。おひさ

まを浴びて、ユリの花々が一段と白く輝い

ています。「おはようございます。」元気

のよいさわやかなあいさつが飛び交う朝。

私の学校生活は、毎朝、校長室でピアノ

の音色を聞くことから始まります。

誰でも自由に弾くことができる校長室前の

ピアノ。

今朝弾いている子どもは、低学年？中学

年？高学年？ どんな曲？ わくわくドキ

ドキ。

朝から、とても心が落ち着き、「さあ、

今日も一日頑張ろう」と私を元気にさせて

くれます。ピアノを弾いている子どもの周

りに、自然といろいろな学年のお友だちが

集まっているほのぼのとした情景に、心が

温まります。

学校は、子どもたちの人格の成長を手助

けし、よりよい人間になるための学びの場

所です。

百合学院小学校は、カトリックミッショ

ンスクール。「ミッション」とは、「使

命」を意味し、それは、人間は神がつくら

れたかけがえのない存在であるから、自分

を含めて一人ひとりを大切にし、思いやり

の心をもって、社会のためにできる最善の

ことを果たしていくということです。

“I  LOVE YURI  WE LOVE YURI”

百合学院小学校

校長 大石温子

神さまに愛され 見守られ
“ かしこく 正しく 清らかに ”
すくすく育て ゆりっこたち
おもいやりの心 感謝の心を持ち続け
自ら考え行動する子に
深い教養を身につけ
真に自立したすてきな女性に

校訓は、「純潔」うそをつかず、ごまか

さず、何事にも正直で、公平であること。

「愛徳」神さまにつくられた子どもとして、

お互いの違いに気づき、お互いを認め合い

大切にすること。「建学の精神」に基づき、

深い教養を持ち、真に自立した、国際社会

に貢献しうる女性の育成を目指しています。
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百合小の特色として放課後の学習が充実

しています。

ナザレトクラブは、20周年を機にリニュー

アルしました。 “ All in school ”で

子どもたちの放課後の時間をかけがえのな

いものに。宿題にも遊びにも取り組める

「ナザレトクラブ」。

つまり、百合学院小学校は、イエスさまの

教えに従って人を教育する使命のある学校

なのです。



新しいことにチャレンジして興味を深め

られる「曜日指定プログラム」。学校内で

人気の習い事ができる「課外レッスン」。

子どもたちの可能性が広がります。

学校に居ながらにして、いろいろな習い事

に挑戦できるので、ナザレトクラブは人気

があります。家庭と学校とナザレトクラブ

の三位一体で、子どもたちの成長を支援し

ています。

また、宗教の時間を週１回設け、聖書や

神さまのこと、感謝の心・奉仕の心を学び

ます。「聖母をたたえる集い」「クリスマ

ス祝会」等の宗教的な行事、ユリンピック

や学習発表会、林間学校やスキー教室等、

さまざまな行事を通して、豊かな知性と心

を育んでいます。

「天におられる私たちの父よ・・」子ども

たちのお祈りから一日の学校生活が始まり

ます。

朝は読書タイム。心静かに読書をしてか

ら1時間目の授業に取り組みます。お互い

の意見を高めあう授業展開。授業の振り返

りも必ず行います。細かくていねいな学習

指導で「お直し」も徹底しています。勉強

の仕方や楽しさを学ぶ、いわゆる百合小伝

統の学習スタイルです。

休み時間は、ゆりっこパワー全開です。

ブランコ 一輪車 ボール遊び等に夢中。

鬼ごっこやドッヂボール（今はコロナ禍の

ためできませんが・・）。異学年の交流も

あり、みんな笑顔で元気いっぱい。運動場

を走り回っています。

給食では「食育」に力を注ぎ、好き嫌いな

く、感謝の心で食べることを大切にしてい

ます。今はコロナ禍で、ひたすら「黙食」

中。給食の時間はとても静かです。

ヨゼフタイムでは、縦割り活動で高学年

が低学年のお世話をしながら掃除をしてい

ます。心もお部屋もピッカピカ。

1年生のお世話は、6年生がします。これ

は、脈々と受け継がれる百合小の伝統です。

奉仕活動も盛んで“届けよう服の力”プロ

ジェクトに参加し、2017年度には“グリー

ンスクール”を受賞しました。幼稚園との連

携や老人ホームの訪問も行っています。

教室から聞こえてくる 「アヴェマリア

めぐみにみちた方・・・」

今日も一日穏やかに、お友だちと楽しく過

ごせたことに感謝の気持ちでお祈り。

こうして、ゆりっこの一日が終わります。

ゆりっこたちは、安心安全なスクールバ

スで お迎えの車で お歩きで

校庭に咲くユリの花々に見送られて下校。

「さようなら」「また あした」

笑顔とともに
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百合と私

百合学院同窓会 会計監査
5回生 野草 信次

百合学院小学校第5回生で同窓会会計監査を務

めさせていただいております野草です。

この度、小学校同窓会と高等学校同窓会の統合

を記念する新同窓会誌「ささゆり」第1号発行に

あたり、60年昔の記憶を何とか引き出し、私と百

合との思い出話を書かせていただきますのでよろ

しくお願いします。

小学校時代の物が何処かに仕舞ってある筈だと

家探ししたところ、小学校と幼稚園の校章バッチ、

1958年からの運動会参加記念バッチ、卒業式に

首にかけてもらった聖母マリア様のメダイ、幼稚

園の時のベレー帽が見つかり、それらを眺めなが

ら記憶の糸をたどりました。

私は聖母幼稚園から小学校卒業までの間お世話

になりましたが、私の小学校入学時には5年生ま

でしかいない設立途中の各学年1クラスの男女共

学校で、校舎も木造2階建てで、学校敷地内には

畑や牛舎もある自然豊かでのどかな学校でした。

しかし、教育環境に力を入れていて、現在、百合

学院HP沿革には記載されていませんが、当時小学

校には珍しいプールも設置し、公立の小学校から

水泳教室実施のため来られたことが有り新聞で報

道もされました。

素晴らしい環境での教育を受けていたのですが、

不幸な出来事が起こりました。

これも百合学院HP沿革には記載されていません

が、ある日の夜間に小学校校舎の半分が燃えてし

まう火災が起こり、自分達の教室も丁度美術の作

品展をしていたのですが作品もろとも全て焼けて

しまいました。私は近くに住んでいましたので、

朝になって、学校に行きその惨状を目のあたりに

しましたが、火災になれば思い出も何もかも全て

無くなってしまうのだと強く感じました。

火災後、小学校新校舎が完成するまで授業は完

成したばかりの中学校校舎に間借りをして継続し

て行われました。

大学を卒業後、尼崎市消防局に入局したのです

が、その経験が心の中に有り背中を押してくれた

のかも知れません。

そして、消防局で働いている時に、私は北消防

署長をしたことが無いので直接の経験ではないの

ですが、毎年、勤労感謝の日に百合学院小学校の

生徒さん達が北消防署に来られて感謝の気持ちを

伝えてくれていて、卒業生として嬉しく思ってい

ました。

最後に、私たちは年齢・性別・職業は様々でも

百合学院同窓生であることに違いはありません。

私も70歳目前ですが、田口枢機卿が設立時目指さ

れたキリスト教に基づく博愛主義を皆さんで共有

し、母校の発展にさらに貢献する為に今後とも同

窓会会員各位のご協力を願いたいと思います。
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人間の相互関係に育まれて

ー百合学院の思い出―

百合学院同窓会 幹事

１３回生 達（前川）朋子

百合学院は創立から60年以上が経ちました。私

が13回生であるということは当時まだまだ若い学

校だったのでしょう。高校を卒業する頃には新校

舎や施設も増えて随分整備されておりました。今

回約５０年前にさか上り、学院での思い出を振り

返ることになりましたが、私は小学校から高校ま

での12年間をこの学校でお世話になりましたので、

思い出は１つに絞れないほど沢山あります。

目を閉じて見える風景に小学校の教室から見た

高校校舎があります。うーんと昔にタイムスリッ

プしてしまいますが、小学生の頃は体育館もまだ

なくグランドを挟んで遠くに中学高校校舎が見え

ていました。小学校を卒業したらあちらの校舎へ

移るんだなあとぼんやりした憧れもあったので

しょう。というのも私が小学校に入学した頃はそ

れぞれ担当の高校生のお姉さんが私たち小学１年

生の面倒を見に来てくれていたように記憶してい

ます。もちろん６年生はお掃除も一緒で色々教え

てもらうことがありましたが、小学生からみた高

校生はもっともっと大きなお姉さんですから校内

で出会っただけでも嬉しい憧れの存在です。

また、私は電車通学だったので、当時近所に住

む高校生のお姉さんに毎朝駅まで連れて行っても

らっていたことも覚えています。いつもそばで優

しいお姉様方に見守られていたことは慣れない環

境の中において幼い子供であった私にはとても心

強かったに違いありません。百合学院が一貫校だ

からこのような素晴らしい体験を持ち、今でも強

く思い出に残っているのでしょう。

創立記念祭やクリスマス祝会など小学生から高

校生までが一つになり参加する行事などもありま

したから全校生徒が姉妹のようでもあり上級生に

憧れ、下級生を思いやる、そんな環境の中で成長

させてもらったと思います。

もう一つ小学生の頃の話

になりますが電車組の私は

スクールバスを利用してい

ました。その頃からスクールバスがあったのも画

期的ですが、帰る時は敷地内のバス乗り場周辺の

広っぱで遊ぶのが楽しい時間でした。ある日急い

でバスに乗りこみ阪急の園田駅に着いた時のこと、

ランドセルがない事に気付いたのです。遊びに夢

中でランドセルを学校の広場に忘れてきてしまい

ました。その時はバスのおばさんが電車代を貸し

てくださりランドセルなしで帰ったこともありま

した（笑）。

あまり自慢できることではありませんが、長い

学校生活の中ではシスター、先生方はもちろん、

関わってくださった全ての方々の愛情をもらって

育てていただいたんだと感謝の気持ちでいっぱい

です。

現在の私が国内に留まらない沢山の人たちとの

出会いを通して、それが宝物となっている今、当

時引っ込み思案だった私には想像もできなかった

ことでしょう。私にはこの学校での１２年間が必

要だったのだと思います。同級生に限らず先輩、

後輩を含めて今もなお友人としてお互い支え合え

る関係でいられることは私の財産でもあります。

卒業生として私が自慢できる百合学院の良い面

を残し、これからも益々の発展を願うと同時に卒

業生みんながゆりっ子として大家族であり続けて

いきたいと願っています。
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同窓会活動～小学校応援し隊

百合学院同窓会 中学校高等学校副部会長
２０回生 石田（栗本）佳保

百合学院同窓生の皆様、お元気でいらっしゃい

ますか？

コロナウイルスという今まで経験したことのな

い敵とそれぞれの立場で毎日戦い疲れていらっ

しゃる方も多いと思います。こんな時こそ百合学

院で過ごしたどんな事にも怖れず突き進んでいた

若かった頃を思い出してみて下さい。あともう少

し頑張れる力が湧いてくるのではないでしょうか。

慌てて生活していた自分を見つめ直し、フル充電

するチャンスと思い過ごしたいものです。

私達、同窓会は、学院同窓会として大きなファ

ミリーとなりスタートいたします。

今までの活動のひとつに、小学校応援し隊とい

う活動があります。

小学校のエントランスをあたたかい百合学院の

イメージが伝わるようにと花壇の苗植えやクリス

マスのイルミネーションの飾付けを行っています。

☆花壇の苗植え☆

バザーでのオリジナルグッズの販売による売り

上げの一部で苗を購入し、小学校エントランスの

花壇を年に2回植え替えています。

百合っ子は勿論、ご家族、教職員、来校される

方々が、お花を見て優しい気持ちになってもらえ

たらという思いで作業をしています。

入学式に合わせて「ようこそ百合学院へ 綺麗

なチューリップが咲きますように」と願いながら

土の深いところへ球根を植えています。

寒い冬に耐え春には綺麗な花を咲かせ子供達へ

元気を届けたいという思いで黄色を中心に紫、ピ

ンク、赤などのパンジーで彩り、夏前には、暑い

中でも頑張ろうというメッセージを込めながら真

夏の太陽の光をうけても負けないマリーゴールド

などを植えています。が、少人数ではなかなか思

い通りの花壇にはならず毎回奮闘しています。

☆クリスマスイルミネーション☆

百合っ子のみんなでイエズス様のお誕生をお祝

いするクリスマス。百合学院も1年で1番綺麗に飾

られています。

小学校エントランスの屋根には、星からキラキ

ラと垂れるライトを。大きな木には、たくさんの

オーナメント。そして、花壇には、あたたかい光

の教会と小さなお家を飾ります。毎年、高い所は、

はしごで職員の方にお願いしてとても素敵に飾っ

ていただいています。

お昼頃から作業にかかり、夕暮れには、ライト

アップ。その間、子供達もワクワクした様子で作

業を見に来てくれます。

辺りも暗くなり点灯する瞬間は、「わー！綺麗

ね～」という声が飛び交います。

この時の目をキラキラ輝かせ喜んでくれる子供

達の様子を思い描きながらの作業は、どんなに肌

寒くても頑張れます。

毎晩、百合学院の門の外からも見ることが出来

るイルミネーションで幸せの輪が広がればと願っ

ています。

このような活動を知っていただき、これから皆

様にも是非ご参加していただけたらと思っていま

す。

お花に詳しい方や、イルミネーションの飾り付

けが得意な方など私達とご一緒いただければあり

がたいです。

今回同窓会が大きくなることで、ご意見、ご協

力してくださる方、そして何よりバザー、花壇、

イルミネーションをご覧になりに百合学院にいら

してくださる方々を心からお待ちしております。

バザーも通常通りに開催できる世の中になり、

皆様と楽しい時間を百合学院で過ごせる日を楽し

みにしております。
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退職された先生

令和３年(2021年)11月１日 ささゆり 新第１号 第29号(16)

《高校》

圡山 慶一 先生（英語専任）

《小学校》

関本 敬子 先生（教諭）

水谷 俊 先生（教諭）

令和3年３月末日

長きにわたり、学院に携わっていただき
ありがとうございました。

◆◆◆同窓会からのお知らせ◆◆◆

Sr. 清水 千恵 先生 (中高 家庭科 専任）

2020年11月、御帰天されました。

1961年より学院に携わり、1983年より

中学高等学校校長を勤められました。

中川 澪子 先生 (中高 国語 専任)

2021年9月、御帰天されました。

1965年より長きにわたり学院に携わり、時には

優しく、時には厳しくご指導いただきました。
たくさんの温かい思い出をありがとうございま
した。

ご厚情に深く感謝するとともに心より
ご冥福をお祈り申し上げます。

ご帰天された先生

追悼ミサのお誘い

日時：２０２２年２月１８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。卒業生

やそのご家族、百合学院に関係のある方々のため

に祈りを捧げる日です。どなたでもご参加いただ

けます。服装は平服で結構です。

※お問い合わせは中高事務室までご連絡ください

。

編集後記編集後記

一昨年の年末から、とりわけ昨年の令和2年の年明
け早々から、新型コロナウイルスが長期にわたって猖
獗を極めています。世界的に異常な事態が続いており、
いまだに収束の見通しが立っていない状態ですが、皆
様にはお変わりなくお過ごしのこととお喜び申し上げ
ます。

小学校と中学校・高等学校の同窓会が統合されたの
を機に長年見慣れ親しまれてきた会誌を大幅に新しく
改訂しました。まだまだ中味の充実度は未だしの感が
ありますが、今後、いろいろとご高批をいただき、ま
すます充実したよい会誌になりますよう、会員諸兄姉
のご支援をお願いいたします。

何といっても会員の皆様方のご投稿のご協力が一番
です。今後、積極的なご支援をいただいて、よりよい
会誌の編集に力を注ぎたいと存じます。

各位のご活躍とご健勝を心からお祈り申し上げます。

（編集子一同）

オリジナルグッズ紹介

住所変更

住所など変更がございましたら必ず同窓会の方へ
ご連絡ください。

《中高事務室》 電話 06-6491-6298
《小学校事務室》 電話 06-6491-7033

E-mail  sasayuri@yuri-gakuin.ac.jp

学院ホームページの同窓会(ささゆりの会）より
住所変更入力フォームで変更可能です。ご活用ください。

学院ホームページ
http://www.yuri-gakuin.ac.jp/ ↑ ↑ ↑

住所変更入力フォーム


