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浪工会

今年度会報を発行するにあ
たり、母校である星翔高等学
校の現況と直面している喫緊
の課題を伺うために、去る六
月二十五日に星翔高等学校理
事室において、浪工学園の大
安義彦常務理事と浪工会の小
林貞夫会長が対談を行いまし
た。

施 設 面の対 策が急 務
教 室の不 足 問 題も
小 林 現在母校が直面してい
る問題についてお聞きしたい
と思います。まず第一に学校
の皆さんが努力されたことも
あり、入学希望者が増加して
いると聞いています。うれし
いことではありますが、その
反面校舎は昔のままであり教
室数が不足するのではと心配
しています。どのように対処
大安義彦常務理事

星翔高校の維持発展をどうするか

浪工学園の大安常務理事と対談
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されていますか。
大 安 日頃は同窓会役員をは
じめ浪工会会員の皆様には何
かとご協力をいただき、大変
感謝致しております。さて、
学園の現実的な問題ですが、
五年前の生徒数は約九百名、
今年度の全校生徒数は千百九
十二名になりました。生徒数
が増加をした理由の詳しい分
析を現在行っているところで
すが、男女共学の実施や普通
科や国際科とともに工業技術
系の学科を備えている私立高
校が、府内で我が校だけとい
う理由があるのではないかと
考えられます。また平成十八
年より普通科を共学化しまし
た。これにより現在は全校生
徒の約二十パーセントが女子
生徒で占められています。教
員数は約百名で、クラス数は
三学年三十五クラスになって
います。教室数の心配につい
てですが、来年度の入学者数
が増加すると不足するのが現
状であり、建設資金面の心配
もあって施設面での対策は頭
の痛いところです。さて建物
のことですが、昭和三十年代
の卒業生でしたらご存じの様
に、最初に鉄筋化した校舎は
昭和三十六年建設で五十年経
過しています。この建物には
十八の教室があります。次に
建った第二校舎は昭和四十六
年の建設です。正門に面して

小 林 二番目にお聞きします
が、校舎の耐震診断と補強工
事についてどのように考えて
いますか。またＯＡ機器やコ
ンピュータを組み込んだ旋盤
やその他の実習機械を更新す
る必要はないでしょうか。そ
れに今年も猛暑が予測されま
すが、空調設備も老朽化して
いると聞いています。対応は
どのようにされるのでしょう
か。
大 安 本校も創立八十年に向
かっている学園であり、古い
建物の耐震補強はできていな
いのが現状です。耐震調査費
用は全施設を実施すると約四
千万円必要であり、耐震補強
工事を行うと新たに校舎を建
設するほどの費用が要ること
になります。学校の建物はど
うあるべきか、今後に向けて
の校舎建設を資金面を含めて
検討する必要があると思いま
す。
小 林 空調設備の更新はどう
なっているのでしょうか。
大 安 今使用している設備は
約二十年経過しています。業
者の方も、よくこれまで使用
してきたと言います。故障も
しますが、三年前からは部品
も調達できなくなり、故障し
てもなんとかしのいできたと

い る 本 館 や 体 育 館 も 建 設 以 来 悩 みは 校 舎 の 耐 震 補 強
四 十 五 年 経 過 し て お り 老 朽 化 空 調 や 設 備の 更 新 が 急 務
してきていることは事実です。
次に向かって建物全体のこと
を考える時期に来ているよう
に思います。

大 安 次に生徒数のことです
が、平成初年度頃の大阪府内
の中学校卒業者数と現在の卒
業者数を比べると二分の一に
減少しており、現在は七万人
です。その中で本校の入学者
数は増えており大変有り難い
ことと思っています。この先
も人間教育を基本として特色
ある私学として同窓の皆様に
も愛される、そして求められ
る学校として理事会と教職員
一同で取り組んで行きたいと
思っております。

特 色 ある 高 校 づ くり を

小林貞夫会長

いうのが実態です。ここ二〜
三年の間に設備投資が必要で
はという難題に直面していま
す。もうひとつ、会長が言わ
れたＯＡ機器などの実習に使
用する機械の問題ですが、今
日は日進月歩の時代あり、機
器の設備投資は遅れ気味です。
先般も大阪府私学大学課より
視察があり「最新の設備が必
要ですね」と言われましたが、
基礎基本の実習教育はできて
いますが、できれば最新設備
の機器も取り入れることは重
要視すべきと思っています。
ーターが水に浸かったことを
記憶しています。その体験も
あり、昭和四十六年建設の第
二校舎に電気科と電子科の実
習場が完成しており、二メー
トルくらい地上げされた建物
となっています。機械科の建
物も昭和五十二年に建て替え
ており、万全とは言えないま
でも被災の経験は生かされて
いると思っています。

小 林 安威川治水ダムも未完
成であり、もし百年に一度の
極地豪雨があれば公共下水道
のポンプが止まり、道路が水
没する事態も考えられますね。
大 安 生徒たちが校舎にいる
時間帯なら安全かと思われま
すが、登下校時の水害訓練は
やっていませんので、今後学
校周辺地区を調査した上で安
全な場所への誘導ができる道

もうご覧いただけましたでしょうか？浪工会ホームページでは、浪工会
の基礎情報をはじめ、最新の情報やニュースを随時更新しています。

路状況を調べたいと思います。
高い位置の千里丘方面への移
動を考え摂津市と懇談したい
と思います。水防災訓練を慎
重に考えたいと思います。
小 林 ありがとうございまし
た。最後にお願いですが、学
力向上と共に私学の特色を生
かし、挨拶ができてマナーや
道徳心を身に付けた生徒が育
つよう、努めていただければ
と思います。本日はどうもあ
りがとうございました。
ありがとうございまし

http://www.namikokai.com/

大安

た。
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検

浪工会

極 地 豪 雨あれば学 校が心 配
小 林 第三にお伺いしたい件
ですが、母校のある摂津市は
水害地域として知られていま
す。昭和四十二年には六十二
ミリの豪雨があり、安威川や
山田川、大正川などの堤防が
決壊して、町の三分の一が浸
水しました。この春には東日
本大震災が発生し、防災につ
いての認識が高まっています。
母校では水防災について考え
ているのでしょうか。また過
去の被害は無かったのでしょ
うか。
大 安 私が学校に赴任したの
は昭和四十年ですのでよく記
憶しています。グラウンドが
三十センチぐらい浸かり魚が
泳いでいました。電気科のモ

浪工会ホームページをご覧ください

ＯＢが母校を訪問

去る六月二十五日（土）、
昭和三十六年勝野学級卒業生
の山本勝司さん、高島久典さ
んをはじめとする八名の皆さ
んが、見学のため母校を訪問
された。母校や工業技術系の
現状について説明を行った後、
浪工会書記の佐古清巳先生を
案内役として、学校内の各施
設を見学した。機械科で学ば
れた皆さんは、特に機械工学
に関する設備を見学された際
には、自らが学ばれた際の思
い出と重ねられて感慨深げだ
った。見学後に卒業生の皆さ
んは浪工会の小林貞夫会や恩
庄俊治副会長、瀬川昭相談役、
学園の大安義彦常務理事と懇
談を持ち、和気あいあいの中
で思い出を語り合った。

西田和廣

林

山本吉弘

川崎

横山和則

佐古清巳

高田真和

庄山由多加

久富

勇

実

橋本克己

瀬川

弘

小林貞夫

行澤

東

恩庄俊治

岸田

馨

中谷誠一

中井

義晟

楠本義一

大安義彦

山本茂雄

和泉愼次

昭和四五年

昭和四四年

昭和四二年

昭和三七年

昭和三五年

昭和三〇年

昭和五八年

昭和五四年

昭和四七年

平成七年

平成五年

昭和三八年

昭和三五年

昭和二八年

昭和二八年

昭和三〇年

昭和二七年

昭和二四年

昭和二〇年

（校

（前校長）

（元校長）

（理事長）

機械科

電気科

機械科

電子科

機械科

機械科

電気科

普通科

電子科

電気科

電子科

普通科

電子科

電気科

電気科

定機械科

電気科

機械科

機械科

機械科

浪工会役員

橋本孝治

昭和四七年

機械科

平成二十三年度

酒井美明

昭和五一年

機械科

書

幹

問

太田豊司

昭和五三年

機械科

顧

名誉会長

宮﨑裕幸

昭和六〇年

電気科

電子科

計

記

事

長）

相談役

畑山正年

平成元年

査

昭

会

中井正泰

昭和三一年

監

長

副会長

大石勝馬

会

中谷太喜夫

昭和五〇年

機械科

甫

山本

浪工会会報 第十号
発行責任者／小林貞夫
編集責任者／庄山由多加
編集委員会／小林貞夫・佐古清巳
横山和則・庄山由多加

山中真琴

母校星翔高校には課外で活
躍する数多くの生徒が在校し
ています。今回は、今年七月
にフランスで開催された世界
ユース選手権に女子競歩五千
メートルで出場した女子駅伝
部の山中真琴さんと、インタ
ーハイへの出場を果たして自
らの進むべき道を見い出した
女子柔道部の中原花歩さんと
上村愛さんに、思いを綴って
もらいました。
女子駅伝部
世界ユース・全国大会と私
にはどちらも初めて立つ大き
な舞台でした。自分がこれほ

ど大きな舞台に立てるなんて
正直考えたこともありません
でした。ましてや世界大会出
場など、自分には関係のない
世界だと思っていました。五
月一日の日本ユースで勝ち、
フランスに行けることになっ
た時は、多くの人に喜んで頂
き、たくさんの応援の言葉を
頂けたことを本当に嬉しく思
っています。このフランス行
きが私にとって初めての海外
でしたが、不安はありません
でした。なぜなら私には日本
で応援してくれる人がたくさ
ん居たからです。なので、ス
タートラインは笑顔で立つこ
とができました。しかし世界

中原花歩

のレース展開にはうまくつい
て行けず、世界の強さを改め
て思い知らされました。世界
ユースで入賞できなかった苦
しさを持ちながら迎えた全国
大会。千メートルまではつい
て行けたものの、途中で離れ
てしまい結果は五位。入賞は
できたのですが、自分では納
得のいかない結果に終わって
しまいました。けれども、後
悔はしていません。なぜなら
この大きな舞台で歩けたこと
は、私にとって自信になった
からです。このような大きな
舞台で試合ができたことに感
謝しています。これも、今ま
で支えてくれた先生や家族、
一緒に練習した仲間、応援し
てくれたたくさんの方々のお
かげです。私はたくさんの方
々に支えられ、あの大きな舞
台に立つことができたと思っ
ています。色々な人に応援や
サポートをされ、高校最後の
夏に今までで一番良い経験を
させて頂きました。本当にあ
りがとうございました。
女子柔道部

私は高校二年間五十二キロ
級で試合に出場しましたが、
納得のいく結果は出せません
でした。高校生ラストの年、
満を持して四十八キロ級に階

上村

愛

級を変更し、勝負することを
決意しました。絶対に優勝し
なければならないというプレ
ッシャーが、減量で苦しむ私
を更に追い詰め、毎日が自分
との戦いでした。迎えたイン
ターハイ予選では、自分の柔
道を貫き通し、優勝すること
ができ、野村先生、浅尾先生
を秋田に連れて行くという目
標が叶いました。本選では自
分の思うような柔道ができず
不甲斐ない結果に終わりまし
た。本当は高校で柔道を最後
にするつもりでしたが、この
まま終わりたくないので、大
学に進学し柔道を続けようと
思っています。
女子柔道部

私は高校三年間、五十二キ

ロ級で試合に出場してきまし
た。高校二年生までは思うよ
うな結果が出せず、また学年
が上がるにつれ身長も伸びて
体重調整が難しくなり、試合
前になると減量をし、苦労の
連続でした。高校生最後の試
合となるインターハイの大阪
予選では、決勝戦で今まで勝
てたことのない相手と対戦し
ました。結果は判定の二対一
で勝つことができ、インター
ハイ出場が決定しました。イ
ンターハイでは多くの方から
お守りや応援メッセージを頂
いたので、その気持ちに応え
るためにも勝ち上がりたかっ
たのですが、一回戦で敗退し
てしまいました。この悔しさ
を忘れず、卒業後の進路先で
も全国優勝を目指して頑張り
たいと思います。
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浪工会では、在校生の課外活
動における援助を行うために
「クラブ活動援助金」を進呈
しています。近年成長著しい
クラブ活動を積極的に援助す
るため、全国大会出場やそれ
に準ずる顕著な成績を収める
クラブ活動に、援助金を進呈
しています。

クラブ活動援助金

平 成二十二年 度
星 翔ジュニアマイスター
シルバー 賞 受 賞 者

支給基準
全国大会・インターハイ
団体十万円 個人二万円
近畿大会
団体五万円 個人一万円

今後も課外活動で頑張る団
体や個人に対する支援を、同
窓会としてできる限り行って
参ります。

卓球部
電気自動車研究部
バレーボール部
ソフトテニス部
女子サッカー部
バトミントン部

女子柔道部
二十万円
女子駅伝部
十一万円
男子バスケットボール部 十万円
五万円
五万円
五万円
四万円
一万円
一万円

尚、平成二十二年度は、以
下の団体に援助をしました。

電子機械工学科 伊規須達芳
電子機械工学科 坂 口 裕 也
電子機械工学科 竹 岡 栞 弥
電子機械工学科 中 村 脩 哉
電 気 工 学 科 山田和義

浪工会の奨励・援助活動

年度

シルバー賞 ゴールド賞

浪工会では、工学の名の元
に集った星翔高等学校の開学
の理念を受け継ぎ、特に工業
技術系の知識を身につけた生
徒に対する資格取得顕彰制度
である「星翔ジュニアマイス
ター制度」を運営しています。
この制度は、取得した資格や
技術・技能を点数化して、規
定に基づき高得点を獲得した
生徒に資格奨学金（図書カー
ド）を支給する制度です。
平成十八年度より運営を開
始し、これまでに多くの受賞
者を輩出するなど、資格取得
に対するモチベーションを維
持するひとつの役割を果たし
ています。
今後も正課における在校生
支援を、引き続き同窓会とし
て行って参ります。

受賞者数の推移

同期会やクラス会開催を援助

同窓会特別援助金制
度を導入しました

浪工会では援助政策の一環
として「同窓会特別援助金」
制度を平成二十三年四月一日
より導入しました。
この制度は、同期会やクラ
ス会などの会合を開催した浪
工会会員に対して、規定に応
じた補助金を支給するもので
す。
これまで以上に同窓会活動
を活発に推進し、浪工会会員
内での会合を定期的に行う環
境を積極的に支援すべく、こ
の度この援助金制度を制定し
ました。
浪工会事務局より規定に則
り、年間一回一万円を上限と
して参加者一名につき三百円
の補助金を後日援助します。
申請には申請用紙と出席者名
簿および写真が必要となりま
す。
開催日程が決まりましたら
浪工会事務局にご連絡いただ
き、詳細をお聞きの上で申請
用紙を請求してください。ま
た、浪工会ホームページでも
詳細をお知らせしております
ので合わせてご参照ください。
皆様の積極的な制度のご活用
を期待しています。

新しいご連絡先の
届け出はお忘れなく

近年、会報の発行をはじめ、
会員様にご連絡をさせていた
だく際に「転居先不明」で返
送される事例が多くなってい
ます。
特に住居表示の変更や統合
等に伴う都市名の変更による
宛先不明が多発しております。
転居された場合は勿論のこ
と、住居表示の変更や都市名
の変更などの場合でも、必ず
新しいご連絡先をお知らせい
ただきますよう、お願い致し
ます。
同窓生は貴重な財産です。
浪工会会員の皆様におかれま
しても、引き続きまして卒業
生ネットワークの構築にご理
解とご協力を賜わりますよう、
重ねてお願い申し上げます。

★編集後記★

本年度も皆様に浪工会会報
をお届けすることができまし
た。母校や同窓会の現状を皆
様に知っていただく機会にな
れば幸いです。今後も会報を
はじめホームページも活用し
た情報共有を積極的に行って
参ります。ぜひ会員の皆様と
共に更に同窓会を盛り上げて
行きたいと思っております。

