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　学生・生徒・園児、保護者そして教職員のみなさま、新年明けましておめでとうございます。みなさまは夢に近づく
ため、未年2015年をどのように過ごされますか。それぞれに素晴らしい1年になりますようお祈り申し上げます。

謝の気持ち」を体感しました。仲秋には玉手山学園柔道クラブ1期生(当時の幼稚園児)が小学校6年生となり、心・

テーション診療所で、本学園の先輩OT(作業療法士)に実習指導を受けていました。それぞれが夢に近づくために努
力し自分を磨いています。そして、今年も次の目標に向けた新たなチャレンジが始まります。今年はどんな年にしま
すか(なりますか)。

　玉手山学園は1942年(昭和17年)、この河内国分の地に玉手山高等女学校として誕生しました。学園は今年で73
回目の迎春です。柏原市は大阪市の南東方面、奈良県との県境に位置し、面積約25㎢で、3分の2が緑の山に囲まれた
美しい街です。学園はこの地で創設時からの教職員、今を支える教職員のみなさまとともに、6万人を超える卒業生、
4,000人を優に超える在校生を擁するまでに成長してまいりました。学園はこの地のみなさまに見守られ、支えられ
ながら今日を迎え得ています。私たち教職員や在校生は、この街への感謝の気持ちと誇りとともに、何よりこの街を
愛することが大切であり、それが自分たちの豊かな生活にもつながってまいります。

謹賀新年
この街のために
自分のために

謹賀新年 今年はどんな年にしますか(なりますか)

この街に見守られ支えられ、この街を愛する

　昨年9月29日、「柏原市と学校法人玉手山学園との包括連携に関する協定書」を締結いたしました。市と学園が

としてその責務・使命を果たし、柏原市民として幸せを享受したいと願っています。柏原市は玉手山学園の力、資源に

地元、柏原市との包括連携協定 

理事長あいさつ

巻頭
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2014.3 大学卒業式　笑顔でこの日を迎えたい

400周年の様々なイベントが企画されました。その一つ、「かしわら歴史まつり、日本古武道演武祭(10月11日)」
で本学園高等学校のなぎなた部と日本拳法部が演武を披露しました。私も多数の観客の一人として鑑賞しましたが、
実に凛々しく頼もしい姿に感動し
ました。間違いなく多くの方々も

と確信しています。私はこの思い
を、高校生たちがしっかりと感じと

と思ったのです。みなさん、ありが
とう。

　福科大、関女には養護教諭の採用試験合格を目指す学生たちがいます。この教員採用試験は凄まじい倍率です。そ
れでも毎年多くの学生(OBも含む)たちがチャレンジします。今年は現役合格大学生13名、短大生5名、そしてそれ
ぞれの多数の卒業生(28名)が合格を果たしてくれました。彼女たちの努力、そして本学教職員の熱心な指導・支援

りがとうございました。そして、おめでとうございます。
　しかし好調と言っても、やはり懸命の努力にも関わらず、不合格の無
念の(覚悟はしていたが失意、絶望の)涙を呑んだ方が圧倒的多数です。

なり成長につながっています。私はみなさんも同様に誇りに思います。
また次の夢に向かって歩き始めてください。

学校法人玉手山学園  理事長・学園長　江端 源治

大坂の陣400年記念行事 本校生徒が街の人に感動を！

養護教諭採用試験好調だったが… 夢に近づく努力を！

期待をしてくれています。学園の力とは何でしょうか？ それは第一に学生・生徒・園児たち、そして学園の教職員の

の使命の一つです。街のために何かをするには、エネルギーが必要です。学園の一番の使命である教育(学生・生徒・
園児が伸びる、成長する)に力を注ぎ、地域連携どころではないと思ってしまうこともあるでしょう。しかし、街の

ます。この地域包括連携協定を、学
園全員で本気で取り組んでまいり
ましょう。「玉手山学園がこの街に
あってよかった」、これは私たちへ
の最高の賛辞であり、激励の言葉で
す。この言葉とともに学園(私た
ち)が成長していくことを願ってい
ます。 2014.9 柏原市と学園の包括連携協定の締結

2014.10 日本古武道演武祭
福科大高校なぎなた部

2014.10 ハロウィーンを楽しむ
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この真理に目覚め  感動と感謝から発する豊かな心と情熱をもって
人の幸せを願い行動するとき  私たちは社会に貢献できる
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建学の精神
「感恩」

1.学生 生徒 園児のもてる力 志をひきだし  次代を担う人を育成する
　その教育実践により  学園教職員も豊かになる

2.教育人としての自覚のもと  自己の能力および人格の向上に努め   その
　使命 責務を誠実に遂行し  人類の未来を拓く「知」の継承 伝達 創造 発展
　に寄与する

3.各校園は  伝統を重んじ  教育理念 目的のもと  具体的な教育目標を掲げ
　常に改革の意識をもって  創意工夫を重ね  その達成に総力を結集する

4.継続 改革 発展を支える確かな組織力と健全な財政基盤の確立に努める

経 営 方 針

【玉手山学園がめざすもの】

1.豊かな心 教養 高い志 の育成
　　～笑顔 あいさつ 優しさを大切にし 夢に近づき成長する学園～

2.学園教育力の向上
　・教育の質向上（学修成果・修学成就の向上）
　・組織拡充
　・4校園体制堅持（大学  短大  高校  幼稚園）
　・健全収支

3.地域貢献 社会に必要とされ愛される学園

4.教育環境（安心 安全 快適 ECO）充実

5.学園総合力の向上と学園ブランドの確立
　・各校園の相互協力（学園ファミリー意識）

ビ ジ ョ ン

建学の精神「感恩」を体し  人の絆に目覚め  高い志をもち
　　　　　 幸せを願い行動する人を育成し  豊かな社会の構築に寄与する

学園の使命

学校法人玉手山学園学校法人玉手山学園

（ 平成26年11月28日 理事会承認 ）（ 平成26年11月28日 理事会承認 ）

経営理念とビジョン経営理念とビジョン

玉手山学園広報　Vol.774



　第49回全国私立短期大学体育大会が平成26年9月1日（月）から4日（木）まで、日本私立短期大学協会主催、文部
科学省、東京都後援で、全国の76短大から約1,800人の学生が参加し、開催されました。大会初日には名誉総裁、高円
宮妃久子さまから「皆さんは、スポーツを通して友情を育み、また、諦めない精神力を培ってきました。それは、社会人
となっても大きな力となるでしょう。チームメイトや全国の仲間と共有するこの時間と空間は大切な宝物となるも
のと思います。フェアプレーの下、存分に戦ってください。」とのお言葉を賜り、駒沢オリンピック公園体育館で開会
式が開催されました。2日目から競技開始となり、バレーボール部は、Ｂブロックに初出場し、予選グループ戦から決
勝戦まで5試合、失セット0で初優勝の快挙を成し遂げました。
　入学間もない4月20日から40日間にわたる春季リーグ戦、春学期定
期試験、各学科特有の学外・学内実習にと悪戦苦闘しながらも、本学園高
等学校の皆様の励ましとご支援を得て、女子バレーボール部員との合同
練習を重ねた成果が、全国優勝という好結果に結びついたと思われます。
大会を通じて、選手達には絆が強められ、さらに全国の学生とも交流がで
き、新しい世界もつくられ、青春時代のなによりの宝物となりました。
　ご支援賜りました学園関係者の皆様に心からの感謝を申し上げます。
有難うございます。
　WE♡TAMATEYAMA GAKUEN。全国に関女あり。

関西女子短期大学バレーボール部

全国私立短期大学体育大会
初出場  初優勝
全国私立短期大学体育大会
初出場  初優勝 関西女子短期大学バレーボール部

顧問　祖父江 鎭雄　監督　奥野 孝治
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　平成26年10月11日（土）、「かしわら歴史まつり」が市役所前河川敷公園、リビエールホール等で開催されました。
　この催しは、大坂の陣から400年を迎えるにあたり、夏の陣の古戦場のひとつである柏原市と大坂の陣の歴史にス
ポットをあてたイベントとして企画されたものです。
　河川敷公園では、フランスからの武術家と日本の武術家約100名が大坂夏の陣を再現し、砲術合戦・槍合わせなど
で激突する甲冑対戦が行われ、その当時へタイムスリップしたような雰囲気に包まれました。
　リビエールホールで行われた「日本古武道演武祭」では、本学園高等学校のなぎなた部と日本拳法部が基本動作や
模範試合などを披露し、来場者は迫力のある演武に見入っていました。
　このような演武祭が柏原で開催されるのは初めてのことでしたが、本校の高校生が日頃の部活動でどんな練習をし
ているかを多くの方々に見ていただく貴重な機会になったのではないかと思います。

法人本部 経営企画室 早川 充昭

なぎなた部 日本拳法部

大坂の陣400年記念事業
「かしわら歴史まつり」に参加
大坂の陣400年記念事業

「かしわら歴史まつり」に参加
大坂の陣400年記念事業

「かしわら歴史まつり」に参加



　平成26年11月8日（土）、清々しい秋晴れのもと、柏原市恒例の産・学・官連携行事、「柏原市民総合フェスティバ
ル」が市役所前河川敷公園にて開催されました。
　ステージでは、本学園高等学校の保育進学コース2年生による「日本中を元気にする！」をコンセプトとした創作
ダンスと、同じく保育進学コース1年生による和太鼓演舞、また日本拳法部による型稽古や試合形式の演武が披露さ
れ、高校生の活気溢れるパフォーマンスに市民の皆様から大きな拍手が寄せられました。
　学園ブースでは、各校園の案内の他、幼稚園教員によるヨーヨー釣りが行われ、列が絶えないほどの大盛況のうち
に終了しました。
　また河内音頭おどり全国大会には、大学の「ボランティアコ
ミュニティ Wa!」が参加し会場を盛り上げるなど、学生・生徒と
教職員が一体となって多くの市民との交流を図ることができ、有
意義なフェスティバルとなりました。
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法人本部 経営企画室 早川 充昭

高校・保育進学コース2年

高校・日本拳法部

学園ブース・抽選会

第6回
柏原市民総合フェスティバルに参加

第6回
柏原市民総合フェスティバルに参加

第6回
柏原市民総合フェスティバルに参加

高校・保育進学コース1年
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嚥下機能評価

　平成27年度、保健医療学部に『言語聴覚士（ST）』
を養成する言語聴覚学専攻が開設されます。
　STは「話す・聴く・食べる（飲み込む）・考える・・・」
これらの機能を病気（主に脳卒中や神経筋疾患）や事
故で失った方々にリハビリテーションを行い、機能
回復や社会的自立を支援する国家資格です。
　高齢社会を背景として非常に高い需要がある職種
ですが、ST国家資格保持者はまだまだ不足していま
す。高度な臨床能力と豊かな人間性、加えて、チーム
医療に関わるさまざまなプロフェッショナルを養成
するここ玉手山学園の利点を活かし、他職種への深
い理解と協働する力を兼ね備えたSTを養成いたし
ます。

　平成26年10月、関西福祉科学大学において第
12回公開講座が開催されました。
　～生涯にわたって、この地で安全・安心に暮らす～
とのテーマで、第1講：本学健康科学科准教授 木村
貴彦先生「認知特性とヒューマンエラー」、第2講：
大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター教
授 藤田大輔先生「子どもにとって安全な地域」、第3
講：本学健康科学科教授 福田早苗先生「疲労に負け
ない生活のコツ」と題して行われました。地域の多
くの方々の参加があり、ヒューマンエラーや地域の
安全および疲労予防についての積極的な質疑が行わ
れた有意義な講演であったとの感想を頂きました。
今後とも公開講座の充実に努めてまいります。講座
へのご意見、ご要望等を心よりお待ちしています。
よろしくお願いいたします。

平成27年度
言語聴覚学専攻を
開設します

平成27年度
言語聴覚学専攻を
開設します

大学 保健医療学部 中谷 謙

大学 教務部 細井 博光

関西福祉科学大学
公開講座 開催報告
関西福祉科学大学
公開講座 開催報告

言語訓練
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外部足場組立・タイル補強・美装工事

窓閉鎖、壁コンクリート厚増設工事

　掲題の2校舎の耐震補強工事を夏休み期間中に実施しましたので、お知らせいたします。
　両校舎は平成25年3月の春休みに耐震診断を実施して、補強が必要な校舎と判明しました。平成26年の短大、高
校の夏休み期間中に耐震補強工事を実施すべく学内承認後、実施設計を平成26年3月に完了し、4月には工事施工業
者を決定しました。5月～7月は、工事工程及び改修工事範囲・内容について、関係者と密に打合せを行いました。
　特に騒音・振動作業や立入禁止区域の設定など、居ながら（通常使用中に）工事を実施することに対しての配慮、調
整など細心の注意を求められる工事でした。
　掲載写真のように、短大校舎(上段)では窓をコンクリートで閉鎖し、１階に鉄骨ブレースを設置しました。高校校
舎(下段)では外壁に鉄骨ブレースを設置し、室内にはコンクリートの壁と鉄骨ブレースを設置する工事を行いました。
　工期は厳しい突貫工事でしたが大きなトラブルも発生することなく、夏休み終了時点では新築（改修）の香りも残
る校舎での新学期を迎えることが出来ました。関係者の皆様のご協力に感謝いたします。

短大3号館、高校1号館の
耐震補強工事を実施しました
短大3号館、高校1号館の
耐震補強工事を実施しました

法人本部 施設部 田堀 富造

短大3号館

高校1号館

外壁耐震ブレース設置完了

１階学生ホール耐震ブレース設置完了



　平成26年度まで北海道だった修学旅行が、次年度から沖縄になる
ということで、実際に予定されている日程と同じ時期に下見に行かせ
ていただきました。沖縄の八重山諸島と言われる島々の観光やマリン
スポーツが体験できる行程となっていて、沖縄の大自然と触れ合いな
がら、ゆったりとした時間が満喫できる内容でした。特に、ホテルが
素晴らしかったです。当日はホテルの広大な敷地を貸し切って利用で
き、大人の自分たちでも贅沢と思える内容でした。本校ならではの充実
した修学旅行に、今から生徒の喜ぶ顔が目に浮かんできます。

　今年度もクラブ活動において、素晴らしい成績をあげましたので、ご報告いたします。

高等学校修学旅行の予告高等学校修学旅行の予告
高等学校 足立 匡

平成26年度 高等学校クラブ活動報告平成26年度 高等学校クラブ活動報告
高等学校 小森 泉

平成26年度大阪高等学校総合体育大会
　団体戦：ベスト16

平成26年度全国高等学校総合体育大会 大阪府予選（インターハイ予選）
　学校対抗の部 男子：準優勝　女子：第3位　ダブルス：男子5位
第19回全国私立高等学校選抜バドミントン大会（山梨県甲府市）　
　学校対抗の部 男子：第24位（48チーム参加）
第61回近畿高等学校バドミントン選手権大会（奈良県）
　シングルス：男子3名、女子1名出場　ダブルス：男子3組、女子1組出場
第43回全国高等学校選抜バドミントン選手権大会 大阪府予選
　学校対抗の部 男子：準優勝

第44回全 日本拳法個人選手権大会
　男子：第3位　女子：準優勝
第18回西日本高等学校日本拳法選手権大会
　男子団体の部：優勝　女子団体の部：第3位
全国高等学校日本拳法選手権大会（東京）
　男子団体の部：第3位　優秀選手賞 男子1名
　個人の部 男子：第3位、第5位
第19回西日本選手権大会予選リーグ　　
　男女とも勝ち抜き、
　平成27年4月の決勝トーナメントに出場決定
第61回大阪私立中学校高等学校体育大会　　 
　団体戦：男女アベック優勝

バドミントン部

第68回近畿高等学校卓球選手権大会（和歌山）
　女子学校対抗：2回戦
　女子シングルス：1回戦
　女子ダブルス：1回戦
第69回大阪高等学総合体育大会
　女子：学校対抗 ベスト4
　　　 （近畿高等学校卓球新人大会に出場決定）

卓球部

日本拳法部

第27回近畿高等学校なぎなた選手権大会大阪府予選会
　団体2位（平成27年2月の近畿高等学校なぎなた選手権大会に出場決定）

なぎなた部

男子テニス部

第35回大阪府高等学校芸術文化祭演劇部門 兼 
第64回大阪府高等学校演劇研究大会 Ｈ地区大会
　舞台美術賞受賞

第63回大阪私学美術展 兼
第28回大阪私立中学校高等学校芸術文化祭　
　奨励賞受賞

美術部

演劇部

　平成26年度近畿高等学校バレーボール優勝大会（京都）出場
バレーボール部

第21回近畿私学中学高等学校水泳競技大会
　1年生：100ｍ、200ｍ平泳ぎ 出場
　2年生：50ｍ自由形、400ｍフリーリレー 出場

水泳部
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　平成26年11月23日（日）の作品展を迎えるまでの子どもたちの姿を紹介しましょう。
　園の大きな特色となっている絵画製作。子どもたち自らが「どんなこと」を「何を使って」「どのように作るか」を決
め、作品づくりをします。目的は楽しんで取り組み、夢中になれること。
　保護者の皆様や地域の方々のご協力のもと、夏休み前から、時には一年も前から集めていただいた種類豊富な材料
に、子どもたちは目を輝かせていました。「うわぁーこれで、だんじり作る！」「このキャップ、私の分に取っておい
て」と意欲満々。大胆に取り組んだ子どもたちの顔や体が絵具だらけになったり、粘土やのりがべっとりとスモック
に付いたりして、私たちは毎日「お母さん、ごめんなさい」の思いでした。でもお母さん、これは子どもたちの頑張りの
勲章！どうか笑ってお許しください。
　当日は幼稚園がミュージアムに大変身！大勢の方々にご観覧いただき、たくさんの賞賛の言葉を頂戴しました。

幼稚園 大西 英子

小さな芸術家たちに
大人もびっくり！
小さな芸術家たちに
大人もびっくり！

出来上がった今日
の作品。

良いお天気でよかったね!ここで写真を撮ろう。

友達の作品も

ちょっと気に
なるね。

出番を待っている
材料。

準備万端。
子どもたちの登園前。

廊下を占領。

作品づくりで、

セロテープ

切ってあげ
ようか。

展示も整い
、

後は、お客さ
まを

待つばかり
・・・。

ちょっと押さえていて!
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学園スタッフを
　　 紹介しま

す
お仕事の内容をお聞かせください。
お仕事を始められたきっかけを教えてください。
趣味はなんですか？
今後の抱負をお聞かせください。

Q1

Q2

Q3

Q4

学園広報編集委員会
委員長
委　員 （大学事務局）

（大学事務局）
（大学事務局）

森川 千尋
山本 円香
竹本 奈津美

高橋 賢悟
大西 英子
植田 陽

（高等学校）
（幼稚園）
（法人本部）

早川 充昭
大前 有希

（法人本部）
（法人本部）

山口 美和 （大学社会福祉学部）

　　大学・短大図書館の管理運営
を担当しています。図書の展示
やイベント等の企画、授業に関連
しての資料紹介、図書館活用法の
説明など、いろいろやります！お
声掛けください。
　　養護・保健コースの担任の先
生から短大に残らないかとお声

掛けいただきました。働きながら図書館司書資格を取
得し、保健室の先生から図書館のお姉さん（？）に転向
しました。
　　懸賞応募です。日頃からバーコードや応募券を集
めています。最近では某カップ麺のタイマーが当たり
ました。欲張らずにコツコツ出していると忘れた頃に
当たりますよ。
　　仕事でもプライベートでも新しいことにチャレン
ジし、何か残るものを創りたいと思っています。まず
は、パステルで書く「はがき絵」を始めようと準備して
います。

大学・短大 図書館
課長 田原里香子

A1

A2

A3

A4

　　園内の清掃や花壇の手入れ
などの環境整備を主にしていま
す。登園時は、正門で園児のお迎
えをしたり、保護者に渡すお手紙
の準備を手伝ったりしています。
　　知人から声を掛けて頂き、子
どもが好きだったこともあり、幼
稚園にお世話になりました。
　　料理やパン作りが趣味で、ま

た、花壇の花や野の草花を使ってのフラワーアレンジ
メントも好きです。幼稚園のトイレなどに生けて、皆
さんに楽しんでもらっています。
　　日々、笑顔を忘れず、園児
たちのパワーをたくさん頂い
て、何事にも手助けのできる園
務員でありたいと思います。

幼稚園
園務員

八部野かよ子

A1

A2

A3

A4

　　担当科目は臨床栄養学で
す。疾患をもつ人の栄養療法全
般を教えています。特に糖尿病
が原因で腎臓が悪くなった患者
さんに対する低たんぱく質食療
法を研究していました。
　　福祉栄養学科の設立時、後進
を育てる仕事へ就きました。本

学園へ着任する前は高度医療センターをはじめ国立病
院で勤務していました。
　　今でも続いている趣味は油彩です。「油彩の醍醐味
を否定するの？」と言われるのですが、あまりコテコ
テした画ではありません。
　　今は後進育成に手一杯
ですが車も好きで、時間に余
裕が出来たら、目や足腰が機
能する間にワンメイクレー
スへ参戦したいと思ってい
ます。

大学 福祉栄養学科
学科長 峯松正敏

A1

A2

A3

A4

　　高等学校で保健体育科に勤
務しています。分掌は生徒指導
部で部長をしています。
　　体育の教員へは、中学2年生
の時の担任が体育の先生で、担
任のようになりたいと思い、こ
の道を目指しました。
　　休日は磯釣り、夕方はジョギ
ングをしています。ここ数年行

けていませんが、スキーも大好きです。
　　少しでも高校のお役に立てるように、頑張りたい
と思っています。

高等学校
生徒指導部長
脇坂秀数

A1

A2

A3

A4




