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学校の様子、後輩（生徒）達の活躍ぶりは、
こちらのアドレスへアクセス！！

〒611-0031京都府宇治市広野町八軒屋谷33-1　立命館宇治中学校・高等学校事務室内　鳳凰会事務局
Te l ： 0774-41-3000　Fax ： 0774-41-3555

◆住所・氏名の変更、幹事（クラス代表）交代の場合は、必ず事務局までご連絡ください。
◆学校のHP上に「卒業生」コーナーがあります。ここから事務局へメールが送れます。

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/ http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/

同窓生のみなさんへ

◆600字以内、写真がある場合は２枚以内でお願いします。
◆いただいた原稿そのままを掲載します。誤字・脱字にご注意ください。
◆卒業生本人が作成した記名記事とします。匿名、偽名、ペンネームはお断りします。
◆営利目的、特定の個人・団体等に対する誹謗・中傷、人権侵害、セクシュアルハラスメントなどに繋がると思われる
　不適切な表現がある場合は掲載しません。また、「鳳凰会」の不利益となると判断される場合も掲載しません。
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近況報告、同窓会の開催案内等、お知らせください。
ただし、下記注意事項および投稿要領をご参照ください。
現在、会報紙「鳳凰」の定期号は年２回発行しています。
投稿される場合は1月および６月の各末日までにお送りください。

鳳凰会（同窓会）では、各種同窓会の開催を奨励するため、卒
業生10人以上で同窓会を開いた場合、人数に応じて「活動
助成金」として祝い金をお贈りしています。
　
【申請方法】
同窓会開催の前に（２週間前までに）、所定の申請書を事務局
に提出してください。
申請書は、立命館宇治中高ホームページの「卒業生」コーナー
にアクセスしてダウンロードしてください。
必要事項を記入したら、メールまたは郵送し、事務局からの連
絡を待ってください。
「卒業生」コーナーのアドレス
  http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/

“同窓会”開催に「祝い金」をお贈りします。クラブ、
クラス、学年などで同窓会を大いに開き、親睦と
交流を深めましょう！！

■活動助成金のお知らせ

１．同窓生10名以上の出席者があり、出席人数によって以下の金額を
　　支出します。
　        　・10名～15名＝1万円　・16名～25名＝2万円
　    　    ・26名～50名＝3万円　・51名以上＝本部役員会で決定します。
　　 なお、同一の学年、クラブ、クラス、団体の同窓会への支給は年
　　2回までとします。ただし、出席者の4分の3以上が同じ場合は同
　　一の申請とみなします。
２．同窓会開催2週間前までに、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、
　　開催要項(日時・場所・内容・代表者は必ず2名記入)を添えて事務
　　局へ申請し、会長が決裁します。決裁後、事務局から連絡します
　　ので、祝金を事務室まで取りにきてください。
３．同窓会終了後、1週間以内に会報紙「鳳凰」へ掲載する写真一葉以
　　上と記事原稿（400字以内）および出席者名簿(別紙の所定用紙)、
　　領収書を必ず提出してください。

申請要項

なお、事務局あてに「申請書」を添付してメールで送りたい場合、その方法に
ついては上記同窓会コーナーの一番最後にある「メールによるご連絡はこち
らへ」をクリックしてお問い合わせください。

　7月1日（金）、リオ五輪に出場するサッカー日
本代表メンバーが発表され、本校卒業生の久保裕
也さん（ヤングボーイズ）、原川力さん（川崎フロン
ターレ）が選出されました。
　五輪日本代表の選手が私たちの学校の同窓生で
あることを、大変うれしく、誇りに思います。
　いよいよ８月４日のナイジェリア戦から試合が
始まります。今年の夏は、お二人の活躍を祈って､
全校を挙げての熱い応援が続きそうです。

●リオ五輪に向けて
大竹副校長(大)　最近新聞のサッカー欄に、７月
上旬にメンバー決定、8月4日が第１戦と報じ
られていますね。
フォックス校長(Ｆ)　もしリオ五輪に出場できた
ら、ヒーローインタビューで、なんとかして
「立宇治」って言ってください！
原川選手(原)　宣伝しておきます！
(大)　五輪出場が決定したら、ぜひ全校生徒の前
で話してほしいですね。後輩の励みになります。

●Ｊ１川崎フロンターレに所属して
(Ｆ)　今はＪ１で頑張っていますね。今季はどう
ですか
(原)　まだそんなに活躍できていないんです。
(Ｆ)　若いから？
(原)　年齢は関係ないですね。
(Ｆ)　最近のＪ１はレベルが高いですね。世界の
中でもとても評価が高いです。また、この頃、
（出身の）サンガががんばっていますね。この
６試合負けなし。Ｊ１に昇格できるか。楽しみ
です。もしサンガがＪ１に昇格して対戦相手に
なったらどうですか？
(原)　へんな感じがしますね。
(Ｆ)　学校の後輩もいますしね。今シーズンの、
チーム（フロンターレ）の調子はどうですか？
(原)　今は首位、浦和レッズと競っています。
(Ｆ)　（同じSAP出身の）駒井選手が在籍して
いますね。駒井選手のサンガでのプレイはよく
見ていました。２年前、息子とよくサンガの試
合を見に行っていたんです。

●母校に戻ってきて
(Ｆ)　母校に戻ってきたのははじめて？
(原)　卒業してから何回か遊びに来ています。
(Ｆ)　また帰ってきたときには校長室に顔をだし
てください。学校の思い出は？
(原)　担任の(谷口)玲子先生の印象がとても大
きいです。

(Ｆ)　他のことを忘れてしまうくらい？
(原)　持っていかれましたね（笑）。
(Ｆ)　高校での勉強は？
(原)　勉強は好きではなかったです（笑）。
(Ｆ)　サッカーも、仕事だ、と思えはしんどいけ
ど、好きだからできるでしょう。勉強も同じな
んですよ。英語は話せるようになりましたか？
(原)　得意ではないです。
(Ｆ)　言葉は、自転車と一緒。こいでこいで、使
えるようになるんです。
(大)　今度学校に来たときには英語で話しましょ
う（笑）。
(Ｆ)　世界でプレイするなら英語が共通語。がん
ばってください。チームに日本語が話せない選
手はいますか？
(原)　ブラジル人でポルトガル語しか話せない選
手がチームにいます。
(Ｆ)　どうやってコミュニケーションを取ってい
るのですか？
(原)　通訳がいます。けれども、少しはお互いの
言葉で話しています。

●フォックス校長の母国、アメリカのサッカー
について
(Ｆ)　私の息子たちはアイスホッケーをやってい
て、大学まで続けました。けれどもサッカーが
好きになり、見るようになりました。今では家
族で応援しています。相手がアメリカだったら
変な気持ちだけれども、それでも日本を応援し
ます。
(原)　アメリカのサッカーも、今すごく盛り上
がっているんですよ。
(Ｆ)　今では、リトルリーグで野球をする子ども
より、サッカーチームに入る子どものほうが多
くなりました。この頃のアメリカは女子サッ
カーが強くなってきているんです。
　私の小さいころは、スポーツと言えばアメフ
トと野球。サッカーという選択肢はありません
でした。サッカーをやってみようとしたことも

ありましたが、周りの誰もルールを知らなかっ
たんですよ（笑）。

●久保選手との思い出
(Ｆ)　久保君とは小さい時から一緒だったんです
か？
(原)　中学校から同じ。隣町に住んでいました。
(Ｆ)　高校も一緒に立命館宇治へ進学したんです
ね。互いに励ましあったりしますか？
(原)　サッカーの話は全然しないんです(笑)。

●ＳＡＰ卒業生について
(Ｆ)　SAP１期生の吉留くんが、本校の教諭に
なったんですよ。
(原)　そうなんですか！
(Ｆ)　SAP出身者が本校の教員になるのはうれ
しいことです。トップチームで活躍できるSAP
生はごくわずか。こうやって自分の経験を活か
す道もあることを示してくれたんです。

●これからの目標
(Ｆ)　今の一番の目標は？
(原)　チャンピオンズリーグでプレイすることで
す。
(Ｆ)　応援していますよ。ご両親も喜んでいらっ
しゃるでしょうね。
(大)　これまでに、SAPから20数名がサンガ
トップチームに昇格したんですよ。
(Ｆ)　駒井選手の年代と、原川選手の年代が特に
多かったですね。昨年度卒業生では荻野選手と
沼選手が活躍しています。本当に、SAPは面白
い。立命館宇治の校長になり初めて知ったけど、
興味深いプログラムです。SAPも今年で11年
目、やってよかったなあと感じています。この
学校のためにもご活躍を期待しています。
(原)　ありがとうございます。みなさんの期待に
応えられるよう頑張りますので、応援よろしく
お願いいたします！！

リオ五輪サッカー
日本代表メンバー

原川選手　校長
チャールズ
フォックス対談

　久保選手と原川選手は、立命館
宇治高校のＳＡＰ（スカラー・ア
スリート・プログラム）出身。京
都サンガユースで活動しながら、
立宇治で勉学に励んでいました。
　代表メンバー発表の１か月前、
原川選手が本校を訪ねてくれ、校
長と対談した様子をお伝えしま
す。

クラブ・サークルを3名以上の鳳凰会会員で設立したら、クラブ・
サークルを届け出てください。「申請書」はホームページからダウ
ンロードできます。
クラブ・サークルに対して、「一人当たり年間6千円分」または「クラ
ブ・サークルの年間経費の10％」のいずれか金額の低い方を上限
として補助します。ただし、この補助金を受けたクラブ・サークルは
年1回「決算報告」「構成員名簿」「鳳凰」掲載記事を提出し、総会
またはそれに代わる幹事会に出席して活動報告をしてください。

■クラブ・サークル補助金制度について

■クラブ・サークル報告

●

R（アール）クラブ：京都フットボールリーグ（社会人）の1部に所属
「週末に高いレベルのサッカーを」をコンセプトに2008年に設立
しました。2015年度では、立命館宇治高校卒業の元サッカー部員

●

●

R（アール）クラブ

が15名、在籍人数総勢31名
の様々な年齢層（19歳～33
歳）、職種の者が集まり活動し
ています。設立8年目の
2015年度は、京都フット
ボールリーグ（社会人）の1部
において6位という結果とな
りました。昨年の2014年度
では8位であったので、1部のタフな試合に順応し年々順位を上げています。また、
2016年度に向けて新しいメンバーも入部してきており、今年こそはベスト4を目指して
活動を進めて参ります。最後に、この記事をご覧になられているサッカー経験者の方、大
学に入りサッカーサークルでは物足りず、大学サッカー部は時間等がなく活動を躊躇され
ている方、私たちと一緒にサッカーをしませんか？試合は1、2週間に1試合程度ですが、
毎試合真剣勝負です！2016年度からホームページも開設しました。少しでも興味があれ
ば、ご連絡お待ちしております。  http://r-club-soccer.jimdo.com/
【成績】第50回京都フットボールリーグ2015　1部　6位（11チーム中）
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■高校体育祭

　5月18日（水）に「高校体育祭」を行いました。
　書道部、チアリーディング部、応援団長のパフォーマンスで
始まった開会式では、見ている生徒を大いに盛り上げてくれま
した。
　順位に関わらず、仲間を必死に応援する姿、最後まで一生懸命、
競技する姿が印象的でした。中でも、応援合戦（パフォーマンス）
では、団長中心に取り組んだ、一カ月間の成果を見事に披露し
てくれました。

■第11回京都私学振興会賞受賞
　
　2016年 6月5日 ( 日 )、京都私学会館にて「第11回京都私学
振興会賞授賞式」が開催されました。この賞は、私学の教育研究・
スポーツ芸術・私学経営などの多くの分野で貢献した学校関係者
を顕彰するものです。当校より以下のクラブ・生徒が受賞いたし
ました。

文化スポーツ活動賞 I　中学校アメリカンフットボール部
　立命館宇治中学校の開校に併せて 2003 年に発足。創部 3年目
から公式戦に出場し、関西中学リーグ優勝、甲子園ボウル (中学招
待試合 )3 度の優勝を誇り、関西中学選手権で 2011 年に準優勝
となるなど、着実に実績を重ねている。さらに、日本フラッグフッ
トボール選手権大会ではこれまで2度の日本一に輝いている。
　2015 年度は、第 13 回関西中学校アメリカンフットボール選
手権大会で優勝。第 4 回東西交流戦マリンボウルヘの出場を果た
し、関東代表の世田谷ブルーサンダースに勝利し、念願だった日本
一の座を獲得した。
文化スポーツ活動賞 II　上月　壮一郎
　京都サンガF.C.のU-15チームに所属。U-15日本代表に選ばれ、
日本サッカー界の将来を担う少年達のサッカー技術の向上と、健

全な心身の育成を図ることを目的に日本サッカー協会が開催して
いる、JFAプレミアカップ2015で優勝。イギリスで開催された、
マンチェスターユナイテッド・プレミアカップ・ワールドファイ
ナルズ2015に出場。同じくフランスで開催されたU-16 国際親
善トーナメント2015にも出場している。

文化スポーツ活動賞 II　天野　秀　　菊地　宗一郎
日本・中国・台湾から 28 校 71 チームが参加し、東京で開催さ
れ た デ ィ ベ ー ト 大 会、National Forensic League Japan
(NFLJ) に出場。「人工知能は人類にとって有益か」のテーマで議論
を戦わせ、第2位となった。その結果、2016年 6月にアメリカ
ユタ州で開催される「National Forensic League Speech and 
Debate tournament」への招待資格を得た。

毎年、このように表彰を受けられるのも、本校の教育活動にご理解
ご支援を頂いております関係各位のご協力あってのことです。改
めまして、心より感謝申し上げます。これからも、本校の発展、京都
の私学の邁進にさらなる貢献ができるよう、尽力する次第でござ
います。

■中学体育大会

　5 月 19 日の晴天の中、第 14 回中学校体育大会が行われま
した。
団長の力の入った選手宣誓から始まり、どの競技も白熱した戦
いとなりました。応援合戦では各団の個性溢れる応援を披露し
てくれました。
　学年を越えて、中学校全体が１つになれた、涙あり笑顔あり
の素晴らしい体育大会になりました。　　　　　　　　

総合優勝
応援合戦優勝

旗コンテスト優勝

■中学１年　新入生オリエンテーション合宿

　4月 27日 ( 水 )～28日 ( 木 )、アクトパル宇治にて、中
学１年生の新入生オリエンテーション合宿を行いました。
　この日を心待ちにしていた１年生でしたが、あいにくの
雨の予報。しかし、１年生の思いが届いたのか、初日の午
前中は心地よい気候の中、オリエンテーリングを行うこと
ができました。オリエンテーリングでは、全ての班が各ポ
イントにある立宇治クイズを解きながら、山を登りきりま
した。普段接する機会の少ない自然に胸を躍らせる生徒、
慣れない山登りにへとへとになっている生徒など様々でし
たが、各班協力しオリエンテーリングを楽しんでいました。
結果として、総合優勝は４組でした。
　オリエンテーリングの後は、体育館で集団行動、アイス
ブレーキング、背渡りリレーの練習、大縄くぐりを行いま
した。クラスのみんなと心を一つにし団結することの難し
さと大切さを学び、また、他のクラスの生徒との友達づく
りのきっかけにもなったようでした。
　２日目は、大縄くぐりの再チャレンジから始まりました。
どうすれば昨日より上手くいくのか、各クラス、生徒たち
が主体的に考え、工夫しながら取り組んでいました。その後、
技術の木村先生から「なぜ SNS はしてはいけないのか」や
「なぜ学ぶのか」についてのお話を聞きました。学年清新で
は TOK の手法を取り入れ、各班「マナーとは何なのか？絶
対的な基準があるのか」についてのディスカッションを行い、
発表を行いました。自分の意見だけではなく、自分と異な
る意見があることを知り、受け入れることで論理的に深く
考えることの大切さについて学びました。その後、クラス
対抗学園歌合唱コンクールを行いました。元気よく歌った
５組が優勝しましたが、各クラスのカラーがある歌声が響
き渡っていました。
　この新入生合宿を通して、生徒たちは立宇治生として再
スタートを切れたのではないかと思います。これから、多
くのことを経験することで様々なことを感じ、考え、自分
たちの目標に向かって行動できるようになってくれること
を期待しています。

赤組
赤組・青組
3-3・2-2・1-1

2016年度（4月～6月）生徒の活躍

2016年度（4月～6月）生徒の活躍

高校陸上競技部　
第69回京都府高等学校総合体育大会　
　３年女子5000m競歩　第２位 角咲綾（３年）
　２年女子1500m　優勝 又村菜月（２年）　第３位 西内彩恵（２年）
　２年女子3000m　第２位 片山弓華（２年）　第３位 西澤咲乃（２年）
第69回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会　女子総合 第 5位
　女子1500m　優勝 又村菜月（２年）　第３位 西内彩恵（２年）
　　　　　　　　第4位 片山弓華（２年）　
　女子3000m　優勝 又村菜月（２年）　第２位 片山弓華（２年）
　　　　　　　　第3位 西澤 咲乃（２年）　
第69回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会
　女子3000m　第3位 片山弓華（２年）インターハイ出場決定
　女子1500m　第4位 片山弓華（２年）インターハイ出場決定
　　　　　　　　第7位 又村菜月（２年）
　女子5000m競歩　第7位 大坂渚（３年）
平成２８年度男鹿駅伝競走大会　高校女子の部 準優勝
　区間賞 ２区 寸田桜（３年）、５区 西澤咲乃（２年）
高校柔道部
第71回国民体育大会柔道競技京都府選手選考会
　52kg級　優勝 杉田和奏 （３年）　70kg級　優勝 神田澄香 （２年）
　無差別級　準優勝 国本実優 （３年）　第３位 髙木彩名 （２年）
平成28年全日本ジュニア柔道体重別選手権大会京都府予選
　63kg級　第３位 神田澄香 （２年）　70kg級 第３位 国本実優 （３年）
　78kg級　第３位 髙木彩名 （２年）
第65回全国高等学校総合体育大会柔道競技（個人試合）京都府予選
　52kg級　優勝 杉田和奏 （３年）インターハイ出場決定
　57kg級　第３位 河島実咲 （２年）　70kg級 準優勝 国本実優 （３年）
　78kg級　優勝 髙木彩名 （２年） インターハイ出場決定
第65回全国高校総体柔道競技京都府予選　団体試合
　優勝 インターハイ出場決定
高校チアリーダー部
第２５回関西チアリーディング選手権大会　高等学校の部 第７位
　JAPAN CUP 2016フライデートーナメント出場決定
高校水泳部
第69回京都府高等学校総合体育大会　水泳競技大会　競泳競技
　女子100mバタフライ　第6位 川勝三鈴（３年）
　女子200m平泳ぎ　第5位 川勝三鈴（３年）
第84回京都府高等学校選手権水泳競技大会
　女子100m平泳ぎ　第6位 川勝三鈴（３年）近畿大会出場決定
　女子200m平泳ぎ　第5位 川勝三鈴（３年）近畿大会出場決定
高校サッカー部
第69回京都府高等学校総合体育大会　Nブロック　優勝
高校バトントワリング部
第42回京都府高等学校バトントワリングコンテスト　金賞
高校ラクロス部
第11回関西中学校高等学校女子春季ラクロスリーグ戦　第３位
高校男子バドミントン部
インターハイ京都府大会（団体戦）　ベスト８

■高校クラブ・同好会

中学陸上競技部
第32回宇治市中学校夏季陸上競技大会　学校対抗　女子総合３位
　砲丸投げ　優勝 續木萌（３年）
　１年生800m　優勝 田渕愛美
　四種競技　第２位 西田純菜（３年）
　共通800m　第２位 津熊莉菜（２年）
　男子四種競技　第２位 乾稜（３年） 第３位 浅見嶺太郎（２年）
第69回山城中学選手権
　女子四種競技　第３位 西田純菜（３年）
　砲丸投げ　第３位 續木萌（３年）
　１年女子800m　第4位 田渕愛美
中学野球部
宇治市中学校春季野球大会　優勝

■中学クラブ・同好会
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総合優勝 　　 黄団
応援合戦 優勝 黄団

●鳳凰vol.25

■高校体育祭

　5月18日（水）に「高校体育祭」を行いました。
　書道部、チアリーディング部、応援団長のパフォーマンスで
始まった開会式では、見ている生徒を大いに盛り上げてくれま
した。
　順位に関わらず、仲間を必死に応援する姿、最後まで一生懸命、
競技する姿が印象的でした。中でも、応援合戦（パフォーマンス）
では、団長中心に取り組んだ、一カ月間の成果を見事に披露し
てくれました。

■第11回京都私学振興会賞受賞
　
　2016年 6月5日 ( 日 )、京都私学会館にて「第11回京都私学
振興会賞授賞式」が開催されました。この賞は、私学の教育研究・
スポーツ芸術・私学経営などの多くの分野で貢献した学校関係者
を顕彰するものです。当校より以下のクラブ・生徒が受賞いたし
ました。

文化スポーツ活動賞 I　中学校アメリカンフットボール部
　立命館宇治中学校の開校に併せて 2003 年に発足。創部 3年目
から公式戦に出場し、関西中学リーグ優勝、甲子園ボウル (中学招
待試合 )3 度の優勝を誇り、関西中学選手権で 2011 年に準優勝
となるなど、着実に実績を重ねている。さらに、日本フラッグフッ
トボール選手権大会ではこれまで2度の日本一に輝いている。
　2015 年度は、第 13 回関西中学校アメリカンフットボール選
手権大会で優勝。第 4 回東西交流戦マリンボウルヘの出場を果た
し、関東代表の世田谷ブルーサンダースに勝利し、念願だった日本
一の座を獲得した。
文化スポーツ活動賞 II　上月　壮一郎
　京都サンガF.C.のU-15チームに所属。U-15日本代表に選ばれ、
日本サッカー界の将来を担う少年達のサッカー技術の向上と、健

全な心身の育成を図ることを目的に日本サッカー協会が開催して
いる、JFAプレミアカップ2015で優勝。イギリスで開催された、
マンチェスターユナイテッド・プレミアカップ・ワールドファイ
ナルズ2015に出場。同じくフランスで開催されたU-16 国際親
善トーナメント2015にも出場している。

文化スポーツ活動賞 II　天野　秀　　菊地　宗一郎
日本・中国・台湾から 28 校 71 チームが参加し、東京で開催さ
れ た デ ィ ベ ー ト 大 会、National Forensic League Japan
(NFLJ) に出場。「人工知能は人類にとって有益か」のテーマで議論
を戦わせ、第2位となった。その結果、2016年 6月にアメリカ
ユタ州で開催される「National Forensic League Speech and 
Debate tournament」への招待資格を得た。

毎年、このように表彰を受けられるのも、本校の教育活動にご理解
ご支援を頂いております関係各位のご協力あってのことです。改
めまして、心より感謝申し上げます。これからも、本校の発展、京都
の私学の邁進にさらなる貢献ができるよう、尽力する次第でござ
います。

■中学体育大会

　5 月 19 日の晴天の中、第 14 回中学校体育大会が行われま
した。
団長の力の入った選手宣誓から始まり、どの競技も白熱した戦
いとなりました。応援合戦では各団の個性溢れる応援を披露し
てくれました。
　学年を越えて、中学校全体が１つになれた、涙あり笑顔あり
の素晴らしい体育大会になりました。　　　　　　　　

総合優勝
応援合戦優勝

旗コンテスト優勝

■中学１年　新入生オリエンテーション合宿

　4月 27日 ( 水 )～28日 ( 木 )、アクトパル宇治にて、中
学１年生の新入生オリエンテーション合宿を行いました。
　この日を心待ちにしていた１年生でしたが、あいにくの
雨の予報。しかし、１年生の思いが届いたのか、初日の午
前中は心地よい気候の中、オリエンテーリングを行うこと
ができました。オリエンテーリングでは、全ての班が各ポ
イントにある立宇治クイズを解きながら、山を登りきりま
した。普段接する機会の少ない自然に胸を躍らせる生徒、
慣れない山登りにへとへとになっている生徒など様々でし
たが、各班協力しオリエンテーリングを楽しんでいました。
結果として、総合優勝は４組でした。
　オリエンテーリングの後は、体育館で集団行動、アイス
ブレーキング、背渡りリレーの練習、大縄くぐりを行いま
した。クラスのみんなと心を一つにし団結することの難し
さと大切さを学び、また、他のクラスの生徒との友達づく
りのきっかけにもなったようでした。
　２日目は、大縄くぐりの再チャレンジから始まりました。
どうすれば昨日より上手くいくのか、各クラス、生徒たち
が主体的に考え、工夫しながら取り組んでいました。その後、
技術の木村先生から「なぜ SNS はしてはいけないのか」や
「なぜ学ぶのか」についてのお話を聞きました。学年清新で
は TOK の手法を取り入れ、各班「マナーとは何なのか？絶
対的な基準があるのか」についてのディスカッションを行い、
発表を行いました。自分の意見だけではなく、自分と異な
る意見があることを知り、受け入れることで論理的に深く
考えることの大切さについて学びました。その後、クラス
対抗学園歌合唱コンクールを行いました。元気よく歌った
５組が優勝しましたが、各クラスのカラーがある歌声が響
き渡っていました。
　この新入生合宿を通して、生徒たちは立宇治生として再
スタートを切れたのではないかと思います。これから、多
くのことを経験することで様々なことを感じ、考え、自分
たちの目標に向かって行動できるようになってくれること
を期待しています。

赤組
赤組・青組
3-3・2-2・1-1

2016年度（4月～6月）生徒の活躍

2016年度（4月～6月）生徒の活躍

高校陸上競技部　
第69回京都府高等学校総合体育大会　
　３年女子5000m競歩　第２位 角咲綾（３年）
　２年女子1500m　優勝 又村菜月（２年）　第３位 西内彩恵（２年）
　２年女子3000m　第２位 片山弓華（２年）　第３位 西澤咲乃（２年）
第69回京都府高等学校陸上競技対校選手権大会　女子総合 第 5位
　女子1500m　優勝 又村菜月（２年）　第３位 西内彩恵（２年）
　　　　　　　　第4位 片山弓華（２年）　
　女子3000m　優勝 又村菜月（２年）　第２位 片山弓華（２年）
　　　　　　　　第3位 西澤 咲乃（２年）　
第69回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会
　女子3000m　第3位 片山弓華（２年）インターハイ出場決定
　女子1500m　第4位 片山弓華（２年）インターハイ出場決定
　　　　　　　　第7位 又村菜月（２年）
　女子5000m競歩　第7位 大坂渚（３年）
平成２８年度男鹿駅伝競走大会　高校女子の部 準優勝
　区間賞 ２区 寸田桜（３年）、５区 西澤咲乃（２年）
高校柔道部
第71回国民体育大会柔道競技京都府選手選考会
　52kg級　優勝 杉田和奏 （３年）　70kg級　優勝 神田澄香 （２年）
　無差別級　準優勝 国本実優 （３年）　第３位 髙木彩名 （２年）
平成28年全日本ジュニア柔道体重別選手権大会京都府予選
　63kg級　第３位 神田澄香 （２年）　70kg級 第３位 国本実優 （３年）
　78kg級　第３位 髙木彩名 （２年）
第65回全国高等学校総合体育大会柔道競技（個人試合）京都府予選
　52kg級　優勝 杉田和奏 （３年）インターハイ出場決定
　57kg級　第３位 河島実咲 （２年）　70kg級 準優勝 国本実優 （３年）
　78kg級　優勝 髙木彩名 （２年） インターハイ出場決定
第65回全国高校総体柔道競技京都府予選　団体試合
　優勝 インターハイ出場決定
高校チアリーダー部
第２５回関西チアリーディング選手権大会　高等学校の部 第７位
　JAPAN CUP 2016フライデートーナメント出場決定
高校水泳部
第69回京都府高等学校総合体育大会　水泳競技大会　競泳競技
　女子100mバタフライ　第6位 川勝三鈴（３年）
　女子200m平泳ぎ　第5位 川勝三鈴（３年）
第84回京都府高等学校選手権水泳競技大会
　女子100m平泳ぎ　第6位 川勝三鈴（３年）近畿大会出場決定
　女子200m平泳ぎ　第5位 川勝三鈴（３年）近畿大会出場決定
高校サッカー部
第69回京都府高等学校総合体育大会　Nブロック　優勝
高校バトントワリング部
第42回京都府高等学校バトントワリングコンテスト　金賞
高校ラクロス部
第11回関西中学校高等学校女子春季ラクロスリーグ戦　第３位
高校男子バドミントン部
インターハイ京都府大会（団体戦）　ベスト８

■高校クラブ・同好会

中学陸上競技部
第32回宇治市中学校夏季陸上競技大会　学校対抗　女子総合３位
　砲丸投げ　優勝 續木萌（３年）
　１年生800m　優勝 田渕愛美
　四種競技　第２位 西田純菜（３年）
　共通800m　第２位 津熊莉菜（２年）
　男子四種競技　第２位 乾稜（３年） 第３位 浅見嶺太郎（２年）
第69回山城中学選手権
　女子四種競技　第３位 西田純菜（３年）
　砲丸投げ　第３位 續木萌（３年）
　１年女子800m　第4位 田渕愛美
中学野球部
宇治市中学校春季野球大会　優勝

■中学クラブ・同好会
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1. 会費収入…
2. 繰越金……
3. 利息その他………
収入計………

1. 事業経費
　活動助成金…………
　ｸﾗﾌ ・゙ｻｰｸﾙ補助金……
　顕彰制度……………
　在校生支援…………
　その他支援金…………
　小計………………
2. 企画経費
　事務経費………………………
　その他雑費…………
　小計…………………
3. 会務経費
　印刷費………………
　郵送費……………
　名簿整備費…………
　会議渉外費……………
　交通費………………
　一般消耗品費……………
　その他雑費……………………
　小計………………
4. 記念事業積立金
支出計………………
収入・支出差引残

680,000
16,188
400,000
219,850
30,000

1,346,038

0
554,023
554,023

813,680
2,933,106
164,916
50,000
122,640
3,000

0
4,087,342
500,000

6,487,403
2,704,870

5,400,000
3,790,537

1,736
9,192,273

04 05

■収入
　新会員会費、繰越金、利息その他で合計 9,192,273 円の収入とな
りました。
■支出
　以下概略を報告します。
　活動助成金………
　クラブ・サークル補助金
　顕彰制度…………

　在校生支援………

　その他支援金……
　企画経費…………
　会務経費…………

基本方針　
(1)

(2)

(3)

具体的な取り組み
(1)

(2)

(3)

(4) 

2015 年度決算

　
学年・クラス・サークルなど様々な形態の同窓会開催を促進し、
同窓生同士の交流と親睦を深める活動を積極的に進めます。
大学生を中心に交流する機会を創出し、鳳凰会会員として意識
付けを行います。
本部役員とともに常任幹事の役割を明確にし、各種イベント企
画・運営や広報活動などを強化します。

卒業生によるクラブ・サークルづくりを促進します。
クラブ、サークル補助金を活用してもらい、各種大会開催を検
討します。
同窓会の開催を支援します。
学年、クラス、大学生等の特定年次の同窓会を支援します。
在校生支援を行ないます。
大学生による学部紹介や各種講演会などに対して、鳳凰会とし
て在校生を支援します。
同窓会活動の広報をします。
会報誌「鳳凰」を利用し、同窓生の活躍などを伝えるとともに、
学校の教育活動を知ってもらえる機会とします。

■収入
　記念事業積立金…4,761,901円になりました。

680,000円の執行でした。
「R（アール）」クラブに補助を行いました。
社会的に顕著な活躍をした同窓生を顕彰する制度
ですが、2015 年度は「該当者なし」でした。在
校生に贈る「激励賞」については、6 団体・個人
に贈呈しました。
在校生を対象とした「キャリア・ナビ」にアドバ
イザーとして参加した卒業生等への講師謝礼 ( 図
書カード )等の一部を補助しました。
本校全国大会出場クラブ祝い金です。
大学3、4回生を対象とした「大同窓会」の経費です。
会報誌「鳳凰」の作成と郵送料、名簿管理費等です。

一般会計

2016 年度の活動方針と予算
一般会計

特別会計特別会計

●収入 ●支出

●収入 ●支出
積立金
　記念事業繰越金……
　記念事業収入…………
収入計…………………

4,261,901
500,000

4,761,901

積立金
　記念事業費……………………
支出計……………………………
収入・支出差引残

0
0

4,761,901

●支出
1. 事業経費
　活動助成金…………
　ｸﾗﾌ ・゙ｻｰｸﾙ補助金……
　顕彰制度……………
　在校生支援…………
　その他支援金………
　小計………………
2. 会務経費
　印刷費……………
　郵送費……………
　名簿整備費…………
　会議渉外費…………
　交通費………………
　一般消耗品費…………
　その他雑費……………
　小計………………
3. 記念事業積立金………
4. 予備費……………… 
支出計………………

800,000
100,000

1,000,000
220,000
200,000

2,320,000

1,000,000
3,000,000
200,000
100,000
150,000
100,000
200,000

4,750,000
500,000
267,870

7,837,870

●収入

特別会計

●収入

1. 会費収入………
2. 総会収入…………………
3. 繰越金…………
4. 利息その他…………
収入計……

5,130,000
0

2,704,870
3,000

7,837,870

積立金　記念事業繰越金
　　　　記念事業収入……
収入計……………………

4,761,901
500,000

5,261,901

●支出
積立金　記念事業費…
支出計…………………

0
0

●鳳凰vol.25 International
Education

Center
国際
交流■タイからの留学生

　タイ・カセサート大学附属学校マルチリンガルプログラムから５名の生徒を
１か月半受け入れました。それぞれ高校２～３年生のクラスに所属し，4月25
日には，歓迎会が開かれました。パーティーの内容企画から運営まで、すべて
国際委員たちの手で作った、温かく楽しい歓迎会でした。
一般の生徒も参加してくれて、イラストを使った連想ゲームやビンゴなど、
あっと言う間の１時間でした。留学生たちも大喜びで、よい思い出になったと
思います。
　5月19日には送別会が行われました。４月の歓迎会同様、国際委員生徒が企
画から運営まで行いました。Fox校長もパーティーに参加されて最後まで一緒
に楽しみました。高校生31名、中学生18名、教員8名の合計59名が参加した
大きなイベントとなりました。本校生徒たちが日本の遊び「だるまさんがころ
んだ」を留学生たちに教えてあげた一方、紙紐を使った伝統手芸を教えてもら
い、みんなで挑戦しました。

活
動

報
告

私たちは活動助成金を
活用して同窓会を開きました。　
＊以下は201６年２月２０日以降開催分です。

■2月20日　陸上競技部
　宇治高校陸上競技部親睦会を開
催しました。
　当日、47 人（男子 31 人、女子
16人）1985年～1994年卒業ま
での幅広い年代の参加があり、世代
を超えた会となりました。
皆さん気合いが入り過ぎで、気の早
い方は２時間前から会場入りし当
時の話や近況報告にと、早々に盛り
あがっておられました。
　会が始まると、あちこちで熱気の
こもった話で大変盛り上がり、皆さ
ん学生にタイムスリップしたよう
でした。
　三年間休みも殆ど無く練習・試
合に明け暮れた日々や、学校生活の
思い出。恩師・荻野先生の厳しい指
導に涙した事。そのご指導のおかげ
で、夢にまで見た全国高校駅伝に初
出場、そして男女とも全国高校駅伝
アベック出場の思い出と…。
　また、参加者の方は家庭を持って
おられる方が多く子育ての事や近
況報告にも、色々な人生を歩まれて
おり幅広い年代ならでは話題があ
りました。
　鳳凰会助成金制度のおかげで、低
予算での会が開催出来、大変助かり
ました。
　今後も、このような会を計画し卒
業生の絆を強めていきたいと思い
ます。

■3月29日　バトントワーリング
部
　バトントワーリング部での毎年
恒例となっている大同窓会を今年
も開催することが出来て良かった
です。
　卒業されて就職される先輩方か
らの貴重なお話を聞くことも出来、
在学生にとっても刺激のある時間
になったことと思います。また、
私達卒業生にとっても、目標に向
かって頑張っている中高生の姿を
見て元気をもらうことが出来まし
た。
　今回の大同窓会開催をご支援い
ただいた鳳凰会、先生方、本当に
ありがとうございました。

■6月24日　2016年度教育実習
生
　2016年度の教育実習生から、
指導して頂いた先生方に感謝の気
持ちを込めて、親睦会を開きまし
た。長いようで、あっという間で
あった3週間を振り返り、先生方か
らあたたかいお言葉をかけて頂い
たり、思い出話に花を咲かせたり
と楽しい時間を過ごすことができ
ました。3週間の実習は、とても充
実したものとなり、私たち教育実
習生にとって素晴らしい財産にな
りました。これから進む進路はさ
まざまではありますが、立命館宇
治で学んだことや今回の教育実習
の経験を活かし、頑張っていこう
と思います。
　お忙しい中参加していただいた
先生方、本当にありがとうござい
ました。

■5月14日　女子バスケットボー
ル部
　高校時代、家族より長く、ほぼ
毎日一緒に過ごしてきた10人。仕
事や結婚で関西だけでなく東京・
福岡・韓国と、生活拠点がバラバ
ラの中で、30歳という節目に久し
ぶりに集まりたいと、みんなで
「30歳企画」と命名し、実施しま

■3月5日　1995年卒6組
　卒業してから3年に1度開催して
いる同窓会も今回で6回目を迎えま
した。
　恩師の森口等先生にも御出席い
ただき、こうしてまた同窓会を開
催できた事を大変嬉しく思います。
　私達は今回が３０代最後の同窓
会となりました。高校を卒業して
から２０年が過ぎ、家庭や仕事
等々また２０代の頃とは違った立
場で皆さん活躍されています。同
窓会でお互いが話す内容も、少し
変わってきた様に感じます。しか
し、顔を合わせれば当時と変わら
ず先生を交えてみんなで明るく話
し合えるのがこのクラスの素晴ら
しい所だと私は思います。今回残

■2月21日　柔道部
　平成28年２月21日（日）、ホ
テルグランヴィア京都３Ｆ栄華の
間において、1977年から39年の
長きにわたり宇治高校、そして立
命館宇治高校で教育の現場に立ち
続け、このたび退職される運びと

なった古田先生を励ます会を開催。
1983年～1997年までの柔道部
OBOGの31名で、古田先生の新た
な門出を祝いました。「この時
代」の柔道部OBOGの集まりは初
めてであり、恩師・古田先生を囲
み、素敵なひと時を過ごすことが
出来ました。
　鳳凰会事務局の皆様に感謝する
と共に、立命館宇治中学校・高等
学校の益々の発展を祈念致します。
このたびは本当にありがとうござ
いました。

International Education Center

2016年度 幹事会を開催しました。
6月4日(土)、立命館宇治中学校・高等学校にて、2016年度幹事会を開催しました。
新立会長挨拶の後、出雲副会長を議長として議事をすすめ、2015年度活動報告・決算と会計監査
報告、2016年度活動方針・予算・役員選出について提案され、全て原案どおり承認されました。

2016年6月4日(土)

念ながら出席できなかった同窓生
からも、近況と同時に「次回はぜ
ひ同窓会に参加したい！」という
熱いメッセージを沢山いただきま
した。私は、顔を合わせていない
仲間も同窓会の事を思ってくれて
いる事に感動しました。
　いつの日か全員出席の同窓会が
開催できる日を…と、思い描きなが
ら私も幹事を務めていきたいです。
　お互い身体に気をつけて、また次
回も元気にお会いしたいです。

した。定期的に集まってはいるも
のの、10人全員が集まれたのは4
年ぶり。子連れ参加も多く、ち
びっ子達の元気の良さと、それ以
上に元気な30歳が、他愛もない話
やアルバムを見ながら、高校時代
の思い出を話すなど、1泊2日を楽
しみました。また節目にはこう
やって10人みんなで集まれたらと
思います。



1. 会費収入…
2. 繰越金……
3. 利息その他………
収入計………

1. 事業経費
　活動助成金…………
　ｸﾗﾌ ・゙ｻｰｸﾙ補助金……
　顕彰制度……………
　在校生支援…………
　その他支援金…………
　小計………………
2. 企画経費
　事務経費………………………
　その他雑費…………
　小計…………………
3. 会務経費
　印刷費………………
　郵送費……………
　名簿整備費…………
　会議渉外費……………
　交通費………………
　一般消耗品費……………
　その他雑費……………………
　小計………………
4. 記念事業積立金
支出計………………
収入・支出差引残

680,000
16,188
400,000
219,850
30,000

1,346,038

0
554,023
554,023

813,680
2,933,106
164,916
50,000
122,640
3,000

0
4,087,342
500,000

6,487,403
2,704,870

5,400,000
3,790,537

1,736
9,192,273
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■収入
　新会員会費、繰越金、利息その他で合計 9,192,273 円の収入とな
りました。
■支出
　以下概略を報告します。
　活動助成金………
　クラブ・サークル補助金
　顕彰制度…………

　在校生支援………

　その他支援金……
　企画経費…………
　会務経費…………

基本方針　
(1)

(2)

(3)

具体的な取り組み
(1)

(2)

(3)

(4) 

2015 年度決算

　
学年・クラス・サークルなど様々な形態の同窓会開催を促進し、
同窓生同士の交流と親睦を深める活動を積極的に進めます。
大学生を中心に交流する機会を創出し、鳳凰会会員として意識
付けを行います。
本部役員とともに常任幹事の役割を明確にし、各種イベント企
画・運営や広報活動などを強化します。

卒業生によるクラブ・サークルづくりを促進します。
クラブ、サークル補助金を活用してもらい、各種大会開催を検
討します。
同窓会の開催を支援します。
学年、クラス、大学生等の特定年次の同窓会を支援します。
在校生支援を行ないます。
大学生による学部紹介や各種講演会などに対して、鳳凰会とし
て在校生を支援します。
同窓会活動の広報をします。
会報誌「鳳凰」を利用し、同窓生の活躍などを伝えるとともに、
学校の教育活動を知ってもらえる機会とします。

■収入
　記念事業積立金…4,761,901円になりました。

680,000円の執行でした。
「R（アール）」クラブに補助を行いました。
社会的に顕著な活躍をした同窓生を顕彰する制度
ですが、2015 年度は「該当者なし」でした。在
校生に贈る「激励賞」については、6 団体・個人
に贈呈しました。
在校生を対象とした「キャリア・ナビ」にアドバ
イザーとして参加した卒業生等への講師謝礼 ( 図
書カード )等の一部を補助しました。
本校全国大会出場クラブ祝い金です。
大学3、4回生を対象とした「大同窓会」の経費です。
会報誌「鳳凰」の作成と郵送料、名簿管理費等です。

一般会計

2016 年度の活動方針と予算
一般会計

特別会計特別会計

●収入 ●支出

●収入 ●支出
積立金
　記念事業繰越金……
　記念事業収入…………
収入計…………………

4,261,901
500,000

4,761,901

積立金
　記念事業費……………………
支出計……………………………
収入・支出差引残

0
0

4,761,901

●支出
1. 事業経費
　活動助成金…………
　ｸﾗﾌ ・゙ｻｰｸﾙ補助金……
　顕彰制度……………
　在校生支援…………
　その他支援金………
　小計………………
2. 会務経費
　印刷費……………
　郵送費……………
　名簿整備費…………
　会議渉外費…………
　交通費………………
　一般消耗品費…………
　その他雑費……………
　小計………………
3. 記念事業積立金………
4. 予備費……………… 
支出計………………

800,000
100,000

1,000,000
220,000
200,000

2,320,000

1,000,000
3,000,000
200,000
100,000
150,000
100,000
200,000

4,750,000
500,000
267,870

7,837,870

●収入

特別会計

●収入

1. 会費収入………
2. 総会収入…………………
3. 繰越金…………
4. 利息その他…………
収入計……

5,130,000
0

2,704,870
3,000

7,837,870

積立金　記念事業繰越金
　　　　記念事業収入……
収入計……………………

4,761,901
500,000

5,261,901

●支出
積立金　記念事業費…
支出計…………………

0
0

●鳳凰vol.25 International
Education

Center
国際
交流■タイからの留学生

　タイ・カセサート大学附属学校マルチリンガルプログラムから５名の生徒を
１か月半受け入れました。それぞれ高校２～３年生のクラスに所属し，4月25
日には，歓迎会が開かれました。パーティーの内容企画から運営まで、すべて
国際委員たちの手で作った、温かく楽しい歓迎会でした。
一般の生徒も参加してくれて、イラストを使った連想ゲームやビンゴなど、
あっと言う間の１時間でした。留学生たちも大喜びで、よい思い出になったと
思います。
　5月19日には送別会が行われました。４月の歓迎会同様、国際委員生徒が企
画から運営まで行いました。Fox校長もパーティーに参加されて最後まで一緒
に楽しみました。高校生31名、中学生18名、教員8名の合計59名が参加した
大きなイベントとなりました。本校生徒たちが日本の遊び「だるまさんがころ
んだ」を留学生たちに教えてあげた一方、紙紐を使った伝統手芸を教えてもら
い、みんなで挑戦しました。
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私たちは活動助成金を
活用して同窓会を開きました。　
＊以下は201６年２月２０日以降開催分です。

■2月20日　陸上競技部
　宇治高校陸上競技部親睦会を開
催しました。
　当日、47 人（男子 31 人、女子
16人）1985年～1994年卒業ま
での幅広い年代の参加があり、世代
を超えた会となりました。
皆さん気合いが入り過ぎで、気の早
い方は２時間前から会場入りし当
時の話や近況報告にと、早々に盛り
あがっておられました。
　会が始まると、あちこちで熱気の
こもった話で大変盛り上がり、皆さ
ん学生にタイムスリップしたよう
でした。
　三年間休みも殆ど無く練習・試
合に明け暮れた日々や、学校生活の
思い出。恩師・荻野先生の厳しい指
導に涙した事。そのご指導のおかげ
で、夢にまで見た全国高校駅伝に初
出場、そして男女とも全国高校駅伝
アベック出場の思い出と…。
　また、参加者の方は家庭を持って
おられる方が多く子育ての事や近
況報告にも、色々な人生を歩まれて
おり幅広い年代ならでは話題があ
りました。
　鳳凰会助成金制度のおかげで、低
予算での会が開催出来、大変助かり
ました。
　今後も、このような会を計画し卒
業生の絆を強めていきたいと思い
ます。

■3月29日　バトントワーリング
部
　バトントワーリング部での毎年
恒例となっている大同窓会を今年
も開催することが出来て良かった
です。
　卒業されて就職される先輩方か
らの貴重なお話を聞くことも出来、
在学生にとっても刺激のある時間
になったことと思います。また、
私達卒業生にとっても、目標に向
かって頑張っている中高生の姿を
見て元気をもらうことが出来まし
た。
　今回の大同窓会開催をご支援い
ただいた鳳凰会、先生方、本当に
ありがとうございました。

■6月24日　2016年度教育実習
生
　2016年度の教育実習生から、
指導して頂いた先生方に感謝の気
持ちを込めて、親睦会を開きまし
た。長いようで、あっという間で
あった3週間を振り返り、先生方か
らあたたかいお言葉をかけて頂い
たり、思い出話に花を咲かせたり
と楽しい時間を過ごすことができ
ました。3週間の実習は、とても充
実したものとなり、私たち教育実
習生にとって素晴らしい財産にな
りました。これから進む進路はさ
まざまではありますが、立命館宇
治で学んだことや今回の教育実習
の経験を活かし、頑張っていこう
と思います。
　お忙しい中参加していただいた
先生方、本当にありがとうござい
ました。

■5月14日　女子バスケットボー
ル部
　高校時代、家族より長く、ほぼ
毎日一緒に過ごしてきた10人。仕
事や結婚で関西だけでなく東京・
福岡・韓国と、生活拠点がバラバ
ラの中で、30歳という節目に久し
ぶりに集まりたいと、みんなで
「30歳企画」と命名し、実施しま

■3月5日　1995年卒6組
　卒業してから3年に1度開催して
いる同窓会も今回で6回目を迎えま
した。
　恩師の森口等先生にも御出席い
ただき、こうしてまた同窓会を開
催できた事を大変嬉しく思います。
　私達は今回が３０代最後の同窓
会となりました。高校を卒業して
から２０年が過ぎ、家庭や仕事
等々また２０代の頃とは違った立
場で皆さん活躍されています。同
窓会でお互いが話す内容も、少し
変わってきた様に感じます。しか
し、顔を合わせれば当時と変わら
ず先生を交えてみんなで明るく話
し合えるのがこのクラスの素晴ら
しい所だと私は思います。今回残

■2月21日　柔道部
　平成28年２月21日（日）、ホ
テルグランヴィア京都３Ｆ栄華の
間において、1977年から39年の
長きにわたり宇治高校、そして立
命館宇治高校で教育の現場に立ち
続け、このたび退職される運びと

なった古田先生を励ます会を開催。
1983年～1997年までの柔道部
OBOGの31名で、古田先生の新た
な門出を祝いました。「この時
代」の柔道部OBOGの集まりは初
めてであり、恩師・古田先生を囲
み、素敵なひと時を過ごすことが
出来ました。
　鳳凰会事務局の皆様に感謝する
と共に、立命館宇治中学校・高等
学校の益々の発展を祈念致します。
このたびは本当にありがとうござ
いました。

International Education Center

2016年度 幹事会を開催しました。
6月4日(土)、立命館宇治中学校・高等学校にて、2016年度幹事会を開催しました。
新立会長挨拶の後、出雲副会長を議長として議事をすすめ、2015年度活動報告・決算と会計監査
報告、2016年度活動方針・予算・役員選出について提案され、全て原案どおり承認されました。

2016年6月4日(土)

念ながら出席できなかった同窓生
からも、近況と同時に「次回はぜ
ひ同窓会に参加したい！」という
熱いメッセージを沢山いただきま
した。私は、顔を合わせていない
仲間も同窓会の事を思ってくれて
いる事に感動しました。
　いつの日か全員出席の同窓会が
開催できる日を…と、思い描きなが
ら私も幹事を務めていきたいです。
　お互い身体に気をつけて、また次
回も元気にお会いしたいです。

した。定期的に集まってはいるも
のの、10人全員が集まれたのは4
年ぶり。子連れ参加も多く、ち
びっ子達の元気の良さと、それ以
上に元気な30歳が、他愛もない話
やアルバムを見ながら、高校時代
の思い出を話すなど、1泊2日を楽
しみました。また節目にはこう
やって10人みんなで集まれたらと
思います。
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立命館宇治中学校・高等学校同窓会
鳳凰会●会報

2016年7月発行

学校の様子、後輩（生徒）達の活躍ぶりは、
こちらのアドレスへアクセス！！

〒611-0031京都府宇治市広野町八軒屋谷33-1　立命館宇治中学校・高等学校事務室内　鳳凰会事務局
Te l ： 0774-41-3000　Fax ： 0774-41-3555

◆住所・氏名の変更、幹事（クラス代表）交代の場合は、必ず事務局までご連絡ください。
◆学校のHP上に「卒業生」コーナーがあります。ここから事務局へメールが送れます。

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/ http://www.ritsumei.ac.jp/ujc/

同窓生のみなさんへ

◆600字以内、写真がある場合は２枚以内でお願いします。
◆いただいた原稿そのままを掲載します。誤字・脱字にご注意ください。
◆卒業生本人が作成した記名記事とします。匿名、偽名、ペンネームはお断りします。
◆営利目的、特定の個人・団体等に対する誹謗・中傷、人権侵害、セクシュアルハラスメントなどに繋がると思われる
　不適切な表現がある場合は掲載しません。また、「鳳凰会」の不利益となると判断される場合も掲載しません。
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近況報告、同窓会の開催案内等、お知らせください。
ただし、下記注意事項および投稿要領をご参照ください。
現在、会報紙「鳳凰」の定期号は年２回発行しています。
投稿される場合は1月および６月の各末日までにお送りください。

鳳凰会（同窓会）では、各種同窓会の開催を奨励するため、卒
業生10人以上で同窓会を開いた場合、人数に応じて「活動
助成金」として祝い金をお贈りしています。
　
【申請方法】
同窓会開催の前に（２週間前までに）、所定の申請書を事務局
に提出してください。
申請書は、立命館宇治中高ホームページの「卒業生」コーナー
にアクセスしてダウンロードしてください。
必要事項を記入したら、メールまたは郵送し、事務局からの連
絡を待ってください。
「卒業生」コーナーのアドレス
  http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/graduate/

“同窓会”開催に「祝い金」をお贈りします。クラブ、
クラス、学年などで同窓会を大いに開き、親睦と
交流を深めましょう！！

■活動助成金のお知らせ

１．同窓生10名以上の出席者があり、出席人数によって以下の金額を
　　支出します。
　        　・10名～15名＝1万円　・16名～25名＝2万円
　    　    ・26名～50名＝3万円　・51名以上＝本部役員会で決定します。
　　 なお、同一の学年、クラブ、クラス、団体の同窓会への支給は年
　　2回までとします。ただし、出席者の4分の3以上が同じ場合は同
　　一の申請とみなします。
２．同窓会開催2週間前までに、所定の申請用紙に必要事項を記入の上、
　　開催要項(日時・場所・内容・代表者は必ず2名記入)を添えて事務
　　局へ申請し、会長が決裁します。決裁後、事務局から連絡します
　　ので、祝金を事務室まで取りにきてください。
３．同窓会終了後、1週間以内に会報紙「鳳凰」へ掲載する写真一葉以
　　上と記事原稿（400字以内）および出席者名簿(別紙の所定用紙)、
　　領収書を必ず提出してください。

申請要項

なお、事務局あてに「申請書」を添付してメールで送りたい場合、その方法に
ついては上記同窓会コーナーの一番最後にある「メールによるご連絡はこち
らへ」をクリックしてお問い合わせください。

　7月1日（金）、リオ五輪に出場するサッカー日
本代表メンバーが発表され、本校卒業生の久保裕
也さん（ヤングボーイズ）、原川力さん（川崎フロン
ターレ）が選出されました。
　五輪日本代表の選手が私たちの学校の同窓生で
あることを、大変うれしく、誇りに思います。
　いよいよ８月４日のナイジェリア戦から試合が
始まります。今年の夏は、お二人の活躍を祈って､
全校を挙げての熱い応援が続きそうです。

●リオ五輪に向けて
大竹副校長(大)　最近新聞のサッカー欄に、７月
上旬にメンバー決定、8月4日が第１戦と報じ
られていますね。
フォックス校長(Ｆ)　もしリオ五輪に出場できた
ら、ヒーローインタビューで、なんとかして
「立宇治」って言ってください！
原川選手(原)　宣伝しておきます！
(大)　五輪出場が決定したら、ぜひ全校生徒の前
で話してほしいですね。後輩の励みになります。

●Ｊ１川崎フロンターレに所属して
(Ｆ)　今はＪ１で頑張っていますね。今季はどう
ですか
(原)　まだそんなに活躍できていないんです。
(Ｆ)　若いから？
(原)　年齢は関係ないですね。
(Ｆ)　最近のＪ１はレベルが高いですね。世界の
中でもとても評価が高いです。また、この頃、
（出身の）サンガががんばっていますね。この
６試合負けなし。Ｊ１に昇格できるか。楽しみ
です。もしサンガがＪ１に昇格して対戦相手に
なったらどうですか？
(原)　へんな感じがしますね。
(Ｆ)　学校の後輩もいますしね。今シーズンの、
チーム（フロンターレ）の調子はどうですか？
(原)　今は首位、浦和レッズと競っています。
(Ｆ)　（同じSAP出身の）駒井選手が在籍して
いますね。駒井選手のサンガでのプレイはよく
見ていました。２年前、息子とよくサンガの試
合を見に行っていたんです。

●母校に戻ってきて
(Ｆ)　母校に戻ってきたのははじめて？
(原)　卒業してから何回か遊びに来ています。
(Ｆ)　また帰ってきたときには校長室に顔をだし
てください。学校の思い出は？
(原)　担任の(谷口)玲子先生の印象がとても大
きいです。

(Ｆ)　他のことを忘れてしまうくらい？
(原)　持っていかれましたね（笑）。
(Ｆ)　高校での勉強は？
(原)　勉強は好きではなかったです（笑）。
(Ｆ)　サッカーも、仕事だ、と思えはしんどいけ
ど、好きだからできるでしょう。勉強も同じな
んですよ。英語は話せるようになりましたか？
(原)　得意ではないです。
(Ｆ)　言葉は、自転車と一緒。こいでこいで、使
えるようになるんです。
(大)　今度学校に来たときには英語で話しましょ
う（笑）。
(Ｆ)　世界でプレイするなら英語が共通語。がん
ばってください。チームに日本語が話せない選
手はいますか？
(原)　ブラジル人でポルトガル語しか話せない選
手がチームにいます。
(Ｆ)　どうやってコミュニケーションを取ってい
るのですか？
(原)　通訳がいます。けれども、少しはお互いの
言葉で話しています。

●フォックス校長の母国、アメリカのサッカー
について
(Ｆ)　私の息子たちはアイスホッケーをやってい
て、大学まで続けました。けれどもサッカーが
好きになり、見るようになりました。今では家
族で応援しています。相手がアメリカだったら
変な気持ちだけれども、それでも日本を応援し
ます。
(原)　アメリカのサッカーも、今すごく盛り上
がっているんですよ。
(Ｆ)　今では、リトルリーグで野球をする子ども
より、サッカーチームに入る子どものほうが多
くなりました。この頃のアメリカは女子サッ
カーが強くなってきているんです。
　私の小さいころは、スポーツと言えばアメフ
トと野球。サッカーという選択肢はありません
でした。サッカーをやってみようとしたことも

ありましたが、周りの誰もルールを知らなかっ
たんですよ（笑）。

●久保選手との思い出
(Ｆ)　久保君とは小さい時から一緒だったんです
か？
(原)　中学校から同じ。隣町に住んでいました。
(Ｆ)　高校も一緒に立命館宇治へ進学したんです
ね。互いに励ましあったりしますか？
(原)　サッカーの話は全然しないんです(笑)。

●ＳＡＰ卒業生について
(Ｆ)　SAP１期生の吉留くんが、本校の教諭に
なったんですよ。
(原)　そうなんですか！
(Ｆ)　SAP出身者が本校の教員になるのはうれ
しいことです。トップチームで活躍できるSAP
生はごくわずか。こうやって自分の経験を活か
す道もあることを示してくれたんです。

●これからの目標
(Ｆ)　今の一番の目標は？
(原)　チャンピオンズリーグでプレイすることで
す。
(Ｆ)　応援していますよ。ご両親も喜んでいらっ
しゃるでしょうね。
(大)　これまでに、SAPから20数名がサンガ
トップチームに昇格したんですよ。
(Ｆ)　駒井選手の年代と、原川選手の年代が特に
多かったですね。昨年度卒業生では荻野選手と
沼選手が活躍しています。本当に、SAPは面白
い。立命館宇治の校長になり初めて知ったけど、
興味深いプログラムです。SAPも今年で11年
目、やってよかったなあと感じています。この
学校のためにもご活躍を期待しています。
(原)　ありがとうございます。みなさんの期待に
応えられるよう頑張りますので、応援よろしく
お願いいたします！！

リオ五輪サッカー
日本代表メンバー

原川選手　校長
チャールズ
フォックス対談

　久保選手と原川選手は、立命館
宇治高校のＳＡＰ（スカラー・ア
スリート・プログラム）出身。京
都サンガユースで活動しながら、
立宇治で勉学に励んでいました。
　代表メンバー発表の１か月前、
原川選手が本校を訪ねてくれ、校
長と対談した様子をお伝えしま
す。

クラブ・サークルを3名以上の鳳凰会会員で設立したら、クラブ・
サークルを届け出てください。「申請書」はホームページからダウ
ンロードできます。
クラブ・サークルに対して、「一人当たり年間6千円分」または「クラ
ブ・サークルの年間経費の10％」のいずれか金額の低い方を上限
として補助します。ただし、この補助金を受けたクラブ・サークルは
年1回「決算報告」「構成員名簿」「鳳凰」掲載記事を提出し、総会
またはそれに代わる幹事会に出席して活動報告をしてください。

■クラブ・サークル補助金制度について

■クラブ・サークル報告

●

R（アール）クラブ：京都フットボールリーグ（社会人）の1部に所属
「週末に高いレベルのサッカーを」をコンセプトに2008年に設立
しました。2015年度では、立命館宇治高校卒業の元サッカー部員

●

●

R（アール）クラブ

が15名、在籍人数総勢31名
の様々な年齢層（19歳～33
歳）、職種の者が集まり活動し
ています。設立8年目の
2015年度は、京都フット
ボールリーグ（社会人）の1部
において6位という結果とな
りました。昨年の2014年度
では8位であったので、1部のタフな試合に順応し年々順位を上げています。また、
2016年度に向けて新しいメンバーも入部してきており、今年こそはベスト4を目指して
活動を進めて参ります。最後に、この記事をご覧になられているサッカー経験者の方、大
学に入りサッカーサークルでは物足りず、大学サッカー部は時間等がなく活動を躊躇され
ている方、私たちと一緒にサッカーをしませんか？試合は1、2週間に1試合程度ですが、
毎試合真剣勝負です！2016年度からホームページも開設しました。少しでも興味があれ
ば、ご連絡お待ちしております。  http://r-club-soccer.jimdo.com/
【成績】第50回京都フットボールリーグ2015　1部　6位（11チーム中）


