
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清秀中学校 1年生コンビです！ 
1γ 髙森孔之祐  1γ 小野田陽太  
 

 

コロナ禍の中で学芸館の生徒たちは頑張りました！ 

女子硬式テニス部 インターハイ女子団体優勝 

顧問の岸先生は指導歴 38年のベテランです。 
「全国制覇は生徒たちの悲願。日本一になって 
嬉しい」と涙、涙。。。。 
軟式テニスで国体に出場経験がある理事長が 
１９８３年に自ら創設したテニス部。   
それ以来の快挙なので、理事長も大喜びです。 

全日本ジュニア選手権大会 インカレ女子シングルス  

サッカー部 インターハイ 

「ベスト 8では満足していません。目指すは日本一」と顧問
の高原先生。 
 
第 100回全国高等学校サッカー選手権大会 
（2021/12/29～）に向けて猛ダッシュします。 

 

 

 準優勝 

 優勝 

高校時代にはインターハイで優勝 

２０２１ 

ベスト８ 

岡山県中学校テニス選手権大会 
男子ダブルス  第 2位 

本校卒業生平田歩さん（慶應大学 4年生） 

 

岡山市中学校総合体育大会 
陸上競技の部女子 1年 100ｍ 

清秀中 1γ 小橋來未 

 

第２位 

100ｍ記録 14秒 06 
これからの活躍が楽しみです。 

 

３V1 吉本菜月 

 

男子硬式テニス部  

インターハイ女子シングルス第 3位 

 
 猛暑の中、よく頑張りました。 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百合チーム 

 

 令和 3年 9月７日 
岡山学芸館高等学校 
岡山学芸館清秀中学校高等部 

女子硬式野球部 全日本女子硬式野球選手権大会 

２年前の４月に発足。ゼロからの出発で
した。社会人２チームを破って、高校の
チームでは唯一ベスト８に。 
「１期生をはじめ選手たちはとても良く頑
張ってくれて誇らしく思っている」と、監
督の山崎先生。 

 岡山県学生音楽コンクール 

 吹奏楽部 全日本吹奏楽コンクール中国大会  

向日葵チーム 
８月２０日島根県で行われた中国大会で中国５県 21校から 
上位 3校が全国大会への切符を手にしました。 
１０月２４日に名古屋国際会議場で行われる全日本吹奏楽 
コンクールで７度目の金賞を目指します。 
全国 3200校の頂点へ！

 

 

全日本高校・大学ダンスフェスティバル 

今までとはテイストの違う動きの早いダンスに挑戦。み
んなで合わせるために、つらい筋トレも頑張りました。
大会で高く評価され自信に繋がりました。 
 
受賞チームのダンスは９月１８日(土)NHK Eテレで放送
予定です。（15:00-16:00） 

神戸市長賞 

ゴールド 
金賞 

声楽部門 1V1 安藤詩乃  

 

学芸館に入学してから合唱部で本格的に
顧問の川崎先生に声楽を学びました。 
イタリア語の発音、ソプラノの高い音をキ
ープするのが大変でした。 
 

２チームに分かれて参加。 
両チームとも最優秀賞に輝きました。 
定期演奏会は 9月 19日、20日です。 
全員で力を合わせて演奏します。どうぞ、お楽しみください！ 

 岡山県吹奏楽コンクール（B部門）  

 

夏 

ベスト８ 

優秀賞 

 

最 優 秀 賞

賞 

（全国ベスト４） 

ダンス部  

団体戦は５人制でしたが、 
1 年生 4 人だけの部員で戦
い抜きました。 
毎日学芸館高校の先輩と 
恵まれた道場で練習をして力
を付けました。目標は全国大
会出場です。 
 

「初めての県大会、1 年生で 3 位は 
快挙です。どの生徒も清秀、学芸館
の６年間で基礎から鍛えて、大きく 
成長してくれるでしょう」と顧問の前田
泰博先生。 
 

岡山市中学校総合体育大会 
柔道男子団体 1・2年生の部 

第２位 男子個人 55kg級 
岡山県中学校柔道選手権大会 第３位 

柔道部  
清秀中学 

1γ浅野弘武  1γ妹尾大星 

  1γ利守雄吉   1γ佐藤瑛太 

清秀中学 1γ 浅野弘武    



今年はコロナ禍の情勢を踏まえて「岡山学芸館除菌大作戦」と変更し、全教職員が一丸と   

なって全てのトイレと教室の除菌活動を行い新学期をむかえました。 

 

除菌場所： 校内の全てのトイレ・全教室（職員室・習熟教室・事務室等全て） 
      トイレ（清掃後、全ての便器・ドアの消毒） 
      教室（机・椅子・ドアなど手が触れる全てを消毒） 
 
準備物   1. 服装はジャージ（作業着） 
      2. 各自のビニール手袋（アルコール消毒時に使用） 
      3. マスク着用・汗ふきタオル 

 

 

この様子は山陽放送で放映されます。TV 放映： 9 月 15 日（水）11：20 

山陽放送（RSK）「情報プラス」  

令和 3 年度 岡山学芸館除菌大作戦の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年夏  

 

全教職員による除菌大作戦実施！  

 

 本校の「掃除に学ぶ会」は鍵山秀三郎氏の指導のもと、平成１３年  

から始まりました。教職員の研修の一環としてトイレを美しく、素足素

手で便器を磨き、心を磨く体験を重ねてきました。 

２０年の歴史があります。全教職員が率先して一生懸命磨きます。 

現在では「岡山学芸館クリーン大作戦」として夏休みの終わり   

（新学期が始まる前）に校内の敷地、金山の頂上にある金山八幡宮の  

清掃をはじめ、木々の多い外庭、教室とトイレを含めて、教職員の心を

磨く研修として取り組んでまいりました。 

 

令和 3年 9月 7日 

岡山学芸館 20 年の歴史のある全職員によるクリーン大作戦 

 

森健太郎校長も除菌作業 

8月 25日

(水) 

教職員 96 人参加 
部活動・出張を除く 



 
－岡山学芸館で一緒に学びましょう－ 

 

開催日時・場所 演題・講師 講 座 概 要 

第120回 

 7月 ３日(土)  
 

１３：３０～ 

スクールガーデン  

「信頼される親に 

なるために」 
 

岡山学芸館 

森 美智子 参与 

美智子先生の人生を基に、今一生懸命子育てをしている我々

に温かいエールを送っていただきます。「子どもは親を見て

育つ。だから、子供に恥ずかしくない生き方を」、「親が変

われば子どもが変わる」「子どもに生き方を語れ」等。  

９月２２日(水) 
 
１０：００～ 

シンフォニーホール  

芸術鑑賞会 

「美しい日本唱歌と舞い」 

ソプラノ : 青山恵子 氏 

舞 : 花柳友章 氏 
（岡山女縁の会 共催） 

洋楽と日本の伝統音楽の歌唱法の融合を研究されている青

山先生の美しい歌声や、日本舞踊家 花柳先生の優雅な舞い。

盛りだくさんの内容で芸術の秋を楽しみましょう！  

第121回 

１０月 9日(土) 
 
１３：３０～ 

スクールガーデン  

「進学に向けての進路講演」 
 

(株)ベネッセコーポレーション 

学校カンパニー 

藤井 雅徳 氏 

2021年度入試から従来の「センター試験」に代わり、「大

学入学共通テスト」が実施されました。今後の社会が若者

に求める力量はどう変化しているのか。大学受験の最新情

報と共に、将来を見据えて養っていくべき力についてお話

しいただきます。  

第122回 

１０月１０日(日) 
 
１０：００～ 

スクールガーデン 

「今の日本は 

ちょっと変ではないですか」 
岡山学芸館 

森 靖喜 学園長 
（岡山女縁の会 共催） 

第１部 ＤＶＤ鑑賞会「世界は変わった 日本の憲法は？」 

～皆様に是非ご覧いただきたい貴重な映像です～  

講演「今の日本はちょっと変ではないですか」  

～ 何が原因なのかご一緒に考えましょう ～ 

第２部 音楽鑑賞「Nコン金賞受賞 記念ミニコンサート」 

岡山学芸館高校 合唱部一同 

第123回 

１１月 ６日(土) 
 
１３：３０～ 

百花プラザ 

「男権社会韓国と 

母系社会日本」 
拓殖大学国際学部教授 

呉 善花 氏 

（岡山女縁の会 共催） 

韓国と日本のお国柄の違いを、親日家である呉氏よりお話し

いただきます。昨年お話しいただいた内容からさらに奥深く

日韓関係について知りたいと思います。  

第２部では、岡山フィルハーモニー管弦楽団の方々の演奏す

る音楽鑑賞会も予定しております。 

第124回 

１１月１３日(土) 
 
１０：００～ 

スクールガーデン  

「秋祭り」 in 西大寺 

 

（岡山女縁の会 主催） 

西大寺で盛り上がろう！ 

スクールガーデンを会場に、様々な実りを感じる秋祭りを計

画していきます！ 

合唱部・和太鼓部・ダンス部・チア部？も出演します。 

第125回 

１１月２７日(土) 
 
１３：３０～ 

スクールガーデン  

「７つの習慣」 
 

ＦＣＥエデュケーション 

川村 洋行 氏 

子供達も授業を受けている内容を講演していただきます。  

「自信貯金が増える言葉かけ」「心の一時停止ボタン」 

等、人生に成功して、幸福になるための「７つの習慣」を入

学式に引き続いての話となります。親も学びましょう。  

第126回 

１２月５日(日) 
 
１３：３０～ 

スクールガーデン  

「今こそ幸せな家族の 

在り方を考える」 
公益財団法人 新教育者連盟理事長 

代田 健蔵 氏 

（岡山女縁の会 共催） 

家庭の在り方が変化してきている近年ですが、日本の歴史

をたどりながら、あるべき姿を見直してみませんか？昨年

お話しいただいた内容から繋がる今回は、必聴です！  

第２部では、川崎泰子先生(オペラ歌手)と合唱部による音楽

鑑賞会をお楽しみください。 

第127回 

１月２９日(土) 
 
１３：３０～ 

スクールガーデン 

「しなやかにたくましく生きた

なでしこたちの日本史」 
株式会社ことほぎ 代表取締役 

白駒 妃登美 氏 
（岡山女縁の会 共催） 

※ 詳細は、現在検討中です。 

決まり次第ご案内いたします。 

第128回 

３月 ５日(土) 
 
１３：３０～ 

スクールガーデン  

修了式 座談会 

岡山学芸館での学園生活を振り返ってお話ししましょう。 

毎年、感動と充実感で胸が一杯になり、次のステップへの元

気がでてきます。 

※ 開講時間や会場が変更になる場合があります。変更時にはプリントやＨＰ・Classi でご案内いたします。 

※ 特別講座が追加で開催される場合があります。 

※ 在校生の保護者の方以外にも、一般の方もご参加いただけます。 

令和３年度 親学講座・岡山女縁の会 公開講座 R3.9 版 

開催済 

中 止 

変 更 

変 更 

追 加 



 

各 位 

学校法人森教育学園 理事長 

岡山学芸館高等学校 清秀中学校・高等部 学園長 

 森   靖  喜 

 

学校法人森教育学園 教育後援会のご案内 

拝啓 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は本校教育推進のため格別のご高配を賜り

厚く御礼申し上げます。 

さて、私立学校は公立学校とは異なり、自由がありその学園独自の教育が可能です。本学園は『立派な

日本人』の育成という独自の価値観教育を実践し全国から注目されています。 

立派な日本人とは伝統的な『日本人精神』を根底に置く人をいいます。数千年の伝統を持つ日本人独特

の神道の『清明』『正直』『誠実』な精神を基に、外来の仏教の『慈悲の心』と、儒教の『礼・忠・孝・義』

などを日本的に変容し融合した精神・価値観です。 

戦後 70年を経て、今、日本人精神の復活は、学校はもとより、地域社会・家庭・企業、政・官・財全て

に必要な課題となっており『日本を取り戻す』唯一の道であります。 

本学園の教育 後援会は平成 18年に発足し、この様な教育理念に賛同してくださる企業、一般個人の

方々から、物心両面の支援を頂戴しております。本教育後援会へのご入会、お知り合いの方々へのご紹介

も併せて、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

次ページの規約をお読み頂き、本会の趣旨にご賛同頂けましたら、以下の入会申込書にご記入の上、FAX

又は郵送でお送りいただきますとともに、本年度会費（１口１万円以上）の納入をお願い申し上げます。 

 

【お振込先】口座名：学校
が っ こ う

法人
ほ う じ ん

 森
も り

教育
きょういく

学園
が く え ん

教育
きょういく

後援会
こ う え ん か い

 

郵便局からのお振込  ゆうちょ銀行、記号：01380、番号：57831 

その他金融機関からのお振込  ゆうちょ銀行(9900)、支店名：139 (イチサンキュウ) 支店、 

当座、口座番号：0057831 

【お問合せ先】 

〒704-8502 岡山市東区西大寺上 1-19-19 岡山学芸館高等学校 教育後援会担当 

TEL：086-942-3864、FAX：086-943-8040 

 

入会申込書 （FAX 086-943-8040） 

学校法人森教育学園教育後援会への入会を申し込みます。  令和   年   月   日 

フリガナ ご住所 〒 

 

 

ご氏名（企業・団体名） 

 

TEL FAX 

企業・団体の場合はご記入ください。 

代表者職名・氏名 ご連絡担当者職名・氏名 

 

郵送時、キリトリ（FAX は、切らずにこのまま送信してください。） 



学校法人森教育学園 教育後援会規約 

 

第１章 総   則 

（名称・事務局） 

第１条 この会は、学校法人森教育学園 教育後援会（以下「本会」という）と称し、事務局を同学園内に置く。 

（目的・事業） 

第２条 本会は、学校法人森教育学園が経営する岡山学芸館高等学校及び岡山学芸館清秀中学校・高等部（以下「本

校」という）の教育の振興を図ることを目的として、次の事業を行う。 

(１) 本校の教育環境、美化等の整備、施設拡充に対する協力及び援助。 

(２) 部活動及び学習指導に対する協力及び援助。 

(３) その他、本会の目的を達成するために必要と認める事項に対する協力及び援助。 

第２章 会   員 

（会  員） 

第３条 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者及び本会の目的に賛同する者とする。 

第３章 役   員 

（役  員） 

第４条 本会に次の役員を置く。 

   (１) 会長 １名   (２) 副会長 若干名  (３) 理事 若干名   (４) 監事 ２名     

（役員の選任） 

第５条 役員の選任は、次のとおりとする。 

（１） 会長は、総会において本校父母の会会長経験者（現会長を含む）の中から選任する。 

（２） 副会長、監事は会長の指名による。 

（３） 理事は、次に掲げる者とする。 

① 本校父母の会において、生徒の保護者の中から選任した者  若干名 

② 総会において、生徒の保護者以外の会員の中から選任した者 若干名 

２ 役員は、本校父母の会役員との重複は妨げない。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 役員の任期中に、その補欠又は増員として選任された役員の任期は、それぞれ、前任者又は現任者の残任期間

とする。 

３ 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。 

（役員の任務） 

第７条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１） 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

（２） 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代理し、欠けたときはその職務を代行する。 

（３） 理事は理事会を構成し、第１０条の定める任にあたる。 

（４） 監事は、その年度の会計を監査する。 

（顧  問） 

第８条 この会に名誉会長及び顧問をおくことができる。 

２ 名誉会長は、学校法人森教育学園理事長とする。 

３ 顧問は、本会の運営上必要であると認めた場合は、会長が委嘱する。 

４ 名誉会長及び顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。 

第４章 会   議 

（総  会） 

第９条 総会は、毎年１回定期に、会長が招集する。会長が必要と認めた場合、臨時に招集することができる。 

２ 総会の議長は、会長がその任にあたる。 

３ 総会は、本規約に別段の定めがある場合を除き、次の事項を審議決定する。 

(１) 会長その他役員の選任 

(２) その他重要な事項 

４ 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。 

（理事会） 

第１０条 理事会は、毎年１回定期に、会長が招集する。会長が必要と認めた場合、臨時に招集することができる。 

２ 理事会の議長は会長がその任にあたる。 

３ 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。 

４ 理事会は、本規約に別段の定めがある場合を除き、次の事項を審議決定する。 

(１) 事業報告 

(２) 収支決算 

(３) 事業計画 

(４) 収支予算 

(５) 総会に提出する議事、議題の作成。 

(６) その他会務の執行に必要な事項。 

５ 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決定する。 

第５章 会   計 

（会  費） 

第１１条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 

２ 本校に在籍する生徒の保護者の会費は月額2,000円とする。 

３ 上記２以外の会員の会費は年額一口10,000円とする。 

（会計年度） 

第１２条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

第６章 補   則 

（規約の改正） 

第１３条 この規約は総会において出席会員の３分の２以上の賛成により改正することができる。 

２ この規約の施行についての細則その他本会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 

 

附則 この規約は、平成１８年４月１日から施行する。 

附則 この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 
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