
常翔歴史館　第 3 回企画展 

♪ be proud of my school ♪ 

　主　　催  学校法人常翔学園 常翔歴史館 
　協　　力  学校法人大阪音楽大学 
　会　　期  2017 年 10 月 23 日（月） ➡ 11 月 24 日（金） 

　＜土日祝日・10 月 30 日は休館、ただし 10 月 28・29 日、11 月 11 日は開館。＞ 
　会　　場  常翔歴史館（入館無料） 
　開館時間  11:00-18:00（通常より閉館時間を 1 時間延長します） 
お問合せ先： 常翔歴史館（〒535-8585　大阪市旭区大宮 5-16-1）　電話 06-6955-7762 / FAX 06-6955-7761 

 ホームページ http://www.josho.ac.jp/ayumi/　　電子メール Rekishikan@josho.ac.jp 
【アクセス】地下鉄谷町線・今里筋線「太子橋今市駅」徒歩約 12 分、市バス 10・34 系統「大宮小学校前」すぐ 

（※ 常翔歴史館には駐車場がありませんので、公共交通機関でお越し下さい。） 

　あのとき歌った…、いま歌う…、これからも歌ってゆく… 
　　　　　　　　　　　　いまも耳に残る、青春のひと時がよみがえる母校の歌 

～校歌・応援歌がつむぐ母校愛～ 

　 關西工學から常翔学園までの百年の間には、数多くの歌が学園で生まれ、それぞれの時代に、
それぞれの学校で歌われてきました。その中には、今日では歌詞や楽譜だけが残っているだけの
歌もあります。今回の企画展では、これまでの校歌・学生歌・応援歌などにまつわる史資料を一
堂に集め、埋もれていた歌には新たに音を吹き込み、ご来館のみなさまにお聴きいただけるよう
にいたしました。 
　 あらためて歌詞を味わい、メロディを耳にすれば、その時代や先人の息吹に触れることもでき、
また、母校への想いが一層深まるのではないでしょうか。 
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常翔歴史館　第 3 回企画展 

　企画展の期間中、次の楽曲を館内で聴くことができます： 

常翔学園本部 大阪工業大学 常翔学園高校 

城北公園通 

城北公園 

淀　川 

←赤川三丁目 太子橋今市→ 

↓千林大宮駅↓ 

OITホール 

工大正門 

阪神高速守口線高架 

高校正門 

常翔歴史館 

中宮停留所 大宮小学校前停留所 常翔歴史館は、常翔学園中学校・高等学校正門の南側（高架
道路をはさんで向かい側）です。（右図赤い箇所） 

No. 曲　名 作　詞 作　曲 歌 演　奏 発行（録音）年

1 関西工学園 校歌 相馬 御風 永井 幸次 江口 輝博 禅定 佳隆 2017 年

2 摂南工業専門学校 校歌 相馬 御風 中山 晋平 江口 輝博 禅定 佳隆 2017 年

3 大阪工業大学 大学歌 大学グリー・クラブ 大学マンドリン・クラブ 1968 年

4 大阪工業大学 大学歌（ハワイアンバージョン） GH クラブ 軽音楽部 1962 年

5 大阪工業大学 学生歌 （不詳） （不詳） 大学グリー・クラブ 大学マンドリン・クラブ 1968 年

6 大阪工業大学 逍遥歌 久保 宇市 須藤 五郎 GH クラブ 軽音楽部 1962 年

7 大阪工業大学 応援歌 西條 八十 古賀 政男 江口 輝博 禅定 佳隆 2017 年

8 大阪工業大学 寮歌 （不詳） （不詳） 江口 輝博 禅定 佳隆 2017 年

9 大阪工業大学 凱旋歌 （不詳） （不詳） - - （不詳）

10 大阪工業大学短期大学部 学歌 川原 琢磨 田辺 藤太郎 江口 輝博 禅定 佳隆 2017 年

11 大阪工業高等専門学校 校歌 今中 楓溪 樋口 昌道 大学グリー・クラブ 高専音楽部 1968 年

12 摂南大学 大学歌 - Osaka Shion
Wind Orchestra 2015 年

13 摂南大学 大学歌（スイングバージョン） - Osaka Shion
Wind Orchestra 2015 年

14 広島国際大学 大学歌 藤田 　進 禅定 佳隆 馬場 清孝・角地 正範
西田 昭広・禅定 佳隆 禅定 佳隆 1997 年

15 大阪工業大学高等学校 校歌 今中 楓溪 高木 和夫 大学グリー・クラブ 高校音楽部 1968 年

16 常翔学園中学校・高等学校 校歌 佐々木 恵 佐々木 恵 神戸市混声合唱団
選抜メンバー 禅定 佳隆 2010 年

17 啓光学園 校歌 岡 　省三 平岡 正信 （不詳） 新広島フィルハーモニー
管弦楽団 1994 年

18 常翔啓光学園中学校・高等学校 校歌 山田 和子 中塚 昌昭 中塚 昌昭 ほか 中塚 昌昭 2009 年

19 校友会の歌　～さぁ、手を振ろう～ もず 唱平 森田 公一 成世 昌平 - 2007 年

喜志 邦三 平井 康三郎

竹友 藻風 信時　 潔


