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御御入入学学おおめめででととううごござざいいまますす  

 
１０１名の新入生の皆様、御入学おめでとうございます。数あ

る高校の中から本校を選んでいただき、ありがとうございます。 
１１０年以上もの伝統ある本校で、勉学だけでなく、実習、資

格取得、クラブ活動、学校行事など、限られた３年間を有意義

に過ごし、自らの将来を切り開いてくれることを期待しています。 

 

 平成

その

きます

平成22年度 

第1号 

３月１８日（木）合格者登校日、制服採寸の様子 

満船飾（まんせんしょく）で祝意を表す実習船「みずなぎ」 

１１学学年年部部  紹紹介介  
平成２２年度１学年部の教員を紹介します。 

 

学年部長 

柴田 昌平 先生 
（国語科、サッカー部） 

 

１年１組担任 

川﨑 さと美 先生 
（保健体育科、ウエイトリフティング部） 

 

１年１組副担任 

横岡 和典 先生 
（水産科実習、マリンバイオ同好会） 

 

１年２組担任 

金森 智徳 先生 
（数学科、ヨット同好会） 

 

１年２組副担任 

神田 佑佳 先生 
（水産科、バレーボール部） 

 

１年３組担任 

澤 一雅 先生 
（水産科、ボート部） 

 

１年３組副担任 

織田 康博 先生 
（水産科実習、レスリング部） 

その他、総勢７３名の教職員全員で、卒業までサポートしてい

きます。よろしくお願いいたします。 
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「桜花」 
教務部長  三村  良信 

桜の季節がやってきました。四

変わりがはっきりしているこの国

ひときわ鮮やかな季節です。御承知のように、この季節は

出会いが交錯する季節でもあります。別れがあって出会

、ある意味、人生を凝縮したようなこの季節を誰もがさ

思いをもって過ごすことでしょう。 
生徒諸君においては、「卒業」、「入学」、「進級」とまさに人生

区切りの季節であり、この時期をさっと通り過ぎてしまう

はありません。今日のこの日を一つのきっかけとして飛躍へ

踏み出していってほしいと考えます。 
言われるように「少年老いやすく学成りがたし」「光陰

のごとし」です。限られた時間の中で、チャンスはいつも『今』

。厳しい冬の後に訪れた明るい日差しのこの季節に今

自分の飛躍を誓う、そういう季節であってほしいと考えて

皆さんの今後の健闘を祈ります。 
保護者の皆様方におかれましては、生徒とは状況が異

かから卒業することも、また、新たに何かを始めることも

あまりありません。しかし、お子様の成長に合わせるように親も

するものだと、私事ながら、親としてつくづく感じるとこ

ろであります。お子様の門出を祝うとともに何かお子様と一緒に

なってこの一年間の目標を立てられるのも一案かと存じますが、

いかがでしょう。 
教職員もこの４月、新たな決意をもってスタートしたい

えています。この１年間さまざまなことがあるでしょうが、保

教職員、互いに協力し励まし合いながら、生徒の飛躍を

叱咤激励を交えて粘り強く指導していきたいと考えていま

どうぞよろしくお願いします。生徒、そして保護者の方々とと

来年、桃の花が咲くころ、お互いの一年間を振り返ること

ができればと考えています。 
この平成２２年度が皆様にとって良い一年

でありますよう、心からお祈り申し上げます。 
 
 



ボボーートト部部  全全国国大大会会出出場場  
３月２０日（土）～２２日（月）、浜松市天竜ボート場において、

第２１回全国高等学校選抜ボート大会が開催され、本校から７

名の生徒が少年男子舵手つきクオドルプルの部に出場しました。 

栗林正和 （長岡京市立長岡中学校出身） 

中村勇樹 （宮津市立宮津中学校出身） 

眞柴雄輝 （舞鶴市立城北中学校出身） 

野村光平 （京丹後市立久美浜中学校出身） 

吉岡泰輝 （京丹後市立橘中学校出身） 

瀬部孝太 （神戸市立桜の宮中学校出身） 

棚田洋一郎 （宇治市立東宇治中学校出身） 

準決勝出場権を得ましたが、天候不順により、日程が繰り上

げとなり、準決勝戦が行われませんでした。 

レレススリリンンググ部部  全全国国大大会会出出場場  
３月２６日（金）～２９日（月）、新潟県新潟市体育館において、

第１９回全国高等学校選抜レスリング大会が開催され、本校か

ら３名の生徒が個人対抗戦に出場しました。 

宇野友章 １２０ｋｇ級 
（京都市立旭丘中学校出身） 

岡野真丈 ８４ｋｇ級 
（舞鶴市立城南中学校出身） 

前田明彦 ５５ｋｇ級 
（京都市立大枝中学校出身） 

前田君は力を発揮できず初戦敗退、宇野君は粘ったものの

チャンスを生かせずに残念な敗退となりました。エース岡野君

は初戦はシード、２回戦は１－１の大接戦の末、執念の片足タ

ックルをもぎ取り２－１で勝利しました。しかし３回戦は投げを相

手にうまく処理され、フォール負けとなりました。 

平平成成２２１１年年度度  進進路路実実績績  
○進学 

鹿児島大学 
長崎大学 
宮崎大学 
高知大学 
福井県立大学 

京都産業大学 
龍谷大学 
近畿大学 
東海大学 
東京農業大学 

国士舘大学 
水産大学校 
波方海技短期大学校 
ポリテクカレッジ京都 

など

４年制大学１９名、短期大学２名、 
各種専門学校１６名、文部科学省管轄外５名 

○就職 
京都府漁連 
ヤンマー船舶 
新日本海フェリー 

川崎重工 
日立造船 
山崎製パン 

フクヤ 
ＳＥＣカーボン 
さとう       など 

みなさんも先輩方を見習い、希望進路を実現させるために

充実した高校生活を送りましょう。 

平平成成２２１１年年度度  資資格格取取得得実実績績  
学力向上フロンティア校支援事業の３年間の成果の一つとし

て、資格取得があります。平成２１年度は、本校全体で９０７個

の資格を取得し、卒業生８６名のうち４０名が「京都府立高等学

校職業に関する専門学科及び総合学科生徒の教育長表彰

（通称：京都府教育長表彰）」を受賞しました。 
○主な資格取得とその取得者数 

２級海技士（航海） １名 （本校初） 
３・４級海技士（航海） ７名  
ワープロ実務検定１・２級 １３名 （過去最多） 
情報処理検定１・２級 ２１名 （過去最多） 
小型船舶操縦士１・２級 ６２名  
潜水士 ２０名  
危険物取扱者乙種４類・丙種 ４６名  
栽培漁業技術検定１・２級 ２２名  
食品技能検定１・２・３類 ６６名 （過去最多） 
漢字検定２・準２・３級 ２６名  
実用英語検定３級 ７名  
実用数学検定準２・３級 ４１名 （過去最多） 
今後も本校では資格取得に積極的に取り組んでいきます。 

当当面面のの予予定定  
 

４月 ８日 (木) 離・着任式、始業式、服装・頭髪指導 

 ９日 (金) 入学式、入舎式、下宿生徒保護者会 

 １０日 (土)  

 １１日 (日)  

 １２日 (月) 離任式、1 年府立高校実力テスト、 

２年学科・コースオリエンテーション 

 １３日 (火) 1 年オリエンテーション合宿（～１４日） 

 １４日 (水)  

 １５日 (木) 身体測定、各種検査・健診 

 １６日 (金)  

 １７日 (土)  

 １８日 (日)  

 １９日 (月) ３年海洋科学科集中実習 

 ２０日 (火) ３年航海船舶ｺｰｽ集中実習（～２２日） 

 ２１日 (水) ２・３年進学補習開講 

 ２２日 (木)  

 ２３日 (金)  

 ２４日 (土) 基礎力診断テスト 

 ２５日 (日)  

 ２６日 (月) ３年海洋科学科集中実習 

 ２７日 (火)  

 ２８日 (水) ＰＴＡ総会 

 ２９日 (木) 昭和の日 

 ３０日 (金)  

５月 １日 (土) 丹後府立高校合同大学見学会 

 ２日 (日)  

 ３日 (月) 憲法記念日 

 ４日 (火) みどりの日 

 ５日 (水) こどもの日 

 ６日 (木) ２年集中実習（～１２日） 

 ７日 (金)  

行事等の日程・詳細は変更する場合があります。各自で確認してください。 
     京都府立海洋高等学校 

〒６２６－００７４ 京都府宮津市字上司１５６７－１ 
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