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「丹後ばら寿司」

「煮しめ」 

「松風」 

「紅白なます」 

「菊花かぶ」 

「花れんこん」 

「茶わん蒸し」 

～発表内容の例～ 

「前衛・後衛にはどのような人が向いていてどのよ

うな力が必要か」 

「踏み切り４歩前のストライドによる記録の変化」 

「全国大会入賞者上位と下位の選手の補強種目」

「柔軟性による競技への影響」 

「跳躍でのパフォーマンスルーティーンが競技に

及ぼす影響」 

～生徒の感想から～ 

 

●薬物を手に入れてしまうと、自分のこころと

からだをぼろぼろにしてしまうと分かった。 

●薬物は自分だけでなく、友達や家族も傷つけ

ると思いました。 

●一回でも使用してしまったら、自分の人生が

終わってしまうということが分かった。 

●もし薬物の使用に誘われたとしても、絶対に

吸わないと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「青春」「青春」「青春」「青春」    

    

校長校長校長校長    南部南部南部南部    正治正治正治正治    

 

 今回は、サミュ

エル・ウルマンの

書いた「青春」と

いう詩を紹介し

て、メッセージに

代えます。 

 

青春とは人生のある期間を言うのではなく心

の様相を言うのだ。 

優れた創造力、逞しき意志、燃ゆる情熱、怯

懦（臆病で意志の弱いこと）を退ける勇猛心、

安易を振り捨てる冒険心、こういう様相を青春

というのだ。 

年を重ねただけで人は老いない。理想を失う

時に初めて老いがくる。歳月は皮膚のしわを増

やすが情熱を失う時に精神はしぼむ。 

苦悶や、狐疑（事に臨んで疑いためらうこと）

や、不安、恐怖、失望、こういうものこそあた

かも長年月のごとく人を老いさせ、精気ある魂

をも芥（ゴミやちり）に帰せしめてしまう。 

年は 70 であろうと、16であろうと、その胸中

に抱き得るものは何か。 

曰く「驚異への愛慕心」空にきらめく星辰、

その輝きにも似たる事物や思想に対する欽仰

（尊びうやまうこと）、事に処する剛毅（意志

がしっかりして物事に屈しないこと）な挑戦、

小児の如く求めて止まぬ探究心、人生への歓喜

と興味。 

 

人は信念と共に若く 疑惑と共に老いる。 

人は自信と共に若く 恐怖と共に老いる。 

希望ある限り若く 失望と共に老い朽ちる。 

 

大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気

と壮大偉力（すぐれて大きな力）との霊感を受

ける限り人の若さは失われない。 

これらの霊感が絶え、悲嘆の白雪が人の心の

奥までも蔽いつくし、皮肉の厚氷がこれを固く

閉ざすに至ればこの時にこそ人は全くに老いて

神の憐れみを乞うる他はなくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まごころ・おせち料理」でおもてなし「まごころ・おせち料理」でおもてなし「まごころ・おせち料理」でおもてなし「まごころ・おせち料理」でおもてなし    

12月16日（水）、３

年生の家庭科フードデ

ザイン選択者の授業で

地域の高齢者16名の

方々を本校へお招きし、

生徒がつくった「おせ

ち料理」でおもてなしをしました。事前に、与与与与

謝野町ちりめん街道料謝野町ちりめん街道料謝野町ちりめん街道料謝野町ちりめん街道料

理旅館「井筒屋」板長理旅館「井筒屋」板長理旅館「井筒屋」板長理旅館「井筒屋」板長・・・・

鈴木孝昌様鈴木孝昌様鈴木孝昌様鈴木孝昌様に料理指導

をしていただき、当日は

７品をつくりました。 

調理のあと、一緒に食

事をしながら楽しい時

間を過ごしました。高齢

者の方々からは「将来を担う若者と触れ合う素

晴らしい体験ができま

した。」「色合いや手の

込んだ飾り、そして味

は上品でプロ並み。」

「生徒さんがすごく生

き生きと将来の夢を語

ってくれ感動しまし

た。」などの感想をいただきました。 

 

Ⅲ類卒業研究発表Ⅲ類卒業研究発表Ⅲ類卒業研究発表Ⅲ類卒業研究発表    

１月 14 日（木）、本校普通科Ⅲ類体育系３年

生の学びの総決算として、卒業研究校内発表会

が行われました。各

自が部活動で取り

組んだスポーツか

ら課題を見出し、研

究テーマを設定し

ました。アンケート

調査等を行い、１年

間かけてレポートにまとめました。当日は一人

５分の発表を行いました。 

 各自発表で示すパワーポイントにも見やすい

グラフや写真を載せるなど工夫していました。 

 また、２年生のアスリートスポーツコースの

生徒も発表を聞き、来年度以降の発表の参考と

していました。なお、優秀な発表内容について

は、２月 23 日（火）の府立学校Ⅲ類スポーツ系

合同発表会で発表します。 

 

１ 年 薬 物 乱 用 防 止 教 室１ 年 薬 物 乱 用 防 止 教 室１ 年 薬 物 乱 用 防 止 教 室１ 年 薬 物 乱 用 防 止 教 室     

 １月 15 日（金）の

６限、宮津警察署生活

安全課署員の方をお

招きし、１年生対象に

薬物乱用防止教室を

行いました。講演では、

薬物を乱用した高校

生や大学生が検挙された事例が紹介され、実際

に LINE で隠語を使って薬物のやり取りが行わ

れた様子等も紹介されました。 

 

ス ケ ー ト 実 習ス ケ ー ト 実 習ス ケ ー ト 実 習ス ケ ー ト 実 習 ⅢⅢⅢⅢ 類類類類 体 育体 育体 育体 育 系 ３ 年 生系 ３ 年 生系 ３ 年 生系 ３ 年 生     

 

１月 15 日（金）、

本校普通科Ⅲ類体

育系３年生が兵庫

県丹波市柏原町に

ある「ピュアスポ

ーツ柏原」でスケ

ート実習を行い、

27 名が参加しました。インストラクターからス

ケートの正しい知識と技術及びリンク上でのマ

ナーを学びました。初めはなかなかうまく滑る

ことができませんでしたが、徐々に氷の上に慣

れてきました。 

 最後のフリー滑走では、実習で教わったター

ンをしながら上手に滑ることができました。 

１年生１年生１年生１年生    リーディングコンテストリーディングコンテストリーディングコンテストリーディングコンテスト    

 1 月 15 日（金）

の放課後に、英語

を通じて、言語や

文化に対する理解

を深め、積極的に

コミュニケーショ

ンを図る態度の育

成を目的に、１年

生対象にリーディングコンテスト本選を実施し

ました。各講座の予選を通過した１７人が、マ

ララ・ユスフザイさんが 2013 年に国連本部で行

ったスピーチに挑戦しました。 

 参加者全員が素晴らしいリーディングを行い

ました。「発音・イントネーション」・「速さ」・「明

瞭さ」・「情熱」の４項目で審査を行い、審査員

の総合得点で入賞者を決定しました。 

 

 １位 吉岡 里恵 さん（１年２組・大宮中） 

 ２位 藤原結衣菜 さん（１年３組・江陽中） 

 ３位 白田 栞菜 さん（１年３組・加悦中） 

 特別賞 前田雄大 君 （１年１組・ 江陽中）  

 

合唱部合唱部合唱部合唱部「「「「からふりーとからふりーとからふりーとからふりーと」」」」コンサートコンサートコンサートコンサート    

 １月 21 日（木）の放課

後に、本校会議室で合唱部

「からふりーと」によるコ

ンサートを行いました。レ

ミオロメンの「粉雪」など

７曲を歌い上げ、多くの観

客がアカペラのハーモニーを楽しみました。 

 

２月２月２月２月の行事予定の行事予定の行事予定の行事予定    

日日日日    時時時時    行行行行            事事事事    

２／２／２／２／    １（月１（月１（月１（月））））    ２年修学旅行結団式 

２／２／２／２／    ２（火２（火２（火２（火））））    １年中間考査 ２年修学旅行 

２／２／２／２／    ３（水３（水３（水３（水））））    １年中間考査 ２年修学旅行 

２／２／２／２／    ４（木４（木４（木４（木））））    １年中間考査 ２年修学旅行 

２２２２／／／／    ５（金５（金５（金５（金））））    ３年登校日 ２年修学旅行 

２２２２／／／／    ９（火９（火９（火９（火））））    〈代休〉 

２２２２／／／／10101010    （水（水（水（水））））    １・２年生大学・短大・専門学校

パンフレット収集会 

２２２２／／／／11111111    （木（木（木（木））））    〈建国記念の日〉 

進研センター早期対策模試 

２２２２／／／／12121212    （金（金（金（金））））    ３年登校日 

２２２２／／／／13131313    （土（土（土（土））））    45 分授業 PTA 総会 

２／２／２／２／16161616    （火）（火）（火）（火）    前期選抜 （22 日 前期合格発表） 

２／２／２／２／19191919    （金）（金）（金）（金）        加悦高展、２年進路学習（６限） 

３年登校日 １年進路学習（職業・学問選択） 

２／２／２／２／20202020    （土）（土）（土）（土）    加悦高展（～21 日）（土曜授業） 

きもの着付け教室 

２／２／２／２／23232323    （火）（火）（火）（火）    Ⅲ類合同発表会・Ⅲ類 30 周年記念式典 

 

真剣で真の教育、信頼関係にもとづく教育、伸ばす教育 
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