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真剣で真の教育、信頼関係にもとづく教育、伸ばす教育 

生徒指導部長あいさつ  

インターハイ（高校総体）両丹予選  

両丹総合体育大会特集  生徒会活動の紹介  

鍵  隆司 

 

 昨年度に引き続き生徒指導部長をしております。

生徒の皆さんが、健康で明るい、楽しい学校生活を

送れるように私たち生徒指導部もサポートしていき

ます。 

 毎年服装の乱れについて話してきましたが、普通

に着こなしのできる生徒が増えてきています。しかし、

一部のだらしない服装の生徒が、学校全体や自分

の評価を下げていることに、なかなか気が付いてく

れません。学校の服装指導としてだけでなく、我々

大人が社会人として、生徒のより良い進路実現に向

けての必要条件と考え、身だしなみを指導する必要

性を強く感じています。ご家庭では、できましたら、

登校前、服装チェックとご指導をよろしくお願いしま

す。 

 また、携帯電話の指導も今年度より変えています。 

（１）校内での使用は放課後までは禁止とし、電源 

   を切ってかばんの中で保管する。 

（２）校内で、持ち出したり、操作していたり、着信音 

     が鳴った場合（マナーモードのバイブレータ機 

   能も含む）、預かる。 

（３）授業中の携帯電話取扱規定違反は、本人同 

     席の上で保護者に来校を求め、本人に指導を 

     した上で保護者に返却する。 

（４）授業中以外の違反は、当日の放課後に生徒指 

     導部長・担任が該当生徒に指導して携帯電話 

     を本人に返却する。また、家庭連絡を行う。 

 昨年までは、注意をしてしまわせる指導でした。そ

の結果、授業の間の休み時間や昼休みに携帯を出

している状態でした。 

 登校してから下校するまで校内では携帯を出さな

い様にしたいと考え変更しました。 

 御理解の上よろしくお願いします。 

 今年度の生徒会執行部は、３年２組の黒田契平

会長を中心に総勢28名で活動・運営をしていきま

す。 

 先日5月6日(金)に生徒総会を開催しました。議

題内容としては、平成27年度会計決算報告・承認、

平成28年度予算審議・承認、学校祭スローガンの

発表、生徒会執行部員の紹介、その他諸連絡で

した。諸連絡において、生徒の立場からも普段の

マナー向上を呼びかけ、加悦高生としての在るべ

き姿について訴えかけました。 

 また高校生の立場か 

ら「今できること」とし 

て、熊本地震災害復 

興支援募金への協力 

を呼びかけました。 

 

 5月14日（土）～5月21日（土）まで昼休みは校

内で、放課後は『にしがき』野田川店前をお借り

して熊本地震災害復興支援募金活動を行いま

した。 

 みなさんのご協力のおかげでたくさんの募金

が集まりました。ありがとうございました！ 

第68回両丹高等学校総合体育大会 

硬式野球の部（峰山球場） 

5月21日   ○加悦谷 ７－２ 網野● 

       ○加悦谷 ９－７ 峰山● 

 第68回両丹高等学校総合体育大会が、5

月21日（土）に両丹の府立私立高校18校が

参加して行われ、本校から７つの競技に参加

しました。 

 前日には第１体育館で壮行会が開かれ、バ

レーボール部の今井桃さん（３年・江陽中）が

旗手を務め、サッカー部の勝山海登くん（３

年・江陽中）が選手宣誓し、南部正治校長、

生徒会長黒田契平くん（３年・加悦中）が激励

の言葉を送りました。 

 

 当日、本校ではサッカー競技の部が行われまし

た。惜しくも宮津高校に敗れましたが、生徒も一丸

となって応援し、熱い闘いを繰り広げました。 

 他会場で行われた競技もバスケットボール部男

子上級２位、卓球部男子下級２位、卓球部女子上

級・下級２位など、健闘しました。 

 

＊両丹総体主な戦績＊ 

２位 バスケットボール男子上級 

   卓球男子下級 

   卓球女子上級・下級 

３位 バスケットボール女子下級 

   バレーボール女子上級 

   ソフトテニス男子下級 

  

 ５月上旬には各部活動においてインターハイ（高校総体）両丹予選会が行われました。 

 その結果、卓球部女子とソフトテニス部女子が府下大会への出場権を獲得しました！ 
 卓球・女子個人ダブルスでは３年村井・２年土井ペアが７位、シングルスでは２年土井聡里が６位、 

女子団体では３位に入賞し、それぞれ府二次予選への出場権を得ました。 

 ソフトテニス・女子個人では３年小林・倉野ペアがベスト16、３年蘇理・平ペアがベスト20、女子団体

では５位に入り、それぞれ府下大会への出場権を得ました。 

サッカー競技試合の様子 

両丹総体本校の結果 

学校対抗 男子７位☆女子８位 
（＊18校中） 

今年度学校祭スローガン 

『いざ参らん！加悦谷の陣  

        ～百花繚乱の四日間～』 

熊本地震災害復興支援募金活動  

募金総額：123,380円 

バスケットボール部男子 

  ソフトテニス部男子           卓球部 
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６／　１(水)

日　時 行　　　事

土曜授業　英語検定
就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

公開授業旬間（～6/13）

就職ガイダンス

芸術鑑賞

45分授業
45分授業

６／１４(火)
６／１１(土)

６／２７(月)

土曜授業

就職面談(～７/19)

６／　２(木)

６／　３(金)

６／　７(火)
６／　８(水)

漢字検定

就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

６／１７(金)

丹後府立高校合同説明会
（宮津会館）

６／　６(月)

６／　９(木)

６／１０(金)

６／１９(日)

６／２３(木)

６／２４(金)

６／２６(日)

45分授業，面談週間(～6/10)，
就職ガイダンス

45分授業，
看護医療系ガイダンス

２年府高実力テスト，
3年分野別進路ガイダンス

33組（アスリートスポーツコー
ス）三河内小訪問

PTAきもの着付け教室，
３年就職手続説明会

丹後府立高校合同説明会
（丹後文化会館），
北部発表会（宮津会館）

６／２１(火)

６／２５(土)

平成27年度卒業生の合格状況   

■進学 
 国公立大学 

京都教育大学 

京都工芸繊維大学 

京都府立大学 

福知山公立大学 
  

 私立大学 

びわこ成蹊スポーツ大学 

大谷大学 

花園大学 

京都光華女子大学 

佛教大学 

立命館大学 

龍谷大学 

追手門学院大学 

大阪学院大学 

大阪商業大学 

大阪電気通信大学 

四天王寺大学 

摂南大学 

関西福祉科学大学 

大阪成蹊大学 

神戸学院大学 

岡山理科大学 
 

 私立短期大学 

池坊短期大学 

華頂短期大学 

京都経済短期大学 

龍谷大学短期大学部 

大阪青山短期大学 

大阪成蹊短期大学 

近畿大学豊岡短期大学 

神戸常盤大学短期大学部 

夙川学院短期大学 

湊川短期大学 

大手前短期大学 

山陽女子短期大学 

聖母女学院短期大学 
 
 

  

文科省所管外大学校等 

京都職業能力開発短期大学校 

京都府立農業大学校 
  

 各種・専門学校 

東洋医療専門学校 

京都医療福祉専門学校 

京都医健専門学校 

近畿医療専門学校 

京都建築専門学校 

京都コンピュータ学院 

大阪情報コンピュータ専門学校 

大阪ビジュアルアーツ専門学校 

京都理容美容専修学校 

関西美容専門学校 

グラムール美容専門学校 

京都栄養医療専門学校 

日本栄養専門学校 

大阪保健福祉専門学校 

大阪ビューティーアート専門学校 

キャリエールホテル旅行専門学校 

京都芸術デザイン専門学校 

大阪ＩＴ会計専門学校 

大阪ビジネスカレッジ専門学校 

京都ＩＴ会計法律専門学校 

大阪ウェディング＆ブライダル専

門学校    

ミス・パリエステティック専門学校 

駿台観光＆外語ビジネス専門学

校 

大原情報デザインアート専門学校 

島根リハビリテーション学院 

専門学校HAL 大阪校 

放送芸術学院専門学校 

京都建築大学校 

大阪医療秘書専門学校 

京都外国語専門学校 

大阪工業技術専門学校 
 
 
 

 

看護専門学校 

京都桂看護専門学校 

京都府医師会看護専門学校 

京都府立看護学校 

舞鶴医療センター附属看護学校 

公立南丹看護専門学校 

鳥取市医療看護専門学校 

福知山医師会看護高等専修学校
  

   

■就職 
 【民間企業】 

アートコーポレーション（株） 

（株）油屋 

（株）井長組 

（株）加茂川館 

（株）我楽多 

協栄設備サービス（株） 

（株）元気支援システム 

（株）すぎうら 

空風工務店 

（医）富井眼科診療所 

（株）西利 あじわいの郷工場 

日本郵便（株） 

富士高分子（株） 

（株）ホテル北野屋 

モンテステリース（有） 

山崎製パン（株） 

（社福）与謝郡福祉会 

（株）ルミエ・パリ 

（社福）ふるさとの会 

（医）京都ルネス病院 
 

 【公務員】 

陸上自衛隊自衛官候補生 
 
 

ＰＴＡ総会  

６月の行事予定  

 5月14日（土）にＰＴＡ総会を行いました。 

 ５時間目の授業参観にも、たくさんの保

護者の方々に来ていただき、授業を見て

いただきました。６時間目にはＰＴＡ総会が

開催されました。今年度の起須周平会長

から御挨拶があり、平成27年度の事業報

告、決算報告、そして28年度の事業計画、

予算が提案され、承認を得ました。また生

徒指導部、進路指導部からの本校の近況

報告も熱心に聴いていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの御参加、ありがとうございました。 

 

 加悦谷高校では、東日本大震災の

被災地・陸前高田市に本の売却金を

寄贈して復興を支援する「陸前高田

市図書館ゆめプロジェクト」の取組を

行っています。現在、南昇降口付近

に、皆さんに不要な本を入れてもらえ

るよう箱を設置しています。裏にバー

コードの付いた比較的新しい本を寄

贈していただけるとありがたいです。

ご協力よろしくお願いします。 

 

 
陸前高田市イメージキャラクター 

たかたのゆめちゃん 
  

陸前高田市図書館ゆめプロジェクト  

Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会
の
様
子 

合唱部ボランティア活動  

  「グループホームよさの」にて合唱部の

アカペラミニライブを行い、その後お茶会

をしながら入所者の皆さんとの交流を楽し

みました。 

 Kiroroの「未来へ」などのJ-POPやディ

ズニー映画の主題歌をはじめ、アンコー

ルでは「津軽海峡・冬景色」を演奏し大変

喜んでいただきました！一年生は初めて

の舞台で大変緊張しましたが、「みなさん

も口ずさんで手拍子もしていただいて、楽

しんでもらえたのかなと実感しました」「ま

たぜひ行きたいです！」と次のステージ

に向けて意欲を見せていました。 
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