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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 

校長あいさつ  

分　　掌 氏　　名

教務部長 坂根　　賢

第１学年部長 辻　　博史

第２学年部長 西村　宏美

第３学年部長 川畑　　勉

保健部長 大西　敦子

生徒指導部長 木村　純樹

進路指導部長 内田　雅士

総務企画部長 山形　正人

年 組 氏　　名 担当教科

１組 小室はるか 数学

２組 高津　浩司 地歴公民

３組 松尾　秀昭 英語

１組 西村　知泰 地歴公民

２組 飯高　英世 数学

３組 行待　　香 英語

１組 原　　佳子 国語

２組 高橋　　碧 英語

３組 山脇　祥平 数学

１年

２年

３年

「良い心」を持とう 

校長 南部 正治  

  

 新しい年度が始まりました。今年度の生徒は全

員、私が校長として入学を許可したことになりま

す。そして、全員に新入生オリエンテーション合

宿で稲盛和夫氏の「人生方程式」について話しま

した。 

 ここで改めて、「人生方程式」についてまとめ

ておきます。 

 人生・仕事の結果 ＝ 「考え方」×「熱意」×

「能力」  

 人生や仕事の結果は、この３つの要素のかけ算

で得られるというのです。能力と熱意はゼロから

10点で考えると、かけ算ですから、能力（8点）

を鼻にかけて努力を怠った（2点）人よりは、自

分には普通の能力（4点）しかないと思って誰よ

りも努力した（9点）人の方が、はるかに素晴ら

しい結果を残すことができることになります。 

 それ以上に大切なのは「考え方」で、これは哲

学や思想といった心のあり方や生きる姿勢であ

り、この要素だけマイナス10点からプラス10点と

マイナス点もあるというのです。これもかけ算に

なっていますから、例えば、頭が優秀で運動神経

も発達し、たいへん高い能力の持ち主が、熱意を

持って誰にも負けない努力をしていても、その人

がもし、尐しでもマイナスの考え方をしていた

ら、かけ算だから、答え、つまり人生の結果は大

きなマイナスになってしまうということです。 

 では、プラスの考え方（良い心）とは何でしょ

うか。それは、「常に前向きで建設的である」、

「明るく肯定的である」、「思いやりがあって、

優しい」、「真面目で、正直で、謙虚で、努力家

である」、「利己的でなく、強欲でない」、「感

謝の心を持っている」等です。 

 全員が今後、良い心で、熱い情熱を持って、自

分の能力を活かして、大きな結果を出すように期

待しています。 

１ 生徒一人一人の可能性を伸ばし、希望進路 

 の実現を図るとともに、社会に貢献できる人 

 材の育成 

２ 「地域の学校」として、信託と期待に応えう 

 る学校づくり 

３ 生徒、自らがつくる「安心・安全」な学校づ 

 くり 

１ 学力向上 

 一人一人にきめ細かな指導を展開し、基礎学

力及びより発展的な確かな学力を身につけさせ

る。下級生においては偏差値の向上、3年生にお

いては希望進路の実現を果たす。 

 

２ 学校行事・部活動の充実 

 土曜授業を行うことでメリハリのある教育を

展開し、平日の放課後を有効に活用させる。生徒

会活動や部活動など自主活動の一層の充実を

図る。 

 

３ ボランティア・地域貢献 

 ボランティア活動を積極的に行うと共に、「出

前授業」「きもの着付け教室」など地域やＰＴＡと

連携した取組を充実させ、地域に貢献し信頼さ

れる学校を目指す。 

 

４ 広報の充実・入学希望者の増加 

 上記のような取組をあらゆる機会を活用して

発信し、入学希望者の増加につなげる。 

 

５ キャンパス化を視野に魅力的な内容の検討 

 32年度にスタートするキャンパス化に向け、小

規模校の特性を生かした内容、入学する生徒が

広い視野をもち大きく成長できる内容、学校と

地域がともに発展する内容を検討し、新しいキャ

ンパスの構想を練り上げる。 

 平成29 年度京都府立加悦谷高等学校入

学式が4月11 日（火）午前10時から挙行さ

れました。京都府議会議員本田太郎様、与

謝野町町長山添藤真様をはじめ多くのご来

賓、保護者の方々の御出席をいただき、厳

粛な入学式を行うことができました。ありが

とうございました。 

 新入生90名の新入生の元気な入学者呼

名の後、南部正治校長からの入学許可宣

言を受けました。校長式辞では、新入生に

実行して欲しい3点のこと、①「正解のない

問題を解決に導く力を身につける」②「夢を

持ち続け、その達成のためのプロセスを大

切にする」③「規律ある行動をする」につい

てお話されました。式辞の後、与謝野町長

山添藤真様とＰＴＡ会長家城功様からご祝

辞をいただきました。 

 また、新入生を代表して角田來亜くん（江

陽中出身）が元気よく新入生宣誓を行い、

高校生としての決意を誓いました。 

平成29年度 学校経営の重点  

平成29年度分掌部長・担任の紹介  

新しく着任した教職員の紹介  

平成29年度 入学式  

■学校経営方針（中期経営目標） 

■今年度の学校経営の重点 

■分掌部長 

■担任 

分掌・教科 氏　　名 部顧問 前任校

第１学年部・

保健体育

第1学年部・

数学

第１学年部・

地歴公民

第２学年部・

英語

進路指導部・

数学

生徒指導部・

理科

進路指導部・

芸術音楽

養護教諭 矢野　聖奈 茶道 臨時採用

事務部 田中　翔大 新規採用

卓球
網野高校
間人分校

辻　　博史 陸上競技 久美浜高校

新規採用

高津　浩司 硬式野球 福知山高校

行待　　香

小室はるか
ソフトテニ

ス

荒邦　　雅 合唱

臨時採用

臨時採用

峰山高校

竹下　純隆
バスケット

ボール

仲原　　徹 囲碁
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生徒総会，耳鼻咽喉科検診　　５／１２(金)

行　　　事
５／　８(月) 就職ガイダンス
５／　９(火) 眼科検診
５／１１(木) 内科検診

日　時

　　５／１９(金) 45分×5，壮行会
両丹総体　　５／２０(土)

５／１３(土) ＰＴＡ総会，45分×6時間授業
５／１５(月) 代休日

５／２７(土) 土曜授業
　　５／３０(火) 球技大会

５／２２(月) 代休日
５／２４(水) 中間考査①，就職アフターケア①

　　５／２６(金) 中間考査③
５／２５(木) 中間考査②，就職アフターケア②

 4月13日（木）、生徒会主催の新入生オリエンテーションが

２・３限に第２体育館で行われました。 

 生徒会本部役員が生徒会行事の紹介や学校生活のルー

ルなどの説明の後、部活動紹介が行われ、新入生はそれ

ぞれに工夫を凝らしたＰＲを熱心に見入っていました。是非

自分の興味を持った部活動に入部して、活躍することを期

待しています。 

２年生学年レクリエーション 

 4月14日（金）、５，６時間目の時間に、近隣の

フォレストパークにて、学年レクリエーションを

行いました。絶好のレクリエーション日和でま

ず各々が昼食を楽しみました。その後各クラス

で大縄跳びを競い合いました。最後は学年全

員で輪を作り、校歌を合唱し、新しい学年のス

タートへ向け、全員で気持ちを一つに取り組み

ました。学校までの帰り道は日頃お世話になっ

ている地域のゴミ拾いを行い、学校へ帰着しま

した。クラスの和、学年の和が深まったレクリ

エーションでした。 
 

 4月14日(金)、15日(土)の１泊２日の日程で、「新入生オ

リエンテーション合宿」を京都府立青少年海洋センター

(マリーンピア)で実施しました。 

 現地では、校長先生をはじめ、教務部長、生徒指導部

長、学年部長の先生からの講話をいただき、外部から講

師の先生をお招きし、「制服・着こなしセミナー」を実施し

て、高校生としての心構えや大人としての態度・マナーに

ついて教わりました。また、「大縄跳び大会」や「校歌歌

唱コンクール」等のクラス対抗行事にも一生懸命取り組

み、クラスの交流と団結を深めることができました。もち

ろん目標とした、「５分前行動」や「あいさつ」にもそれぞ

れが前向きに取り組み、達成感のある２日間を過ごすこ

とができました。 

 今の気持ちを大切に、加悦谷高校でしっかりと３年間を

過ごし、それぞれが希望する進路を切り拓いてくれること

を願っています。 

３年生球技大会 

 4月14日（金）の５・６限、第３学年部の第１回

球技大会を開催しました。各クラス、バレー

ボールとソフトボールに分かれて競い合いまし

た。どの競技も大いに盛り上がり、クラス・学年

の親睦を深め、集団として良いスタートを切る

機会となりました。 

 男子ソフトボール   優勝 ２組     

 男子バレーボール  優勝 ３組 

 女子ソフトボール   優勝 ２組     

 女子バレーボール  優勝 ３組 
  

新入生オリエンテーション合宿  ２，３年レクリエーション  

５月の予定  

新入生オリエンテーション  

平成29年度 PTA総会の御案内  

 

次のとおり、第1回PTA総会を開催します。 

万障お繰り合わせの上、お越しください。 

  

日時 平成29年5月13日（土） 

   13:25～14:10 5限 授業参観 

   14:20～15:05 総会 

   終了後 学校現況報告、担任紹介、 

      個人面談または学級懇談会 

本校ホームページでは、行事日程、生

徒の様子や活躍の報告、緊急時お知ら

せ等が、随時ご覧いただけますので、

ぜひご活用ください！ 

  

■１年１組集合写真 

■１年２組集合写真 

■１年３組集合写真 
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