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会員の皆様方にはそれぞれの立場で平素、多分の御活躍がございますことお慶び申し上げます。本
会の運営につきましても常々団体、組織に通じて御協力を頂いておりますことに改めて御礼を申し上
げます。
この一年間、皆様には従来通りの会費の納入に努めて頂きました結果としてその内容の決算報告書
を別項に添付致しておりますので是非ともお目通し頂きたいと存じます。この中で特に目立つ支出と
致しましては全国・近畿大会出場の交通費、補助として140万円超の支出を致しております。本校の生
徒の部活動は現在でも実に活発に行われておりまして、この一年間、府大会、近畿大会さらに全国大
会などの出場の時、大変よい成績がおさめられておりますことに感心を致しております。
去る12月13日「北桑田高校の未来を創る会」第10回を開催致しましたが、今回は10回目としての節
目となりましたので来場者の中には事前にこれに関わり、御苦労のあった方々の御出席もございまし
た。先輩役員の皆様方に改めて過去の御活躍に御礼を申し上げます。時代の変化とともに学校教育の
実態も少しずつ時代に対応すべき教育内容となってきておりますが、従来からいわれます通り、学校
は生徒だけが学ぶ場所でなくてここに学校が存在していること自体が地域住民一人一人にとっての教
育力の向上に役立っているという言葉を思い出します。生徒、学校、地域住民の三者の接点をつなぐ
機会としてこの様な大会が毎年計画されるに至った当時の役員の皆様の着眼点に敬意を表したいと思
います。本校の場合、後援会組織が結成されて40年余り経過致しましたが、同窓会及びＰＴＡといっ
た組織でもそれぞれの役員の方々の御活躍がありますので我々もまた三者一体のつもりで今後も歩調
を合わせて前進をしたいと考えております。
いまの時節柄、永くて寒い冬でありますが会員の皆様の御健勝を御祈念して御挨拶と致します。
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後援会員の皆様におかれましては益々御健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃は本校の教育活動につきまして御支援と御協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、本校は昭和19年の創立から本年度で70年目を迎えることとなりました。現在本校は、京都府教
育委員会から指定された京都フロンティア校として、「学力向上と希望進路の実現」、「豊かな人間性・自
主性の育成」、「家庭・地域と連携した心と健康づくり」を基本方針の柱とし、あらゆる場面で生徒一人
一人に徹底して寄り添い、成長と希望実現のための教育活動を展開しています。さらに「知・徳・体の
バランスのとれた全人教育校」を目標にしている本校では、生徒は学習のみならず、文化祭や体育祭な
どの学校行事、そして部活動に全力で取り組んでおり、充実した学校生活を送っています。本年度も生
徒一人一人が持てる力を十分に発揮し、様々な場面で素晴らしい成果を上げてくれましたので紹介させ
ていただきます。
７月に開催された農業クラブ測量競技大会では北桑田Ｂチーム（田中里佳子さん、古谷尚之君、村上
龍之君）が、最優秀賞を獲得し、10月に行われる全国大会への切符を手にしました。農業クラブ京都府
連大会の意見発表大会で文化・生活区分では田中里佳子さんが、最優秀賞を獲得して近畿大会に出場し
ました。
自転車競技部はすでにお知らせしたように、今夏、山梨県で開催された全国総体では５年ぶりの総合
優勝を成し遂げることができました。また、日本ジュニア強化指定選手にも多くの者が選出され、孫崎
大樹君、草場啓吾君がクロアチアやカナダ、ドイツで開催された世界戦にも日本代表として出場し好成
績を残してくれました。
美術部は第８回京都丹波美術工芸教育展で京都府教育委員会教育長賞等を受賞しているだけでなく、
京北商工会女性部の依頼を受けて周山中学美術部と合同で、京北出張所前の地下通路に８月から10月に
かけて壁画を描き、地域との連携を深めてくれました。吹奏楽部は京都府吹奏楽コンクール小編成の部
で銀賞を受賞いたしました。
美山分校では11月７日、８日に文化祭を開催し地域の方々にもたくさんお出で頂き、また育友会員の
皆様にも御協力をいただいて盛り上がりを見せた文化祭となりました。
夏には陸上競技部の岩㟢 空君が全国定時制通信制体育大会に出場しており、今後の活躍が期待されま
す。本校ともども、この地域の教育・文化に貢献することができたものと思っています。
このような多方面にわたって本校生徒が輝きを発揮できるのも日々後押しをしていただいている地域
の皆様、特に後援会の皆様のおかげであり、深く感謝をいたします。私たち教職員は、素直で意欲的
な、高い可能性を持った生徒たちと共に、この温かい地域環境の下で輝く教育を進めてまいります。会
員の皆様には今後とも強力なサポーターとして御支援、御協力をいただきますようお願い申し上げ、御
挨拶といたします。
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北海道研修旅行（２年生・普通科）
平成26年９月22日（月）から25日（木）までの３泊４日で、全員
（48名）揃って北海道（札幌、小樽、ニセコ、函館）に研修旅行に
行ってきました。今回は「規律ある集団生活の中で、友情を広げ、高
校生活のよき思い出をつくる」「豊かな自然や文化に触れ、社会的認
識を広げると同時に、体験学習などを通じて積極性や協調性などの精
神的な成長を図る」を目的に研修を行いました。
１日目は、札幌で大倉山ジャンプ台見学、夜は札幌市内自主研修を
行いました。ジャンプ台見学時に、生のスキージャンプを間近で見る
ことができ興奮しました。夜は初めての北海道、研修旅行初日を友達
と自由に満喫できたのではないでしょうか。
２日目は、午前中は小樽市内自主研修、午後はニセコでジンギスカ
ンランチをし、ラフティングを行いました。大自然に触れ合いなが
ら、インストラクターの方と楽しくラフティングができ、とてもいい
思い出になりました。
３日目は、午前中は「乗馬」「パークゴルフ」「バームクーヘン作
り」に分かれニセコでのアクティビティ体験を行いました。その後、
昭和新山、函館山夜景観賞と自然について学び、美しさに感動できる
時間となりました。
最終日は、函館朝市で朝食を食べ、塩辛を製造している布目工場を
見学した後、ハリストス聖教会と函館元町視察を行いました。ハリス
トス聖教会では、ロシア人司祭のニコライさんからお話を伺いまし
た。その後、函館市内自主研修を行い、北海道研修旅行の最後を思い
思いに過ごすことができました。
今回の研修旅行で学んだこと、感じたこと、すべての経験がこれか
らの生徒たちの財産となり、これらの生活に生かされることを信じて
います。

中国研修旅行（２年生・森林リサーチ科）
森林リサーチ科２年生は11月３日より５日間、中国研修旅行を実
施しました。中国に到着するまで、認識をしていませんでしたが、私
たちが滞在していたのはちょうどＡＰＥＣ首脳会議が北京で開催され
る直前でした。議長国である中国は北京市の空気浄化を熱心に行い、
今年は今までと違ってＡＰＥＣブルーと呼ばれる快晴の青空が広がっ
ていました。そのため遙か彼方まで見渡すことのできる万里の長城に
登ることができました。街の中も自動車の通行を半分にする規制があ
り、渋滞はほとんどないので、大変快適な移動ができました。その反
面、空港でのセキュリティーチェックは大変厳しく、普段なら持ち込
み可能なものでも空港で没収されてしまうという事例がありました。
いつもとは少し違う特別な中国を訪問できたことも、中国という国を
理解する良い機会になったと思います。
京都府と友好提携のある陝西省西安の空も大変きれいに晴れ渡り、
大変充実した研修ができました。最も盛り上がったのは陝西師範大学
日本語学科の学生との交流です。環境保全をテーマにした意見発表会
に始まり、歴史博物館見学、古い町並みでのショッピングや食事も大
学生の案内でとても楽しかったです。次の日は私たちが大学生を指導
しながら、少雨乾燥地帯での活着率を高めるため、吸水性ポリマーを
用いて桧種のこのて柏を中国の大地に植えました。その後日本から持
参したレトルトカレーを温めて、野外で食事会をしました。交流会の
終わりには日中どちらからももっと続けたいという声が上がり、私た
ちの友好関係は益々深くなりました。
この貴重な経験で一回り大きく成長して帰国しました。
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研修旅行担当

審良 早苗

昭和新山

ジャンプ台（２組）

ラフティング（３組）

研修旅行担当

原田 真自
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美山分校の状況

美山分校副校長

向寒の候 後援会の皆様におかれましてはますます御清祥のことと存
じます。
平素は、美山分校の教育活動につきまして、格別の御高配を賜り厚く
お礼申し上げます。
さて、本年度は在校生39名と少数でスタートしましたが、分校生はい
ろいろな場面で一人ひとりが自分の力を発揮し、とても少人数とは思え
ないような活力あふれる取組成果をみせています。
特に、運動部活動では、陸上競技部が京都府大会や近畿大会への出場
や入賞のみならず、全国へと活躍の場を広げております。今年も８月に
東京の駒沢運動公園陸上競技場で開催されました全国高等学校定時制通
信制陸上競技大会に出場し、全国レベルを肌で感じてきたところです。
文化活動では京都府高等学校定時制通信制生徒生活発表大会に参加
し、分校での体験が自分の生き方に大きな影響を与えたことを朗々と訴
えました。結果は優秀賞を受賞し、自身の経験が一層輝きをましました。
農業科では農業クラブ全国大会「農業鑑定」の部に出場しました。全
国の農業科に学ぶ生徒から少なからず良い影響を受け、次年度へ繋げて
くれるものと期待しております。
体育祭・文化祭等学校行事では、多数の保護者の積極的な参加があ
り、生徒・保護者・教職員が一体となった取組が展開されました。今後
も伸び伸びとした環境で生徒達の個性が生かされる教育を継続し頑張り
たいと思っています。
今後とも更なる御支援・御指導を賜りますようお願い申し上げます。

山下 博史

耐久走

文化祭

第51回京都府吹奏楽コンク－ル高校小編成の部
吹奏楽部（ 銀賞受賞
）

顧問

佐橘 成彦

本年度は６名の１年生を迎え、計20名でのスタートでした。顧問が交代したことからお互いに戸惑うことも多くあり
ましたが、まずはコンクールでの「関西金賞」に向け、生徒、顧問一丸となって良い音楽作りを目指しました。うだるよ
うな暑さの中でも、毎日練習を重ね、生徒自身の創意工夫によってどんどん曲が仕上がっていく様子は、非常に素晴らし
いものがありました。思いの強さから衝突することもありましたが、それを乗り越えて、本番では多くの人の心に響く演
奏が出来たのではないかと思います。また、本番だけでなく、ひと夏をかけて毎日、毎日演奏した音楽は、生徒にとって
きっと素晴らしい思い出になり、今後の生活に生かされていくものと思います。結果は残念ながら目標には届きませんで
したが、多くの方にご協力いただき、感謝を込めて本番に挑めたことを部員一同大変嬉しく思っています。
生徒たちのこのような素晴らしい活動も、後援会の皆様をはじめたくさんの方々のご支援のおかげであり、この場をお
借りして感謝申し上げます。現在は、「楽しみ、楽しませる演奏」を目指し、また、12月24日に八幡市文化センターで
開催されるアンサンブルコンテストにおいて納得のいく演奏を目指し、２年生を中心に頑張っています。さらに、３月
22日（日）にはゼミナールハウスにて平成26年度定期演奏会を開催予定です。どの活動においても、応援してくださる皆
様に音楽で恩返しが出来るよう部員一同頑張りますので、変わらぬご声援をよろしくお願い致します。

コンクール

弓削保育園での依頼演奏
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全国総合体育大会総合優勝（５年ぶり２度目）

顧問

田中 良泰

上田 敬史

市野 育人

進路指導部長

村山 真人

８月に山梨甲府で行われた全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
で５年ぶり２度目の学校対抗総合優勝を果たすことができました。
毎年、インターハイでの全国制覇を目標に厳しい練習に取り組んできま
したが、なかなか全国の壁は厚く入賞止まりで涙をのんできました。ま
た、３月の全国高等学校選抜大会で総合優勝を逃してからは、さらにイン
ターハイでのリベンジにチームは燃えました。今年のインターハイは昨年
の４kmチームパーシュートで優勝したメンバーが３名残っており連覇を
狙った種目でした。予選では大会新で決勝に勝ち上がり、決勝ではさらに
大会記録を塗りかえて優勝することができました。個人種目でも４種目で
上位入賞を果たし、学校対抗総合優勝することができました。惜しくも予
選で敗退した選手もいましたが、持っている力を出し切りチームとしては
よくやったと称えあい、総合優勝に向けた雰囲気もさらに良くなりまし
た。チームサポートで参加した選手、出番のない選手の全力のサポートと
チームの団結力で勝ち取った総合優勝でした。個人成績でも7名の選手が
全国大会で上位入賞し、日本代表として２名がクロアチア・カザフスタ
ン・ドイツ・カナダ・スペイン遠征も経験しました。３年生の６名のうち
４名は早稲田大学・日本大学・日本体育大学・中央大学で競技を続けま
す。１・２年生は平成27年３月に熊本で行われる全国高等学校選抜大会
に向け厳しい練習に取り組んでいます。また、２年生の３名が日本代表候
補として全日本に招聘され選考合宿に参加しています。個々の能力はもち
ろんチームとして高いレベルで練習に取り組んでいます。日頃より応援
してくださる後援会、学校の皆様の期待に応えるべく北桑田高校の「みが
く。かがやく。」を実践し目標に向かい頑張っていきますので今後ともよ
ろしくお願いします。

進路状況について

Ｈ27．１月16日現在の３年生の進路決定率（合格者/志望者）は「就職」80%（12/15）、「公務員」50％（2/4）、
「進学」91％（53/58）、「全体」で87％（67/77）となっています。
「就職」では就職希望生徒が増加傾向にあることや、求人では「公開求人」が一般化し、職種としては飲食・製造・介
護福祉関係が増加したことなどが今年度の特徴です。今後も未決定者への職業紹介や面接指導等を進めていきます。「公
務員」は厳しい状況が続いていますが、２名が第一希望に合格しました。確かな学力と礼儀・マナーの習得が大切です。
「進学」では専門学校や大学のＡＯ入試・推薦入試で順調に合格を決めております。近年、大学の門戸は広くなってい
ますが、人気のある大学にはやはり苦戦もしております。今後、センター試験を経て一般入試（一部推薦入試）で希望進
路を目指すことになります。学校としましても全員が進路を決定できるよう、粘り強く指導に取り組んで参ります。
《合格・内定状況》
「就職」 13名

豊和園⑶ 美山診療所 造園中原 滋賀石油
レーヤ ＭＹＹＵＫＩ 角井食品 小鷹造園

「公務員」 ２名

南丹市

花市商店

信州森のファーム

田中熱工

エステ・ミ

自衛隊一般曹候補生

「進学」（数字はのべ数）
国公立大学

４名

京都府立大

鳥取大

愛媛大

京都教育大

私立大学

32名 早稲田大 中央大 日本大 日本体育大 東京農業大 立命館大⑵ 龍谷大⑵ 佛教大⑺ 京都女
子大 京都外国語大 京都看護大 大谷大 京都医療科学大 京都文教大 京都学園大⑶ 明治国際医療
大 花園大 武庫川女子大⑷ 神戸学院大帝塚山大 名古屋商科大

短期大学

５名

滋賀短期大学

大阪成蹊短期大学

池坊短期大学

京都文教短期大学

大谷大学短期大学部

専門各種学校 17名 大阪ＥＣＯ動物海洋専門学校 京都保育福祉専門学院 大阪デザイナー専門学校 京都栄養医
療専門学校 キャリエールホテル旅行専門学校 洛和会京都厚生学校 京都調理師専門学校 大阪こども
専門学校 大阪保育福祉専門学校 京都医療福祉専門学校 ル・トーア東亜美容専門学校 京都製菓技術
専門学校 京都コンピューター学院 ポリテクカレッジ滋賀 トヨタ名古屋自動車大学校 京都美容理容専
修学校 大原簿記法律専門学校
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平成26年度

硬式野球部

陸上競技部

ソフトボール部

部活動の状況（クラブ名・活動状況・主な成績）

夏に３年生が引退し、現在１年生10名、２年生11名合わせて、21
名で活動しています。３年生の最後の大会となる夏季大会では、小
雨の中再三のピンチを切り抜けながらチームが一丸となって戦いまし
た。引退した３年生の思いを引き継いだ新チームでは、強豪東山、鳥
羽に善戦はするも勝利をつかむことはできず、このチームには「何か
が足りない」と実感しました。この何かを見つけ、克服することで春
には１回りも２回りも成長した姿となります。
日ごろお世話になっている北桑田地域の方々とともに喜べるよう日々
練習に取り組んでいます。これからも温かいご支援・ご声援をよろし
くお願いします。

平成26年度秋季京都府高等学校野球大会
１次戦２回戦対東山高校２対５ 敗者復活２回
戦対紫野高校４対２で勝利 敗者復活３回戦対
鳥羽高校０対４で敗退

本年度、教育後援会への新たな報告として、陸上競技の強化策の一環
として、スクワット・ベンチプレス・デッドリフトの３種目の最大挙
上重量の総計を競うパワーリフティング競技にチャレンジしていま
す。高等学校に入学して本格的に取り組みはじめた練習方法であるウ
エイトトレーニングの技術で出場できる競技です。パワーリフティン
グ競技は、来年度、和歌山国体から公開競技として採用されることが
決定している新興スポーツ種目です。

・第67回京都府高等学校陸上競技対校選手権大
会市内予選会
・第47回京都府高等学校ユース陸上競技対校選
手権大会
・第49回京都府高等学校ジュニア陸上競技対校
選手権大会
・第９回関西高等学校パワーリフティング選手
権大会

休部中

サッカー部

現在、１年生８名、２年生６名、マネージャー３名、計17名で活動し
ています。人数は少ないですが、サッカーを楽しみながら勝利を目指
し頑張っています。

・京都総体 出場
・高円宮杯Ｕ-18リーグ 参戦
・サッカー選手権大会 出場

卓球部

現在２年生のみ６名で活動を続けています。今年の秋以降は練習の成
果が見られ、公立高校大会優勝の強豪校との対戦でも、何とかゲーム
を作れる実力が付いてきました。

・秋季卓球選手権大会出場
・公立高校大会団体戦出場
・１月に公立高校大会個人戦出場予定

剣道部

今年度は１年生女子３名が入部しました。２年生男子１名と合わせて
計４名ですが、楽しく賑やかに稽古をしています。練習試合や合宿等
にも積極的に参加し、密度の濃い活動を行っています。「自分たちで考
える」ことを目標に、日々の稽古に励んでいます。

ソフトテニス部

３年生が引退したあと１・２年生４名で活動しています。人数が少な
いため団体戦で勝つことは難しいですが、個人戦ではそれぞれのペア
が１勝でも多く勝てるように毎日練習をしています。インドア大会個
人戦では予選で優勝したペアを相手に大変良い試合をしました。来
シーズンに向けてさらに頑張りたいと思います。

・インターハイ個人戦３年生ペア府下大会出場
・高校総体団体戦、選抜団体戦敗退
・選抜個人戦、インドア大会予選敗退

男子バレーボール部

春の総合体育大会では、ゾ－ン3位に入りインターハイ予選に向け弾 ・京都総体ゾ－ン３位
みがつきましたが、残念ながら予選リ－グを出る事が出来ませんでし ・全国総合体育大会予選リ－グ戦敗退
た。秋に行われた高校選手権大会ではインターハイでの屈辱をバネ ・高校選手権 府下大会初出場
に、予選会を勝ち抜き初の府下大会に駒を進めることが出来ました。 （南部ベスト12で新人戦シ－ド権獲得）
今後もこの経験を生かし全力で頑張りたいと意気込んでいます。

女子バレーボール部

選手５名、マネージャー１名の計６名で活動しています。チームを ・京都総体出場
引っ張ってくれていた３年生が５月に引退し、新体制となりました。 ・全国総合体育大会予選リーグ出場
２年生は上級生として、入学後間もない１年生もレギュラーメンバー ・全日本高等学校選手権大会予選リーグ出場
として、自覚と意欲を持って練習に励んでいます。
公式戦や練習試合に加え、今年は周山中学校バレーボール部との合同
練習も実施することができました。試合や練習にあたっては、多くの
方々に助けて頂いています。これからもその応援に応えられるよう、
頑張って取り組んでいきます。

女子バスケットボール部

２年生２名、１年生５名の計７名で活動をしています。少人数だから ・京都府高等学校バスケットボール大会
こそ選手同士で教え合い、時にはライバルとなり、互いに切磋琢磨し ・Winter Cup 出場
ながら練習しています。基礎基本とした個々の技術向上だけでなく、
チームプレイ練習にも力を入れて取り組んでいます。

出場

ワンダーフォーゲル部

中国への研修旅行の翌日が登山大会で、京都の最高峰である皆子山に
登りました。天気がよくて琵琶湖がよく見えました。翌日は雨に濡れ
て寒さに震えました。夏休みはキャニオニングをしたり、部室にクラ
イミングボードをつくりました。

・インターハイ予選出場
・京都高等学校登山大会出場
・大津市千石岩クライミング挑戦

放送部

・４月京北花ふるさと祭り総合司会とボランティア
・10月京北クラフトマーケット総合司会（１・３年）
・11月３日京北ふるさと祭り総合司会（１・２年）
・12月京北林業振興会表彰式司会（１年）
その他、毎日放送室でラジオドラマ等考えています。
無声音という発声法を身につけるべく、がんばっています。総勢11名
で楽しんでいます。

・第53回京都府高等学校放送コンテストビデオ
部門総合３位 ボイスアクト部門７位入賞
・平和へのメッセージ第25回知覧スピーチコン
テスト全国３位入賞
・右京コミュニティテレビビデオ部門コンテス
ト参加
・環境ビデオコンテスト予選通過

美術工芸部

夏季休業中に、京北在住のガラス工芸家 川尻美栄子先生から、ガラ
スモザイク、ステンドグラスの講習を受けました。
8月～10月にかけて、京北商工会女性部の依頼を受け、ＮＰＯ法人ア
ニュアルギャラリーの方の御指導のもと、周山中学校美術部の皆さん
と一緒に京北出張所前の地下通路に壁画を描きました。

・第31回京都府高等学校総合文化祭 美術・工
芸部門に、油彩画を出品しました。
・第11回新・北桑展において、川尻美栄子先生
から指導を受けたガラスモザイク作品が、京
都府知事賞を受賞しました。

現在６名の部員にて活動中です。
京都府だけでなく、近畿・全国へと活動を広げています。今後は部員
全員が全国大会に行けることを目標として日々練習に励んでいます。

・第49回全国高等学校定時制通信制総合体育大
会陸上競技の部
砲丸投・円盤投 岩 空 出場
・第50回近畿高等学校定時制通信制課程体育大
会陸上競技５名出場
砲丸投 岩 空 ７位

美山分校陸上競技部
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平成25年度

後援会会計報告

（収入の部）


単位：円

繰

項
越 金

会

費

2,100,000

2,057,000

入

978

35,013

2,112,000

2,103,035

雑

収
合

目

予

計

算 額
11,022

決

算 額
11,022

比較増減

備
考
0 平成24年度から繰越し
京北･美山地域会員、旧郡外の保護
△ 43,000
者、関東交流会役員
24年度会費、預金利息
34,035
特別会計利息繰入
△ 8,965

（支出の部）

単位：円

項
目
会議運営費
会議費
事務費
旅 費
事 業 費
会報発行費
未来を創る会活動費

予算額
40,000
10,000
30,000
0
2,040,000
130,000
40,000

決算額
19,820
0
19,820
0
2,074,212
134,250
45,062

50,000

43,500

1,820,000

1,851,400

（選手派遣）

1,000,000

1,406,700

（対外試合）
（物品購入費）
（激励費）

740,000
30,000
50,000
32,000
2,112,000

444,700
0
0
0
2,094,032

学校行事等補助費
部活動補助費

予

備

費
合

計

収入額合計

2,103,035円

支出額合計

2,094,032円

差

引

額

役職名
会

9,003円

氏

残

額
備
考
20,180
10,000
10,180 会報等郵送料、用紙・封筒
0
△ 34,212
△ 4,250 会報42号3,000部印刷
△ 5,062 ＰＴＡ、同窓会、後援会三者分担金
北桑時報名簿掲載料
6,500
中国研修旅行現地経費
△ 31,400
全国･近畿大会出場交通費補助
△ 406,700
農ク､自転車競技､ワンゲル､定陸上
295,300 対外試合等交通費補助
30,000 25年度購入なし
50,000
32,000
17,968

上記のとおり、平成25年度後援会会計の決算について報告します。
なお、残額

9,003円

は平成26年度に繰り越します。

平成26年度

北桑田高校後援会役員名簿

名

区

地

役職名

上野

修一

山国

副会長

中川

幸雄

同窓会長

〃

西畑

太

宇津

〃

武田

修

宮島

〃

三間

恭二

黒田

〃

稲波

治彦

ＰＴＡ会長

〃

南

豊一

山国

桂

隆雄

平屋

佐伯

芳成

弓削

宮島

〃

高橋

伸夫

弓削

〃

竹内

宏

事

理

事

事（会計）

辻

地

名

長

理

理

氏

実智之

細野

〃

中井

壮

〃

下田

敏晴

鶴ヶ岡

〃

上原

正義

大野

監

事

野口

則彰

知井

〃

夘瀧

淳

周山

顧

問

高林

良樹

山国

〃

小野隆一郎

周山

大牧

義夫

美山

〃

村山

矢代

太

〃
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美山分校育友会長
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あ

す

第10回記念『北桑田高校の未来を創る会』盛大に開催される
指導教諭

山
あ

す

名

英

夫

昨年12月13日、南丹市美山文化ホールを会場に第10回記念「北桑田高校の未来を創る会」を開催し
ました。今回も南丹市、美山町地域振興連絡協議会、京都市、京北自治振興会より御後援をいただ
き、協賛として北桑田小・中・高ＰＴＡ連携会議からも昨年と同様の御支援を得て地域あげての記念
大会を盛大に開催することが出来ましたことを厚くお礼申し上げます。
創る会初年度は、開校60周年の年にあたり北桑田高校の教育内容を地域に公開し、北桑田高校を始
めとする旧北桑田地域の公教育をより充実発展させていく目的で当時のＰＴＡが企画し、学校、後援
会、同窓会の協力を得て誕生しました。以来、地域の皆様を始め関係機関の御支援を得て回を重ねて
まいりました。
今回の創る会は普通科の発表を中心に、１年生「総合的な学習の時間」の発表では、キャンパスを
校外に移し地域との交流を図る中で、生徒たちが地域の良さを再発見し郷土愛を育む取組が報告され
ました。また、普通科３年生では、８月に南丹市美山町で開催された「あしなが育英会、インターン
シッププログラム」において、英語で地域の紹介を行った報告など、プレゼンテーション能力の高さ
に多くの参加者から高い評価を得ました。地元美山中学校生徒による意見発表では、駅伝競技を通し
て自らを成長させていく体験談や将来海外で活躍したい自分の夢を熱く語ってくれました。
第10回記念のメイン企画として、美山町出身、北桑田高校第６回卒業生で詩人の名古きよえ氏に御
講演をいただきました。講演では、幼少のころから高校生時代を過ごされたふるさと知井の思い出
や、文学を志すきっ掛けとなった高校の様子など貴重なお話を聞くことができました。
同級生の参加者からは、「この日を心待ちしていました。来てよかった」また、生徒からは、「北桑
田高校の大先輩のお話に魅了され、志すことの大切さを学びました」と感想を語ってくれました。
やや参加者が少ない状況が見られましたが、周年記念にふさわしいそれぞれの発表に10年の歴史を
感じる実り多い会となりました。
課題としては、年々人口が減少する両地域（京北・美山）にあって、小・中・高ＰＴＡの皆様の参
加が少ないことが気がかりです。今年度開校70年を迎えた北桑田高校にとつて、生徒減の状況は極め
て深刻な影を落としていますが、少人数でも「みがく・かがやく」を教育方針として、常に結果を追
い求める姿は変わっていません。だからこそこの時に北桑田高校や地域の教育の現状を理解し共に将
来のふるさとを考えていただく絶好の機会だと考えています。
今日、少子化の影響で全国的に教育の再編が叫ばれています。特に中山間地における学校の現状は
極めて厳しい状況にありますが、「こんな時こそ地域再生のカギは公教育に有り」と考えています。
10年の歩みをしっかりと総括し、皆様の御意見を拝聴しながら「北桑田高校の発展をめざし」今後
も地域一体となり新しい歴史を創り上げていく所存です。
結びにあたり、創る会開催に向けての関係各位の暖かい御支援に対しまして心よりお礼申し上げます。
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