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このたび大牧義夫前会長の後任として就任をさせて頂きました。今後におきましても何分とも会員
の皆様方の御協力をお願いいたします。また併せよろしくお引き回しのほど、お願い申し上げます。
ところでこの後援会という組織が設立されて、40年が経過をいたしております。これまでには設立
当初の役員の皆様の御苦労もさることながら、会員として毎年変わらぬ気持ちで会費の納入に努めて
いただいておりますことには改めて御礼を申し上げます。
このことによりましてそれぞれの部活動の側面的支援の浄財として役立てていただいております。
本校の最近の状況は生徒数の減少という学校の根幹に関わる問題がありますが、現在この学校で学
ぶ一人一人の生徒は誰もが『今やれること・今やりたいこと』に懸命に取り組んでいます。その姿を
見ておりますと学校全体の活気を感じます。
現在部活動の場として本校13部活動に加えて美山分校での生徒の活動となっておりますが、それぞ
れが自分の思う分野で「力とわざ」を研き、その結果はときにすばらしい成果となっております。
去る12月14日 第９回『北桑田高校の未来を創る会』が開催されましたときには、生徒が日頃取り組
んでいるそれぞれの活動の発表に加えて、今回は本校の歴史的経過について講師から語っていただき
ました。当日の参加者から学校の歴史がよく分かっただけでなく、学校の今と昔の変化の過程も理解
できたとのことでした。また、少子化が進行する中での近い将来の問題として北桑田高校と住民一人
一人、そして地域のあり方などについて深く考えさせられる機会になったと思います。
つぎに会員の皆様にこの紙面にてお知らせいたします一件がございます。
今年度も従来通りの方法で会費の徴収をお願いして、部活動の支援金に充当することはこれまでと
は特別な違いはありませんが、最近になって自転車競技部が使用しております自転車（バンク使用）
の規格変更があり、従来のものでは競技会に出場できなくなったとのことであります。そこで後援会
として学校側と相談し次の通り決定をしました。新規格の自転車３台（約95万円相当）を寄贈するこ
とにしました。この財源につきましては役員会でいろいろ協議いたしました結果、以前からの特別会
計の基金を一部取り崩をして資金に充当することと致します。
この件につきましては学校としてもまた生徒自身も喜んで受けていただけることと思いますので、
これからもまた一段と充実した部活動が展開されることを心から期待を致します。
以上をもちまして御挨拶といたしますが、これから永くて寒い冬を油断なくお過ごし頂きます様御
祈念を申し上げます。
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後援会員の皆様には御健勝で御活躍のこととお喜び申し上げます。また、平素は本校の教育活動に絶
大なる御支援と御協力を頂いておりますことに心から感謝とお礼を申し上げます。
昨年は、夏の猛暑から秋の大雨など異常気象により日本中に災害が数多く発生し、中でも台風18号は
本校校区にも大きな爪痕を残しました。特に国道162号線の鳴滝橋の崩落により、生徒の通学にも大きな
影響を受けましたが、地元関係機関の早急の御尽力により昨年末に仮橋が開通し、３学期から通常の学
習生活に戻すことができました。改めて今回被災されました皆様にお見舞を申し上げますとともに一日
も早い復旧・復興を心から願っております。
さて、本校は昭和19年の創立から来年度で70年目を迎えることとなります。現在、在校生は230名とい
う京都府下の公立高校では一番小さな学校ですが、地域の教育力と落ち着いた学習環境の中で育てられ
た生徒の能力の高さは、他の府立高校からも注目される存在となっています。平成25年度も生徒一人一
人が持てる力を大いに発揮し、様々な場面で素晴らしい成果を上げてくれました。
自転車競技部は、近畿大会４年連続総合優勝を飾り、夏のインターハイでは団体種目のチーム・パー
シュートで念願の優勝を勝ち取りました。この団体種目での優勝は、本校自転車競技部全体のレベルの
高さを示すものであり、その証として個人種目においても多くの入賞者がありました。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、2020年の東京オリンピック選手を輩出することも夢ではな
い状況となっています。
文化芸術面では、吹奏楽部が京都府吹奏楽コンクール小編成の部で、念願の金賞を獲得してくれまし
た。日常の生徒の頑張りが評価されたと大変喜んでいます。また、美術工芸等のコンクールでは、南丹
地区美術工芸教育展において、平面と立体両部門ともに本校生徒が知事賞を獲得し、京都府総合文化祭
のポスターコンクールで優秀賞を獲得するなどの活躍があり、本校生の感性の高さをも証明してくれた
ものと感じています。
昨年度から京都府の高校教育制度が変更になり、現在、北桑田高校では普通科に「文理探究コース」
と「キャリアデザインコース」を設け、森林リサーチ科の「Ａコース・Ｂコース」と合わせ２学科４
コースを準備し、少人数の中でもきめ細かな教育の実践と多様な進路希望に応える体制を整えていま
す。
また、北高らしい特色ある取組として、京都府教育委員会京都フロンティア校支援事業推進校の指定
を受け、普通科と森林リサーチ科の相互乗り入れによる体験授業や地域人材活用による「ふるさと北桑
学」を開講し、キャリア教育をとおして「ふるさとの良さを実感し、生まれ育った北桑と自分自身に自
信と誇りを持ち、ふるさとに軸足を置いて物事が考えられる人間」の育成に力を注いでいます。
今後も、地域の信頼と期待に応える学校として教職員一丸となり取り組んでまいりますので、後援会
員の皆様には、一層の御支援御協力をお願いいたします。
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北海道研修旅行（２年生・普通科）
平成25年６月17日（月）から20日（木）までの３泊４日で、全員
（52名）揃って北海道の道南方面に研修旅行に行ってきました。今回
は「北海道の大自然や文化に触れる」
「集団行動を通じて自律・共同
の精神を育てる」
「地元の方々と触れ合い見聞を広める」の３つテーマ
の下に研修を行いました。
１日目は、豊浦町でのファームステイ（民泊）。52名が14家庭に
お世話になり、ファームステイ先の家族と夕食やその後の時間を過ご
しコミュニケーションをとりながら、自分達の学校や地域を紹介し親
交を深めました。
２日目は、少し霧がかかりましたが昭和新山、登別地獄谷と北海道
の雄大さを身近に感じた後、「登別マリンパークニクス」
（水族館）を
見学しました。この日は、見学中心の行程でしたので退屈するかと心
配でしたが、生徒達なりにしっかりと見学しており安心しました。
３日目は、ニセコで「フィッシング」
・
「ラフティング」班に分かれ
て体験研修を行いました。フィッシングの方はあまり釣れなくて残念
がっていましたが、ラフティングは「キャーキャー」騒ぎながら自
然を満喫しているようでした。夕方からは札幌で班別研修を行いまし
た。曇でいつ雨が落ちてくるかと心配でしたが、天候はもってくれま
した。予定通りに楽しく札幌市内を満喫し、どの班も充実した顔で事
故無くホテルに帰ってきました。
最終日は、「ノーザンホースパーク」の見学のみでしたが、ここで
も疲れを感じさせず、この施設を満喫していました。そして、北桑田
へと戻ってきました。
自分達で考え計画し、自ら行動していくことで得られた達成感・充
実感がこれからの生徒達に生かされることと信じています。

研修旅行担当

＜豊浦町ファームステイ＞

＜昭和新山（２組）＞

＜ノーザンホースパーク（３組）＞

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18日（月）から５日間、中国研修旅
行へと行ってきました。今年は陝西省と京都府の友好提携30周年、
本校においても中国研修10周年という記念すべき年です。私たちも
記念訪中団の一員として中国を訪れました。研修のメインイベント、
植林では、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
用いてコノテガシワを中国の大地に植えました。その際、同日程で西
安市を訪れた京都府知事と共に記念植樹も行うことができました。
旅行中は天候に恵まれ、順調に多忙な日程をこなすことができまし
たが、中でも印象深いのは陝西師範大学日本語学科の学生との交流で
す。30周年にふさわしく、大いに盛り上がりました。日本語が通じ
るとは言え、異文化の中で育った若者同士が関わり合い、互いに理解
を深めたことは、両国の未来にとって非常に意味のあることだったと
思います。
植林活動、交流会という大役をこなした後は、世界遺産の見学で
す。西安市では秦の始皇帝を守る兵馬俑坑、北京市では万里の長城を
訪れました。日本とはまた違うスケールの大きさや歴史の長さを感
じ、学習を深めることができました。最終夜は北京の市街地でお土産
をたくさん買い、皆元気で帰国の途に着きました。
小さな外交官として重要な役割を果たし、一回り成長してくれた生
徒たち。この貴重な経験を、今後の学校生活に生かしていって欲しい
ものです。
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藤原 菜世
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美山分校の状況

美山分校副校長 新宮 和人

時下の候、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。本年度、分校におきましては、全校生徒数50名と少数ですが、分校生はい
ろんな場でガンバリを見せております。
特に、運動部活動としまして、陸上競技部が京都府の大会や近畿の
大会のみならず、全国へと活躍の場を広げております。今年も８月12
日から14日まで、東京の国立競技場で開催されました第48回全国高
等学校定時制通信制陸上競技大会に５名が出場し、精一杯のがんばり
を見せてくれました。残念ながら結果はふるわなかったものの全国レ
ベルを肌で感じて次年度こそ全国一を目指して、今も努力をしており
ます。
文化活動では平成25年度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、４年生人羅光輝くんが奨励賞を受賞しました。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、切実に訴えまし
南丹市地域連携事業「大内カブラの漬け物」
た。
農業科では農業クラブ全国大会に「農業鑑定」の部に出場したり、
南丹市との連携事業に於いて地元の大内カブラを漬け物として製造販
売したりと知恵と工夫をこらし活発に活動してくれています。家政科
も地域の小学校との連携や高齢者施設訪問、お弁当甲子園に出品と専
門学科の特性をいかした活動を展開しています。
生徒数は少ないですが、体育祭・文化祭等学校行事には多数の保護
者の参加がみられ生徒・保護者・教職員が一体となった教育が展開さ
れています。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
今後も継続し、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。
お弁当甲子園出品作品

第50回京都府吹奏楽コンクール高校小編成の部
吹奏楽部 （ 金賞受賞
）

顧問 中島 祥子

本年度は10名の１年生を迎え、計24名でのスタートでした。コンクール本番まで、全体を様々な組み合わせでのセク
ションごとに分け、同じ箇所を毎日繰り返し練習するなど緻密な練習を重ねました。３年生を中心として、朝や昼の自主
的な練習に参加する生徒も多く、一人ひとりの意識の高まりが例年にも増して感じられました。金賞獲得も、そのような
個人の粘り強い努力や、緻密な練習の積み重ねの成果であると思います。それぞれに辛いことや苦しいことを乗り越えて
の、たった７分間の本番は、とても感動的で一体感がありました。目標を持ち努力し続けることの大切さを学ぶことので
きた夏となりました。また、12月24日に行われたKYOTO高校生ソロコンテストに１年生の仲畑比梨乃が出場し、金賞
を受賞、さらに金賞のなかでも特に優秀な演奏に与えられる優秀賞を受賞しました。２年生７名は京都府アンサンブルコ
ンテストに出場し銀賞を受賞しました。
生徒たちのこのような素晴らしい活動も、後援会の皆様の御支援の賜物であり、この場をお借りして感謝申し上げま
す。３月22日にはゼミナールハウスにて平成25年度定期演奏会を開催予定です。日頃御支援いただいている皆様に楽し
い音楽でお返しできるよう、部員一同、一生懸命取り組んで参ります。
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自転車競技部の活動を振り返って

顧問

田中 良泰、上田 敬史、市野 育人

平成５年より20年連続個人種目全国大会入賞を続けてきた本校自転車
競技部ですが、平成19年の全国高校選抜大会、平成20年の全国高校総
体の総合優勝を果たしてから、個人種目の上位入賞はもちろん学校対抗で
の入賞、優勝をねらいチームの目標が一段と上がりました。25年３月に
行われた全国高校選抜では男子総合４位、女子総合８位とダブル入賞しま
した。また８月に大分県で行われた、全国高校総体では本校初の４km団
体追い抜きで優勝し総合でも７位入賞を果たしました。最終日まで１点差
を争う上位８校の熾烈な勝負の中、本校も残された２種目で一発逆転をね
らいましたが、全国の厚い壁に阻まれました。しかし、毎年総合優勝争い
に絡める地力がついてきたことと、団体種目で念願の優勝が果たせたこと
は大きな収穫となりました。全国高校選抜、全国高校総体、全国都道府県
対抗、ジュニアオリンピック杯で延べ７名の個人種目優勝を始め日本代表
としてドイツ遠征も経験しました。３年生３名のうち２名は明治大学と京
都産業大学で競技を続けます。１，２年は平成26年３月の全国高校選抜
での総合優勝めざし熱のこもった練習に打ち込んでいます。また、２年生
４名は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日本一を目指し取り組んでいます。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。」を実践し一日一日を大切に目標に向け頑張っ
ていますので今後とも応援よろしくお願いします。

進路状況について

進路指導部長

大石 敏朗

12 月 20 日現在の就職・進学者の進路決定率は 74.7% です。
公務員試験の競争率は厳しい状況が続いています。１・２年生の間から基礎教科の知識を確実に身につけ、服装や立ち
居振る舞い、公の場での言葉遣いの習得が前提として、今後も指導の強化を課題と考えて取り組んで参ります。
公務員合格の現状

合格者

１名

京都市消防局

企業への就職については、地域の教育力、御家庭の教育力にお力添えをいただいているのですが、公開求人、指定求人
ともに、今年は内定をいただくまでに苦戦をいたしております。
高卒求人をいただける業種や職種はなかなか限られており、生徒が希望する分野に求人の少ないのが現状です。昨年に
比べて、事務職を指定求人でいただいたのですが、生徒の希望から応募に至らず、事業所様の期待にも応えられていませ
ん。学校でもキャリア教育を通して様々な職業について知る機会を提供しております。後援会の皆様からもお力添えをい
ただければ幸いと考えております。
企業合格の現状

指定求人合格者４名

公開求人合格者３名

指定求人企業：（社福）北桑会豊和園、日本郵便㈱、高石機械産業㈱、㈱関西丸和ロジスティクス
公開求人企業：エムケイ石油㈱、日昇館㈱、㈱晃商
進学におきましては、専門学校・短大の推薦・AO 入試結果が一段落しました。ほぼ希望通りに合格をしてきています。
大学の推薦は、受験機会が増えているのですが、自分の実力に見合ったところを受験する者は複数合格を得るのですが、
挑戦するつもりで受けている者にとっては、まだまだ厚い壁となっているようです。さらに自分の可能性と実力を見いだ
せる指導を続けて参ります。
国公立大学合格状況 ３名：愛媛大学⑴・鳥取大学⑴・京都府立大学⑴
公立短期大学合格状況 １名：倉敷市立短期大学⑴
私立大学合格状況のべ 29 名：京都文教大学⑵、京都学園大学⑴、大谷大学⑵、日本大学⑴ 、明治大学⑴、佛教大学⑵、
京都産業大学⑷、花園大学⑵、東京農業大学⑴、酪農学園大学⑴、神戸学院大学⑴ 、京都精華大学⑴ 、
龍谷大学⑵、大阪人間科学大学⑴、京都医療科学大学⑴、京都ノートルダム女子大学⑴、京都光華女子大
学⑴、京都文教短期大学⑴、滋賀短期大学⑴、京都光華女子短期大学⑴、産業技術短期大学⑴
専門学校合格状況 20 名：YIC 京都ペット総合専門学校⑵、京都芸術デザイン専門学校⑴、京都医健専門学校⑴、京
都歯科医療技術専門学校⑴、大成学院大学歯科衛生専門学校⑴、大原スポーツ＆メディカル専門学校京都
校⑴、京都コンピューター学院⑴、大阪ゲームデザイナー学院⑴、京都建築専門学校⑴、京都栄養医療専
門学校⑴、東放学園音響専門学校⑴、京都保育福祉専門学院⑴、京都調理師専門学校⑴、大阪行岡医療専
門学校⑴、洛和会京都厚生学校⑴、京都桂看護専門学校⑴、公立南丹看護専門学校⑴、京都府立林業大学
校⑵
−5−

KITAKU WADA H IG HSCH OOL

平成 25 年度

部活動の状況（クラブ名・活動状況・主な成績）

硬式野球部

夏に 3 年生が引退し、現在 1 年生 10 名、2 年生 15 名合わせて、 ○春季大会 2 回戦敗退
25 名で活動しています。厳しい冬を乗り越え迎えた春季大会 ○夏季大会 1 回戦敗退
では、打線が好調で打ち勝ちました。3 年生の最後の大会とな 〇秋季大会
る夏季大会では、大きなプレッシャーの中、チームが一丸となっ
１次戦１回戦対京都外大西１４－４×
て戦いました。秋季大会では引退した 3 年生の思いを引き継い
１次戦敗者復活１回戦対向陽０－９○
だ新チームになり初戦は敗れるも、その後 4 連勝し 2 次戦進出
１次戦敗者復活２回戦対洛南０－７○
を決めました。これからまた厳しい冬を迎えますが、日ごろお
１次戦敗者復活３回戦対木津１－４○
世話になっている北桑田地域の方々に喜んでいただくとともに、
１次戦敗者復活決勝戦対亀岡１－３○
大きな力となるような試合ができるよう日々練習に取り組んで
２次戦１回戦
対京都学園６－１×
いきます。これからも温かいご支援・ご声援をよろしくお願い
２次戦進出 ベスト 21!
します。

陸上競技部

部員全員が初心者で、目の前のレースに無我夢中で取り組んだ 口丹波総合体育大会
昨シーズンから１年。今シーズンは、自己ベストを更新してい 男子 110MH 第３位
くために、何百、何千回と反復練習を繰り返して大会に臨みま
した。「正確に測られた距離を 0.01 秒でも早く！」自己記録を
更新した数だけ、確実に表彰台へと近づいた１年となりました。

ソフトボール部
サッカー部

休部中
現在、１年生６名、２年生７名、マネージャー２名、計 15 名
で活動しています。人数は少ないですが、貪欲に勝利を目指し
頑張っています。

卓球部

春に３年生が引退した後、１年生のみ７名で活動しています。 秋の新人戦では１年生ながら３回戦に進みま
上級生がいなくても自分たちで考え、熱心に練習しています。
した。すべての公式戦に積極的に出場してい
ます。

剣道部

３年生が最後の大会を終えてから、１年生男子１名となりまし
た。まさにラストサムライ状態です。顧問と二人三脚で日々の
稽古に取り組み、技術力と共に精神力も鍛えられています。
現在５名で活動しています。基礎的な力をつける練習、実践力
をつけるための試合形式の練習等、毎日頑張っています。

ソフトテニス部

口丹大会では、園部高校、南丹高校に勝利し
ましたが、雨のため中止になりました。選抜
個人戦北西ブロック予選、インドア大会北西
ブロック予選では１チームがそれぞれベスト
16 に入り、選抜個人戦では府下大会に出場し
ました。

男子バレーボール部

現在 18 名で活動しています。基礎基本を大切に活動に励んで ・全国高等学校総合体育大会南部予選会決勝
います。初心者での構成のため実戦経験を積むため年間多くの
トーナメント戦進出
練習試合を計画し部員の技術・資質の向上を目指しています。 ・口丹波高等学校総合体育大会２位
府下大会進出を目指し目標の実現に向け頑張ります。
・全国高等学校選手権大会南部予選会
府下大会予選会進出
・口丹波高等学校総合体育大会

女子バレーボール部

選手３名、マネージャー１名の計４名で活動しています。少人
数ですが、その代わりメンバーの絆は強く、壁にぶつかっても
皆でよく話合い乗り越えてきました。部員だけでは試合ができ
ないため、応援してくれている多くの人に支えられて活動がで
きています。これからも感謝の心を忘れず、向上心を持って練
習を重ねていきます。

女子バスケットボール部

春で３年生が引退後、１年生４名で活動しています。他校と合
同チームを組み、初心者ながら公式戦に出場することができま
した。周囲への感謝の気持ちを忘れず、基礎基本に重点をおい
て練習しています。「１勝」を目標に掲げ、心身ともに成長して
いきます。

・京都府高校総体下級の部 出場
・口丹波高等学校総合体育大会 出場
・京都府立高等学校バスケットボール大会
出場
・Winter Cup 出場

ワンダーフォーゲル部

放送部

美術工芸部

美山分校陸上競技部

第３位

男子が出場した近畿大会では、台風 18 号が近づく中でおこな ・近畿登山大会出場
われましたが夜中からの強い雨で二日目が中止になりました。 ・近畿スポーツクライミング大会出場
夏休みには部員の憧れの槍ヶ岳に登りました。女子はスポーツ
クライミングが得意な生徒がいて近畿大会に出場しました。
３年生２名が引退、１，２年生５名で活動しています。京北ふる
さと祭りや、京北トンネル開通記念祝典の総合司会をさせて頂
くなど、地元といっしょに頑張り、楽しむ部活動を目指してい
ます。

・金剛堂にて古典の日朗読コンテスト参加。
・第 14 回「ラジオ関西マイクバトル関西広
域（３分間ドラマ部門）
」本選入賞

8 月に京北在住のフェルト造形家 萩原俊子先生からフェルト
を使った作品の講習を受けました。

・第 7 回京都丹波美術工芸教育展において、
萩原先生指導のフェルト作品が京都新聞社
賞 ( 高校、立体の部 ) を受賞しました。

現在 10 名の部員にて活動中。京都府だけでなく、近畿・全国
へと活躍の場を広げています。今後は全国大会での優勝を目標
として日々練習に励んでいます。

・京都府高等学校定時制通信制陸上競技選手
権大会 3000mSC １位
・全国高等学校定時制通信制陸上競技大会出場
・京都府高等学校定時制通信制総合体育大会
3000mSC １位、走高跳 1 位
砲丸投 1 位、円盤投 1 位
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平成 24 年度

後援会会計報告

（収入の部）


単位：円

繰

項
越 金

目

予

会

費

2,200,000

2,105,800

雑

収 入
合

1,552
2,266,000

2,755
2,173,003

計

算 額
64,448

決

算 額
64,448

比較増減

備
考
0 平成 23 年度から繰越し
旧郡内集落（京北 ･ 美山）
△ 94,200
旧郡外の保護者、関東交流会役員
1,203 預金利息、特別会計利息繰入
△ 92,997

（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
45,000
15,000
30,000
0
2,191,000
110,000
40,000

決算額
38,190
10,000
22,160
6,030
2,101,636
134,250
104,951

30,000

85,935

2,011,000

1,776,500

（選手派遣）

1,000,000

1,026,500

（対外試合）
（物品購入費）

811,000
50,000

630,000
0

（激励費）

150,000

120,000

30,000
2,266,000

22,155
2,161,981

学校行事等補助費
部活動補助費

予

備

費
合

計

収入額合計

2,173,003 円

支出額合計

2,161,981 円

差

引

額

11,022 円

会

氏

なお、残額

名

地

長

上野

修一

山国

副会長

荒田

義枝

同窓会長

〃

武田

義史

理

事

額
備
考
6,810
5,000
7,840 会報等郵送料、用紙・封筒
△ 6,030
89,364
△ 24,250 会報 41 号 3,000 部印刷
△ 64,951 PTA、同窓会、後援会三者分担金
北桑時報名簿掲載料
△ 55,935
マレーシア研修旅行現地経費
234,500
全国・近畿大会出場交通費補助
△ 26,500
農ク（本分）、自転車、定陸上
181,000 対外試合交通費補助
50,000 今年度購入なし
Jr ロード世界選手権、ドイツ、チョン
30,000
ジュ海外レース出場 激励金
7,845 カラープリンタ廃棄料
104,019

上記のとおり、平成 24 年度後援会会計の決算について報告します。

平成 25 年度
役職名

残

11,022 円

は平成 25 年度に繰り越します。

北桑田高校後援会役員名簿
区

役職名
理

事

氏

地

名

高乗

政廣

弓削

〃

小野隆一郎

周山

PTA 会長

〃

岡本

洋志

宇津

実智之

細野

南

豊一

山国

〃

辻

〃

桂

隆雄

平屋

〃

三間

〃

武田

修

宮島

〃

草木太久実

鶴ヶ岡

〃

山本

茂

杉坂

村田

正夫

鶴ヶ岡

〃

森下

吉久

中川

磯部

正和

弓削

〃

夘瀧

淳

周山

高林

良樹

山国

〃

野村

武

矢代

〃

大牧

義夫

美山

〃

佐伯

芳成

弓削

〃

川邉

哲

校長

〃

上原

正義

大野

事務局

稲元

靖之

事務長

〃

中嶋

恒雄

美山分校育友会長

〃

山名

英夫

総務部長

監

事
〃

顧
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あ

す

第９回『北桑田高校の未来を創る会』開催される
総務部長
あ

す

山

名

英

夫

昨年12月14日、府立ゼミナールハウスを会場に第９回北桑田高校の未来を創る会を開催しました。
今回も京都市、京北自治振興会、南丹市、美山町地域振興連絡協議会より御後援をいただき、協賛と
して北桑田小・中・高ＰＴＡ連携会議も昨年と同様の御支援を得て地域あげて開催することが出来ま
したことをお礼申し上げます。
昨年までは会場の関係もあり、森林リサーチ科の生徒を中心に参加をしていましたが、今年度より
「学校公開」として学校あげての取組に発展させました。また、北桑田高校も主催者として名を連ね
北桑田校高校の充実発展をより鮮明に打ち出しました。
第９回の創る会も例年と同様に、普通科の発表では「総合的な学習の時間」で調べ学習を発表し森
林リサーチ科においては中国研修10年目の足跡を振り返る報告を行いました。参加者から「しっかり
とした報告でしたね」と高い評価を得ることが出来ました。
２年連続して行っていたパネルディスカッションを取りやめ、講演をメイン企画とさせていただき
ました。今回は地域の学校、北高の誕生にまつわる貴重なお話を、地元在住米津忠男様より御講演を
いただきました。
講演では、戦時中（第二次世界大戦）の旧北桑田郡の様子や人々の意識状況などが生々しく紹介さ
れ当時の厳しい社会情勢が伝わって参りました。そして、終戦間際の昭和19年に多額の浄財を投じて
この地に後期中等教育が誕生するにいたる貴重なお話を聞くことができました。
参加者からは、「初めて聞く話が多く貴重な講演だった」この様な感想を寄せられていました。ま
た、生徒からも、「昔のことは良く分からないが、地域の熱意で北桑田高校が誕生した事を誇りに思
います」と感想を語っていました。
今回はやや参加者が少ない状況が見られましたが、実り多い会を開催することが出来ました。
課題としては、小・中・高ＰＴＡの皆様の参加が少ないことが気がかりです。北桑田高校をより理
解していただく絶好の機会であり、生徒の活動の様子をしっかりと確認していただく場でもありま
す。地域再生と教育の充実は極めて重要なキーワードです。来年はＰＴＡ連携会議等を通じて更に呼
びかけを大にしたいと考えております。
来年は第10回を迎える記念すべき創る会の開催となります。先人の皆様の御意見を拝聴しながら
「新たな歴史」を皆様と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御礼申し上げま
す。
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