
慌ただしく 1 学期が終わり、長い夏休みを迎

えます。 

向陽高校の夏季休業は８月 30 日までです。他

の多くの府立高校より 1 週間近く長い休みにな

ります。この１週間はかなり大きいです。授業が

あれば起きている時間の半分を拘束されるわけ

ですが、そうでない、自分で使い方を決めること

ができる日が、今年は合計すると 43 日間もあり

ます。 

この 42 日間で、みんなは自分の力を伸ばすこ

とができるでしょうか。何でも同じだと思います

が、自分が「がんばる」ことをしないと、力を伸

ばすことはできません。「なんにもしてないけど

１日終わってしまった。」「だらだらとしていた

ら、気がついたら夕方だった」という日が続くと、

せっかくの夏休みを無駄にしてしまうことにな

ります。 

やる気スイッチはみんなの頭の中にあります。

脳はほめられると、やる気を出してくれるそうで

す。まず小さくてもいいから目標を決め、それが

達成できるよう頑張ってみましょう。また、人か

らほめられるようなことをしてみましょう。きっ

と脳はやる気スイッチを ON にしてくれるはず。

暑い日が続くでしょうが、体調にも十分気をつけ

て、がんばりましょう。 

教務部長 佐々木 直美 
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◇生活習慣指導週間  5 月 30 日(水)から 6 月

12 日(火)まで生活習慣指導週間を実施しまし

た。服装・頭髪点検、遅刻指導等、生徒自身に日

頃の学校生活への取組の姿勢を見つめ直しても

らうことが目的です。改善するよう指導された生

徒は、是非この機会に家庭生活･学校生活ともに

見直し、基本的生活習慣の定着を目指してほしい

と思います。 

また、通学中の自転車事故が発生しています。

交通ルールを守り、時間に余裕を持って登校する

ことが事故の防止につながります。今一度、生活

習慣と併せて時間に余裕を持って登校するよう

にしてください。御家庭でも御協力をよろしくお

願いします。 

◇向陽祭 今年も向陽祭への準備がスタート

しました。生徒指導部から実施要項が出され、現

在は、生徒会役員・文化委員が企画・パンフレッ

トなどのパートに分かれ、具体的な計画を進行さ

せようという段階です。各クラスでは学年ごとの

テーマに沿った内容を具体化する取組を始めて

います。夏休みに向けてますます活動が活発化し

ていくことと思います。それぞれが自分の役割と

活躍の場を見つけ、実りのある向陽祭になること

を期待しています。 生徒指導部長 千代 恭司 

                               

生徒指導部より    

 

教 務 部

より 

８・9 月の予定 

日　　時 内　　　容
7/23（月）～26（木） 夏季進学補習Ⅰ期（１～3年）
7/27（金）～8/2（木） 夏季進学補習Ⅱ期（3年）
8/10（金）～16（木） 業務休止日
8/17（金） 就職説明会
8/20（月） 第2回学校公開（中学3年対象）
8/21（火）～23（木） 1年学習合宿
8/23（木）～29（水） 夏季進学補習Ⅲ期（2・3年）
8/31（金） 始業式・課題テスト 40×5＋ＬＨＲ
9/3（月） 40分授業 40×７
9/4（火）～10（月） 40分授業 40×5＋文化祭準備
9/8（土） 土曜授業　40×4
9/11（火）～13（木） 文化祭
9/18（火） 月曜授業
9/22（土） 土曜授業　
9/25（火） 体育祭準備 40×６
9/26（水） 体育祭



                 

 

 

 

        

           

＜自転車競技部＞ 

会場：日本サイクルスポーツセンター

（静岡県） 

2 年 吉田 圭吾 

日時：8 月 5 日（日）8 月 6 日（月） 

種目：ポイント・レース 

２年 福原 名月 

日時：8 月 4 日（土）～8 月 6 日（月） 

種目：ケイリン 

 

自転車競技部：第 55 回近畿高等学校自転車競技会 

日時：6 月 15 日（金）（向日町競輪場） 

種目：ケイリン（福原名月）５位 

ポイントレース（吉田圭吾）７位→全国大会 

陸上競技部：第 71 回全国高等学校陸上競技対校選手権 

大会近畿地区予選会 

日時：6 月 14 日（木）～6 月 17 日（日）（滋賀県） 

種目：男子 400ｍ（栗原拓海）準決勝敗退 

女子 100ｍ（伊藤結衣）準決勝敗退 

男子 4×100ｍＲ（五十棲瑞樹、古閑裕太、 

栗原拓海、小寺竜颯） 

男子 200ｍ（古閑裕太）5 位入賞→全国大会 

体操競技部：第 72 回近畿高等学校体操競技選手権大会 

日時：6 月 17 日（土）18 日（日）（大阪市） 

種目：男子団体（神前、鳴海、岸本、上田） 

女子個人 (徳治優奈)         

ハンドボール部：第 61 回近畿高等学校ハンドボール選手権

日時：7 月 13 日（金）～7 月 15 日（日）(奈良県) 

〈陸上競技部〉 

会場：三重交通Ｇ スポーツの杜 

伊勢 陸上競技場  

３年 古閑 裕太 

種目：男子２００ｍ 

日時：８月５日（日） 

〈合唱部〉 

・８月５日（日） 

第 100 回全国高等学校野球選手権記念大会   

開会式・閉会式に合唱出場 

（会場：甲子園球場） 

・8 月 10 日（金）～11 日（土） 

全国高等学校総合文化祭信州大会出場

（会場：長野ホクト文化ホール） 

京都府高等学校総合体育大会　結果報告

２年男子 ４００ｍ 2位 栗原
３年男子 １００ｍ 3位 古閑
２年男子 ４×100mＲ 3位 田口・栗原・五十棲・小寺
３年女子 １００ｍ 5位 伊藤
２年女子 ４００ｍ ５位 井川
１年男子 走高跳 6位 今里
３年女子 ４×100mＲ ８位
３年女子 三段跳 ８位 河原
２年男子 ４００ｍ ８位 五十棲
１年男子 床 1位 上田
３年男子 跳馬 １位 神前
１年女子 平均台 1位 鳴海
３年男子 跳馬 2位 鳴海
１年女子 跳馬 ２位 徳次
３年男子 個人 ３位 神前
３年男子 床 3位 神前
１年女子 個人 3位 鳴海
１年女子 跳馬 3位 鳴海
１年女子 平均台 ３位 徳次
学校別総合 ３位
２年男子 スプリント 1位 福原
２年男子 四速 2位 吉田
２年男子 ポイント ３位 吉田
２年男子 ケイリン ４位 福原
２年男子 スクラッチ 8位 金田

3位

ブロック２位
２位

１回戦敗退
男子 団体 １回戦敗退
男子個人 シングルス 3回戦敗退
女子 シングルス ベスト16

ダブルス ベスト16
ベスト８

男子
女子

2回戦　向陽０－２同志社
1回戦　向陽０－２桂

ラグビー

駒田・中西

バドミントン 駒田

向陽７－50桂
硬式テニス

クラブ名
陸上競技

結果

体操競技

自転車競技

伊藤・岡田・河原・西川

チームパシュート 福原･吉田･三瀬･金田

女子サッカー

ハンドボール

九嶋・白方

卓球

向陽21ー10同志社Bブロックベスト４ ※雨天のため終
男子サッカー

女子バレーボール

女子バスケットボール

向陽０-2文教


