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5 月 9 日（金）に遠足を実施しま
1 年生にとって初めての定期考

５月９日(金)に今年度最初の学年

した。今年は 2 クラスずつ 3 方面

査が終わり、そろそろ手元に採点結

行事として、ビラデスト今津 (滋賀県

に分かれてバーベキュー等をしま

果が返却される頃です。定期考査の

高島市)まで遠足に行き、新緑のもと

した。さすがに 3 年生ともなると、

結果は日ごろの授業と家庭での学

各クラス班単位でバーベキュー等に

火起こしから後片付けまでみんな

習に負うところが大きく、計画的な

取り組みました。どの班も昨年に引き

で協力してテキパキとこなし、つか

持続学習は成功への第一歩です。今

続きのバーベキューだったこともあ

の間のアウトドア活動を楽しみま

のところ１年生は授業での提出物

り、煮込みハンバーグやバームクーヘ

した。

はほとんど出ており、授業にも積極

ン等、大変レベルの高い出来栄えとな

的に取り組んでいます。この初心を

りました。

14 日（水）の生徒対象の進路説
明会に引き続き、15 日（木）には

２２日(木)～２７日(火)には１学期

保護者対象の進路説明会を実施し

の中間考査を行いましたが、生徒諸君

ましたところ、多くの保護者の方に

去る５月９日(金)に学年行事と

の出来栄えはいかがなものでしょう

ご出席をいただきました。その後の

して滋賀県の高取山ふれあい公園

か。運動部においてはインターハイ予

クラス別の懇談会においても、お子

に行ってきました。生徒にとっては

選等がたけなわですが、部活にしても

様の進路や学習についての不安や

昼食のメニュー決めや買い出し、当

勉強にしても、好成績を収められるか

疑問のお声があがっていました。今

日の役割分担など、班別行動のよい

どうかは、日頃からどれだけ真剣に練

後も保護者のみなさまと学校の連

機会になったと思います。クラスの

習(勉強)に取り組めているかにかか

携を密にとらせていただきながら、

交流も深まり、今後の学校行事にお

っています。この２年生での頑張りが

一人ひとりの希望進路実現にむけ

いても力を合わせて取り組んでく

来年、３年生での進路選びにも大きく

て努めていきたいと考えておりま

れるものと思います。

影響します。テスト期間中に限らず、

すので、ご協力のほどよろしくお願

また、すでに案内を配布しており

普段から毎日「当たり前のように机に

いいたします。

ますが、５月 31 日（土）に授業参

向かう」習慣を身につけてほしいもの

第３学年部

観と併せて２年生進級時のｺｰｽ・科

です。まもなく個人の成績票をお送り

目選択・進路に関する保護者説明会

させていただきますが、成績を見なが

を行います。御家庭でも進路につい

ら、日頃の生活や学習のあり方につい

てお話いただけると有難いです。

て親子でもお話いただければと思い

忘れず、努力を続けてほしいもので
す。

第 1 学年部 部長

川勝雅美

ます。
第２学年部

部長

千代恭司

教務部より

部長 西村

徹

向陽メルマガ、
好評につき毎週
金曜日配信し、今年は全校の 68.6%
の御家庭に受信していただいていま
す。いつでも登録できます。
裏面にバックナンバーを一部載せて
いますので御検討ください。

進路指導部より

5 月 1５日(木)に３年生対象の進路

希望別説明会を実施しました。就職、公務員、看護医療系、
専門学校希望者にはガイダンスを実施しました。大学、短期
大学進学希望者には大学 9 校、短大 1 校から講師を招いて、
それぞれの学校について詳しい説明をしていただきました。
本格的に受験先を決定しなければならない時期とあって、ど
この分科会でも講師の先生のお話に熱心に耳を傾ける生徒の
姿が見られました。この説明会をきっかけに、３年生がそれ

5 月 21 日（水）台湾から高校生
が本校を訪問してくれました。歓迎
式典、交流会は 1 年生が参加しまし
た。交流会では日本の遊びなどで大
変盛り上がりました。HP にも写真
を載せています。部活動の紹介等と
あわせてぜひ御覧ください。
http://www.kyoto-be.ne.jp/kouyou-hs/

ぞれの進路実現に向けて日々努力を続けてくれることを期待
しています。
また、1 年生は進路適性検査を実施しました。結果は 6 月
に、ホームルームで返却します。この機会に 1 年生も自分の
将来について考えて欲しいと思います。家庭学習をしっかり
として、学力を伸ばしてください。

６ 月

京都府高等学校総合体育大会 結果報告
クラブ名

結

陸上競技

果

２年男子 ハンマー投 ３位 松下薪士（1組）
１年男子 ８００ｍ ８位 船阪圭市（4組）
３年男子 １５００ｍ 決勝進出 松本皓太（6組）
１００m 準決勝進出 阪本哲哉（5組）
２００m 準決勝進出 團一颯（6組）

体操競技

体 操 男子チーム選手権 ２位
３年生男子個人選手権 ６位 川並大起（4組）
女子チーム選手権 ２位
１年生女子個人選手権 優勝 北條実羽（1組）

６位 山本ゆきの（1組）

種目別跳馬 優勝 北條実羽（1組）
種目別段違い平行棒 優勝 北條実羽（1組）
種目別平均台 ２位 北條実羽（1組）
種目別床 優勝 北條実羽（1組）
２年生女子個人選手権 ３位 若江優衣（4組）
種目別段違い平行棒 ２位 若江優衣

４位 仲田詩織（2組）

６位 菊池華香（4組）

３位仲田詩織（2組）

種目別平均台 ２位 仲田詩織（2組）
種目別床 ２位 若江優衣（4組）

新体操 １年生女子個人選手権 ２位 奥田海（4組）
種目別フープ ５位 奥田海（4組）
種目別ボール ２位 奥田海（4組）

サッカー

男子 ブロック優勝 ・・・１回戦 vs洛南（2-0）,２回戦 vs嵯峨野(4-0)
女子 ４位・・・２回戦 vs京都橘(0-4)、３位決定戦 vs聖母(0-13)
Bブロック優勝・・・vs 北嵯峨(26-19)

ハンドボール
バレーボール

男子 Cブロック準優勝（向陽・東稜合同チーム）
女子 Bブロック３位

男子 下級の部 １回戦敗退
ボール 女子 Fブロック １回戦敗退

バスケット

男子 Cブロック ダブルス ベスト８ 舟田和貴（3年2組）・金子将之（3年2組） 組
バドミントン

硬式テニス

ソフトテニス

ラグビー

女子

Gブロック ダブルス ベスト８ 西山愛理（3年4組）・西山千晴（2年2組） 組
ダブルス ベスト１６ 奥日和（3年1組）・横江彩乃（3年5組） 組

男子 ２回戦敗退（櫻井拓実(3年1組)・高野祐弥(3年1組)・高岸秀嗣(3年5組)・本多蓮(3年3組)・堀内祥馬(2年１組)）
女子 Bブロック３位 （霜越桃花（3年5組）・本杉未祐（2年1組）・大山美里（2年2組）・野村真佑（2年2組）・今江美咲（2年2組））
男子

個人戦北西ブロック予選 ベスト３２ （黒田脩平（3年5組）・松井純哉（3年1組））
団体南部予選 予選敗退 vs 京都橘(1-2)
ベスト１６
団体リーグ予選 ３位 １勝２敗
ダブルス 大塚・坂3-0（北陵）、倉木・福村3-1（洛西）

卓球

倉木・福村0-3（すばる） 2回戦敗退
シングル 大塚3-1（西京）、福村1-3（洛星）、倉木0-3（山城）、大塚・坂0-3（山城）/
坂3-0（嵯峨野）、大塚0-3（立命館）、坂0-3（洛星） 2回戦敗退

自転車競技

６月１日（日）開催

SCはスクールカウンセリング実施日

1日
2 月 教育実習(～6/20)、生活習慣指導週間（～6/14）
3火
4水
5 木 ２年団体鑑賞
6金
7 土 関大バスツアー
8 日 実用技能英語検定１次試験
9月
10 火 第１回府立高校実力テスト(2年)
11 水 人権学習
12 木 追認考査①
13 金 追認考査②
14 土 第１回学校公開、土曜学習
15 日
16 月
17 火
18 水 ２年進路説明会
19 木
20 金 第１回漢字能力検定
21 土 土曜学習
22 日
23 月
24 火
25 水
26 木 1学期大掃除
27 金 ２年性感染症予防講演会
28 土 公立学校合同説明会（みやこめっせ）、土曜学習
29 日 公立学校合同説明会（みやこめっせ）
30 月
備 内科検診(6/6)、就職指導、公務員模試、国公立大学説明会、
考 教職員一斉登校指導 、見守り隊
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