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学年部より

5 月 8 日(金)に今年度最初の学年行事と
5 月 8 日(金)の遠足では、1 年生は滋

して、ビラテスト今津（滋賀県高島市）ま

賀県竜王町の妹背の里でバーベキュー

で遠足に行き、新緑のもと各クラス班単位

5 月 8 日(金) 3 年生は「神戸し

をしました。大変きれいな施設で、天候

でバーベキュー等に取り組みました。どの

あわせの村」に遠足に行きまし

にも恵まれ、各クラスとても仲良く、楽

班も昨年に引き続いての取り組みだった

た。天候にも恵まれ絶好の遠足

しそうに取り組んでいました。食後はク

こともあり、準備から後片付けまでみんな

日和となり、最高の思い出とな

ラス対抗の大縄跳び大会「第 1 回 桃田

で協力しながらスムーズにやり切ること

りました。3 年連続のバーベキュ

川輝美杯（５人の担任の名前から 1 字ず

ができました。メニューにも昨年以上のこ

ーということもあり、みんな慣

つとっています）を行い、２分間にクラ

だわりがとレベルアップがあり、各担任の

れたもので、ロコモコ丼、さんま

ス全員で合計何回跳べるかを競い合い

講評を真剣に聞いていました。その後の大

の塩焼き、から揚げ、焼き鳥、ホ

ました。最初の練習のときは､どのクラ

縄跳びは５組が素晴らしく、チーム力を見

ットドック等々、手の込んだも

スも全く跳べず、やはり 1 年生なのでな

せつけてくれたのも楽しかったです。

のが沢山あり、
味も very good で

かなか難しいかなと思いましたが、本番

21 日(木)～26 日(火)には１学期の中間

ではかなり跳べるクラスも出てきまし

考査を行いましたが、良い手応えはあった

広場でクラス対抗の千代カップ

た。跳べたクラスも跳べないクラスも、

でしょうか。運動部においてはインターハ

「お玉でピンポン玉運びリレー」

良い笑顔で取り組んでいました。

イ予選等があり、充分な学習時間を確保す

を行いました。大変白熱したレ

現在は、高校に入学して初めての中間

るのは難しかったと思います。結局は、い

ースとなりました。

考査が終わり、それぞれ結果が返ってい

かに普段の授業と毎日の課題を丁寧にこ

13 日（水）の生徒対象の進路説

ます。第１学年では、毎日放課後「アス

なしていたかが、好成績を収められるかど

明会に引き続き、14 日（木）に

トロ倶楽部」の活動を行い、登録した生

うかの決め手になったはずです。その関係

は保護者対象の進路説明会を実

徒が自由に教室に来て、教師から教えて

は部活動の練習と試合の関係に似ていま

施しましたところ、多くの保護

もらったり､友達と教えあったりする場

す。考査期間中に限らず、普段から毎日「当

者の方々に御出席いただきまし

を設けましたが、まだまだ参加人数は少

たり前のように机に向かう」習慣を身につ

た。保護者の皆様の進路への関

なく、各自の家庭学習も定着していない

けてほしいものです。

心の高さを実感しました。私た

した。バーベキューの後は芝生

ようです。27 日(水)には生徒向けに２年

2 年生では具体的な自分の進路をイメ

ち 3 年担任団も生徒個々が希望

生でのコース・科目登録説明会を行いま

ージできるような取り組みを考えていま

進路を実現出来るよう、精いっ

した。また、30 日(土)には保護者向けの

す。まもなく個人の成績票をお送りさせて

ぱい努力していきたいと考えて

説明会を行いますが、進路実現に向けて

いただきますが、成績を見ながら日頃から

おります。今後も保護者の方々

意識を高め、学力を伸ばしていってほし

の生活や学習のあり方、進路についても親

のご協力のほどよろしくお願い

いと思います。

子でお話いただければと思います。

いたします。

進路指導部より

5 月 13 日(水)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 10 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。

京都府高等学校総合体育大会 結果報告
クラブ名

結 果

クラブ名

３年男子 ハンマー投
２年男子 ８００ｍ
３年男子 １５００ｍ
陸上競技
３年男子 ５０００m
２年女子 １５００m
３年女子 １００m
体 操 男子チーム選手権
女子チーム選手権
体操競技
２年生女子個人選手権
３年生女子個人選手権
新体操 １年生女子個人選手権
男子 ブロック優勝

３位
松下 薪士
７位
船阪 圭市
９位
中馬 優太
１０位
荒木 律人
１６位
大本 多英
準決勝進出 藤田 香澄
４位
３位
３位
山本 ゆきの
２位
仲田 詩織
２位
奥田 海
ブロック決勝戦 vs (2-0)
２回戦 vs （2-0）

バドミントン

サッカー

女子

１回戦 1-3 精華

雨天のため中止
バレーボール 女子 Ｄブロック
バスケット 男子 下級の部
ボール 女子 下級の部

下位リーグ 0-0 橘

10-0 カタリナ

最終５位

結 果
男子
女子 シングルスDブロック

１回戦敗退
ベスト１６（府下大会進出） 西山 千晴
ベスト８（府下大会進出） 西山・南
１回戦敗退
vs 桂(1-2)

ダブルスDブロック
テニス
男子 団体戦Aブロック
個人戦（男・女）
シングルス・ダブルス 予選敗退
２回戦敗退
女子 団体戦
ソフトテニス 男子 個人戦北西ブロック予選 １回戦敗退
ベスト１６
１回戦 vs 桃山(14-0)
ラグビー
男子ダブルス
１回戦敗退
卓球
個人戦
２回戦敗退／１回戦敗退

自転車競技

vs 東宇治(1-2)
２回戦 vs 同志社(12-37)
小山／倉木・森本

５月３１日（日）開催

ハンドボール

２回戦敗退
１回戦敗退 vs 洛陽工
１回戦敗退 vs 堀川

6 月行事予定

1
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
備
考

６
月
月 教育実習(～6/19)、生活習慣指導週間(～6/13)
火
水 人権学習、進路指導研修会
木
金 内科検診(３年）
土 ベネッセ総合学力マーク(３年)
日 実用技能英語検定１次試験
月 公開授業週間(～6/12)
火
水 第１回府立高校実力テスト(２年)
木 第２回教職員一斉登校指導、追認考査①
金 大掃除（45分×６）・追認考査②
土 土曜授業、土曜補習、第１回学校公開（学校説明会）
日
月 図書フェス第１弾(～6/19)
見守り隊

ＳＣ：スクールカウンセラー実施日
16 火 授業参観(5・6限)、クラス懇談会
17 水 ２年進路説明会
LHR 18 木
SC 19 金 第１回漢字能力検定
20 土 関大バスツアー
21 日
22 月
23 火
24 水 就職面接指導
LHR 25 木 １学期大掃除（45分×６）
SC 26 金 ２年性感染症予防講演会
27 土 土曜授業、土曜補習、京都市乙訓地域合同説明会
28 日 京都市乙訓地域合同説明会
29 月
30 火
第１回家庭学習時間調査

LHR
SC

LHR
SC

