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学年部より

４月２８日(木)高校生活最後と
なる遠足は、
「神戸しあわせの村」
２年生は、台湾研修旅行の際に交通公

に向かいましたが、当日は朝から

共機関を使用して京都駅に集合するた

あいにくの雨。バスが進むにつれ

４月２８日(木)に学年行事

め、その予行練習も兼ねて大阪モノレー

て雨脚も強まり、一時はどうなる

（遠足）が実施されました。雨

ルを使って万博記念公園中央出入口に現

ことかと思いましたが、生徒諸君

が降り肌寒い天気のなかでの

地集合しました。200 人が一気に動くと

の日頃の行いの良さか、到着する

集合でしたが、一人の遅刻者も

かなりの混雑になり、電車に乗りきれず

と小雨になり、やがてはうっすら

なく、スムーズに出発できまし

に遅れる生徒がいるのではないかと懸念

太陽の姿まで。現地のスタッフの

た。入学以来、朝は教室で静か

していましたが、かなりの生徒が「混ん

みなさんのお心遣いもあって、全

に SHR の開始を待つ生徒達で

だら困るから」と早めに到着していて、

員おなか一杯になるまでバーベ

したが、この日は行きのバス内

予定時刻より早く集合できました。

キューを楽しみました。
５月１１日（水）には長岡京記

から元気な声が聞こえました。

晴れたら芝生広場でクラス対抗 10 人

現地では火起こしから始め、１

11 脚リレーなどをする予定でしたが、雨

念文化会館で、多くの大学、短大、

時間半ほどのバーベキューを

天のため、大屋根付きバーベキュー場で

専門学校の入試担当者を招いて

楽しみ、その後レクレーション

「いつ・どこで・誰が・どうした」ゲー

進路ガイダンスを実施しました。

を行いました。雨天のため、内

ム、教員クイズなどをしました。大いに

一人につき３校の話を聞くこと

容を急遽、クラス対抗じゃんけ

盛り上がり、優勝した班は花咲カルビ１

ができ、１校当たり 25 分と時間

ん大会に変更しましたが、遠足

本を手に入れました。バーベキューのメ

は短かったものの、学校の様子や

委員の司会進行のもと、大いに

ニューも昨年よりかなりレベルアップし

入試の形式など具体的な話を直

盛り上がりました。

ており、たこ焼きやベビーカステラ、し

接聞ける、貴重な機会となりまし

GW 明けからは勉強モード

ゃぶしゃぶといったものや、「アボガド

た。また、就職希望者は、働くこ

に学校生活も変わり、２５日か

とトマトのイタリアンお好み焼き」とい

との意味や試験に対する心構え

らは初めての定期考査を受け、

ったビストロメニューも見られました。

などのレクチャーを受けました。

現在結果が戻ってきつつあり

時間にも余裕があったので、みんなかな

いよいよ進路先を絞りこむ時

ます。学習意欲が高まれば、そ

り長い時間いろんなものを焼いて食べて

期に来ています。一人一人の生徒

れだけ学校生活は張りのある

いました。屋根の下にいるときは雨が降

が希望進路を実現できるよう、担

ものになります。一ヶ月後に

っていましたが、太陽の塔の前での写真

任団としてもさまざまな対策を

は、コース科目選択の登録があ

撮影やバーベキュー後の自由行動のとき

考えてまいりますので、保護者の

ります。積極的な選択を行うよ

は雨が上がっていて、あひるボートに乗

皆様におかれましても、御理解・

うに、ご家庭でも十分話し合っ

ったり公園内を散策したり、とても楽し

御協力のほどよろしくお願い申

て頂きたいと思います。

い遠足でした。

し上げます。

6 月行事予定

日曜
６ 月
SC:スクールカウンセラー来校日
1 水 適学・適職診断（2年）、生活習慣指導週間（～6/14）
2木
3 金 ２年内科検診(午後)
4 土 教育後援会総会(午後) 、3年ﾍﾞﾈｯｾ総合マーク模試
5日
6 月 公開授業週間（～6/11）
7 火 第１回追認考査
8 水 1年適性検査振返り（解説会）、人権学習（3年）①②・（2年）③④
9木
10 金 第１回府立高校実力テスト(２年)、３年内科検診(午後)
11 土 土曜授業、第１回学校公開
12 日 第１回実用英語技能検定１次試験（校内）
13 月
14 火
15 水 人権学習（1年）⑤⑥、性感染症予防講演会（2年）②③
16 木
17 金 第１回日本漢字能力検定
18 土 関大バスツアー
19 日
20 月 図書ﾌｪｽⅠ(6/20～24)
21 火
22 水 第１回家庭学習時間調査（6/22～6/28）２年進路説明会
23 木 １学期大掃除（45分×6）
24 金 #REF!
25 土 土曜授業、府市合同説明会（みやこめっせ）
26 日 府市合同説明会（みやこめっせ）
27 月
28 火
29 水
30 木 就職模擬面接
備 見守り隊(23日、30日)
考

総体結果速報

京都府高等学校総合体育大会 結果報告
SC

クラブ名
陸上競技

結 果

1年男子 ２００ｍ
1年女子 １００ｍ
1年女子 走り幅跳び
３年女子 １５００ｍ
体操競技 体 操 男子団体
１年個人総合
女子団体
３年個人総合

SC
サッカー 男子
女子
ハンドボール

女子
バスケット 男子
ボール 女子
バドミントン 女子
バレーボール

SC

テニス

男子

女子
ラグビー
卓球
男子
女子

SC

自転車競技 男子

女子
硬式野球

10位
古閑
準決勝進出 ９位
伊藤
12位
河原
決勝進出13位
大本
２位
６位
神前
２位
２位
北條
４位
山本
２年個人総合
３位
福田
６位
木下
ブロック優勝
1回戦ｖｓ同志社(1-0)
決勝ｖｓ桃山(2-0)
5位
下位リーグ vsカタリナ(5-0) vs精華(0-1)
Aブロック
３位
準決勝vs城南菱創(20-26)
準優勝
決勝vs西山(1-2)
１回戦敗退
ｖｓ西城陽(46-69)
Kブロック1回戦敗退 向陽・京都八幡(合同チーム)vs鴨沂(24-59)
ブロック
ベスト１６（府下大会進出） 行時
山﨑
団体戦Aブロック
１回戦敗退
vs京都橘(1-2)
個人戦
決勝進出
森、村田
準決勝進出
河合
ダブルス予選
2回戦敗退
団体戦
1回戦敗退
vs京都学園(1-2)
ベスト１６
最終戦ｖｓ東山(0-67)
シングル
2回戦敗退
小山、石古、中村
1回戦敗退
森本
シングル
2回戦敗退
井守
シングル
1回戦敗退
増子
スプリント
5位
岩田
ケイリン
3位
金田
スクラッチ
7位
上西
３ｋｍ個人追抜・５００TT 3位
前田
春季大会

1回戦敗退

ｖｓ京都すばる(0-1)

