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保護者の皆様、地域の皆様には、日頃より本校の教育活動に対しまして、御理解・御協力をいただき、誠にあり
がとうございます。
仙台では 36 日連続の雨となり 83 年ぶりの記録更新が話題となりましたが、その東北で開催された南東北（宮城・
山形・福島）インターハイと、全国高等学校総合文化祭（みやぎ総文）に、本校からそれぞれ自転車競技部と合唱
部が参加し、大きな経験を積むことができました。今後の一層の飛躍を期待しているところです。
いよいよ２学期が始まります。向陽祭をはじめ、２年生台湾研修旅行など大きな行事を予定しています。また３
年生にとりましては、就職試験を皮切りに大学等への推薦入試も始まり、進路実現の時期を迎えることになります。
生徒一人一人が充実した高校生活を過ごし、将来社会の一員として自立する力をつけることを目指して、本校の教
育活動を一層推進して参りますので、今後とも御支援と御協力をいただきますようお願い申し上げます。

新ＡＬＴより

旧ＡＬＴより

Hello, Koyo High School! My name is Belle. I am
the new AET for the 2017-18 school year. I am quite
excited to be here. I look forward to meeting you all.
I am from Florida in America. I have a degree in
English Education. My hobbies are photography, yoga,
and reading. My favorite things about Japan are the
great food, landscapes, and kind people.
I have a passion for teaching. I feel education is
the best way to change the world.

Dear students,
I have been an ALT at Koyo Senior High
School for 2 years.

energy, smiles, and willingness to try new
things. In August, I returned to Canada after
3 years in Japan. Living in Japan has been
the experience of a lifetime. I’m grateful to
have been given the opportunity to learn about
your culture.

“Education is not the filling of a pot but the lighting of
a fire.”
W.B. Yeats
Best,
Belle

I have enjoyed your

I wish you all the best in

pursuing your dreams.
Thank you for everything!
Candace Knihniski

向陽講座

〒617-0006 向日市上植野町西大田 電話: 075-922-4500
メールアドレス：kouyou-hs@kyoto-be.ne.jp
今年も向陽講座（地域の皆様のための文化・スポーツ講座）を開催します。参加御希望の方は、締
切日・時間等、詳細を向陽高校 HP（www.kyoto-be.ne.jp/kouyou-hs/）で御確認の上、メールまたは
往復はがきに、参加希望の講座番号、住所･氏名･性別･年齢･電話番号･学生は学校名･学年を記入して
「向陽(スポーツ・文化)講座」宛に、お申し込みください。参加料は無料です。皆様お誘い合わせの
上、ふるってご参加ください。
■向陽スポーツ講座
〇小さなボルダーでの体験クライミング
〇バスケットボールを楽しむ日
〇楽しいバレーボール講習会

■向陽文化講座
〇小学生書初め教室
○フラワーアレンジメント教室
〇一緒にハモろう！合唱講座

進路指導部より

9 月行事予定

“変化の時期” これからの数年間で、高校生の進路決定の
方法が大きく変わろうとしています。大学入試センター試験
に替わる「新テスト」の実施や語学能力に関わる検定テスト
の活用が公表され、入試時期の変更なども検討されていま
す。これは、単に入試が変わるというのではなく、急速に国
際化する日本の社会で必要となる力を身につけるために、
「高校での学び」が変わるということです。この動きはすで
に現在の高校生の学習にも取り入れられています。今後の学
習では、これまで以上に「自分から学習する」
、
「答えだけで
なく考え方を大切にする」
、
「様々な体験を通して積極的に学
ぶ」ことが大切となります。また、大きな変化の時期にこそ、
基礎を大切にした確かで幅広い知識がとても重要となりま
す。
２学期は、１年間の中で最もしっかりと学習したり行事や
部活動に取り組んだりできる時期です。実力を伸ばす１・２
年生、進路目標に挑戦し決定していく３年生と、置かれる状
況は異なりますが、一人ひとりが将来の進路をしっかり見据
えて目標を高く持ち、毎日の活動を大切にして充実した２学
期を送ってほしいと思います。２学期前半の主な進路行事
は、以下のとおりです。
１・２年生 10/７日(土)進路マップ実力判定テスト(２年)
10/28 日(土)進研総合実力テスト
9/ 1 日(金)指定校推薦・関大パイロット校推薦等

３年生

校内１次募集締切
9/ 4 日(月)四年制大学推薦入試説明会
9/ 6 日(水)

第２回センター試験説明会

日 曜
1金
2土
3日
4月
5火
6水
7木
8金
9土
10 日
11 月
12 火
13 水
14 木
15 金
16 土
17 日
18 月
19 火
20 水
21 木
22 金
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土

９月
ＳＣ：スクールカウンセラー来校日
始業式、課題テスト、大掃除､40分×5(23456)ＳＣ
３年第２回全統記述
40分×5(12347) 四年制大学推薦入試説明会
40分×5(12345)
40分×5(12345) 第2回センター試験説明会
40分×5(12345)
40分×5(12345)
土曜授業 40分×4
40分×5(12567)
文化祭
文化祭 チャリティバザー
文化祭
就職激励会

ＳＣ

敬老の日
進学用面接説明会

ＳＣ
秋分の日 第１回ベネッセ駿台マーク
第２回看護医療記述式
体育祭準備 40分×6(134567)
体育祭
体育祭予備日
指定校等内定者説明会（保護者同伴）
土曜授業

ＳＣ

8 月 2１日（月）の第 2 回学校公開(部活動体験)は
中学生１３２名の参加がありました。

9/16 日(土)～ 就職試験
9/22 日(金)センター試験出願書類提出校内締切
9/29 日(金)指定校推薦・関大パイロット校推薦
等内定者説明会(生徒・保護者)
※模擬テスト 全統記述②(9/3)、ベネッセ駿台マーク①
(9/23)、看護医療記述(9/24)、ベネッセ駿台記述②(10/14)、
全統マーク③(10/22)、全統記述③(10/29)

夏休みの部活動報告
自転車競技部 7 月 2７日(木)～

(福島県いわき市いわき平競輪場・浅川町周辺)

スプリント・ロード出場

合唱部 ・８月４日（金）
（宮城県仙台市東京エレクトロンホール）第 4１回全国高等学校総合文化祭連盟賞
・8 月９日（水）ＮＨＫ学校音楽コンクール高等学校の部
・８月１１日（金・祝）京都府合唱連盟 中高コンクール
吹奏楽部

奨励賞
高等学校コンクールの部

8 月５日(土) ロームシアター京都 第 5４回京都府吹奏楽コンクール

銅賞

小編成の部 銀賞

