
　 　２年菅浪遼太郎 (加茂川)・髙嶌乙羽  (旭丘)

　 　男子 学校対抗ｴﾍ ﾟ 第３位  ﾌﾙｰﾚ 第４位

京都府高校新体操新人選手権大会

 　  １年 吉田芽生 （加茂川）　

　  優秀賞　３年 横田佳奈 (旭丘)

　　　　JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟﾌｪﾝｼﾝｸﾞ大会 に出場

自然科学部　ｻｲｴﾝｽｷｬｯｽﾙ 2017 関西大会

          岡田奈津美(花山)

２年生＋調理部　食 with ﾚｼﾋﾟ甲子園　団体賞

　  敢闘賞  ２年 村田侑香 (岡崎)

「 環境保全高校生論文ｺﾝｸｰﾙ 」

　  京都新聞賞　２年　四方美弥乃 (加茂川)

    会長賞　　　　２年　楠　日菜 (岡崎)

　  個人競技選手権第５位　フープ第３位　ボール第５位

「 全国高校生歴史ﾌｫｰﾗﾑ  」　　佳作

　  ３年 澤田有梨 (桂)・後藤あゆみ (加茂川)

「 青少年いいねット京ﾌｫｰﾗﾑ 」

　  優秀賞  ２年 浦部彩香 (双ヶ丘)    　１年 山﨑菜生 (近衛) ・ 四方英理子 (京都御池)

　 研究奨励賞  「 鶯張りって本当にウグイス？」

「 税に関する高校生の作文 」           

　　　 　  山本奈緒子 (上京)

フェンシング部

　京都府高校フェンシング選手権

   　女子 学校対抗ｴﾍ ﾟ 第２位

　  上京納税協会会長賞　１年　田辺杏路 (京都御池)

「 家族や地域の大切さに関する作品ｺﾝｸｰﾙ 」

   ２年 堀内美咲(四条) 髙見優香(七条) 

　４回実施した本校主催の説明会は、いずれも１０００人前後のご参加を

　いただき、また６月の公立高校合同説明会では、本校のブースには終日

　長蛇の列ができ終了時刻を過ぎてもご来場者が途切れないほどでした。

　１１月末発表の中学３年生の志望状況では、府内の公立高校の中で

陸上競技部

  京都ｽﾎﾟｰﾂ祭典陸上競技大会　一般女子の部

現地日本企業でのキャリア研修等のプログラムを行う予定です。

水泳部 （シンクロ）

＜ 部活動等の活躍 ＞

　　　　　　  シーンが見られました。

合唱ｸﾗﾌﾞ  近畿高等学校総合文化祭　奨励賞

京都文化ｸﾗﾌﾞ　東京家政大学生活科学研究所主催

 ３ 学 期
 主な予定

　本校の前期Ａ１方式の６.９８倍が最高倍率でした。そのように本校に

　ご期待いただくのも、在校生が頑張っているからこそと自負しています。

　国民体育大会　ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞｽｲﾐﾝｸﾞ　第４位 京都府

　　　３年 西山真歩 (音羽) ・ 三橋由莉子 (下鴨)

水泳部 （水球）

　全日本ﾕｰｽ(U１５) 水球競技選手権　第３位 京都府

吹奏楽部

　京都府ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ 管打８重奏

    金賞　１年 小嶋彩葉(中京)・藤井鈴

 　　　　　　　　(髙野)・右川百夏(音羽 )

演劇部　中部支部演劇ｺﾝｸｰﾙ　優秀賞

　　　　 五代菜摘(城東) 井口優花(中京) 

姉妹校であるジュールゲード国際高校の生徒18名、教員２名が10

月20日(金)～22日(日)に来校されました。本校生の家庭にホーム

ステイしながら、様々な体験プログラムを通して、日本及び京都を

理解していただくとともに、両校生徒の友好の絆を深めました。

20日(金)　歓迎セレモニー、本校京都文化コース生徒による日本

　　　　　　 文化紹介プレゼンテーション、部活動体験、ホームステイ。

＜ ごあいさつ ＞

来年度は、いよいよ鴨沂高校生が、ジュールゲード国際高校を

  元気に学校生活を送っています。今年は、いよいよ

  荒神口の新校舎が完成し、夏休み中に移転する

21日(土)　料亭から講師の先生をお招きしての和食調理実習体験

  寒い毎日が続きますが、生徒たちは新たな気持ちで

22日(日)　金閣寺、龍安寺、伏見稲荷大社をホストファミリーとともに

              本校スクールバスで案内。お別れの際には名残を惜しむ

＜ 年々志望者増加 「 注目の 」 鴨沂高校 ＞

  予定です。今年も何卒よろしくお願いいたします。

 鴨沂だより　第４号　 
平成30年1月15日

 京都府立鴨沂高等学校（全）　　京都市上京区相国寺門前町709
　　　　　　　　TEL ０７５（２３１）１５１２　　　　FAX ０７５（２３１）０２２０

  みなさま、お健やかに新年をお迎えのことと存じます。

＜ 仏・ジュールゲード国際高校来校　＞

２月 ７日(水)   ３年生 登校日　 ２年生 進路講演会

１月18日(木)　 国公立大学２次出願検討会

２月22日(木)   前期選抜　合格発表 

２月24日(土)   京都市立二条中学校　吹奏楽部来校　合同練習

２月28日(水)   ３年生 登校日　卒業式予行

２月28日(水)   中期選抜　願書一括受付

３月20日(火)   修了式　交通安全指導 ( 上京署等と共催 )

２月 １日(木)　 ３年生　国公立大学２次対策補習開始

３月 ７日(水)   中期選抜  ( 在校生は家庭学習日 )２月 １日(木) ～ 14日(水)　 生活指導週間

１月27日(土)   京都市立中京中学校　吹奏楽部来校　合同練習 ３月 ５日(月) ・６日(火) ・８日(木) ・９日(金)  　１・２年生　学年末考査

３月 ２日(金)   中期選抜　願書各校受付

   所長賞　２年　村田大知 (麻里布)

   「 生活をﾃｰﾏとする研究・作品ｺﾝｸｰﾙ 」 

　今後も生徒、教職員一丸となって、ご期待に添えるよう邁進いたします。

　 ２年 村田侑香 (岡崎)　走高跳　第２位

１月26日(金) ～ 31日(水)　　３年生　学年末考査

１月24日(水)　 １年生　進研実力テスト

２月20日(火)　 交通安全指導 ( 上京署等と共催 )

１月22日(月)　 交通安全指導 ( 上京署等と共催 )

 １月 ９日(火)　 始業式・冬季休業中課題テスト

 １月10日(水)　 １・２年生　府立高校実力テスト

 １月10日(水)　 センター試験激励会

 １月17日(水) ～ 23日(火)　 実力テスト対策週間

２月21日(水)   ３年生 登校日

              やホストファミリーごとのプログラム。ホームステイ。

訪問、ホームステイ、モンペリエ市街研修、郊外の世界遺産見学、

２月19日(月) ～  23日(金)　 美化週間 ３月26日(月)・27日(火)   新２・３年生　教科書販売

２月13日(火)   ２年生 センター試験早期対策模試

２月14日(水)   ３年生 登校日

２月16日(金)   前期選抜  ( 在校生は家庭学習日 )

２月 ２日(金) ～  ６日(火)　 前期選抜　願書受付 ( ２日は一括受付のみ )

２月 ５日(月) ～  ９日(金)　 ２年生　模試対策週間

３月 １日(木)   卒業式

３月22日(木)   入学予定者登校日

３月26日(月)　合唱部
第３回  定期演奏会

京都市北文化会館 入場無料

３月12日(月)   １・２年生 ｽﾀﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄ

３月13日(火)・14日(水)   答案返却

３月16日(金)   中期選抜　合格発表

３月23日(金)　吹奏楽部
第16回  定期演奏会

府民ﾎｰﾙ アルティ 入場無料

３月20日(火)   入学予定者説明会

３月22日(木) ～  27日(火)　  春季進学補習
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