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部活動や委員会、ＰＴＡでの出し物も大盛況でした。 

 

 

 

 

 

 

台風の影響で日程が変更になりましたが、いつも以上

に生き生きとした姿を見せてくれました。 

今年のテーマ『勝敗笑
か っ ぱ え

美戦
び せ ん

』 
～勝っても敗れても笑って終われるように一生懸命な美しい姿で戦っていこう～ 
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種目 優勝 

団対抗リレー 黄団 A チーム 

クラス対抗リレー 予選 １－６、２－５、３－２ 

クラス対抗リレー 決勝 １－５ 

 

 表彰結果 最優秀賞  優秀賞  

 １年生 横断幕 
 ３組＜しもしも森三チュー 

おったまげー＞ 
 ６組 ＜M ステ１－６SP＞ 

     ステージパフォーマンス  １組＜ダンスメドレー＞ 
 ３組 ＜しもしも森三チュー 

おったまげー＞ 

 ２年生 パネル  ４組＜美女と野獣＞  ３組＜シンデレラストーリー＞ 

     小劇場  ４組＜美女と野獣＞ 
 ５組 ＜花のち晴れ  

Original Version＞ 

 ３年生 パネル  ２組＜君の膵臓をたべたい＞  ３組＜RUN！＞  

     演劇  ５組＜５番目の願い事＞ 
 ６組＜命こそ宝（ヌチドゥタカラ）＞ 

 ７組＜レーザーシャッツ＞  

 

＜文化祭 結果＞ 

＜体育祭 結果＞   総合優勝：黄団 

文化祭・体育祭ともに、勝った人にも負けた人に美しい

笑顔が見られる戦いでした！ 

３年生のみなさん、いい思い出作りができましたか？ 

１、２年生は先輩たちを見て得た学びを活かして、来年

はさらに成長した姿で行事を行えるようにしましょう！ 

天候に恵まれ、気持ちよく体育祭を行うことができました。普段より

もさらにはつらつとした表情で、真剣に、かつ楽しみながら競技に取り

組んでいました。 
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【 洛東生の活躍 】 
＜ボランティア活動等＞ 

 

  

○地域の防災イベント 

（９月 17 日） 

 

 防災イベント前半は、校庭で消火

活動の訓練としてバケツリレーの

練習に参加しました。 

 後半は体育館で、新聞紙で災害時

に役立つスリッパを作るブースを

担当し、子どもたちやお年寄りの 

方と一緒に楽しくスリッパ作りを

体験しました。 

＜部活動＞ 

○陸上競技部  【第 51 回京都府高等学校ユース陸上競技対校選手権】（8／20～22） 

           １年 女子 棒 高 跳   3位 齊藤結月(1511 藤森) 

           ２年 男子 ハンマー投げ  3位 前川覇斗(2532 花山) 

           １年 男子 棒 高 跳   1位 高橋海舟(1518 桂)大会新 3位 上阪琉来(1605 藤森) 

           ２年 男子 棒 高 跳   1位 木村 海(2510 西賀茂)大会新 

    【第 51 回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会】（9／14～15） 

１年 男子 棒 高 跳   1位 高橋海舟(1518 桂) 3位 上阪琉来(1605 藤森) 

２年 男子 棒 高 跳   1位 木村 海(2510 西賀茂) 

【第 53 回京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会】（10／7、8） 

     男子 棒 高 跳   1位 木村 海(2510 西賀茂) 2位 高橋海舟(1518 桂) 

     男子 ハンマー投げ  3位 前川覇斗(2532 花山) 

【第 13 回京都府国立・公立高等学校陸上競技対校選手権大会】（11／11） 

     男子 棒 高 跳   1位 木村 海(2510 西賀茂)大会新 2位 高橋海舟(1518 桂) 

 

○水 泳 部  【第 57 回京都府高等学校水泳競技新人大会】（９／22） 

男子 50ｍ背泳ぎ   ８位 末武 慶大(2518 勧修) 

男子 50ｍ平泳ぎ   ６位 山本 剛輝(2134 西院) 

 

○西日本豪雨災害復興のための

募金活動 

 

 「野闘籠塁界」が、山科駅付近で西

日本豪雨災害復興のための募金活動

を７月 20 日に行いました。 

集まった義援金は８月 13日に日本

赤十字社に贈呈しました。 

○「山科疏水沿い菜の花栽培プロジェクト」 

 

 ２学期も菜の花を育てる活動を行いました。 

９月 11 日に、来春山科疏水沿いで楽しめる菜の

花の種を蒔くための土壌づくりを行い、９月の下旬

頃に種を蒔きました。 

https://4.bp.blogspot.com/-JzS9_6gEO34/Uab3nKBZiAI/AAAAAAAAUQE/K3ci8rUeX6Q/s800/flower_nanohana.png
https://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_8797.html


RAKUTOU 平成 30年 12月 17日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「社会を明るくする運動山科区大会」 

作文表彰（10 月 15日） 

 

 ３年の奥本紗梨さんの「社会を明るくする 

運動」について書いた作文が、高校生の代表 

として山科区役所で表彰されました。 

 

 

○「薬物乱用防止シンポジウム」 

（11月 11日） 

 
京都外国語大学で開催された「高校生と 

考える 薬物乱用防止シンポジウム in京都」

に、生徒会役員が参加しました。 

 シンポジウムでは基調講演や違法薬物に

係る中・高校生のアンケート結果説明、 

パネルディスカッションが行われました。 

○「ふれあい山科区民まつり」 

（11月 23日） 

 

 うどん販売ブースでうどんの調理や接客 

などを行ったり、メインステージの司会者と

して会場を盛り上げる役を担いました。 

○吹奏楽部が安朱学区の安心・安全啓発 

パレードに参加（11月 11 日） 

 

 吹奏楽部とＯＧがこの催しに参加し、演奏しました。 

また、京都府警「平安騎馬隊」とともに三条街道から

ラクト公園までをパレードしました。 

『今後の予定』 
12 月 21 日(金) ２学期終業式 避難訓練 

12 月 22 日(土)～1 月 6 日(日) 冬期休業 

(１２月２５日(月)～２８日(木) 冬期補習） 

 1 月  7 日(月) 3 学期始業式 

 1 月 9 日(水) 府高実力テスト（1・2 年） 

 1 月 18 日(金) 第 3 回センター試験説明会 

 1 月 19 日(土)・20 日(日) センター試験 

1 月 22 日(火)～25 日(金) スキー研修（2 年） 

1 月 22 日(火)～26 日(土) 海外研修（2 年） 

1 月 25 日(金)～30 日(水) 学年末試験（3 年） 

1 月 28 日(月)～29 日(火) 特設試験（1 年） 

２ 月  8 日(金) ３年生・卒業生の話を聞く会（２年） 

２ 月 ９日(土) 進研センター早期対策模試（２年） 

２ 月 13 日(水) 月曜授業 

２ 月１5 日(金) 前期選抜 

２ 月 28 日(木) 卒業式予行 

３ 月 １日(金) 卒業式 

３ 月 ５日(火)～11 日(月) 学年末試験 

３ 月 6 日(水) 中期選抜 

３ 月２０日(水) 終業式 

３ 月２１日(木)～４月 ７日(日) 春期休業 

(３月２２日(金)、２５日(月)～２７日(水) 春期補習) 

 

○卓 球 部   【第 42 回公立高等学校卓球大会】（11／24） 

男子団体 優勝  女子団体 優勝 
 

○ランブリング部 【第２３回近畿高等学校スポーツクライミング大会】（11／11） 

京都府２位 奥本紗梨(3108 北野) 

【第９回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会】出場決定(12／22～23） 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-aWjtPlLB9e4/UNbZ5m-vJoI/AAAAAAAAJNo/P_-MhOOzf8g/s1600/12_8bu_onpu_renkou.png
https://3.bp.blogspot.com/-gNEEEcZmrxY/UNbZ44TPq2I/AAAAAAAAJNg/RUXfFNu-M9U/s1600/11_8bu_onpu.png
https://4.bp.blogspot.com/-PqVeVP2sFKw/UNbZ6e1cpNI/AAAAAAAAJNw/SlLrbCZbdTw/s1600/13_16bu_onpu.png
https://4.bp.blogspot.com/-e0XDQT9tShw/UNbZ7M1etNI/AAAAAAAAJN8/Bwq9AcvGExM/s1600/14_16bu_onpu_renkou.png

