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後援会長 武 田
修
新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、御健勝に
てお過ごしのこととお喜び申し上げます。
平素は、後援会運営に格別の御理解、御協力を賜っていますことに心からお礼申
し上げます。
さて、北桑田高校の生徒数が激減する中で、大舘校長先生を中心に各先生方の熱
心な教育指導や、豊かな人格形成に御尽力いただいておりますことに改めて感謝す

る次第です。
今年度、本校では取組事業として、「まちキャン」、「悠久の灯プロジェクト」、「悠久の森プロ
ジェクト」など様々な魅力ある事業に取り組まれています。
また、今年度のクラブ活動でも京都府吹奏楽コンクール金賞受賞（２年連続）自転車部全国大会個人
６位入賞、農業クラブ全国大会出場等頑張っています。
文化祭は今年度初の試みとして地域に開放して実施し、地域の諸団体と連携した活動で好評を得たと
のことです。
この度、北桑田高校の活性化と支援策を地域住民協働で検討実践していくために、「魅力ある北桑田
高校推進協議会」（平成28年10月19日発足）を立ち上げ、関係行政への要請・提言活動を進めていく所
存です。また、京都府の「口丹地域における府立高校の在り方懇談会」も今年度内に開催予定であり、
その会議の中でも意見を述べていきたいと考えています。
いずれにしても地域に愛されこれからも地域振興の要として不可欠な存在である北桑田高校の存続と
活性化に向けて、学校と連携強化し協議会の取組を進めていきたいと思います。会員並びに地域住民各
位の御理解、御支援をお願いし御挨拶といたします。
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校 長 大 舘 健 司
後援会員の皆様におかれましては益々御健勝のこととお喜び申し上げます。
日頃は本校の教育活動につきまして御支援と御協力をいただいき誠にありがとう
ございます。
さて、本校は昭和19年の創立から本年度で72年目を迎えることとなりました。卒
業生は１万名を超え、地元や府内はもとより全国各地で多方面にわたり御活躍され
ています。 現在本校は、京都府教育委員会から指定された地域創生推進校とし
て、学校が地域活性の核となるべく様々な教育活動を展開しております。さらに「知・徳・体のバラン
スのとれた全人教育校」を目標にしている本校では、生徒は学習のみならず、文化祭や体育祭などの学
校行事、そして部活動に全力で取り組んでおり、充実した学校生活を送っています。
今、日本は、「グローバル化」や「地方創生」が課題となっています。旧北桑田郡にあるこの本校
も、全国や世界で活躍できる人間を育てなければならない一方、この故郷を愛し、故郷を活性化できる
人間も育てなければなりません。
そのために、本校は
① 小規模校のメリットを生かし、生徒一人ひとりを大切にし、きめ細やかな教育を充実します。
② 授業はもちろん、学校行事、部活動などの学校生活を通して、人間としての在り方、生き方を問う教
育を充実します。
③ 両町はもとよりＰＴＡ、同窓会、後援会を始めとする地域社会との連携を深め、地域から信頼され、
地域から愛され、そして地域とともに育っていく学校にします。
平成36年度の学校創立80周年に向けて、さらなる飛躍を目指し、創立の理念を念頭におきながら、
日々全力で取り組んでまいります。
今後とも教職員気持ちを一つにして、生徒一人ひとりの個性やニーズ・可能性を尊重した、きめ細や
かで丁寧な指導に取り組み、生徒、保護者、地域の期待に応えるべく教育活動に専念してまいります。
これからも、本校の教育活動に一層の御理解と御支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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グアム研修旅行（２年生・普通科）

研修旅行担当

山本 渚

北桑田高校普通科の海外研修旅行は今年で２回目
でした。
１日目 グアムに到着して、まずKマートでの買い
物実習を行いました。
英語しか通じない現地のマーケットでの買い物で
す。緊張しながらも、海外へやって来たことを実感
する瞬間でした。
夕食後は、添乗員の楊井さんによるキャリア講演
会でした。学生時代の話や、添乗員としての体験談
は生徒たちにとって刺激的で、自身の進路を考える
時間となりました。
２日目は現地校交流でした。この日のために練習してきた「よさこい」を披露し、とても楽しく充実したセレモニーとな
りました。校内見学やゲームでは、生きた英語と外国文化に触れ、外国語を勉強することの大切さをより強く感じました。
午後は島内観光として、恋人岬や戦争歴史博物館に行き、グアムの歴史を学びました。過去の日本とグアムとの関係を
知り、平和であることが幸せだと思えました。生徒の感想にもこの言葉が多く見られました。また、夕食時にはナイト
マーケットを訪れました。昼間とは違ったグアムの一面を見たような気がしました。
３日目は、美しいグアムの海でのアクティビティでした。イルカウォッチングや、カヤックレースなどを体験し、グア
ムの海を満喫することができました。夕食のナイトショーでは、伝統的なチャモロダンスに参加し、会場全体が盛り上が
りました。
４日目の午前中はタモン地区での自主研修でした。皆すっかり慣れた様子でお土産を買ったり、事前に調べたお店で食
事を取ったりと最後のグアムを楽しみました。
今回のグアム研修旅行をきっかけに、より広い視野で世界を見つめ、日本や自分自身のことを考えることができたと思
います。グアムでの経験をこれからの生活に活かしてくれることを期待しています。

中国研修旅行（２年生・森林リサーチ科）

研修旅行担当

原田 真自

森林リサーチ科２年生は10月31日から５日間中国研修旅行に
行ってきました。
期待と不安が入り混じる中、最初のイベントは現地大学生との
交流から始まりました。午前に、お互いの学校の取り組みや、環
境に対する意見を発表し合う交流会をし、お互いに国を越えて環
境に対する意識を高め合うことができました。次に午後から翌日
の昼間にかけて、西安の街並みの散策や植林活動を通して交流し
ました。最初は初対面で戸惑っていた生徒たちも、楽しげな表情
に変わり、最後には別れを惜しむ姿も見られました。人と人との
繋がりの大切さを学ぶ事のできた大変良い経験になったと感じて
います。
歴史見学では「兵馬俑坑」と「万里の長城」という二つの世界遺産を見学することができました。普段目にすることの
できないスケールの大きい世界遺産に歴史の長さや壮大さを感じ、生徒も見聞を広げられたと思います。
最後は手土産をたくさん買い、全員無事に帰国することができました。全体を通して、生徒たちは、人と人との繋がり
の大切さや、不安に立ち向かい挑戦する心、またそれを越えて楽しむことのできる強さや達成感を感じてくれました。多
くの経験を経て、生徒たちは少し成長した姿で学校生活を送ってくれています。
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進路状況について
《合格・内定状況》
「就職」

８名

進路指導部長

能勢 英生

28年11月現在

㈱ナカイチ工業
オーツ−

日本郵便㈱ 近畿支社 ㈱関西エアカーゴセンター

㈱ナカサン

㈱北桑木材センター

㈱高崎組

㈲フィールドスポーツショップ

山分物産㈱

「進学」（数字はのべ数）
国公立大学

１名（１大学）
京都教育大学（教育学部発達障害教育専攻）

私 立 大 学 1
 5名（10大学）
京都造形芸術大学（映画学科） 京都学園大学（経済経営学部経営学科（２）、経済経営学部経済学科、バイ
オ環境学部食農学科、バイオ環境学部バイオサイエンス学科） 佛教大学（保健医療技術学部理学療法学
科、社会福祉学部社会福祉学科） 京都精華大学（マンガ学部ストーリーマンガコース） 明治国際医療
大学（看護学部看護学科） 龍谷大学（国際学部） びわこ学院大学（教育福祉学部子ども学科） 修文大学
（健康管理学部） 朝日大学（保健医療学部） 金沢工業大学（環境・建築学部）
短 期 大 学 ３
 名（３短期大学）
池
 坊短期大学
（文化芸術学科） 大谷大学
（短期大学部幼児教育保育科） 京都文教短期大学
（食物栄養学科）
専門各種学校

13名（10校）
京都医療福祉専門学校（２） ＹＩＣ京都ペット総合専門学校（２） 京都芸術デザイン専門学校
理師専門学校（２） 大原簿記法律専門学校 京都校
校

大阪ペピイ動物看護専門学校

洛和会京都厚生学校

大阪動物専門学校

大阪ベルェベル美容専門学

近畿測量専門学校

美山分校の状況
向寒の候

京都調

美山分校副校長

山下 博史

後援会の皆様におかれましてはますます御清祥のことと存じます。

平素は、美山分校の教育活動につきまして、格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本年度は在校生33名と少数でスタートしましたが、分校生はいろいろな場面で一人ひとりが自分の力を発揮
し、とても少人数とは思えないような活力あふれる取組成果をみせています。
特に、運動部活動では、陸上競技部が京都府大会や近畿大会への出場や入賞のみならず、全国へと活躍の場を広げてお
ります。今年も８月に東京の駒沢運動公園陸上競技場で開催されました全国高等学校定時制通信制陸上競技大会に出場
し、全国レベルを肌で感じてきたところです。
文化活動では京都府高等学校定時制通信制生徒生活発表大会に参加し、分校での体験が自分の生き方に大きな影響を与
えたことを朗々と訴えました。この生徒の人生にとって美山分校での各種の学習活動や生徒会活動が大きな位置を占める
であろうと感じます。
また、本年度は南丹広域振興局主催の豆oneグランプリ2016に初挑戦したところ、34点の応募作品のうち美山分校
からの農業科１作品と家政科２作品が最終選考に残りそれぞれ優秀賞に輝きました。とくに農業科生徒の作品はすぐにで
も商品化できるとの評価をいただき審査委員特別賞を受賞するに至りました。このように授業から継続した内容で参加で
き優秀な成績となったことは日々の学習活動の励みになりました。
農業科では農業クラブ全国大会「農業鑑定競技」の部に出場しました。全国の農業科に学ぶ生徒から少なからず良い影
響を受け、次年度へ繋げてくれるものと期待しております。
体育祭・文化祭等学校行事では、多数の保護者の積極的な参加に支援され、生徒・保護者・教職員が一体となった取組
が展開されました。
このように、一つの価値観にとらわれることなく多様な環境で生徒達の個性が伸び伸びと活かされる教育実践を継続し
発展したいと願っています。皆様方の更なる御支援・御指導を賜りますようお願い申し上げます。
−3−

KITAKU WADA H IG HSCH OOL

文

化

祭

生徒指導部

今年度の北桑田高校文化祭は、去年までと違い文化祭を一般公開すると
いうことで取り組みました。今回の文化祭のコンセプトになったのが「地
域との交流」です。文化祭に向けて地域の方々にも協力していただき、
「モザイクアート」の制作を行い、ステージ発表では、各クラスの発表、
有志発表や生徒会企画で大いに盛り上がり、展示発表でも子供達に大人気
となったお化け屋敷、授業で作った生徒作品、部活作品や地域のアーティ
ストの作品などステージ発表とはまた違う楽しみがありました。そして、
今年の文化祭を締めくったのが、地域の園児や小・中学生、音楽団体と吹
奏楽部が共演した地域コラボ音楽会でした。発表の大トリに相応しい発表
で、北桑田高校文化祭に参加していただいた方々の心に残るものにすることができました。
文化祭に参加・協力していただいた皆様ありがとうございました。

吹奏楽部

顧問

佐橘 成彦

本年度は６名の１年生を迎え、計23名で活動してきました。多くの依頼
の中でも１回１回の演奏を大切にし、お客様も自分達も満足できる活動を
模索し続けてきました。
その成果から第53回京都府吹奏楽コンクール高等学校の部小編成におい
て、２年連続となる金賞を受賞することができました。何より、部員全員
が限界に挑戦し、会場の皆様にご好評いただける演奏が出来たことがこの
夏一番の思い出です。生徒達のこのような素晴らしい活動も、後援会の皆
様のご支援の賜物であり、この場をお借りして感謝申し上げます。
平成29年３月20日(月・祝)にはあうる京北にて周山中学校音楽部および
本校吹奏楽部ＯＢＯＧの皆様と共に、平成28年度定期演奏会を開催予定です。日頃の練習の成果を発揮し、ご支援いた
だいている皆様に音楽で感謝の気持ちをお届けできるように精一杯活動して参りますので、是非ご来場ください。

自転車競技部

顧問

市野 育人

今年の始まりである全国高校選抜自転車大会では個人入賞１つと厳しい
スタートとなりました。ある程度は想定していたものの、全国大会の洗礼
を受けました。しかし、チームの雰囲気は悪くなく、この悔しさを必ずイ
ンターハイで果たしてやると意気込み、厳しい練習を行ってきました。
インターハイでは４kmチーム・パーシュートの入賞をチーム目標にし
て取り組んできました。今年は新入生が８名と大人数が入部し、良い刺激
を受け、切磋琢磨できました。京都府予選大会で制限タイムを切り、近畿
大会では２位と着々と実力をつけ、鳥取インターハイに臨みました。本番
では全力を出し切ったものの、残念ながら入賞には届かず悔しい思いをし
ました。しかし、９月に行われた、全国都道府県対抗自転車競技大会では、大学生との混成チームで４kmチーム・パー
シュートを走り、６位入賞とインターハイの雪辱を果たしました。
個人成績では２名の選手が全国大会で上位入賞し、３名の選手が高体連選抜として韓国の遠征をするなど、貴重な経験
をしました。３年生は１名が大学進学、２名が競輪選手を目指し競技を続けます。１、２年生は来年３月に九州地方で行
われる全国高校選抜自転車大会で今年の雪辱を果たすため日々厳しいトレーニングを積んでいます。
日頃より応援してくださる後援会、学校関係者そして地域の皆様の期待に応えるべく北桑田高校の「みがく。かがや
く。」を実践し、目標に向かい精進していきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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高校野球101年北桑田高校野球部の夏

野球部監督

長谷川 靖

昨年度の夏の京都大会は開幕ゲームを引き当て、３回戦まで勝ち進みました。ベスト16を目前に惜敗。その悔しい思
いは新チームに引き継がれることになりました。新チーム最初の公式戦である秋季大会開幕。この大会は春の選抜甲子園
大会につながる大会です。初戦の塔南高校戦は１対０で敗れはしましたがチームに自信を与えました。その後の敗者復活
戦では、城南菱創、京都八幡、田辺、乙訓と４連勝し２次戦進出を果たしました。上位進出を目指して臨んだ２次戦でし
たが初戦であっけなく敗退してしまいました。劣勢になった時の雰囲気や試合運びに大きな課題が見えた試合でした。
シーズンオフはトレーニング中心の厳しい練習に取り組みました。そして夏の大会の前哨戦として重要な大会である春季
大会に臨みました。一次戦初戦では花園に逆転勝ちを収めました。新チーム発足以来課題としてきた終盤の粘りで逆転
できたこの試合は大きな自信となりました。次戦の紫野戦は完封勝ちし、秋季大会に続き二次戦進出しベスト16入りを
果たしました。「終盤になれば必ず試合の流れが来る。」そんな雰囲気でピンチになっても前向きに戦う姿勢に頼もしさ
を感じました。２次戦では昨秋の大会でベスト４の京都翔英と対戦。１点を先行されましたがその後守備がよく踏ん張り
同点に追いつく粘りを見せましたが、５対１で敗れました。結局この大会は京都翔英が優勝し、同校は夏の京都大会も制
し甲子園に出場しました。秋・春と２大会連続で２次戦に進出して迎えた夏の大会。この大会は選手や保護者の方・学校
関係者、地域の方々の印象に深く残る大会になったのではなかったでしょうか。抽選会で１番くじを引き当て北桑田高校
野球部創部以来初となる選手宣誓をすることになりました。宣誓文は花倉主将と３年生部員が考え、何度も練習を重ね、
開会式当日は素晴らしい選手宣誓をすることができました。初戦の京都明徳戦は３点を先制される苦しい試合展開でした
が、選手に焦る様子はなく回を追うごとに雰囲気がよくなっていき、５回に逆転。その後も着実に加点し７対３で勝利。
校歌を力いっぱい斉唱する選手の姿が輝いていました。次戦の洛西戦は投打がかみ合い４対１で完勝。39年ぶりにベス
ト16に進出することができました。新聞等にも大きく取り上げていただき、たくさんの方々から祝福と激励をいただ
き、改めて本校並びに本校野球部に寄せられる期待の大きさを実感しました。ベスト８をかけた４回戦はシード校の日星
と対戦しました。好投手を擁し秋・春ともにベスト８に入る力のあるチームでした。初回１点を先制し幸先の良いスター
ト。しかしその後は得点できず逆にミスから得点を奪われ逆転される苦しい展開に。７回には３点を奪われ４点差になり
ましたが、この日もベンチに諦める雰囲気はまったくなく、むしろ「自分たちの野球はこれから。」といったムードが
漂っていました。直後の８回１点差まで追いつき、最終回には２アウトから同点に追いつく粘りを見せましたが延長10
回サヨナラのランナーの生還を許してしまいました。ベスト８目前の敗戦でしたが、選手たちの表情は爽やかで、すべて
を出し切った満足感に満ちていました。もちろん悔しい思いはありましたが北桑田高校の底力を見せてくれた試合でし
た。常日頃より多くの方々か
ら激励や御声援をいただき北
桑田高校並びに本校野球部が
活動できておりますことは大
変ありがたく感謝に耐えませ
ん。夏の敗戦後は新チームが
始動し今年のチームを超える
結果を目標に一生懸命に練習
に取り組んでおります。地域
の方々に頂いた恩に報いるべ

宣

誓

文

京都79校それぞれの想いが飛び交う高校野球101年の夏。
私たちは次世代を担うものとして

新たな歴史に名を刻み

野球少年たちにつないでいきます。
４月

熊本を中心とする九州地方で大きな地震がありました。

私たちは野球ができることへの喜びを忘れず
みせましょう

夢

希望

感動を届けます。

京都高校野球の底力を。

これまで支えてくださったすべての方へ
最高の仲間とともに

最後の一瞬まで

感謝の気持ちをこめ
正々堂々

全力でプレーすることを誓います。

く今後も精一杯努力していき

平成28年7月10日

たいです。

京都府立北桑田高等学校
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選手代表
野球部

主将

花倉 和大
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平成28年度

部活動の状況（クラブ名・活動状況・主な成績）

現在、１年生２名、２年生５名の７名で月曜日から土
曜日に活動しています。６月に行われる京都府ＩＨ予
選に出場することを目標に努力を積み重ねています。

・第49回京都府高等学校ユース陸上競技対校選手権出場
・第51回京都府高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会出場
・男子第67回京都府高等学校駅伝競走大会（合同チームで参加）
・2016年世界クラシックパワーリフティング選手権大会
・女子サブジュニア 52kg級 第3位 310.0kg 大西 翔子
・男子サブジュニア 66kg級 第7位 437.5kg 河南 文人

サッカー部

現在１年生２名、2年生5名で活動しています。
公式戦は３年生の参加のもと出場しました。本年度か
らは外部コーチの指導が入り、技術面・体力面・精神
面で部員それぞれに徐々に成長が見られるようになっ
てきました。今後合同練習や合同チーム、フットサル
大会への出場も視野に入れ活動していきたいと考えて
います。

・平成28年度第95回全国高校サッカー選手権大会兼京都高校
サッカー選手権（２回戦敗退）
・平成28年度全国高校総合体育大会サッカー競技京都府予選
（２回戦敗退）
・平成28年度京都府高等学校総合体育大会（１回戦敗退）

卓球部

４月に１年生が２名、２年生が１名入部し、現在１、
２年生５名で活動しています。
公式戦は全ての大会の学校対抗・個人戦に出場しまし
た。昨年は部員不足で悩んでいましたが、今年は練習
に活気も生まれ頑張っています。１年生も徐々に上達
していて、来年が楽しみです。

・インターハイ市部予選
・高校選抜大会市部予選
・公立高校大会

剣道部

４月に１年生が２名入部し、現在１、２年生６名で活
動しています。
少人数での活動ながら、公式戦以外にも練習試合、合
同合宿への参加等、積極的に活動しています。日々の
稽古を通じ、部員たちは技術的にも精神的にも成長し
ています。
上位の大会への進出も視野に入ってきています。今後
の活躍をご期待ください。

・インターハイ府予選 団体男子１回戦敗退、女子２回戦敗退
・個人戦出場
府立高校大会（団体のみ） 男子３回戦敗退
新人大会（団体のみ）
男子２回戦敗退
選手権大会（個人のみ）
男子２回戦敗退、女子１回戦敗退

ソフトテニス部

３年生が引退し、１年生３名で活動しています。
少数ながら、練習内容も工夫して、日々練習に励んで
います。
現在団体戦には出場できませんが、各自がモチベー
ションを高め公式戦に備えています。

・京都府高等学校ソフトテニスインドア大会北西ブロック個人
予選 ２回戦進出

・京都府高等学校総合体育大会ブロック３位
・口丹波高等学校バレーボール大会３位

男子バレーボール部

今年度は３年生１名、２年生７名、１年生４名で活動
を開始しました。現在は２年生を中心にチーム作りに
頑張っています。個人個人が課題を設定して基礎練習
から頑張ってほしいと願っているのですが、なかなか
厳しいのが現状です。これから来年の新人戦に向けて
頑張りたいと思います。

女子バレーボール部

３年生が卒業し、選手８人マネージャー１人の計９人
で活動しています。生徒が自分やチームの課題に向き
合い、生徒主体で活動しているチームです。春よりも
一人一人できることが増えているので、２月の新人戦
に向けてチーム一丸となって成長していきたいと思い
ます。

・平成28年度全国高等学校総合体育大会バレーボール競技の部
予選リーグ突破（２位） 南部予選１回戦敗退
・平成28年度全日本バレーボール高等学校選手権大会 予選
リーグ敗退

女子バスケットボール部

１年生２人で活動しています。各々の長所を伸ばし、
短所を改善できるよう、練習内容を工夫し、少人数で
の練習に励んでいます。４月当初はできなかったこと
が、徐々にできるようになり、今後は他校との合同練
習を考えています。

・平成28年度第48回京都府立高等学校（市部）バスケットボール
大会 予選リーグ敗退

ワンダーフォーゲル部

４月当初は、１年生２名、２年生２名、３年生４名
計８名活動を開始しました。
大会では、インターハイ予選、近畿大会、秋の京都府
登山選手権大会などに参加し、他に比良で新入生歓迎
山行や八ヶ岳で夏合宿を行いました。

・インターハイ予選は上位入賞できませんでしたが、近畿大会
に出場しました。

放送部

今年度は１年生３名、２年生２名、３年生３名で活動
をしてきました。京都府高等学校文化連盟放送専門部
主催のコンテスト（公式戦）以外でも、文化祭や体育祭
のアナウンス、また老人ホーム秋祭りや各種イベント
のアナウンスを行い学校行事やや地域社会にも貢献し
ています。

・ＮＨＫ放送コンテスト、京都府高等学校総合文化祭放送部門
出場
・春の高校放送フェスティバル in Kyoto 出場予定

美術工芸部

１年生２名、２年生３名、３年生５名で活動していま
す。
４月の新入生歓迎作品展と９月の文化祭での作品展に
向けて作品制作しています。

・第10回京都丹波美術工芸教育展（府立学校 立体の部）
京都府知事賞「流水」（彫刻）
3年 大西うてな
・第13回もみじ遊山 新・北桑展
京都府知事賞「歴史」（風景画） 3年 笹壁 愛里

美山分校唯一の部活動として行っています。現在４年
生２名、３年生１名、２年生４名の７名の部員にて活
動しています。高校に入ってから陸上を始めたという
選手がほとんどですが、週４日の活動で近畿大会や全
国大会を目指して練習に取り組んでいます。大会への
参加を通じて自信につなげ、それぞれが大きく成長を
遂げています。今後は部員全員が全国大会に行けるこ
とを目標として日々練習に励んでいきます。

・第52回全国高等学校定時制通信制総合体育大会陸上競技の部
岩㟢 空
砲丸投・円盤投 出場
益田 太朗 800m・1500m 出場
・第52回近畿高等学校定時制通信制課程体育大会陸上競技
５名出場
（岩㟢 空 萩田 和樹 八木 祐哉 益田 太朗 山下 雅史）
岩㟢 空
砲丸投 ７位
円盤投 ８位
益田 太朗 800m ８位

陸上競技部

美山分校陸上競技部
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団体、個人戦シングルス出場
団体、個人戦シングルス出場
団体戦出場（個人戦は１月）
（いずれも一回戦敗退）
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平成27年度

後援会会計報告

（収入の部）


単位：円

項
目
繰 越 金
会
費
過年度会費
雑 収 入
特別会計から繰入
合
計

予

算

額

決

405,085
1,600,000
400,000
915
0

2,406,000

算 額
405,085
1,812,920
395,000
97
500,000
3,113,102

比較増減

0
212,920
△ 5,000
△ 818
500,000
707,102

備
考
平成26年度から繰越し
京北・美山地域等会員会費
平成26年度分過年度会費
預金利息
特別会計からの繰り入れ

（支出の部）

単位：円

項
目
会議運営費
会議費
事務費
旅 費
事 業 費
会報発行費
未来を創る会活動費
学校行事等補助費
部活動補助費
（選手派遣）
（対外試合）
（物品購入費）
（激励費）
予 備 費
合
計

予算額
45,000
10,000
35,000
0
2,325,000
135,000
90,000
100,000
2,000,000
1,200,000
600,000
100,000
100,000
36,000
2,406,000

決算額
47,420
0
47,420
0
2,038,052
129,600
14,018
271,518
1,622,916
637,540
497,000
488,376
0
0
2,085,472

残
額
△ 2,420
10,000
△ 12,420
0
286,948
5,400
75,982
△ 171,518
377,084
562,460
103,000
△ 388,376
100,000
36,000
320,528

備

考

会報等郵送料、用紙・封筒
北桑時報名簿掲載料
会報44号4,000部印刷
ＰＴＡ、同窓会、後援会分担金
研修旅行等補助
全国、近畿大会出場交通費補助
対外試合等交通費補助
自転車部部活用物置購入

収入額合計

3,113,102円

支出額合計

2,085,472円

上記のとおり、平成27年度後援会会計の決算について報告します。

差

1,027,630円

なお、残額

引

額

役職名
会

氏

北桑田高校後援会役員名簿

名

区

地

武田

修

宮島

副会長

坂井

保

同窓会長

〃

佐伯

芳成

〃

磯部
桂

事

は平成28年度に繰り越します。

平成28年度

長

理

1,027,630円

役職名
理

事

氏

地

名

区

小野隆一郎

周山

〃

辻

細野

弓削

〃

西畑

太

宇津

浩隆

ＰＴＡ会長

〃

吹上

重雄

黒田

隆雄

平屋

〃

南

豊一

山国

宮島

〃

高橋

伸夫

弓削

〃

浅田

洋一

美山分校育友会長

実智之

〃

中井

壮

〃

下田

敏晴

鶴ヶ岡

〃

尾上

逸夫

大野

監

事

野口

則彰

知井

〃

大牧

泰夫

知井

顧

問

上野

修一

京北

〃

夘瀧

淳

周山

大牧

義夫

美山

〃
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地域創生
平成28年度北桑田高校は、府立高校地域創生推進校に指定されました。そこで、新たな試みとして開校記念日に全校地
域清掃の実施や地域公開の文化祭開催、地域行事へ積極的に参加しました。また、昨年度キャリア教育文部科学大臣表彰
を受賞した「美山・京北まちごとキャンパス」に、今年度新たに始動した２つのプロジェクトを加え「取組３本柱」とし
て、学校の特色を生かした地域創生や地域の活性化に寄与できる地域学習・地域連携等の取組を実施しています。今回は
その取組３本柱を紹介します。
取組３本柱
① 美山・京北まちごとキャンパス ～地域活性の主人公に～
あかり
② 悠久の灯プロジェクト ～先人たちのあかりを京都からみらいへ～
③ 悠久の森プロジェクト ～保全と有効活用～
取組の柱①
美山・京北まちごとキャンパス、通称は「まちキャン」です。これは「学校のまわりのヒト・モノ・コトすべてが先
生、すべての場所がキャンパス」をコンセプトに、様々な人と出会い、様々な現場で、多様な体験や交流を行います。
地域に魅力や誇りを持つために必要と考えるのは、「地域のことを学び、深く知ること」・「地域に出て直接、地域社
会と関わること」・「地域に貢献し、役に立っているという実感とつながる感覚を持つこと」です。この３点を満たすま
ちキャンを通して、生徒一人一人の郷土愛を深め、創造性を育み、主体的に課題を発見・解決していく力を養うことを目
的としています。
今年度の主な取組を紹介します。
・地域の魅力再発見「かやぶきの里研修」
・地域お助け隊「野菜等の定植・収穫体験」
・森林リサーチ科実習体験
・京都大学との高大連携「ふるさとの未来をplanning」
・講演（「平安京の造営と北桑田の材木」・「地域リソース実践学」・「美山の歴史とかやぶきの里」）
取組の柱②
悠久の灯プロジェクトは、民間事業者、京都府・京都市、北桑
田高校が連携し、京都の伝統産業の１つである「和蝋燭」を継承
するために取り組んでいます。この取組を通して、生徒一人一人
の主体性、創造性を身につけるとともに、「地産地消」を目指
し、京北地域を活性化させることを目的としています。
今年度の主な取組を紹介します。
・ブドウハゼの定植
・和蝋燭の工房見学
・和蝋燭作り体験
・燭台制作実習
・櫨の移植、鹿よけネットの設置
取組の柱③
芦生の森や八丁平湿原を含む一帯が「京都丹波高原国定公園」
に指定されました。悠久の森プロジェクトは民間事業者と北桑田
高校の産学連携で地域の活性化を目指し、教育・観光資源として
有効活用しながら生態系の保全を目的としています。
美山の森をフィールドとして、調査・環境整備・教育活動に携
わり、保全と有効活用を行います。また、地域の活性化と森を守
り継承することに貢献していきます。
今年度の主な取組を紹介します。
・芦生の森ネイチャーガイドトレッキングツアー

・登山道整備（於 美山町音海長老ヶ岳）
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・看板設置

