
2022/08/02 
近畿大会激

励会 

 | by 長岡京市立長岡中学校サイ

ト管理者 

本日 10:00に団体種目で近畿大会に出場する本校女子バドミントン部への激励会が

開催されました。代表２名が参加し、中小路健吾市長、三木常照市議会議長、西村

文則教育長から激励していただきました。近畿大会でも精一杯頑張ってください。 
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2022/08/01 
京都府吹奏楽コ

ンクール 

 | by 長岡京市立長岡中学校

サイト管理者 

 ８月１日（月）京都コンサートホールで開催された京都府吹奏楽コンクールで本校吹

奏楽部が金賞を受賞しました！ 

 全員が一体となったすばらしい演奏でした。おめでとうございます！ 
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2022/08/01 
京都府大

会  

 | by 長岡京市立長岡中学校サイト

管理者 

７月 26日（火）～30日（土）にかけて、京都府内各会場で京都府大会が開催されま

した。本校生徒も活躍し、全力でプレーすることができました。近畿大会出場は以下

の通りです。 
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団体 バドミントン女子 

個人 陸上競技女子 ２名 

   バドミントン女子 １名 

 

おめでとうございます！ 
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2022/07/28 
山城大

会  

 | by 長岡京市立長岡中学校サイト管

理者 

 ７月 23日（土）～７月 26日（火）にかけて山城大会が開催されました。各会場で大

変暑い中、熱戦が繰り広げられました。京都府大会出場は以下の通りです。 

 

 団体 バドミントン女子 

 個人 バドミントン女子 ４名 

    柔道 １名 

    新体操 ２名 
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2022/07/22 
乙訓大

会  

 | by 長岡京市立長岡中学校サイト管

理者 

 ７月 21日（木）22（金）の２日間、乙訓地方各会場で乙訓大会が開催されました。新

型コロナウイルスの影響を受けての大会となりましたが、３年生を中心に全力でプレ

ーすることができました。 

 

【山城大会出場】 

団体 優 勝 バスケットボール男子 

   準優勝 バレーボール 

   準優勝 バドミントン男子 

   準優勝 バドミントン女子 

   準優勝 ソフトテニス女子 
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個人 卓球女子 １名 

   バドミントン男子 ４名 

   バドミントン女子 ４名 

   ソフトテニス女子 ２名 

 

【京都府大会出場】 

   水泳男子 ２名 

   水泳女子 ５名 

   新体操 ２名 

 ※水泳女子は山城大会準優勝でした。 

◎詳細は学校だよりでお知らせします。    
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2022/06/20 
山城陸上大

会  

 | by 長岡京市立長岡中学校サイ

ト管理者 

 ６月 19日（日）山城総合運動公園陸上競技場で山城陸上大会が開催されました。

見事に男女合わせて３種目で優勝することができました。当日はたいへん蒸し暑い中

でしたが、選手の皆さんよく頑張りました。 

 なお、４名の選手が７月 26日（火）27日（水）にたけびしスタジアム京都で開催され

る京都府大会に出場することが決まりました。しっかり調整して力を出し切ってほしい

と思います。 
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2022/06/15 
生徒総

会  

 | by 長岡京市立長岡中学校サイト管

理者 

 本日の６校時生徒総会を実施しました。１学期始業式は２・３年生のみでしたので、

体育館に全校生徒が一堂に会するのは約２年半ぶりということです。 

 生徒会活動方針や体育祭・文化祭要項等について提案された後、各学級から意見

や質問が出されて、真剣に話し合うことができました。 
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2022/06/13 
乙訓陸上大

会  

 | by 長岡京市立長岡中学校サイ

ト管理者 

６月 11日（土）に３年生にとって集大成の大会となる乙訓陸上大会が山城総合運動

公園陸上競技場で開催されました。自分が出場していない時でも必死になって仲間

を応援する姿は本当にすばらしく、長岡中学校のチームとしての力を感じました。上

位入賞者は６月 19日（日）に開催される山城陸上大会に出場します。 
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2022/05/28 
学校公開・授業

参観 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

 本日、早朝よりあいさつ運動を実施しました。たくさんの大人が並び、少し照れくさそ

うにあいさつする生徒のみなさんでしたが、元気よくあいさつできました。その後、午

前中は本校保護者対象の授業参観、午後は小学校児童・保護者対象の学校公開を

実施しました。予想をはるかに超える人数の来校者に驚きました。久しぶりの土曜参

観でしたが、感染症対策等にご協力いただき、ありがとうございました。 
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2022/05/13 
修学旅行だよ

り８ 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

富士急ハイランドに到着しました。少し雨が降っていますが、約４時間楽しんでくださ

い。 
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2022/05/13 
修学旅行だよ

り７ 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

全員元気に朝食です。 

この後、雨模様ですが富士急ハイランドに向かいます。 
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2022/05/12 
修学旅行だよ

り６ 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

すべてのクラスがホテルに到着しました。これから少しゆっくりしてから夕食、学年レク

と続きます。少し寒いですが、みんな元気に過ごしています。 

 

 

１９：００夕食スタートです。 

 

 

 

 

 

学年レクで大いに盛り上がりました！ 
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2022/05/12 
修学旅行だよ

り５ 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

午前の活動を終え、昼食は「ほうとう鍋」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残念ながら午後から雨がかなり降ってきました。 

 

 

 

 

 

忍野八海で班別行動です。14:30現在、雨は一旦やんでいます。 

 

 

 

 

 

 

16:15現在の五合園レストハウスです。霧で少し先が見えません。気温３℃ 
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2022/05/12 
修学旅行だよ

り４ 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

２日目がスタートしました。それぞれのペンション・民宿で退館式を終え、１・２・４組は

ラフティング体験、３・５組は五合園レストハウスに到着しました。午後からは雨予報で

すが、何とか天気がもってほしいです。 
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2022/05/11 
修学旅行だよ

り３ 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

予定より少し遅れましたが、全員無事かつ元気に各ペンション・民宿に到着しました。

この後は入浴、夕食、ふれあい体験と続き、それぞれのペンション・民宿で過ごしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後から晴れ間も見えて、富士山もはっきり見えました。よい

体験ができました。  

18:21 
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2022/05/11 
修学旅行だよ

り２ 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

予定通り静岡駅に到着しました。これからバスに乗り、２・３・５組は日本平お茶会館、

１・４組は三保松原へむかいます。今は雨が降っていないようで、このまま天気がよけ

ればいいですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うっすら富士山が見えてます。 
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2022/05/11 
修学旅行だよ

り１ 

 | by 長岡京市立長岡中学校サ

イト管理者 

本日より３年生は静岡方面へ修学旅行です。雨でグラウンドが使用できないため、体

育館で出発式を行い、一行はほぼ予定通り学校を出発しました。天気が気になります

が、本日は三保松原を訪れたり、茶摘み体験等を実施する予定です。 
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2022/04/21 
部活動入部

式  

 | by 長岡京市立長岡中学校サイ

ト管理者 

５日間の体験を経て、本日各部活動で入部式が開かれました。入部するきっかけは

様々だったと思いますが、今日から気持ちを新たに頑張ってほしいと思います。 
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2022/04/13 
新入生オリエンテ

ーション  

 | by 長岡京市立長岡中学校

サイト管理者 

本日５校時終了後、新入生オリエンテーションを実施しました。生徒会本部のみなさ

んが司会進行をし、部活動紹介、学校紹介を行いました。新入生オリエンテーション

の後、部活動見学もあり、明日からは体験入部が始まります。１年生は５日間の体験

入部を活用して、入部する部活動を選んでください。 
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2022/04/11 
令和４年度第 68

回入学式 

 | by 長岡京市立長岡中学校

サイト管理者 

本日、天候にも恵まれ入学式が行われました。入学生はグランドフェンスに張り出さ

れた名簿を確認した後、整列して教室に入りました。式では、緊張した表情を浮かべ

ながらも、しっかり話を聞き、決意を新たにしている様子が伺えました。 

 明日からはいよいよ３学年が揃います。入学生は不安もあるでしょうが、これから３

年間頑張っていきましょう！ 
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2022/04/08 
令和４年度着任

式・始業式 

 | by 長岡京市立長岡中学

校サイト管理者 

   本日、令和４年度着任式・始業式を実施しました。生徒の皆さんはグランドフェンス

に掲示された新クラスの名簿を見て、様々な表情を浮かべながら教室へ入っていきま

した。 

その後、体育館で実施するのはかなり久しぶりでしたが着任式、始業式を行いまし

た。11日（月）には入学式があり、新入生を迎えます。今年度も長岡中学校生徒の皆

さんの活躍を期待しています。 
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