
2020/08/17 8月 8 日（土）通信陸上の結果   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 8月７日（金）・８日（土）に丹波自然運動公園陸上競技場において、通信陸上競技大会が開催されました。本校の陸上部は男子三段跳び 2位・女子走り高跳び 7

位・男子共通 3000ｍ6位で入賞しました。真夏の暑い中、自分の力を出し切って頑張っていました。栄光を讃えます。 

 

2020/08/02 8月 2 日（日）乙訓 3 年生大会 2 日目 速報  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 8月 2日（日）乙訓 3年生大会 2日目 本日の試合は終了しました。 

 

★野球(会場：大山崎中学校)  終了 

 準決勝：VS大山崎中学校 ３ー２ で勝利 

    決勝： VS寺戸中学校    ３－７ で敗退 

 結果：２位       

     

★女子バスケット（会場・本校）終了 

 決勝リーグ１ VS長岡第三中学校 27 ー 35  で敗退 

 決勝リーグ２ VS勝山中学校     19 ー 47 で敗退 

 結果：3位 

 

★男子ソフトテニス（会場：長岡）終了 

 団体戦 予選リーグ １： VS西ノ岡 １－２ で敗退 

                  予選リーグ２：  VS勝山  １－２で敗退 

     予選リーグ 3位で決勝リーグに進めず。 

 

★女子ソフトテニス（会場：洛西浄化センタ）終了 

 個人戦 １ペア  準優勝 
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2020/08/01 乙訓 3 年大会 1日目  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

みんな力の限り頑張りました。 

      

      

           
 

2020/08/01 8月 1 日（日）乙訓 3 年生大会 速報④  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

◆速報④ 本日の試合は終了しました。 

★卓球男子（個人戦）終了 

 3位入賞 1名  ベスト８ 1名  ベスト 16 1名 

★卓球女子（個人戦）終了 

 ベスト８ 1名 ベスト 16 2名 

★サッカー 終了 

 二回戦 VS長岡第三中 0－3 で敗退 

★女子バスケット 

 グループ予選リーグ VS 大山崎中 28－9 で勝利 

 明日は本校で決勝リーグが行われます。勝山中・長岡三中と戦います。 

★男子バレーボール 終了 

 西ノ岡 VS 長岡・長岡第二合同 ２－０ で敗退 
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2020/08/01 8月 1 日（日）乙訓 3 年生大会 速報③  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

◆速報 ③ 

★女子バレーボールの部 終了 

 二回戦 VS西ノ岡 ０－２ で敗退 

 ＊男子の交流戦は 15:00から行われる予定です。 

★女子卓球（個人戦） 

 ベスト８進出 1名 その他敗退 

★野球の部 

 二回戦 VS勝山 5－3 で勝利 

 明日の準決勝は大山崎中学校で９：００から大山崎中と戦います。 

★女子バスケット 

 予選グループ戦 VS 西ノ岡中 57－15 で勝利 

 16:10から大山崎中と対戦します。 

★男子バスケット 終了 

 予選グループ戦 VS 寺戸戦 17－58 で敗退 

 グループ戦 3位で明日の決勝リーグには上がれません。 

 13:10 

2020/08/01 8月 1 日（土）乙訓 3 年生大会 速報②  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 ◆速報② 

 ★男子バスケットの部  予選グループ戦  VS長岡第四中 ３３－３８で敗退 

                 12:55から 寺戸中と戦います。グループ 1位のみ明日の決勝リーグに進みます。 

 ★男子卓球            個人戦予選が終わり、5名が予選を突破しました。 

 ★女子卓球         個人戦予選が終わり、5名が予選を突破しました。 

 ★女子ソフトテニス(団体戦）  団体予選グループ戦 VS 大山崎中  ２－１で勝利 

                                       VS 勝山中   １－２で敗退 

  予選リーグ 2位で決勝に上がれませんでした。明日は洛西浄化センターで個人戦です。  

 ★男子ソフトテニス（個人戦） 

  1ペアが 3位になりました。 

  明日は長岡中学校で団体戦です。 

 

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joiv85lnn-32#_32
http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?page_id=0
http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jol9ey227-32#_32
http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?page_id=0
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%278%E6%9C%881%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%97%A5%EF%BC%89%E4%B9%99%E8%A8%933%E5%B9%B4%E7%94%9F%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%80%9F%E5%A0%B1%E2%91%A2%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joiv85lnn-32#_32'),%20'_blank');
javascript:void%20window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=%27+encodeURIComponent(%27http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joiv85lnn-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%278%E6%9C%881%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%97%A5%EF%BC%89%E4%B9%99%E8%A8%933%E5%B9%B4%E7%94%9F%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%80%9F%E5%A0%B1%E2%91%A2%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%278%E6%9C%881%E6%97%A5%EF%BC%88%E5%9C%9F%EF%BC%89%E4%B9%99%E8%A8%933%E5%B9%B4%E7%94%9F%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%80%9F%E5%A0%B1%E2%91%A1%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jol9ey227-32#_32'),%20'_blank');
javascript:void%20window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=%27+encodeURIComponent(%27http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jol9ey227-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%278%E6%9C%881%E6%97%A5%EF%BC%88%E5%9C%9F%EF%BC%89%E4%B9%99%E8%A8%933%E5%B9%B4%E7%94%9F%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%80%9F%E5%A0%B1%E2%91%A1%27),%20%27_blank%27);


2020/08/01 8月 1 日（土）乙訓 3 年生大会 速報①  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日から乙訓 3年生大会が開催されます。今回は保護者の観戦ができない競技もありますので、ホームページにて速報を掲載させていただきます。（個人戦は個人の名前を掲載できない

関係上結果のみとします。） 

 ★女子バレーボールの部 

  一回戦 VS勝山 ２－０でストレートで勝利 

  二回戦は西ノ岡中と第 3試合に戦います。 

 ★サッカーの部 

  一回戦 VS西ノ岡 ３－０で勝利 

  二回戦は長岡第三中と 15:30から戦います。 

 

2020/07/31 明日は乙訓 3 年生大会！  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 8月 1日（土）・2日（日）に乙訓 3年生大会が実施されます。今回は 3年生のみの大会となりますが、力の限り頑張ってください。3年間の思いを出し切り、仲間とともに中学校の部活動を

楽しんでください。 
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2020/07/28 午前中授業になり午後は部活動と学習補習   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 7月 27日（月）から午前中授業になり、いよいよ 1学期も残すところあと 1週間となりました。午後からは乙訓 3年生大会に向けて最後の調整に入り、頑張っています。1年生では「中１ス

ダディ」2年生では「中 2学力アップ」を部活動の合間に実施しています。地域の大学生学習支援員の先生と学習に取り組んでいます。 

    

   

2020/07/22 部活動壮行会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 いよいよ明日から乙訓 3年生大会が実施されます。23日（木）は山城運動公園で陸上競技部・25日（土）は長岡中学校でバドミントン男子・26日（日）は長岡第三中学校でバドミントン女子

がおこなわれます。多くの 3年生にとってはこの大会が 3年間で最後の大会となります。今年はコロナ感染防止のために一時は大会すら実施できない状況でしたが、形は大幅に変わりまし

たが、このチャンスに 1年生から頑張ってきた部活動への思いを存分に出し切ってほしいと思います。 

「思いをぶつけろ！頑張れ長二中 3年生！」 

★壮行会の様子 
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◆壮行会（放送による）で各部の代表が大会に向けての決意を述べていました。 

◆大会目前に全力で取り組む陸上競技部とバドミントン部。 

 

2020/07/21 卒業アルバム用クラブ写真撮影３   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 卒業アルバム用クラブ写真撮影のため、剣道部・ラグビー部・女子テニス部の 3年生部員がユニフォームを着用し、撮影しました。乙訓 3年生大会はもうすぐです。頑張れ 3年生！ 

   

2020/07/21 進路通信 No６を配布しました。  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 先日、3年生に「進路通信 No６」を配布しました。今回は 7月 8月に実施される予定のオープンスクールや学校説明会の日程を載せています。 

 

 進路通信 No６はこちら⇒ 02進路通信 No.6.pdf 
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2020/07/16 卒業アルバム用クラブ写真撮影 2 日目  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日は野球部・サッカー部・陸上部・男女バスケット部・女子卓球部が撮影しました。明日はラグビー部・女子テニス部・剣道部です。 

    

   

2020/07/15 卒業アルバム用クラブ写真撮影１日目   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 二日間に分けて卒業アルバム用のクラブ写真を撮影します。１日目は美術部・吹奏楽部・男子テニス部・バレー部・男女バドミントン部です。２日目は野球部・サッカー部・陸上部・女子テニス

部・ラグビー部・男女バスケット部・剣道部・女子卓球部です。男子卓球部は後日撮影する予定です。各部とも思い出に残すためにいろいろと考えて撮影していました。 
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2020/07/14 学校図書選書会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 図書委員会を中心に学校図書選書会を実施しました。図書委委員をはじめ一般生徒と教職員で希望図書を集い、希望が多かった順位で図書館に置く本を決めていきます。参加者は興味

深くたくさんの本を眺めて票を入れていました。生徒が希望する本がたくさんある図書室に連日多くの生徒が訪れています。 

     

   

2020/07/13 第 1 回進路説明会の案内   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 7月 13日（月）15:30～（3年生）・7月 14日（火）15:30～（2年生）の進路説明会を実施します。新型コロナウイルス感染症防止対策及び暑さ対策のため、お子様の学級の HR教室でモニターを利用し DVD映像によ

る説明会とさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。なお、当日欠席された保護者様におかれましては、当日使用した資料をお子様経由で配布させていただきますのでご確認を重ねてお願いします。 

     

 

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joj89s167-32#_32
http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?page_id=0
http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joe2bwubz-32#_32
http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?page_id=0
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%81%B8%E6%9B%B8%E4%BC%9A%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joj89s167-32#_32'),%20'_blank');
javascript:void%20window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=%27+encodeURIComponent(%27http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joj89s167-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%81%B8%E6%9B%B8%E4%BC%9A%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E9%80%B2%E8%B7%AF%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joe2bwubz-32#_32'),%20'_blank');
javascript:void%20window.open('http://www.facebook.com/share.php?u=%27+encodeURIComponent(%27http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joe2bwubz-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E9%80%B2%E8%B7%AF%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%27),%20%27_blank%27);


2020/07/10 1 学期期末テスト   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 1学期の期末テストを実施しています。本日から 7月 14日（火）までの 3日間となっています。 

 1年生  1校時 
 2校

時  
 3校時    2年生  1校時  2校時  3校時  3年生  1校時  2校時  3校時 

7/10

金 
  社会   技家   美術 

7/10

金 
  理科   国語   音楽 

7/10

金 
  国語   理科  保体  

7/13

月 
  国語   英語   音楽 

7/13

月 
  英語   社会   保体 

7/13

月  
  数学   技家   美術 

7/14

火 
  数学   理科   保体   

7/14

火  
  数学   技家   美術 

7/14

火  
  英語   社会   ＨＲ 

    

 

2020/07/09 地域の方から感謝されました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 昨日、夕方に地域の方から電話が入りました。道に迷い疲れた様子のおばあさんに手を貸し、自宅周辺まで届けてくれた男子生徒に対する感謝の連絡でした。その男子生徒は本校 3年生

5人の生徒だとわかりました。人が困っているときに手を差し伸べるやさしい男子生徒の話を聞いて大変感動を受けました。地域の方も感謝と感動を述べられていました。 

 

2020/07/07 学校だより・進路通信を配布しました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 今週に「学校だより 7月」と「進路通信 No５」を配布しました。 

詳しくは右上にある「メニュー」の「学校だより」と「進路通信」をクリックしてください。過去のお便りも載っています。ご覧ください。 
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2020/07/03 生徒総会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日の 6校時に生徒総会を実施しました。本来なら全校生徒が体育館に集まっておこなうのですが、3密を避けて教室で実施しました。各委員会委員長が放送室で今年度の活動方針を報

告していました。学級内でも真剣な表情で提案を聞いていました。 

 

   

   

 

2020/06/29 PTA から冷水機寄贈   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 暑さが増す中、生徒は学習や部活動に頑張っています。熱中症対策で少しでも体を冷やせるものがあればと思い、PTA本部の方にお願いしました。これまでは体育館前に１台・プールの

前に１台・南校舎１階に１台とどれも１階にあるため、４階の２年生や３階の３年生が使用するのに１階まで降りなければいけませんでした。そこで、３階と４階の渡り廊下に１台ずつ設置して、

どの学年もすぐに使用できるようにしていただきました。生徒たちは早速、暑さを癒していました。また、このような思いに対して、感謝の気持ちを忘れずに大切に使うようにと伝えました。 
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2020/06/26  教育相談週間  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日から教育相談が始まりました。休校期間中の家庭での過ごし方をはじめ、学校再開後の学習面や友人関係の悩みなど自分の現在の状況を担任の先生に話す機会です。思春期の多

感な時期になると、自分と他者を比較したり、将来の自分に不安を持ったりと様々な悩みを抱えていきます。この機会に自分の頑張ていることや悩んでいることなど、いっぱい話してほしいと

思います。 

    

     

2020/06/25 生徒による清掃活動を開始しました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 学校が再開されてから先生方で下校後清掃活動と消毒をおこなってきましたが、昨日から生徒たちによる清掃活動を再開しました。1年生にとっては初めての学級内での清掃活動となりま

した。全学年ともにしっかり学習環境を整えていました。 

      

   

 17:10 

2020/06/24 警報・地震等による休校について   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 先日、警報・地震等による休校についてお知らせしました。ご家庭でご確認お願いします。また、３年生に進路通信を配布しました。 

 ＊向かって左上の「メニュー」に過去の掲載内容もまとめて掲載しています。必要に応じてご覧ください。 

 

 「警報・地震等による休校について」はこちら 

                →R2年度版 警報、地震等による休校について.pdf 

 「進路通信 No４」はこちら→02進路通信 No.4.pdf 
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2020/06/22 １年生正式入部  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 ６月２２日（月）本日から平日の部活動が通常の状態に戻りました。１年生も正式に入部して頑張っています。暑さが増してくる時期ですので、水分を十分に用意して無理のないように取り組

みましょう。 

    
野球部        陸上部      サッカー部     吹奏楽部 

    

ラグビー部      女子テニス部   男子テニス部 

       
バレー部       女子バスケ部   男子バスケ部  女子卓球部    男子卓球部 

2020/06/19 生活のすすめを配布しました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、「暑さ対策について」・「地域での過ごし方」・「消毒用アルコールの使用について」の内容を掲載した「生活のすすめ No３」を配布しました。ご家庭で確認をお願いします。 

 

 生徒指導通信「生活のすすめ」は 

 こちらをクリックしてください。➡ 通信「生活のすすめ」.pdf 

 

2020/06/16 学校日記  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 関西地区にも梅雨入りが発表され、蒸し暑い日々が続きますが長二中生は元気いっぱい学校生活を過ごしています。 

 現在のところ学校再開していますが、授業参観や懇談会などは感染予防のため延期となっています。ホームページではありますが、生徒の活動や授業のようすを紹介させていただきます。 

 

  学校のようすはこちらをご覧ください。 

    ⇒学校日記①.pdf 

    ⇒学校日記②.pdf 
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2020/06/11 3 年生「進路通信 No3」本日配布しました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 

 詳細はこちら→進路通信 No.3.pdf 

 

2020/06/10 6月 10 日（水）1年生の部活動仮入部   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日から 1 年生の仮入部がスタートしました。希望する部活動に緊張した様子で参加し、楽しそうに汗を流していました。15 日（月）まで体験して 16 日（火）からは入部届を出して部員として活動

します。 

    

 

2020/06/09 6月 9 日（火）部活動再開   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 いよいよ部活動が再開になりました。休校前の 3月 2日以来の仲間との活動に真剣な面持ちで汗を流していました。少しずつですが、以前の日常が戻りつつあります。この状態が毎日続くためにも、みんなで感染拡大防止に

むけて、手洗い、消毒、ソウシャルディスタンスなど忘れずに意識して行動しましょう。 
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2020/06/09 6月 8 日（月）給食開始  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 今週から給食が開始されました。1年生にとっては初めての給食。２,３年生は久しぶりのみんなとの給食の時間でした。残念ながら班体系（グループ隊形）で向き合って食べることはできま

せんでしたが、大人気のカレーとフルーツヨーグルトに満足そうでした。 

   

    
 

2020/06/06 6月 8 日（月）部活動再開します。（訂正版）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 6月 1日（月）から学校が再開され、一週間が終わりました。学校生活にも少しずつ慣れ、授業も本格的に開始され長二中生は一生懸命に学習に取り組んでいました。暑さも日に日に増し

てきて、疲れている様子もありましたが、友人と過ごす学校生活を元気に楽しんでいる姿も多く見ることができました。 

 6月 8日（月）からは給食と部活動を再開します。部活動については二日に 1回（平日 2回）の活動とします。６月８日（月）は実行委員会のため部活動は休息日です。（10日水曜日は部活

動はおこないます。) 

  10日（水）から 1年生の仮入部期間（～15日）を同時に実施します。なお、休日の部活動（土日どちらか 1回希望の部活のみ）についても 2時間の活動限定で実施していきます。活動日

程については各部の顧問から連絡します。 

 暑さが増す中での活動となりますが、水分補給と休憩など十分に配慮し少しずつ活動を行っていきます。お茶等の水分を多めにご用意ください。 

 

2020/06/06 「学校だより 6 月号」と「進路通信」配布しました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

  

学校だより 6月はこちら→02 学校だより 6月.pdf 

 

進路通信はこちら→進路通信 No.2.pdf  
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2020/06/01 学校再開  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

     

友人との再会に楽しそうでした。    健康観察、検温チェックを受けました。   教室には担任の先生からのメッセージ（2年 5組） 

 

     
教室に入る前に手洗いをしました。   アルコール消毒をして教室の自分の席へ。  教室での様子。 

 

     

教室での様子      教室での様子       

 

 

久しぶりの学校生活に疲れた様子も見えましたが、長二中に生徒や先生の笑顔が戻ってきました。明日は、6時間授業ですが教室で学習できる喜びをかみしめて、疲れるとは思いますが頑

張りましょう！ 
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2020/05/29 6月 1 日（月）学校再開についての再度お願い   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

  

 6月 1日（月）から学校再開にむけて、再度確認をお願いします。 

 詳細はこちら→★学校再開にむけてお願い.pdf 

 

2020/05/28 学校再開ガイドラインについて   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

  

◇6月 1日（月）からの学校再開に向けて長岡京市教育委員会から「学校再開ガイドライン」が市の HPに掲載されています。ご確認をお願いします。 

  

 こちら→ 学校再開ガイドライン.pdf 

 

2020/05/26 ５月 26日 第 2回自由登校  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日から 2回目の登校日が始まりました。しばらく見ないうちに背が伸びている生徒がいたり、休校時の様子を先生たちと楽しそうに話していました。また、課題の提出とともに学習の質問

を一生懸命している生徒もいました。６月 1日の学校再開に向け学習に励んでいる様子がうかがえました。また、1 年生では慣れない中学校生活を少しでもやわらげようと少しの時間です

が、担任の先生と話す機会を設けました。 

      

5月 27日（水）自由登校    5月 28日（木）自由登校  

1組Ａ1 体育館前    1組Ｂ1・Ｂ2 体育館前 

1年 5組 教室     1年 3・6組 教室 

2年 2・4組 武道場     2年 6組 武道場 

3年 3・4組 体育館    3年 2組 体育館 
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2020/05/19 第２回 自由登校日について（一部変更）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

２回目の自由登校日に関して一部変更がありますので、お知らせします。 

 

【１年生の皆さんへ】 

 １年生の皆さんは、『初めての中学校生活の本格的なスタート』ということで、次の自由登校日には各教室にて短時間の HR（学活）を実施することにしました。 

 詳しくは、こちらをご覧ください。 

   ⇒ １年生の皆さんへ～次回自由登校日について～令和２年５月 19日.pdf 

 

【３年２組・５組の皆さんへ】 

 １年生の集合場所の変更に伴い、３年２組と５組の皆さんの登校場所を『体育館』に変更します。（３年生の登校場所は、全て『体育館』となります。） 

 

2020/05/18 教育活動再開について   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 6月 1日（月）から教育活動が再開されます。詳細をご確認ください。 

 「学校再開にかかるご協力のお願い」はこちら.pdf 

 

2020/05/15 自由登校の日程   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 以前に連絡しました内容です。 

 ご確認をお願いします。 

  

 ◆自由登校日程表.pdf 

  

 夏服衣替え（5月 11日）.pdf 

  

 カウンセリングだより（5月 11日）.pdf 

  

 1年へメッセージ（5月 8日）.pdf 
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2020/05/15 5 月の 1 回目の自由登校日  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 5月 13日（水）～15日（金）の 1回目の登校日が終了しました。前回の課題を提出し新しい課題を配布しました。久しぶりに会った長二中生を見て、とても楽しそうに話している姿をよく見ま

した。先生たちも楽しそうでした。次回は 5月 26日（火）～28日（木）です。各自日時を確認しておいてください。 

本日、配布した各学年の課題一覧表です。→各学年課題一覧はこちら.pdf 

     

2020/05/13 中体連主催の大会等について   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、部活動は休止が続いています。令和 2年度中体連主催の大会について、現時点で決定していることについてお知らせします。 

 

１全国大会（東海ブロック開催）‥中止 

 全国冬季大会（駅伝、スキー等）‥検討中 

２近畿大会‥中止 

３京都府大会（夏季 18 種目）‥中止 

 秋・冬季種目（駅伝、ラグビー、スキー等）‥検討中 

４山城大会（6/13～7/26開催競技）‥中止 

 

なお、乙訓大会につきましては、現在、検討中です。 

 

また、『全日本吹奏楽コンクール』『京都府吹奏楽コンクール』も中止が決定しています。 

 

皆さまには引き続き、３密を避け慎重な行動をお願いします。 
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2020/05/02 休校再延長にむけて長二中生へ校長先生からのメッセージです。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 

全校生徒の皆さんへ 

  

 生徒の皆さん、本当に長い長い臨時休校となっていますが、健康に過ごせていますか？ 

学習課題に取り組んだり、短時間外へ出て軽い運動をしたり、ネットで様々な情報を見たり・・・それぞれに工夫しながら過ごしていることと思います。 

先生たちも今は、３つのチームに分かれて日々交代交代で学校での勤務と自宅での勤務等に 

あたっています。 

学校での活動のみならず、外出自粛を余儀なくされていて、皆さんも学習や運動を思い切りできなくて、ストレスもいっぱい溜まっていることでしょうね？ 

臨時休校が延長された状況において、少しでも皆さんと顔を会わせる場面を作れないか？ということで、５月中に自由登校日を設けることにしました。登校日といっても、本

当に皆さんと担任の先生方が少しの時間顔を会わせて、学習課題の受け渡しやお互いの元気を確かめ合う程度ですし、現在の状況において、「絶対に登校してきてください」

というものでもありません。お互いに学校再開の日に向けて、頑張れるエネルギーや安心感も受け渡しできれば・・・と考えています。 

皆さんには、これからも引き続き自分やご家族・大切な人々の健康と安全に気を配りながら、 

過ごして欲しいと願っています。我慢を強いることになりますが皆さんやご家族・地域の方々・先生方で『長二中 ONE TEAM』として、乗り切っていきましょう！ 

最後に１つお願いがあります・・・この間、学校には地域の方からお叱りというよりは、心配の 

お声がいくつか届いています。 

・        数人で楽しそうに過ごしている中学生を見かけることがあるのだけれど・・・ 

「マスクを着用していない子もいて、すごく心配」 

「コンビニの待ちカフェで楽しそうなんだけど、お互いの距離が近すぎるようで、心配」 

「家の前などで遊んでいたり、年下の子たちの相手をしているようなんだけど、もう少し声 

の大きさを意識してくれると嬉しいな」 

・・・というようなものです。自分の感染予防の意識向上は、家族や大切な人々・地域の方々の感染予防にも自然につながっていることを今一度心にとめて、また、ご近所には、

夜勤明けで仮眠をとられていたり、体調を崩されている方、赤ちゃん、お年寄りの方々も暮らしているということも合わせて意識しながら、さらに長二中生らしい行動がとれる

とより素晴らしいと思います。皆さんのこれからの我慢と頑張りを応援しています！ 

  

長岡京市立長岡第二中学校 

校  長   大 平 哲 夫 
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2020/04/16 令和 2 年度 進路だより No,.１  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

進路通信 No.1.pdf 

 

2020/04/16 令和２年度 学校だより 4月号   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

学校だより４月号①（始業式）.pdf 

学校だより４月号②（入学式）.pdf 
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