
2020/12/25 2学期終業式  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 8月 18日から始まった 2学期が本日終業式を迎えました。例年よりも長い 2学期でしたが、生徒たちは意欲的に学習や行事に取り組んでいました。あらゆる場面で成長が見えた 2学期

でした。終業式は全校が集まることができず、放送で校長先生の式辞や表彰報告を行って、生徒指導部より 2学期の学校生活の様子や冬休みの生活についてお話がありました。３学期も元

気いっぱい登校することを楽しみにしています。 

    

2020/12/04 いのちの学習（3年生）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 12月 3日（木）、4日（金）に加古川市教育委員会青年育成課 教育相談センター 学校支援カウンセラーの阪中順子先生をお招きし、「いのちの学習」を実施しました。心の危機にどのよう

に向き合っていけばよいのか、溢れるストレスやおしよせる不安への対処法などスライドを用いたり、ロールプレイで体験をおこない、わかりやすく教えていただきました。二日に分けて全学級

に丁寧に説明していただき、3年生も真剣に説明を聞いていました。阪中先生、二日間ありがとうございました。 
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2020/12/02 文化鑑賞会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 関西芸術座による演劇「遥かなる甲子園」を鑑賞しました。生徒は本格的な演劇を見てその迫力や表現力に圧倒されていました。たいへん充実した時間でした。 

      

   

     

2020/12/01 明日の文化鑑賞について   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 

 明日は文化鑑賞会「遥かなる甲子園」です。本年度は文化祭が中止になり、文化的な行事を行うことができませんでした。そこで、ソーシャルディスタンスを

保つために、広いホールをお借りして関西芸術座を招き、演劇を鑑賞することにしました。 

 3校時まで授業を行い、昼食を食べて長岡記念文化会館まで歩いていきます。 

 給食はありませんので、必ずお弁当を持参してください。 

 保護者の皆様、ご負担をおかけしますがよろしくお願いいたします。 
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2020/11/30 防災学習  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 全学年で防災学習をおこないました。「その時、あなたはどう動きますか？」をテーマに災害が起こった時、正しい判断と落ち着いた行動ができるように学習しました。また、校内で災害にあ

った場合の避難経路や避難場所等の確認も行いました。その後、長岡京市危機管理室より備蓄食品をいただき、全生徒に非常食として配布しました。 

      

  

2020/11/26 学年末テスト 2日目  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 11月 25日～27日は 2学期期末テストを実施しています。勉強の成果をしっかり出し切ろうと頑張っていました。明日は最終日です。最後まで気を抜かず取り組んでください。体調管理も

忘れずに！ 

1年生の様子         2年生の様子      3年生の様子  
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2020/11/24 明日、2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 

 11月 25日（水）～27日（金）から 2学期期末テストが実施されます。明日のテストの前に、各学年で質問会や学習会を行っていました。明日のテストも頑張ってください。 

３年 ２年 １年 

11 月 
25日

（水） 

26日

（木） 

27日

（金） 
11 月 

25日

（水） 

26日

（木） 

27日

（金） 
11 月 

25日

（水） 

26日

（木） 

27日

（金） 

1 英御 理科 社会 1 理 国 数 1 社 英 数 

2 国語 音楽 40' 数学 2 社 技家 40' 英 2 国 理 技家 40' 

3 保体 40' 技家 40' 美術 30' 3 美 40' 保体 40' 音 40' 3 音 40' 美 40' 保体 40' 

4     HR 4     HR 4     HR 

    給食あり     給食あり     給食あり 

 

2020/11/16 1年生「性教育」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日 6校時の学活で 1年生の性教育「助産師が行く！いのちの出前講座」を実施しました。内容は①いのちの誕生に関わる仕事 ②いのちが宿る、受精のキセキについて ③出産の奇跡

について ④ライフデザインについて ⑤あるご夫婦の出産のビデオ。 

生徒は生命の誕生について真剣な表情で助産師さんの話を聞いていました。今後の生活に役立つ貴重なお話をありがとうございました。 
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2020/11/11 1年生校外学習（滋賀県希望ヶ丘文化公園）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 10日（火）1年生は滋賀県希望ヶ丘文化運動公園青年の城へ校外学習に行きました。施設内でオリエンテーリング・ディスクゴルフを楽しみ、事前に各学級で考えてきた「みんなで楽し

む」ためのクラスレクリエーションをリーダー中心に行っていました。「自然いっぱいの中で仲間と食べるお弁当は最高！」といった表情でおいしそうにお弁当を食べる姿も嬉しそうでした。帰り

のバス内では 1日全力で遊んだ疲れが出たのかぐっすり眠っている生徒もいました。 

    

   

2020/11/09 1年生校外学習に向けての学年集会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11 月 10 日(火）１年生の校外学習で滋賀県の希望が丘文化公園青年の城に行きます。本日の６校時学活で学年集会を行い、行程やルールの確認を行いました。真剣な表情で話を聞いていました。 
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2020/11/05 3年生校外学習  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 天候にも恵まれ、本日 3年生の校外学習が行われました。場所はユニバーサル・スタジオジャパンです。様々なアトラクションに乗ったり、昼食を友人と食べていっぱい話せたり、普段教室

では見えない表情も見れました。中学校生活の良い思い出が作れたのではないでしょうか。 

    

  

 

2020/11/04 
3年生の校外学習に向けて学年集会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 11月 5日（木）に３年生校外学習の実施に向けて、本日 6校時に事前指導のために学年集会をおこないました。集団で校外に出て学習する意義やルールなどを確認し、体型づくりの練習

もおこないました。修学旅行が中止になり残念な思いをした分、いっぱい楽しんできてください。 
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2020/10/26 ３年生薬物乱用教室   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、３年生の６校時学活で薬物乱用教室を実施しました。向日町署のスクールサポーター４名を講師に招き、薬物乱用の恐ろしさや周囲に与える影響など、身近に起こりえることへの対

処の仕方や考え方を学びました。 

    

 

2020/10/26 山城駅伝結果  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 10月 24日（土）南山城村高山ダム周辺コースで山城駅伝大会が開催されました。結果は女子 18位、男子 21位。男子の第 2区の３年生は区間 2位に入賞しました。思いを込めて襷をつ

なぎ全力で頑張りました。１，２年生は 3年生の思いを引き継ぎ、来年に向けて頑張ってください。 
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2020/10/23 明日、山城駅伝！   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 明日、10月 24日（土）陸上競技部の山城地方駅伝大会が開催されます。女子 10:00スタート、男子 11:15スタートです。体育大会の取組中や当日も放課後に集まり練習を行ってきまし

た。思いを込めて襷をつないでください。頑張れ陸上競技部！ 

   

2020/10/21 1年生体育大会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日もさわやかな秋晴れの良い天気の中、本年度最後を飾る 1年の体育大会が開催されました。たくさんの保護の声援を受け、中学校初の行事を学級一丸となって楽しむ姿がキラキラし

ていました。 

◆開会式 

   

◆１００ｍ徒競走 優勝 5組 
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◆クラス対抗全員リレー 優勝 5組 

   

◆大縄跳び 優勝 2組 

   

◆閉会式・表彰式 総合優勝 5組 

   

 全学年の体育大会が終了しました。今年度は、本来とは違う形となりましたが各学年で工夫し、仲間と力を合わせて充実した時間を過ごすことができました。たくさんのご声援ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 



2020/10/20 2年生体育大会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 晴天の中、2年生の体育大会が開催されました。たくさんの保護者も観戦していただき、楽しく体育大会ができました。 

◆開会式・徒競走 

   

◆クラス対抗全員リレー 優勝 2組 

   

◆大縄跳び 優勝 2組 
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◆部活動対抗リレー 優勝 陸上部・美術部・剣道部 

   

◆クラス選抜リレー 優勝 5組 

   

◆総合優勝 2組 

   

2年生お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 



2020/10/19 高校説明会（私立高校）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

前回に引き続き、3 年生の総合的な学習の時間で高校説明会を実施しました。今回は私学の高等学校８校（京都両洋・京都成章・京都学園・大谷・京都外大西・西山・明徳・龍

谷大平安高校）の先生方をお招きして、各校の説明をしていいただきました。 

      

   

2020/10/16 高校説明会（公立）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日５,６校時に 3年生の総合的な学習の時間に高校の先生方をお招きして「高校説明会」をおこないました。今回は公立高校８校による説明会でした。3年生は真剣な表情で高校の先生

の説明を聞き、質問もたくさんしていました。次回、10月 19日（月）は私学の先生方をお招きして「高校説明会２」をおこなう予定です。今回、説明に来ていただいた高校は、乙訓・西乙訓・向

陽・桂・洛西・洛水・嵯峨野・桃山高校です。先生方ありがとうございました。 

     

     

 

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jo6whzbdh-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=jorzwe45z-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%E9%AB%98%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%EF%BC%88%E7%A7%81%E7%AB%8B%E9%AB%98%E6%A0%A1%EF%BC%89%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jo6whzbdh-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=jo6whzbdh-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E9%AB%98%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%EF%BC%88%E7%A7%81%E7%AB%8B%E9%AB%98%E6%A0%A1%EF%BC%89%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E9%AB%98%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%EF%BC%88%E5%85%AC%E7%AB%8B%EF%BC%89%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jorzwe45z-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=jorzwe45z-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E9%AB%98%E6%A0%A1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%EF%BC%88%E5%85%AC%E7%AB%8B%EF%BC%89%27),%20%27_blank%27);


2020/10/15 3年生体育大会！  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日 3年生の体育大会が晴天の中、開催されました。学年だけの開催でしたが、たくさんの保護者の方々の声援を受けながら、中学校生活最後の体育大会を楽しく終えることができまし

た。 

◆開会式 

   

◆徒競走 

   

◆棒引き 〈結果〉 優勝 2組  2位 3組 
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◆クラス対抗全員リレー  優勝 2組  2位 5組  

   

◆大縄跳び  優勝 2組・4組（同点優勝） 特別賞 1組 

   

◆閉会式 総合優勝 ２組 

   

 

 

 

 

 

 

 



2020/10/14 体育大会前日  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 雨天で延期になった体育大会が明日３年生で実施します。全学年午前中の授業後、給食を食べて 1，2年生は下校。13時 40分から 3年生の競技が開始されます。 

 本日の 6校時に 3年生の学年練習で最終リハーサルを行い、明日に向けての意気込みを学級で確認しあっていました。 

 保護者の皆様におかれましては、13時 20分から入場となっております。健康観察チェックシートをお忘れのないように、また早く来られても入場できませんのでご協力お願いいたします。 

      

2020/10/13 前期実行委員会終了   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日放課後、前期最後の実行委員会では各委員会でまとめの会議を行いました。後期につなげるための総括では様々な意見が出ていました。 

      

2020/10/12 1年生非行防止教室  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 1年生の学活において、向日町署のスクールサポーターによる「非行防止教室」を実施しました。社会を取り巻く環境には様々な犯罪があり、生徒個々が被害者にも加害者にもなる可能性

があります。自分を守るための知識や犯罪に巻き込まれないための言動について詳しく教えていただきました。自分たちの身近なところに犯罪があることを知り、興味深く学習していました。 
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2020/10/09 ★本日（10月 9日）の体育大会についてのお知らせ★  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10 月９日（金）の体育大会についてお知らせいたします。 

本日予定していました体育大会は雨天のため全学年延期とさせていただきます。（3 年生も現時点で延期とさせていただきます。） 

尚、今後の予定としまして日程は異なりますが、各学年予定していましたプログラムは実施したいと考えています。本日の予定と重ねてご確認ください。詳しいお知らせは、

本日生徒に配布するプリントでご確認ください。 

〈各学年の本日の予定〉 

◆1年生 8:30 までに登校 

 学活（10 分） 

1 校時（金１） 

 2 校時（金２） 

 10 時 40 分に下校予定 

【1 年生の体育大会実施日】 

 10 月 21 日（水）13:40 開始（保護者 13:20 入場） 

◆2年生 10:15 までに登校 

 学活（10 分） 

 1 校時（金３） 

 2 校時（金４） 

 12 時 20 分に下校予定 

【２年生の体育大会実施日】 

 10 月 20 日（火）13:40 開始（保護者 13:20 入場） 

◆３年生 13:15 までに登校 

 学活（10 分） 

1 校時（金５） 

2 校時（金６） 

 1５時 30 分に下校予定 

【３年生の体育大会実施日】 

 10 月 15 日（木）13:40 開始（保護者 13:20 入場） 
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2020/10/08 ★3年生体育大会順延のお知らせ★  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

本日予定していました３年生体育大会は雨天のため、明日に順延します。 

〈３年生の本日の予定〉 

◆３年生 13:15 までに登校 

 学活（10 分） 

1 校時（木５） 

2 校時（木６） 

 1５時 30 分に下校予定 

  

明日については、本日と同様の予定で実施いたしますので、引き続き「学校ホームページ」と「ミマモルメ」で体育大会の可否についてご連絡させていただきます。 

 尚、明日も雨天中止になった場合は、次週以降午後の時間帯を活用して、全学年実施する予定です。現時点で決まっている検診や予定がある関係上、同日に全学年が実施す

ることが困難なため、日時は各学年で異なります。決まり次第お知らせいたします。 

2020/10/08 ★本日の体育大会についてのお知らせ★  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10 月 8 日（木）の体育大会についてお知らせいたします・ 

1，2 年生の体育大会の実施は明日に順延します。 

〈1，2 年生の本日の予定〉 

◆1年生 8:30 までに登校 

 学活（10 分） 

1 校時（木１） 

 2 校時（木２） 

 10 時 40 分に下校予定 

◆2年生 10:15 までに登校 

 学活（10 分） 

 1 校時（木３） 

 2 校時（木４） 

 12 時 20 分に下校予定 

 

３年生については 11 時に判断しお知らせいたします。 
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2020/10/07 10月 8日（木）体育大会の実施について   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

★明日の体育大会についてのお知らせ★ 

10 月 8 日（木）の体育大会の実施についてご連絡します。 

明日の体育大会は各学年の実施時間と内容は（現段階では実施予定です。） 

◆1年生 8:45～（保護者入場 8:30） 

①100m走 ②学級対抗全員リレー ③大縄跳び 

  

◆2年生 10:50～（保護者入場 10:30 ） 

①100m走 A ②学級対抗全員リレー ③100m走 B 

④大縄跳び  ⑤部活動対抗リレー   ⑥学級対抗リレー 

  

◆3年生 13:30～（保護者入場 13:15）です。 

①100m走 A     ②棒引き   ③100m走 B 

④学級対抗全員リレー ⑤100m走 C ⑥大縄跳び 

  

体育大会実施の可否の判断については 1，2 年生 7:00、3 年生 11:00 に学校ホームページとミマモルメでお知らせいたします。ご確認をお願いたします。 

〈中止の場合〉 

・1 年生は 1～2 校時授業（木１・木２） 

・2 年生は３～４校時授業（木３・木４） 

・3 年生は５～6 校時授業（木５・木６） 

＊雨天中止の場合は全学年弁当はいりません。 

  

10 月 9 日（金）が予備日になっています。実施時間や内容は 8 日と同様です。 

  

〈保護者の皆様へ〉 

・新型コロナウイルス感染防止のため、保護者の皆様のご観戦はお子様の学年のみにさせて 

いただいています。保護者の皆様の入場時間は厳守でお願いいたします。また、お子様以 

外の学年での時間帯の来校はお控えいただきますようご協力お願い申し上げます。 

・来校の際、マスクの着用にご協力お願いいたします。 

・「健康チェックシート」に必要事項を記入して、ご持参していただきますようお願いします。 
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2020/10/06 各学年体育大会の取り組み   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 明後日の体育大会に向けて、練習の大詰めになってきました。本年度は学年ごとの分散開催ですが、全学年共通して大縄跳びを実施します。密を少しでも避けるように、学級を２つのグル

ープに分け、時間で交代してその合計回数を競うことになりました。各学年とも本番を目前に集中力がどんどん増してきています。最後の大繩跳びの練習に頑張っていました。 

1年生の練習のようす 

   

2年生の練習のようす 

   

３年生の練習のようす 
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2020/10/05 ラグビー京都府中学生総合体育大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 10月 3日（土）に宝ヶ池球技場でラグビーの京都府中学生総合体育大会の準々決勝が開催されました。本校ラグビー部は準々決勝で京都市立洛南中学校と対戦しましたが、残念なが

ら、勝利することはできませんでした。結果はベスト８。この大会で３年生にとっては最後の大会となりました。悔し涙を流している３年生もたくさんいました。夏休みの早朝やテスト前の練習な

ど本当によく頑張っていました。3年生お疲れさまでした。１,２年生は３年生の思いを引き継ぎ新チームで頑張ってください。 

     

     

2020/10/02 明日！ラグビー部京都府総合体育大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 明日は京都府総合体育大会が準々決勝が行われます。対戦相手は京都市の洛南中学校となりました。3年生にとっては中学校最後の大会となります。宝ヶ池競技場で午後１２：００キック

オフです。最後まで仲間を信じて、力の限り頑張ってください。 
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2020/10/02 体育大会学年練習   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 昨日、中間テストが終わり本日から 10月 8日（木）の体育大会に向けて各学年で取り組みが本格的に始まりました。1校時は 2年生が学年種目の練習、2校時は 3年生の大繩とびの学

級練習と生徒たちは一生懸命頑張っていました。 

2年学年練習様子 

      

3年生大縄跳びの練習の様子 

       

2020/09/30 中間テスト１日目   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日から中間テストが実施されました。各学年１時間目から３時間目までしっかりテストを受けていました。明日は１時間目と２時間目で、３時間目は学活です。最後まであきらめずに頑張っ

てください。 
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2020/09/30 第 2回進路説明会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9月 29日（火）本校体育館にて「第 2回進路説明会」を実施しました。100名近くの 3年生の保護者の方々が参加されました。今回は体育館でスペースを確保しながら、学校校長挨拶やキ

ャリア教育部長の説明、質疑応答など通常の説明会を実施させていただきました。 

      

2020/09/29 ICT を活用した体育の授業   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 1年生体育の器械運動の授業でタブレットを使用して技を撮影し、各自の課題をグループで話し合い、練習を行う内容の授業を行っていました。ICT機器を活用することにより深い学びと理

解が得られるように工夫した授業でした。生徒たちはタブレットを使用して自分の技を確認することにより関心が高まり、意欲的に学習に取り組んでいました。 
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2020/09/28 今週は中間テストです。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 9月 30日（木）、10月 1日（金）に中間テストが実施されます。朝の連絡の前に各学級でテストに向けての朝学習や終礼学習に取り組んでいます。また、各授業でも教えあい学習で生徒同

士でも理解を深めています。「部活も勉強も頑張れ長二中生！」 

     

    

9 月 30 日（木）                       10 月 1 日（金） 

  〈3 年〉  〈2 年〉  〈1 年〉       〈3 年〉  〈2 年〉   〈1 年〉 

１  国語    社会     国語     １  数学    理科    英語 

２  英語    数学     社会     ２  社会    国語    理科 

３  理科    英語     数学     ３  ＨＲ    ＨＲ    ＨＲ 
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2020/09/20 吹奏楽部「オータム・コンサート」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、13:00より長岡京記念文化会館にて「オータム・コンサート」が開催されました。 

    

   

2020/09/20 R2 新人戦の様子  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 
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2020/09/20 R2 乙訓新人大会 ２日目  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

大会１日目はお疲れさまでした。２日目も怪我や熱中症に十分気を付けて、頑張ってください。本日も無観客で試合が行われますので、HPにて速報をあげていきます。 

 

★女子バレーボール  (会場：西ノ岡中学校) 

  【予選リーグ】       順位決定戦   VS 大山崎中学校  ０－２  敗退 

 【２位リーグ】                VS  勝山中学校  １－２   敗北   結果：総合６位 

 

★野球 (会場：長岡第四中学校) 

 【準決勝】 VS 寺戸中学校 ３－４ 敗退 

 

★男子テニス (会場：洛西浄化センター) 

 【個人】 ※準決勝進出 

      結果：３位 山城大会出場 

 

★女子テニス (会場：長岡中学校) 

 【団体】  【予選リーグ】  

            ２位通過 

          【決勝リーグ】 

            １回戦 敗退   結果：５位 

 

★男子卓球 (会場：大山崎中学校) 

 【団体】 ※決勝進出   

      決勝戦 VS 長岡第三中学校  １－３  敗退   結果：準優勝 

 

★女子卓球 (会場：勝山中学校) 

 【団体】  VS 立命館中学校 ３－１ 勝利  結果：３位 

 

★バドミントン (会場：長岡第三中学校) 

 【女子】 【A級】 結果：ダブルス３位 

         【B級】 結果：ダブルス １位 優勝 

                    シングル ３位  
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★サッカー (会場：立命館中学校) 

 【準決勝】  VS 大山崎中学校 １－０ 勝利 決勝進出 

 【決勝戦】    VS 長岡第三中学校 ０－４ 敗退 準優勝 

 

2020/09/19 R2 乙訓新人大会 1日目  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 

本日の試合は終了しました。 

明日、2日目の日程は以下の通りです。 

 

★女子バレーボール  (会場：西ノ岡中学校) 

 8：50 ～ 大山崎中学校と決勝リーグ決定戦が行われます 

 

★野球 (会場：長岡第四中学校) 

 9：00 ～ 寺戸中学校との準決勝が行われます 

 

★男子テニス (会場：洛西浄化センター) 

 個人戦が行われます 

 

★女子テニス (会場：長岡中学校) 

 団体戦が行われます 

 

★男子卓球 (会場：大山崎中学校) 

 団体戦が行われます 

 

★女子卓球 (会場：勝山中学校) 

 団体戦が行われます 

 

★バドミントン (会場：長岡第三中学校) 

 女子の試合が行われます  

 

★サッカー (会場：立命館中学校) 

 9：30 ～ 大山崎中学校との準決勝が行われます 
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2020/09/19 R2 乙訓新人大会 1日目 速報  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

本日から乙訓新人大会が開催されます。今回は無観客での実施となります。残念ながら保護者の観戦はできません。そこ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 

 【予選リーグ】 VS 立命館中学校 ２－ １ 勝利 

         VS 寺戸中学校     ０－ ２   敗北 

        ※２位通過 （明日は決勝リーグ決定戦からです) 

 

★ 男子バレーボール 

 【予選リーグ】 VS 立命館中学校 １－ ２    敗退 

 

★ 剣道 

 【個人】 女子  2回戦    VS 立命館中学校 勝利  準々決勝進出 

             準々決勝  VS 立命館中学校 敗退         結果：３位 

      男子    １回戦    VS 立命館中学校 敗退 

 【団体】 女子  結果：３位 

 

★ 野球   ２回戦  VS 長岡第三中学校 ８－１ (６回コールド) 勝利 準決勝進出 

 

★ 男子ソフトテニス 優勝!! 
 【団体】：予選リーグ １回戦  VS  勝山中学校   ２－１ 勝利 

               ２回戦  VS  立命館中学校  ３－０    勝利 

           ※リーグ１位通過 

      決勝トーナメント 

            準決勝 VS 長岡第三中学校 ２－０ 勝利 決勝進出 

            決勝戦 VS 西ノ岡中学校  ２－１ 勝利  

              ※山城大会進出 

 

★女子ソフトテニス 

 【個人】 ベスト１６：1ペア     

 

★男子バスケットボール   VS 西ノ岡中学校 ２３－３７ 敗退 

 

★女子バスケットボール   VS 長岡第三中学校  １８－５０ 敗退 

 

★女子卓球 

 【個人】 準優勝  ：１名  

       ベスト８ ：１名 

       ベスト１６：３名 
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★男子卓球 

 【個人】 準優勝  ：1名 

       ベスト８ ：1名 

       ベスト１６：1名 

★陸上  

   【総合】 男子：３位 

       女子：２位 

       男女：２位 

   【男子】 共通 砲丸投   ：１位・２位 

       共通 走幅跳  ：１位 

       共通 110ｍH ：２位 

       共通 三段飛  ：２位 

   【女子】 100ｍ   ：1位 

       共通 800ｍ   ：1位  

 

★バドミントン 

       男子は終了しました 

 

★サッカー 

      VS 長岡中学校  ０－０(PK ５－４) 勝利 準決勝進出 

 

2020/09/17 乙訓新人戦に向けて！   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9月 19日（土）・20日（日）に行われる乙訓新人大会に向けて各部で懸命に汗を流しています。8月の大会で 3年生が引退し、2年生を中心に取り組んできた成果を試すように真剣な表情

で頑張っています。 
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2020/09/16 1年生体育大会大繩跳び練習スタート   | 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、1年生の体育大会取り組みがスタートしました。中学校に入学し初めての学年全体での取り組みで、少し緊張した様子でしたが大縄跳びの練習が始まると、どの学級も楽し

そうでした。学級全員で息を合わせて飛ぶことは難しいことだと感じたようです。足がそろってたくさん飛べた時の一体感を味わってほしいと思います。そのためにはしんどくても練習あるのみ

です。学級一丸となって頑張れ 1年生！ 

     

  

2020/09/14 グラウンド整備作業   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 グラウンドに土を入れました。体育大会や新人戦に向けて野球部・サッカー部・陸上部・ラグビー部の部員たちが、自分たちが使うグラウンドの整備作業に励んでいました。土が入ってきれ

いになったグラウンドで新人戦に向けて頑張ってください。お手伝いご苦労様でした。 
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2020/09/14 野球部 「山城ルーキーマッチ 2020」第三位入賞！   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

8月 30日から始まった「山城ルーキーマッチ 2020」で本校野球部が一回戦から 4連勝し、準決勝へと駒を進めました。9月 12日（土）に準決勝が行われ、惜しくも同じ地区の寺戸中学校に

敗れ第３位となりました。本大会は山城地区全域から参加しているため価値ある３位だと思います。今週の新人戦でリベンジに向けて頑張ってください。 

    

2020/09/14 ◆吹奏楽部「録音コンテスト」Ａチーム金賞＆最優秀賞   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

  8月に実施された関西吹奏楽指導者研究会主催の「吹奏楽音楽コンテスト」において、多くの賞を受賞しました。 

★中学校Ａ部門（新入生部門）Ｄチーム（1年生 13名）金賞 

★中学生Ｂ部門       Ａチーム（3年生 12名・2年生 3名）金賞＆最優秀賞 

              Ｂチーム（3年生 11名・2年生 4名）金賞 

              Ｃチーム（2年生 15名）銀賞 

 

 

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jojigeo3r-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=jo2j06des-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%E9%87%8E%E7%90%83%E9%83%A8%20%E3%80%8C%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%80%802020%E3%80%8D%E7%AC%AC%E4%B8%89%E4%BD%8D%E5%85%A5%E8%B3%9E%EF%BC%81%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jojigeo3r-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=jojigeo3r-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E9%87%8E%E7%90%83%E9%83%A8%20%E3%80%8C%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%80%802020%E3%80%8D%E7%AC%AC%E4%B8%89%E4%BD%8D%E5%85%A5%E8%B3%9E%EF%BC%81%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E2%97%86%E5%90%B9%E5%A5%8F%E6%A5%BD%E9%83%A8%E3%80%8C%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%8D%EF%BC%A1%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%87%91%E8%B3%9E%EF%BC%86%E6%9C%80%E5%84%AA%E7%A7%80%E8%B3%9E%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jo2j06des-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=jo2j06des-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E2%97%86%E5%90%B9%E5%A5%8F%E6%A5%BD%E9%83%A8%E3%80%8C%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%8D%EF%BC%A1%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%87%91%E8%B3%9E%EF%BC%86%E6%9C%80%E5%84%AA%E7%A7%80%E8%B3%9E%27),%20%27_blank%27);


2020/09/11 体育大会の練習風景   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 10月 8日（木）に体育大会を開催することになりました。本年度はコロナウイルス感染予防の観点から、例年とは大幅に違うかたちで開催します。本日の 6校時に 2年生が大縄跳びの練

習に取り組みました。本年度初めての学年全体での取り組みに、本当にうれしそうに汗を流していました。来週からは 1，3年生も体育大会の練習が始まります。規模は小さくなりましたが笑

顔いっぱいで楽しんでくれることを期待します。学級一丸となって頑張ってください。 

    

2020/09/08 美術部 1年生共同制作「黒板アート」展示会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 夏休み前から美術部の 1年生が取り組んでいた、黒板アートが完成しました。本日放課後、南校舎 2階と 3階踊り場の壁に展示しました。テーマは「鯨の方舟」。ファンタジーな海の世界を

イメージしたそうです。  
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2020/08/19 8月 19日（水）2学期始業式①   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 2週間と例年より短い夏休みも終わり、本日から 2学期がスタートします。PTAあいさつ運動では、朝から暑い日差しのなか登校してくる生徒に PTA本部の方々の「おはようございます。」

のあいさつに「おはようございます。」と元気よく挨拶を交わしていました。 

    

◆2学期始業式 

密を避けるために体育館で全校による始業式ではなく、各教室で放送により始業式を実施しました。 

校長先生の式辞と教室の様子 

   

 

式の後ホームルームを行い、３・４時間目は各学年でテストを実施しました。 
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