
2021/08/17 吹奏楽コンクール 関西大会 市長表敬訪問   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本校吹奏楽部は 8月 28日（土）に開催される関西大会に出場することが決定しました。本日は 中小路健吾 長岡京市長はじめ、田村直義 市議会議長・西村文則 教育長が関西大会の

激励に訪問されました。「新型コロナウイルス感染症予防のため、部活動が制限され限られた時間で関西大会の出場を決めることができたことは素晴らしい。」とお言葉をいただきました。吹

奏楽部は訪問していただいた方々に演奏を披露しました。心を一つに素晴らしい演奏を創り上げてください。 

    

    

2021/08/17 祝 野球部全京都大会優勝   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 8月 8日（日）に開催された、第 38回全京都少年軟式野球選手権大会において、本校野球部が優勝しました。わかさスタジアムでおこなわれた今大会は京都全域のクラブチームも参加す

る文字通り、「京都１」を決める大会です。その大会での優勝は立派な結果です。おめでとうございます。さらに 9月中旬に開催される近畿大会にも参加します。次は「近畿１」を目指して頑張

ってください。 
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2021/08/07 陸上部「近畿総合体育大会」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

近畿総合体育大会が開催されています。本校陸上競技部の京都府 2位辻村さん（3年）と京都府 3位目串さん（3年）が本日、砲丸投げで出場します。京都の代表として頑張ってください。 

 

2021/08/07 野球部「第 38回全京都少年軟式野球大会」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

本校野球部が「第 38回全京都少年軟式野球大会」に出場し、現在ベスト４と勝ち上がっています。 

結果 1回戦   vs龍谷大平安中学校 戦  4－2 で勝利 

   2回戦   vs京都市立神川中学校 戦  5－0 で勝利 

   準々決勝 vs久御山市立久御山中学校 戦  3－1 で勝利 

 

本日、準決勝。15：10～ 岡崎公園野球場にて 

対戦相手は ライダース（クラブチーム）です。 

勝てば、明日「わかさスタジアム京都」で京都１を決める試合です。 

力の限り頑張ってください。  

 

2021/08/03 京都府吹奏楽コンクール   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

8月 2日（月）に行われた「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。おめでとうございます。 
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2021/07/31 山城・京都府大会結果   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

乙訓大会を勝ち上がり、山城大会・府大会と駒を進めた皆さんが入賞した結果をご報告します。 

【山城大会】 

〈陸上〉    砲丸 目串（3年） 優勝 

     砲丸 辻村（3位） 3位 

     2年 100m 木和（2年） 3位    

     共通 200m 中原（3年） ３位 

     共通走幅跳 村松（3年） ５位 

     共通四種 坊（3年）  6位  

 

〈卓球女子〉   団体  予選 3位敗退 

     個人  森田（3年）3位 府下大会出場 

     早川（2年）ベスト８ 

     勇崎（3年）ベスト 32 

 

〈卓球男子〉   船越（3年）ベスト 32 

     松本（3年）初戦敗退 

 

〈ソフトテニス女子〉 個人  原（3年）・水津（3年）初戦敗退 

 

【府下大会】 

〈陸上競技〉   砲丸 辻村（3年）2位 

       目串（3年）3位  ☆ともに近畿大会出場 

     2年女子 100m 木和 5位 

     共通女子 200m 中原 5位 

 

〈卓球女子〉   個人  森田（3年）初戦敗退 

 

〈柔道〉    今岡（2年）2回戦敗退 
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2021/07/22 【速報】乙訓大会 2日目  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

本日の乙訓大会の結果を速報でご連絡します。 

 

［女子バスケットボール部］ 

〇準決勝 

長二中 vs 勝山中 33－81 敗退 3位 

 

［野球部］ 

〇準決勝 

長二中 vs 長中  3－5 敗退 3位 

 

［男子テニス］ （個人） 

上位進出者なし（ベスト１６以下）山城出場なし 

 

［女子テニス部］（個人） 

決勝トーナメント 

長二中 vs 長三中 1－2 敗退 3位 

 

［男子卓球部］ （団体） 

〇準決勝  

長二中 vs勝山 ２－３ 敗退 ３位 

 

［女子卓球］  （団体）準優勝 
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2021/07/21 【速報】乙訓大会１日目の結果   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

本日、各運動部の乙訓大会が開催されます。本年度は新型コロナウイルス感染防止のためすべての競技において無観客で実施されることとなりました。残念ながら保護者の皆様には生徒

達の活躍を観戦していただくことはできません。そこで、大会結果を速報でお知らせいたします。 

７月 21日（水） 

［男子テニス部】（団体） 

〇予選リーグ   長二中 vs 長岡第四中 3－0 

     長二中 vs 大山崎中  2ー1 →決勝トーナメント進出 

〇決勝トーナメント２回戦  長二中 vs 西ノ岡中  1－2 惜敗 （3位） 

 

［女子テニス部］（個人） 

原、水津ペア ベスト 12 →山城進出 

 

［剣道部］個人戦 

大嶋（３年） 第３位  

 

［女子バスケットボール部］ 

長二中 vs 寺戸中 55－24 勝利 

長二中 vs 大山崎中 51－47 勝利 →明日勝山中と準決勝 

 

［男子バスケットボール部］ 

長二中 vs 長岡第三中 34－67 敗退 

 

［女子バレー部］ 

     長二中 vs 大山崎中 2－1 勝利 

〇準決勝 長二中 vs 長岡中 0－2 敗退  

 

［卓球部］（個人） 

ベスト 16まで３人決定 → ３年２名、２年１名が山城大会へ 

［野球部］ 

長二中 vs 立命館中 ６－１ 勝利 

 

［サッカー部］ 

長二中 vs 勝山中 2－3 PKで惜敗 
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2021/07/20 1学期終業式  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 １、２校時の通常授業を終え、11時から 1学期終業式をおこないました。校長先生のお話の後、生徒指導部から夏休みの生活で注意しなければいけないことを確認しました。その後、陸上

競技部とバドミントン部の大会結果について報告がありました。最後に明日から始まる乙訓大会の壮行会では各部活動のキャプテンから決意表明。3年生にとっては最後の大会になります。

仲間と過ごす時間を大切に最後まであきらめずに頑張ってください。健闘を祈ります。 

    

   

2021/07/19 1年生・3年生学年集会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日 3校時に 3年生、4校時に 1年生がそれぞれ 1学期を振り返る学年集会を実施しました。3年生は最後の大会に向けて激励や進路実現に向けて夏休みに取り組む具体的なことなど

各担当の先生からお話がありました。 
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1年生は 1学期を学習面・生活面を振り返り、それぞれ担当の先生からお話がありました。学年の課題を克服できるように２学期に取り組んでいきましょう。 

   

2021/07/15 2年生学年集会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、2校時に 2年生学年集会を実施しました。各学級、各委員会から 1学期のまとめを先生からの 1学期を振り返ってお話がありました。2学期に向けて学年や学級の課題を整理し、さ

らに良い学年になるように頑張ってください。 

  

2021/07/07 避難訓練  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、６校時全校で避難訓練を実施しました。地震を想定して各学級の避難経路を確認しました。教室では机の下に避難するなど自ら身を守る方法を体験しました。 
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2021/07/05 ラグビー全国大会（太陽生命カップ）京都府予選   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 6月 20日（日）から始まった京都府予選。本校ラグビー部は、予選リーグを 2位で通過し、7月 4日（日）に決勝トーナメントが開催され、1回戦は京都市立音羽中学校と３８対０で快勝しま

した。その結果を受けて京都府ベスト８に進出し、７月 11日（日）にベスト４をかけて、京都市立西院・凌風中学の合同チームと対戦します。暑い中ですが、ワンチーム魂で頑張ってください。

健闘を祈ります。 

     

2021/06/30 3年生 いのちの学習  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 奈良女子大学大学院 非常勤講師 社会福祉法人飛鳥学院 スーパーバイザー 阪中 順子先生をお招きして、「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、押し寄せる不安やストレスへの対処法などスライドを通して学びました。また、ロールプレイで体験を行い、「良い聞き手」になるための方法をわ

かりやすく教えていただきました。３日間で全学級に丁寧に説明していただき、真剣に説明を聞き、グループワークやロールプレイを楽しく行っていました。阪中先生、３日

間ありがとうございました。 
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2021/06/25 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 

 本日終礼後に、図書室にて学校図書選書会が行われました。選書会は、より多くの本に実際にふれ、希望図書の購入につなげることを目的に、図書委員だけでなく事前に予約した生徒や

先生たちによって、選んだ本に付箋を貼り、それをもとに購入本を決定する取組で、毎年行っています。今年は事前予約の生徒が多く、入場制限を行いながらの開催になりました。生徒たち

はテスト後の疲れも見せずに、熱心に希望図書を選んでいました。 

   

2021/06/24 期末テスト２日目   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 ２３日から始まった期末テストの２日目が終わりました。どの学年でもテスト前の直前までノートやプリントを見直している生徒たちの姿がありました。本日の３年生の男子保健体育のテスト

では、本校では初めて、タブレット端末を用いた問題が出題されました。生徒たちは動画や写真を見ながら、問題に真剣に取り組んでいました。期末テストは明日で最終日です。体調には気

を付けて、最後まで気を抜かずに頑張ってください。 
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2021/06/21 山城陸上大会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

6月 19日（土）に「山城乙訓地方中学校夏季陸上大会」が開催されました。１日中雨天のという悪条件の中でしたが、本校陸上部は、３年生を中心に懸命に競技に取り組み、自己ベストを更新した生徒もいました。上位者の結果は以下の通

りです。京都府大会に出場する６名はさらに成長できるように日々の練習に励んでください。 

山城地方中学校夏季陸上競技大会【6月 1９日（土）】 

男子優勝 女子３位 

共通砲丸投げ 目串（3年） 2年 100m 木和（2年） 

男子３位 共通２00m 中原（3年） 

共通砲丸投げ 辻村（3年） 
男女とも６位以上は７月 27日,28日の京都府大会

に出場 

   

2021/06/18 「給食準備タイムトライアル」の取組   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

１４日（月）から今日まで、給食委員会の取組である「給食準備タイムトライアル」が実施されました。準備にかかった時間だけでなく、当番の服装、当番以外の人の協力なども得点化し、衛生面、安全面にも気を付けな

がら取り組みました。日を追うごとに、どの各学級でも積極的な声かけなどが飛び交い、とても活気がある様子でした。この取組を通して、「食事時間に余裕ができること」だけでなく、「清潔で安心」「当番が動きやすくて

安全」なことを実感できたのではないかと思います。給食タイムトライアルは今日で終わりますが、来週からも引き続き、安全で安心して過ごせる給食時間になることを願っています。 

    

 

 

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jotrkcest-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=jof65bbby-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%B1%B1%E5%9F%8E%E9%99%B8%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E4%BC%9A%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jotrkcest-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=jotrkcest-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E9%99%B8%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E4%BC%9A%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E3%80%8C%E7%B5%A6%E9%A3%9F%E6%BA%96%E5%82%99%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jof65bbby-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=jof65bbby-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E3%80%8C%E7%B5%A6%E9%A3%9F%E6%BA%96%E5%82%99%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%27),%20%27_blank%27);


2021/06/17 3年生 LGBTQ 学習  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日５校時と６校時に、長岡京市男女共同参画センターより講師の先生をお招きして、３年生を対象に「多様な性について知ろう」というテーマで講和をしていだきました。性は「男」か「女」かどちらかと考えられがちですが、「性のあ

りかた（セクシュアリティ）」は様々であり、性のありかたの話は世界中でたくさんの人が取り組んでいる大切なことだということを教えていただきました。生徒たちはしっかりと話に耳を傾け、「一人一人の性格・個性を尊重して、もっとより良

い世の中にしたい」という意見もありました。 

   

2021/06/14 乙訓陸上大会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

6月 12日（土）に「乙訓地方中学校夏季陸上大会」が開催されました。本校陸上部は、男女とも総合 3位と力を出し切りました。3年生にとっては最後の大会で、新型コロナ感染症による緊

急事態宣言によって、十分な練習ができない中でしたが仲間とともに過ごせる最後の大会に真剣表情で取り組んでいました。上位者の結果は以下の通りです。 

乙訓地方中学校夏季陸上競技大会【6月 12日（土）】 

男子優勝 女子優勝 

共通走幅跳 村松（3年） 2年 100m 木和（2年） 

共通砲丸投げ 目串（3年） 共通 200m 中原（3年） 

男子 2位 共通 800m 魚谷（3年） 

共通三段跳び 亀井（3年） 共通4×100mリレー 
中原・木和・小西・魚

谷 

共通砲丸投げ 辻村（3年） 共通四種 岸前（3年） 

共通四種 坊（3年） 女子 2位 

男女とも 5位以上は 6月 19日（土）の山

城大会出場 
低学年４×100mリレー 

中嶋・上田・岩脇・田

中 

男子総合 3位 女子総合 3位 
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2021/06/11 3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 

 本日５校時、3年生で非行防止教室を実施しました。子供たちを取り巻く環境は決して安心できるものばかりではなく、インターネット（SNS）・薬物乱用・いじめ・万引きなど、いつ誰が被害者

や加害者になってしまうかわからない状況です。そこで、向日町署のスクールサポーターをお招きして、正しい判断力と行動力を身につけてもらうために講和をしていただきました。どの学級

もしっかり話を聞けていました。 

   

2021/06/10 オンライン授業テスト   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、8：45～9：40の時間帯でタブレット端末によるオンライン授業テストを実施しました。8：45に健康観察と接続確認。9：00～9：40までホームルームで生徒一人一人と繋がるという内容

で課題を出して取り組みました。うまくつながらなかった生徒もいましたが、概ね各家庭と学校がつながり、コミュニケーションや文章でキャッチボールを行うことができました。 

      

オンライン授業終了後、学校に登校。 
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朝学活。オンライン授業の話題で教室はタブレットをもって盛り上がっていました。 

    

2021/06/03 教職員研修「ICT機器を活用したわかる授業」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

昨日、16：00 より本校の教職員で校内研修会を実施しました。講師に京都府総合教育センターの指導主事と研究員の方をお招きし、ICT 機器の効果的な活用について学びました。すでに様々な場面で

タブレットを使用していますが、より効果的な活用方法を研修で学ぶことができました。先生方もよりわかる授業を展開するために関心を持って受講していました。 

   

2021/06/01 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 

5月 31日（月）から 6月 7日（月）まで、教育相談を実施します。各教室で担任の先生と直接自分の思いや感じていることを話す機会となっています。思春期をむかえ、悩みや不安など様々

な感情が出てくる時期です。少しでも自分の思いが話せる機会になることを期待しています。 
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2021/05/27 全国学力・学習状況調査（3年生）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日の１～３校時に 3年生「全国学力・学習状況調査」を実施しました。1校時は国語・２校時は数学・3校時は基本調査。今月に入りテストが続いていましたが、3年生は自分の力を試す

ために、集中して真剣に取り組んでいました。 

   

2021/05/27 ICT機器を活用した授業②  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

2年生の国語・3年生の数学と技術でタブレットを活用したわかる授業を実施しました。各教で生徒の興味や関心を持たせる工夫を行っています。わかりやすい授業を進めることで、理解が

深めまり授業に意欲的に参加している生徒も多くなってきました。生徒はあらゆる場面でタブレットを活用することにずいぶん慣れてきた様子で、自ら調べたいことや意見を述べる機会が増え

て学習意欲が増してきています。また、わからない生徒に教えながら進めることもグループ名でのコミュニケーションを図るいい機会となっています。 

【2年国語】 

   

【3年技術】 
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【3年数学】 

   

 

2021/05/25 ICT機器を活用した授業（1年数学）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

ICT機器を活用したわかる授業を実践しています。本日は 1年生の数学の授業をご紹介します。 

 ①授業開始時にタブレットを各自準備します。 

  

 ②各自で宿題プリントをタブレットで撮影して、ロイロノートで先生に提出します。  
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 ③宿題の内容からおさらいテストをして自分で解答します。 

   
 ④先生は正解率を集計し理解度をチェック。 

   
 ⑤課題を提示。各自でヒントをもとに考える。わからない人はグループで質問会。 

    

 ⑥先生から解答と解説。最後に本時のまとめ。 

   

 この他にも、道徳や HRでも活用しています。生徒は慣れたようすでどんどん進んでいます。また、ご紹介したいと思います。  

 



2021/05/21 2年生総合的な学習の時間   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

本日 6校時、2年生総合的な学習の時間では、「職業調べ」をおこないました。1人１台のタブレットを使用して各自興味や関心のある職業を調べていました。自分の将来をイメージしながら

真剣に取り組んでいました。インターネットを利用することで調べる種類も多くなり、写真や画像でイメージもどんどん膨らんでいる様子でした。今後も多くの授業や教育活動に利用していこう

と考えています。 

     

 

2021/05/20 学力テスト（新たな学力分析）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日午前中に、京都府教育委員会研究指定の「新たな学力分析の在り方にかかる研究」において本校で学力テストを実施しました。このテストは長二中校区３小学校４～６年生と本校全学

年の生徒で行います。これまでの学力テストでの学習内容の定着状況確認に加え、前年度比を行うことで、どれだけ自分が伸びたのかを実感することができます。生徒は真剣に各教科に取

り組んでいました。受験結果の個表は後日返却します。 
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2021/05/19 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 

 本日 6校時、「非行防止教室」を 1年生の全学級で実施しました。向日町署のスクールサポーターを 6名招き、少年を狙う犯罪や誘惑などに惑わされないようにしっかり知識をみにつけて

おくことが大切。また、ネット犯罪においても、中学生が加害者にも被害者にもなることを理解して使用するように指導を受けました。いずれにしても自分の身は自分で守るための知識や判断

力を身に着けてほしいと思います。 

      

   

2021/05/12 1学期中間テスト   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日より中間テストが始まりました。1年生にとっては初めての定期テスト。テスト前に受け方の注意点を聞いて、緊張した様子でテストに向かっていました。3年生は進路を意識して真剣な

表情で受検していました。みんな勉強した成果を出し切っていました。明日も中間テストです。時間を大切にしっかり勉強してテストに挑んでください。 
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2021/05/12 生徒総会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 昨日 6校時に生徒総会を実施しました。新型コロナウイルス感染対策のため各教室で早放送による提案となりました。生徒会をはじめ各委員会の方針や各学級の目標などを発表していま

した。 

    

   

2021/04/30 朝の健康観察をタブレットでおこないました。   | 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症による緊急事態宣言が発出され、学校の対策もさらに強化しているところです。本日は３年４組に協力してもらい、生徒１人に１台のタブレットを使用して朝の健康

観察をテスト実施してみました。生徒は登校して、タブレットを起動させ「ロイロノート」というソフトを使用して健康観察。生徒が入力したものが画面に表示され、先生が確認。初めてなのにスム

ーズにできていました。今後も授業等で活用できるようにしていく予定です。 
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2021/04/22 保護者個人懇談会の中止のお知らせ   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

令和３年４月 22日 

保護者 様 

長岡京市立長岡第二中学校 

校 長  大 平 哲 夫 

保護者個人懇談会の中止のお知らせ 

陽春の候 保護者の皆様には、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、毎日のように報道されている新型コロナウイルスの感染者数は日を追うごとに増加傾向にあり、本校も感染予防対策を強化しているところです。そんな中、京都府においても

新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の発出が要請されました。この後、どのようになるのかわかりませんが、正常な状態ではないことは判断できます。そこで 4月 23日

（金）～4月 30日（金）に予定していた保護者個人懇談会を中止にさせていただくことにいたしました。急な変更で、日程の都合をつけていただいている保護者の方々には大変混乱を

招き、ご迷惑をおかけすることになりますが、生徒はじめ保護者の方々の健康を考慮した判断であることをご理解いただきますようお願いいたします。 

 個人懇談につきましては、３年生は７月９日（金）～７月 15日（木）に三者懇談会（全員対象）を実施する予定です。１，２年生の保護者の皆様につきましても同時期に、希望制で個人懇

談として実施したいと考えております。（3年生の三者懇談会につきましては、6月にご案内させていただきます。） 

なお、今回中止にさせていただき保護者の方々のご相談したかった内容やご質問につきましては、別紙にご記入いただき、お子様経由で４月３０日（金）までに、学級担任にご提出い

ただきますようお願いいたします。 

 

2021/04/20 部活動入部式  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日の放課後に部活動入部式が行われました。各部新入部員（1年生）が加わり、自己紹介や部の方針・目標など話し合っていました。3年生は最後の年になることや 2年生は初めて先

輩になることなどを実感できる時間になりました。明日からチームワークを大切に頑張ってください。 

     

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jok3f8qkm-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=jo4wk0uu1-32#_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%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%80%85%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%87%87%E8%AB%87%E4%BC%9A%E3%81%AE%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jok3f8qkm-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=jok3f8qkm-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%80%85%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%87%87%E8%AB%87%E4%BC%9A%E3%81%AE%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E9%83%A8%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%85%A5%E9%83%A8%E5%BC%8F%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jo4wk0uu1-32#_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=jo4wk0uu1-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E9%83%A8%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%85%A5%E9%83%A8%E5%BC%8F%27),%20%27_blank%27);


     

  

2021/04/19 4月 17日（土）・18日（日）乙訓春季大会結果報告   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 4月 17日（土）・18日（日）に乙訓春季大会開催されました。種目は男女卓球・男女バスケット・野球・男女テニス個人戦です。 

 《結果） 

 〇卓球 

 男子 団体戦 準優勝      

    個人戦 2位          

 女子 団体戦 優勝 

    個人戦 準優勝・3位 

 〇バスケ 

 男子 1回戦敗退（VS長岡第四中） 

 女子 1回戦敗退（VS長岡第三中） 

 〇野球 

    2回戦 10－7で勝利（VS立命館中） 

 〇テニス 

 男子 個人戦 3位 

 女子 個人戦 3位 
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2021/04/16 仮入部  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 昨日から 1年生の部活動体験が始まりました。中学校生活の楽しみの１つである部活動、先輩にいろいろと教えてもらいながら緊張しながらも楽しんで頑張っていました。仮入部は 19日

（月）で終わり、20日（火）からいよいよ正式入部になります。 
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2021/04/15 朝学活の様子  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日は朝学活の様子を紹介します。8:35に出席確認を行います。担任の先生が来るまでの間、朝読書をおこなっています。各自で持ってきた本や学級においてある本を読んでいます。静

粛な状況で朝のひと時を過ごしています。 

    

読書後、担任の先生から本日の予定について連絡があります。3年生では眼科検診について、1年生は仮入部についてなどの説明がありました。どの学年もしっかり説明を聞いていました。 
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2021/04/14 1年生給食開始＆新入生オリエンテーション   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日から 1年生も給食が始まりました。中学校の給食の量に少し驚いている人もいましたが、先生の指示をしっかり聞いてみんなで協力して配り終えて「いただきます。」新型コロナの影響

でグループで給食を食べることはできませんでしたが、おいしそうにたべていましているた。いっぱい食べて大きくなってください。 

      

 

6時間目には新入生オリエンテーション。生徒会本部から中学校生活の紹介があり、部活動紹介。中学校生活の楽しみでもある部活動は興味津々で聞いていました。オリエンテーション後は

各学級で部活動見学。明日からの部活体験を楽しみにしている様子でした。 

      

 

2021/04/12 学級写真＆学年集会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 1年生の入学後、初めて全学年がそろった日です。いよいよ令和 3年度が全校で始まりました。まずは学級写真と学年集会を各学年で実施しました。それぞれの学年でこの 1年について

学年の先生からお話がありました。学級写真は青空の下で、晴れ晴れしく撮影しました。写真は希望制で販売します。 
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2021/04/09 令和 3年度入学式  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

本日、4月 9日（金）令和 3年度入学式が行われました。真新しい制服に身を包み、新入生 192名は元気に少し緊張した表情で入学しました。今日から中学生、勉強に部活動に仲間と楽し

く中学校生活を過ごしてください。また、この 3年間は心身ともに大きく成長する時期です。新入生の成長を楽しみにしています。 
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2021/04/08 令和 3年度スタート   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、4月 8日（木）令和 3年度始業式がスタートしました。２，３年生は新しい学級を確認し教室に入りワクワクさせながら、始業式のグラウンドに行きました。そこで着任された先生方の紹

介と校長先生の式辞。その後、学級担任の発表と部活動顧問の紹介。教室に入り学級開き。新しい学級で新しい先生の話を聞き、気持ち新たにスタートしました。 
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