
2022/01/06 感謝状をいただきました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

京都府人権擁護委員連合会主催の「令和３年度 全国中学生人権作文コンテスト京都大会」において、たくさんの作品を応募しました。日頃から人権意識向上のための取り組みを推奨していることに感謝され、感謝状が贈呈さ

れました。 

   

2022/01/06 入選！中学生の税についての作文   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

12月 20日（月）。「税についての作文」の応募したところ、3年舩橋さんの作品が「近畿納税貯蓄組合総連合会会長賞」に、3年西口さんの作品が「右京税務署長賞」に入選しました。表彰式に参加できなかった 2名に、学校長

から表彰していただきました。 
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2022/01/06 ラグビー部 第 17回亀岡市ラグビー祭出場   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 12月 19日（日）に亀岡市にある京都スタジアムにて、第 17回亀岡市ラグビー祭が開催されました。本校ラグビー部は招待校として参加し亀岡中学校と交流戦をおこないました。本格的な

スタジアムで試合ができ、貴重な経験となりました。 

     

2022/01/06 サッカー部 乙訓新人大会優勝！   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 12月 18日（土）・19日（日）に行われた乙訓新人代替大会が開催されました。本校サッカー部は見事優勝を果たしました。 

1回戦 vs長岡中 1－0 勝利 

準決勝 vs長岡三中 1－0 勝利 

決勝  vs寺戸中学校 1－0 優勝  

  

2021/12/14 男女ソフトテニス部・男女バドミントン部乙訓秋季大会個人戦   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 12月 11日（土）に男女ソフトテニス部と男女バドミントン部が乙訓秋季大会個人戦が行われました。各部の結果は以下の通りです。 

◆女子ソフトテニス部 

 優勝 金森・宮本ペア 

◆男子ソフトテニス部 

 準優勝 板垣・吉田ペア 

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jor2446p9-32#_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=jo2ni3t3e-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=jo7zwtk67-32#_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%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC%E9%83%A8%E3%80%80%E7%AC%AC17%E5%9B%9E%E4%BA%80%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC%E7%A5%AD%E5%87%BA%E5%A0%B4%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jor2446p9-32#_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=jor2446p9-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC%E9%83%A8%E3%80%80%E7%AC%AC17%E5%9B%9E%E4%BA%80%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC%E7%A5%AD%E5%87%BA%E5%A0%B4%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E9%83%A8%E3%80%80%E4%B9%99%E8%A8%93%E6%96%B0%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%84%AA%E5%8B%9D%EF%BC%81%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jo2ni3t3e-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=jo2ni3t3e-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E9%83%A8%E3%80%80%E4%B9%99%E8%A8%93%E6%96%B0%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%84%AA%E5%8B%9D%EF%BC%81%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E7%94%B7%E5%A5%B3%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E9%83%A8%E3%83%BB%E7%94%B7%E5%A5%B3%E3%83%90%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E9%83%A8%E4%B9%99%E8%A8%93%E7%A7%8B%E5%AD%A3%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%88%A6%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jo7zwtk67-32#_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=jo7zwtk67-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E7%94%B7%E5%A5%B3%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%8B%E3%82%B9%E9%83%A8%E3%83%BB%E7%94%B7%E5%A5%B3%E3%83%90%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E9%83%A8%E4%B9%99%E8%A8%93%E7%A7%8B%E5%AD%A3%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%88%A6%27),%20%27_blank%27);


◆女子バドミントン部 

 準優勝 森上 

 ３位  寺井 

◆男子バドミントン部 

 ３位  江口、林        健闘を讃えます。 

   

2021/12/07 男女バレーボール部 山城地方秋季新人大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 12月 4日（土）、5日（日）に乙訓新人大会を勝ち上がった、男女バレーボールが山城秋季大会に出場しました。女子は 1回戦北宇治中学校に敗退しました。男子 3位に入賞しました。 

   

2021/12/07 生徒会選挙  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

12月 6日（月）の 6校時に生徒会選挙をおこなわれました。多くの候補者のそれぞれの学校に対する思いとよりよく生活するための公約を力いっぱい述べていました。聞いている生徒たちも

真剣な表情で、自分達の代表者を選んでいました。 
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2021/12/02 生徒会選挙立候補者あいさつ運動   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 12月 6日（月）に生徒会選挙がおこなわれます。3年生の生徒会本部からバトンを受け取る候補者が正門前であいさつ運動を開始しました。各自、生徒会活動への熱意を大きな声にのせ

て、しっかりあいさつしていました。 

     

2021/11/29 野球部！秋季山城決定戦   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 11月 27日（土）・28日（日）に第 21回秋季山城決定戦が開催されました。各ブロックから新人戦の上位 2チームが出場しました。本校野球部は強敵相手に粘りを見せましたが、惜しくも

準優勝でした。山城 1番は次回にお預けとなりましたが、課題を克服し優勝に向けてさらに頑張ってください。「勝って驕らず努力せよ！負けて悔やんで伸びていけ！」 

〈結果〉 

 1回戦 木津第二中学校 戦 ３－５ 勝利 

 2回戦 東城陽中学校 戦 ５－７ 勝利 

 決勝戦 久御山中学校 戦 ４－０ 敗退 準優勝 
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2021/11/24 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 24日（水）～26日（金）まで、全学年で 2学期木テストを実施しています。これまでの学習の成果を一生懸命出し切ろうと真剣な表情でがんばっていました。 

 各学年の時間割りをご確認ください。 

  

令和３年度 第２学期 期末テスト時間割表 

1日目 11月 24日（水）  ２日目 11月 25日（木）  ３日目 11月 26日（金） 
              

校時 
第１学年 第 2学年 第３学年  

校時 
第１学年 第 2学年 第３学年  

校時 
第１学年 第 2学年 第３学年 

教科 教科 教科  教科 教科 教科  教科 教科 教科 

1 理科 数学 社会  1 理科 英語 社会  1 社会 国語 理科 

2 英語 技術 国語  2 数学 社会 国語  2 国語 技家 数学 

3 保体 音楽 美術  3 美術 保体 美術  3 美術 音楽 保体 

          4 学活 学活 学活 

          ＊給食あり 
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2021/11/15 部活動各種目新人大会結果報告   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 11月 13日（土）、14日（日）に、野球・男女卓球・男女バスケットボール・男女バレーボール部の新人大会（乙訓地域）が実施されました。ハツラツと元気いっぱいのプレーで力の限り闘いま

した。 

結果は以下の通りです。 

◆野球部 優勝 

  

◆女子卓球部 優勝     

 

◆女子バレーボール部 優勝 
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男子バレーボール部 準優勝 

   

◆男子バスケットボール部 1回戦 立命館中に惜敗 

◆女子バスケットボール部 1回戦 長岡第三中学校に惜敗 

◆男子卓球団体 5位 

2021/11/12 第 49回文化祭【3年生演劇＆閉会式・結果発表】   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 昨日の文化祭閉会式を本日の朝学活時でおこないました。そこで、3年生演劇の結果発表も重ねておこわれました。結果は以下の通りです。 

 

3年 2組「マイ ライフ」 

 
 

3組「楢山伝説」 
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4組「エレガントスーツ」 

 

 

5組「Time Limit」 

 

 

6組「自分の名前が言えない」 

 

 

 

 



【結果発表】 

優秀賞  3組「楢山伝説」 

 

 

最優秀賞 2組「マイ ライフ」 

 
 

2021/11/11 第 49回文化祭【2年生映像】   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 2年生は映像で作品を撮影しました。 

2年 2組「Ｎステ＠NAGAOKAⅡ」 
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2年 3組「騒ぐ！さんくみ御殿‼」 

 
2年 4組「4組にしやがれ」 

 

2年 5組「24時間 TV～3150～」 

 

2年 6組「ＦＭ206」 

 

 



2021/11/11 第 49回文化祭【展示～美術部・教科～】   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

美術部の作品＆各教科の発表作品と映像 
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2021/11/11 第 49回文化祭【1年生展示】   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 1年生展示テーマ「残したい長岡京市の風景」を各学級で「貼り絵」で描きました。 

1年 2組「紅に包まれた美しい除夜の鐘」（乙訓寺） 

 

1年 3組「燃え上がる愛の架け橋」（長岡天満宮） 

 

1年 4組「沈む夕日と共に～勝竜寺城～」（勝竜寺） 
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1年 5組「虹色の花手水」（楊谷寺の紅葉） 

  

1年 6組「奇跡の寺」（楊谷寺の紅葉） 

 

2021/11/11 第 49回文化祭  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 11日（木）、第 49回文化祭を実施しました。新型コロナウイルス感染症防止のため、全学年がそろって開催することはできませんでしたが、1年生は展示、2年生は映像、3年生は演

劇とそれぞれの分野で各学級が力を合わせて、頑張りました。 

【放送による開会式】 
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2021/11/05 ２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 

 最高の天候の中、２年生の校外学習で「ネスタリゾート神戸」に行きました。子供たちは、様々なアクティビティーを友達と一緒に楽しむことができました。グループのリーダーを中心に案内マ

ップを見ながら、協力して頑張る姿がありました。「ネスタリゾート神戸」のスタッフの方に大変マナーの良い学校だと褒めていただきました。 

    

    

2021/11/05 修学旅行 3日目⑤  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 3年生を乗せたバスは、18:00に伊勢湾岸自動車道「湾岸長島 SA」でトイレ休憩を終え、18:10に出発しました。到着時間は 20:00前後になると思います。 
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2021/11/05 種学旅行 3日目④  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 15：55に静岡 SAでトイレ休憩を終え、出発しました。次の休憩は湾岸長島です。 

     

2021/11/05 修学旅行 3日目③  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 楽しかった富士急ハイランドも終わり、修学旅行のすべての行程が終了しました。13時 40分ごろ全員バスに乗車し、京都に帰ります。 

   

2021/11/05 修学旅行 3日目②  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 富士急ハイランドに到着し、ジェットコースターに乗ったり友人とお話したり、楽しく思い出深い時間を過ごしています。先生たちも楽しそうです。 
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2021/11/05 種学旅行 3日目①  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 修学旅行最終日。朝 6時に起床し朝食をとりました。昨夜は雨が降っていたようすですが、夜が明けると見事な晴天。今日も富士山がきれいです。 

   

2021/11/04 修学旅行 2日目④  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 各体験活動も終わり、ホテル青蹊に行き、夕食と入浴を終わらせて各学級でレクリエーションを行いました、各学級で、みんなが楽しめる内容で大いに盛り上がりました。学級の団結力がさ

らに高まりました。みんな楽しそうです。 

                                                 

2021/11/04 修学旅行 2日目③  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 いよいよ自然体験活動。5つのコースから自分で体験したい内容を選んで活動します。最高の天気と普段体験できない活動に、みんな教室では見れない笑顔いっぱいで楽しそうに取り組

んでいました。 
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2021/11/04 修学旅行 2日目②  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 富士樹海洞窟に到着し現地ガイドさんの説明を聞き洞窟の中に入りました。初めての体験に感動しています。お昼ご飯を食べたら、楽しみの自然体験活動です。 

     

     

お昼ご飯を食べたら、楽しみの自然体験活動です。お昼ご飯を食べたら、お楽しみの自然体験活動です。 
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2021/11/04 修学旅行 2日目①  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 修学旅行 2日目がスタートしました。本日は青木ヶ原樹海「洞窟探検」、原生林探検「体験学習」の後、自然体験活動です。6時起床後、朝食を済ませて富士山をバックに朝の集会、注意事

項を確認してバスで出発します。 

   

2021/11/03 修学旅行 1日目④  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 各学級でペンションに到着し、オーナさんに事前の質問について答えていただき、フリータイムを楽しんでいます。この後、就寝準備を行います。明日の体験活動に向けて、ゆっくり休んでく

ださい。おやすみなさい。 
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2021/11/03 修学旅行 1日目③  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 昼食後、「馬飼野牧場」に到着。学級で記念写真を撮り、①ペーパーウェイト作り②バター作り③アイスクリーム作りの中から、各自が選んだ体験活動に取り組みました。 

                 

2021/11/03 修学旅行 1日目②  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 最高の天候の中、修学旅行の予定しいた行程を楽しく過ごすことができました。 

◇清水ＰＡに到着し、お昼ご飯を食べました。自然の中で食べるご飯は最高でした。 

    

2021/11/03 修学旅行 1日目①  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日より 2泊 3日で 3年生の修学旅行を実施します。 

 午前 7時集合して出発の集会を行いバスに乗車して、笑顔いっぱいで、元気よく出発しました。良い思い出をいっぱいつくてきてください。 

   

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jop6dza39-32#_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=job8gligd-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=joka3s3h2-32#_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%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C1%E6%97%A5%E7%9B%AE%E2%91%A2%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jop6dza39-32#_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=jop6dza39-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C1%E6%97%A5%E7%9B%AE%E2%91%A2%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C1%E6%97%A5%E7%9B%AE%E2%91%A1%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=job8gligd-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=job8gligd-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C1%E6%97%A5%E7%9B%AE%E2%91%A1%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C1%E6%97%A5%E7%9B%AE%E2%91%A0%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=joka3s3h2-32#_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=joka3s3h2-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BF%AE%E5%AD%A6%E6%97%85%E8%A1%8C1%E6%97%A5%E7%9B%AE%E2%91%A0%27),%20%27_blank%27);


   

 

2021/11/01 各種大会結果報告（男女テニス部・女子バレー部）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 10 月 30 日（土）・31 日（日）に男女ソフトテニス部の山城大会と女子バレーボール部の乙訓ルーキーカップが開催されました。男子ソフトテニスは板垣（2 年）・吉田（2 年）ペアがベスト８入

り、同じく女子も金森（2 年）・宮本（2 年）がベスト８に入り、共に 11 月 14 日（日）に丹波自然公園で行われる府下大会に出場することになりました。 

 

女子バレーボール部は 10月 31日（日）に開催された「乙訓バレーボールルーキーカップ」において、見事優勝しました。11月 13日（土）・14日（日）に開催される「乙訓新人大会（バレーボール専門部主催）」で 1位シードとして

出場します。山城大会出場に向けて頑張ってください。 
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2021/11/01 長岡京市文化賞・スポーツ賞 表彰式  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 10 月 30 日（土）午後 2 時より、中央生涯学習センターにおいて長岡京市・長岡京市教育委員会主催の長岡京市文化賞・スポーツ賞が開催されました。本校は文化賞に吹奏

楽部・吹奏楽部木管８重奏、スポーツ賞に野球部と陸上部の辻村さん・目串さんが「わかたけ賞」を受賞しました。各部の功績に表彰状、メダルが授与されました。努力の証

がこのような形で贈られたことに笑顔いっぱいで喜んでいました。 

   

2021/10/29 2年生キャリア学習～職場で働く人からお話を聞く～   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、2 年生総合的な学習の時間キャリア学習で、働くことの意義や自己の生き方を考える授業をおこないました。講師に「京都ぬりかべ屋三谷左官店」の 三谷 涼 さんを

お招きし、お話を聴かせていただきました。三谷さんは本校の卒業生で、左官業やカラフルで美しく光る“泥だんご”などテレビやウェブメディア、SNS などで話題を呼んでい

ます。２年生の生徒は生きがいをもって楽しく仕事をされる三谷さんの魅力に引き込まれていました。 
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2021/10/27 1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 

 本日、1年生の校外学習で「滋賀県希望が丘文化公園青年の家」に行きました。天候にも恵まれ、オリエンテーリングや学級レクリエーションなどの行程をおこないました。学級や学年の親

睦を目的とし、自然体験活動を笑顔いっぱいで楽しんでいます。 

    

  

2021/10/26 男女ソフトテニス新人戦代替大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 10月 23日（土）に男女ソフトテニス新人代替大会が男子は本校で、女子は西ノ岡中学校で開催されました。今回は個人戦は行わず団体戦だけの開催となりました。結果は女子が第 3

位、男子は見事優勝しました。おめでとうございます。 
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2021/10/18 山城駅伝大会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 10 月 16 日（土）に山城運動公園陸上競技場で、山城地方駅伝大会が開催されました。毎年行われている高山ダム周辺コースではなく、今年は新型コロナ感染拡大予防のた

めに、陸上競技場のトラックを走ることになりました。本校陸上部は、男子 43 チーム中 30 位、女子 39 チーム中 17 位の結果でした。ご苦労様でした。 

    
 

  

 

2021/10/14 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 

13 時 30 分。最後は 3 年生の体育大会です。中学校最後の体育大会を全学年で開催できなかったことは大変残念でしたが、3 年生全員で最後の体育大会を全力で頑張ろうとす

る姿が感動的でした。 

【結果】 

◆棒引き  優勝 3 組  ◆クラス対抗全員リレー  優勝 4 組◆クラス選抜リレー 優勝 5 組 

◆大繩跳び  優勝 3 組 ◆総合優勝  優勝 3 組 
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2021/10/14 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 

10 時 50 分から 2 年生の体育大会が開催されました。あらゆる場面で昨年より心身ともに成長した姿を感じました。 

【結果】 ◆ハリケーンの部  優勝 ２組 ◆クラス対抗全員リレー  優勝３組 

◆大縄跳び  優勝 ５組  ◆総合優勝  ５組 

   
 

2021/10/14 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 

 天候にも恵まれ体育大会が開催されました。1年生の体育大会が 8時 45分からスタートしました。中学校で初めての体育大会ですが、元気いっぱい学級で協力して頑張っていました。 

【結果】  ◆ハリケーンの部  優勝 4組 ・ 準優勝 3組  ◆クラス対抗全員リレーの部 優勝 3組 ・ 準優勝 2組 

   ◆大縄跳びの部    優勝 2組 ・ 準優勝 6組 ◆総合優勝 2組 
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2021/10/13 明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１４日（木）の体育大会の実施についてご連絡します。 

【各学年の実施時間と内容】 

◆1年生 8:45～（保護者入場 8:25） ＊昼食は下校後にしてください。 

①100m走 ②ハリケーン ③クラス対抗全員リレー ④大縄跳び 

◆2年生 10:50～（保護者入場 10:30 ）＊学校で昼食をとります。昼食の準備をお願いします。 

①100m走 ②クラス対抗全員リレー ③部活動対抗リレー 

④ハリケーン  ⑤大縄跳び     

◆3年生 13:30～（保護者入場 13:10）です。＊昼食を済ませて登校してください。 

①クラス対抗リレー  ②50m走Ａ   ②棒引き   ③５０m走 B 

④大繩跳び  ⑤部活動対抗リレー  ⑥学級対抗リレー（選抜リレー） 

悪天候による体育大会の中止については、7:00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。 

【雨天中止の場合】 

・時間割は金曜校時です。 

・給食はありません。各自昼食の準備をお願いいします。 

10月 15日（金）が予備日になっています。実施時間や内容は上記と同様です。10月 14日（木）が実施できた場合は、6時間の授業を行います。その際、昼食の準備をお願します。 

〈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。 

2021/10/06 2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 

 10月６日（水）,7日（木）に中間テストを実施しています。明日は給食があり、1，2年生は部活動もおこないます。 
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2021/10/04 ラグビー京都府大会 準々決勝  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 10月 2日（土）に宝が池球技場で開催された、第 74回京都府総合体育大会ラグビーの部において、本校ラグビー部は京都市立伏見中学校と京都府ベスト４をかけて対戦しました。力の

限り戦いましたが及ばず敗退、3年生にとっては最後の大会で引退となりました。1，2年生は歴史あるラグビー部の新たな伝統を切り開いていってください。お疲れさまでした。 

   

   

2021/09/27 １,３年体育大会練習   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日、４校時１年生と６校時３年生が体育大会の練習をおこないました。１年生は「全員リレー」の練習で各学年練習とは言え、真剣な表情で白熱したレースでした。 

１年生「全員リレー」 
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3年生「棒引き」 

   

    

2021/09/27 ラグビー京都府大会 決勝トーナメント 1回戦  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 9月 26日（日）宝が池球技場で第 74回京都府中学校総合体育大会ラグビーの部が開催されました。本校ラグビー部は予選リーグを 1位で通過し、決勝トーナメント 1回戦。対戦相手は

京都市西院中学校で結果は 73－５で圧勝。ベスト８進出となり、準々決勝は 10月 2日（土）で宝が池球技場で京都市立伏見中学校と対戦します。 

    

 

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jowinv0q0-32#_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%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%B1%BA%E5%8B%9D%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%881%E5%9B%9E%E6%88%A6%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jowinv0q0-32#_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=jowinv0q0-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%93%E3%83%BC%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%B1%BA%E5%8B%9D%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%881%E5%9B%9E%E6%88%A6%27),%20%27_blank%27);


2021/09/24 高校の先生よる説明会（私学）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日（9月 24日）の 5,6校時に「高校の先生による」説明会を実施しました。今回は「私学」の明徳・成章・西山・大谷・龍大平安・外大西・立命館・産大付属・先端科学付属の先生方に来て

いただき、各校の特徴や取組について説明を受けました。3年生はこれで、私学と公立高校の説明を受け、さらに個々で各校の説明会や体験に参加し、いよいよ本格的に進路先を決定して

いきます。 
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2021/09/24 １、2年生体育大会練習  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日（9月 24日）、2校時に 2年生、6校時に 1年生が体育大会の練習をおこないました。2年生の練習種目は「ハリケーン」、1年生は「大縄跳び」で各学級が一丸となって練習に励みま

した。 

2年生「ハリケーン」 

    

   

1年生「大縄跳び」 
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2021/09/22 タブレットを活用した授業   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9月 22日（水）本日は全教科で授業内でタブレットを使用し、よりわかりやすい、考えが深まる授業を先生方で工夫して実施することにしました。毎日のようにタブレットを使用して授業やその

他の活動を行っているため、使い慣れてきている様子でした。楽しく深く自主的に学ぶ姿が印象的でした。 
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2021/09/22 高校の先生による説明会（公立）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9月 21日（火）５,６校時に 3年生の総合的な学習の時間に「高校の先生による説明会」を実施しました。3年生は希望進路を決めるための参考にしようと真剣な表情で説明を聞いていまし

た。今回、説明していただいた高校は乙訓・西乙訓・向陽・洛西・桂・鳥羽・山城・桃山高校の先生方です。 
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2021/09/21 ラグビー京都府大会 予選リーグ２戦目勝利   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 9月 18日（土）京都府中学校総合体育大会で本校ラグビー部は予選リーグ 2戦目京都市立音羽中学校と対戦して、29－15で勝利しました。予選リーグ 1位で通過したラグビー部は 9月

26日（日）の決勝トーナメントに進出します。対戦相手は京都市立西院中学校です。勝てば京都府ベスト８をかけた決勝トーナメントです。チーム一丸となって頑張ってください。 

    

2021/09/15 体育大会の練習（3年生）   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 9月に予定していた、本年度の体育大会は 10月 14日（木）に延期となりました。昨年と同様で各学年ごとに分散して実施します。1年生は８：45～10：20 2年生は 10：50～12：40（弁当

あり）・3年生は 13：30～15：30 となります。生徒、保護者を完全入れ替えで行いますのでご理解、ご協力をお願いいたします。 

 さて、本日 6校時に 3年生で体育大会の練習を行いました。各学級で大縄跳びの練習に取り組みました。学級一丸となり汗を流していました。 

      

2021/09/10 9月 13日（月）より通常登校に戻ります。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 8月 27日（金）より学年ごとの分散登校で 45分授業を実施してきましたが、9月 13日（月）より通常登校に戻ります。登校時の検温については昇降口に行く前に各学年のブースで実施し

てから、教室に行くように変更します。校時表については下記をご確認ください。また、本日、「新型コロナウイルス感染が確認された場合の対応について」と「令和 3年度乙訓新人大会中止

について」の保護者文章をお子様経由で配布しております。必ずご確認いただきますようお願いします。 

詳しくはこちら→R3 ２学期校時表(9月 13日～).pdf 
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2021/09/06 ラグビー京都府大会予選リーグ   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 9月 4日（土）第 74回京都府中学校総合体育大会ラグビーの部が開催されました。本校ラグビー部は予選リーグ 1回戦で京都市立勧修中学校と対戦しました。結果は２９－１５で見事勝

利しました。引き続き 9月 18日（土）に京都市立音羽中学校と対戦します。コロナ禍で十分な練習はできませんが、3年生にとっては最後の大会です。頑張ってください。 

    

2021/09/02 関西吹奏楽コンクール 銀賞受賞！  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 8月 28日（土）和歌山県民文化会館で開催された「第 71回関西吹奏楽コンクール」に本校吹奏楽部が出場しました。「大いなる約束の大地 ～チンギス・ハーン～」を 25番目に演奏しまし

た。結果は見事「銀賞」でした。コロナ禍で十分な練習ができない状況でしたが、よく頑張ってくれました。健闘を讃えます。お疲れさまでした。 
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2021/08/31 野球部「健闘を讃える会」   | 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」で京都 1位となった本校野球部ですが、9月 18日（土）に開催される予定の「ほっかほっか亭カップ 第 45回近畿

少年軟式野球大会」が新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりました。大変残念でなりませんが、3年生はこの悔しさを次のステージで晴らしてください。 

 そんな野球部員に先生たちで「健闘を讃える会」を開催しました。校長先生と 3年生の先生からお言葉をいただいた後、野球部主将からお礼のあいさつ。最後に記念写真を撮りました。 
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2021/08/27 学年分散登校  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 2学期が始まりましたが新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言のもと、本校では学年ごとに分散登下校を実施しております。しばらくは部活動も休止し、不自由をかけますが、感染

防止に全力で取り組みたいと思います。 

       

 

2021/08/26 2学期始業式  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 1か月ほどの夏休みも終わり、本日から 2学期がスタートしました。始業式、学活、確認テストを実施しました。久々に友人と会えてうれしそうな表情で話している姿を多く見ることができまし

た。新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の影響で部活動は当面の間停止となり、学年ごとに時間差を設けて下校しています。明日からは、全員に校舎内に入る前と、給食準備前

に検温チェックを実施します。そのため、学年ごとに登校時間を分散し、授業開始を少し遅らせます。詳しくは下記でご確認ください。 
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8月 27日～9月 10日までの校時表 

登校＆検温 学年ごとに登校時間を変えています。 

１年生登校  ８：１５～ ８：３０ 

 全員正門付近にて検温 

 →教室に入る 
２年生登校  ８：２５～ ８：４０ 

３年生登校  ８：３５～ ８：５０ 

朝学活  ８：５０～ ９：００   

１校時  ９：００～ ９：４５ ４５分授業 

２校時  ９：５５～１０：４０ ４５分授業 

３校時 １０：５０～１１：３５ ４５分授業 

４校時 １１：４５～１２：３０ ４５分授業 

昼の検温 １２：３０～１２：４０ ※教室で全員検温 

給食＆昼休み １２：４０～１３：２０ ※黙食を徹底します 

５校時 １３：２５～１４：１０ ４５分授業 

６校時 １４：２０～１５：０５ ４５分授業 

清掃 １５：０５～１５：２０   

終学活 １５：２０～１５：２５   

下校 
下校は学年ごとに放送指示（１年→２年→３年の

順） 

大会前の部のみ活動可。 

陸上(～8/28）,吹奏楽(～8/28) 

野球（～9/18),ラグビー(～９/18) 



 

2021/08/24 2学期始業式及び緊急事態宣言下での対応について   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

日頃は、本校の教育にご理解とご支援をいただきありがとうございます。 

さて、新型コロナウィルスについては急激な感染が拡大し、保護者の皆様も心配されるところだと思いますが、一方で学校の教育活動の意義は大きく、児童・生徒の学びを止めないことも重要で

あります。 

つきましては、2学期は、予定通り 8月 26日（木）に開始します。 

開始にあたっては、リコーダーや部活動等の感染リスクの高い教育活動を一時的に停止し、また、登校時の検温や手洗い消毒等の感染防止策の徹底を図った上で教育活動を行います。 

 

教育長より 

 こちらをクリック→R30824「２学期の始業式（8 月 26 日）を迎えるにあたって」.pdf 

 

詳細について 

 こちらをクリック→03 8.24「緊急事態宣言を踏まえた学校の対応について」.pdf 
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