
2022/03/16 令和 3年度第 49回卒業証書授与式   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 3月 15日（火）清々しい春空のもと、第 49回卒業証書授与式が行われました。昨年と同様、新型コロナウイルス感染症予防のため式は縮小しましたが、中小路健吾 長岡京市市長と 木

和宏美 PTA会長に参列いただき開催することできました。卒業生は 3年間の楽しかったこと、うれしかったこと、つらかったことなど様々な思いを噛みしめ、胸を張って式に臨みました。式場

での卒業生の姿から緊張した面持ちと保護者や先生方に自分たちの成長した姿を見せてくれているようでした。粛々とした中にも感動的な卒業式となりました。式が終わり、教室では仲間と

のお別れの時間を今度は笑顔いっぱいで過ごしていました。いつも前向きで、けじめのある卒業生の残してくれた熱き思いを在校生はじめ教職員全員でその思いのバトンを受け継ぎ、さらに

「誇り高き長岡第二中学校」をつくっていきたいと思います。卒業生のみなさんおめでとうございます。 

     

 

2022/03/11 ２年生道徳の時間   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 ２年生では、今週、道徳の時間に「亡き母へのトランペット」という資料で、東日本大震災の学習を行いました。”悲しみに負けずに生きる”ということの意味を考え、自分たちの命の大切さや、

日常の有難さなどに改めて目を向ける機会になりました。こうした学習を機に、被災地や被災者に寄り添う心を大切にしてほしいと思います。 
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2022/03/11 3年生 卒業式練習を行いました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

  本日、１時間目に 3年生が 3月 15日に行われます卒業式に向けた練習を体育館で行いました。式の流れを確認し、呼名練習などに取り組みました。3年生たちは中学３年間の最後の取

り組みとなる卒業式に向けて、真剣な姿を見せていました。 

卒業式当日は厳粛な素晴らしい式典となるよう、しっかりと準備をしていきたいと思います。 

   

2022/03/10 3年生球技大会  | 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 3年生球技大会がおこなわれました。晴天にも恵まれ、中学校生活最後の行事を仲間と熱く、楽しく盛り上がっていました。中学校生活も残すところ 3日となりました。仲間と

過ごす時間を大切に一日一日を有意義に過ごしてください。 

女子：バスケットボール 優勝 5組  

   

男子：サッカー 優勝 6組 
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2022/03/09 1年生「いじめ防止学習」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 本日 6校時に 1年生全学級で「いじめ防止学習」をおこないました。「いじめの定義」や「構造」について学びました。学習の中で、具体的な事例を参考に自分の行動や発言を振り返り、知ら

ず知らずの間に仲間や友人の心身を傷つけてしまっていないかなど、他者との関係づくりについても考える時間になりました。長二中の生徒全員がいじめがなく、安心と笑顔で学校生活が過

ごせるようになることを期待します。 

   

   

2022/03/04 向日が丘支援学校交流   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 向日が丘支援学校の生徒が作った作品を本校職員室前に展示しています。本来なら 1年生の人権学習で生徒同士のふれあい交流をおこなうのですが、新型コロナウイルス感染症防止の

ため、接触が困難になることから本年度は作品交流をおこなうこととなりました。数十年続いている向日が丘支援学校との交流を来年こそはできることを願うばかりです。 
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2022/03/03 本日より朝練習が再開されました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 昨日、1，2年生の学年末テストが終了しました。3学期が始まると同時に新型コロナウイルス感染症が増加したことで、本校もその影響を大きく受けることになりました。感染状況が拡大し

1月末には学校閉鎖になる事態まで深刻な状況が続きましたが、先週あたりから随分と状況は改善されてきました。状況の安定が一定期間続いたことで、本日より朝練習を再開することにし

ました。重ねて休日の部活動も 2時間限定で実施することにしました。開始前の検温、マスク着用、ソーシャルディスタンスを保つなど、十分な感染対策をおこなって実施していきたいと思い

ます。各ご家庭でも健康観察や検温にご協力いただきますようお願いします。 

    

2022/03/03 PTAからマスクが配布されました。   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

本日、PTAより生徒全員に不織布 3層マスクが支給されました。各ご家庭にお子様が持ち帰ったマスクをご確認の上、感染防止にご活用ください。 
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2022/03/02 校内研修会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 3月 2日（水）放課後、教職員研修を実施しました。テーマは「いじめ」について、弁護士の 壽 彩子（としなが あやこ）先生の講和を聞かせていただき、本校全職員で学習させていただき

ました。「いじめ防止対策推進法」や「重大事態」等についても理解を深めることができました。 

   

2022/02/28 人権啓発作品入選表彰   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 長岡京市教育委員会と長岡京市人権啓発推進協議会主催の人権啓発作品の応募に出品したところ、本校の生徒 4名が入選作品に選ばれました。標語の部で優秀作品に 3年中島由貴

さん、入選作品に 1年青山遼太さん、ポスターの部で優秀作品に 1年国本結愛さん、入選作品に児玉遥さんが受賞しました。校長先生から賞状と記念品が授与されました。おめでとうござ

います。 
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2022/02/24 PTA より横断幕寄贈  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

令和４年度で本校は 50周年を迎えます。記念に PTAより横断幕が寄贈されました。横断幕には「みんなが輝く 長二中」と「Towards  the  Future ～未来に向かって～」の文字が記されて

います。創立以来 50年間、受け継がれてきたさまざまな思いを未来に向かって、さらに開花させてほしいという希望が込められています。 

   

2022/02/22 令和 3年度明るい選挙啓発標語入賞   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

京都府選挙管理委員会・京都府明るい選挙推進協議会主催の「明るい選挙啓発標語」で本校 3年生の中澤実夢さんと長岡千笑さんが標語作品で優秀賞に選ばれました。賞状と記念品が

校長先生から授与されました。 
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2022/02/04 令和 3年度明るい選挙啓発標語入賞   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

京都府選挙管理委員会・京都府明るい選挙推進協議会主催の「明るい選挙啓発標語」に応募したところ、本校 3年生の木越さんが標語作品「その一票 明るい未来の 架け橋に」が「京都

府明るい選挙推進協議会会長賞」に入賞いたします。賞状と記念品が校長先生から授与されました。 

     

2022/02/03 ３年生面接練習  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 １月 21日（金）から３年生の面接練習を行っています。多くの学校で入試で面接が実施されるることもあって、生徒たちは緊張した様子で取り組んでいました。2月 10日（木）から京阪神を中心に入学試験が始まり、2月 16日（水）には公

立前期選抜、３月８日（火）には公立中期選抜など受検が始まります。今回の面接練習での反省をもとに、本番への準備を万全にしましょう。 

   

    

 

 

http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jonu6r2g5-32#_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=jo51l781c-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%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%84%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%95%93%E7%99%BA%E6%A8%99%E8%AA%9E%E5%85%A5%E8%B3%9E%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jonu6r2g5-32#_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=jonu6r2g5-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%84%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%95%93%E7%99%BA%E6%A8%99%E8%AA%9E%E5%85%A5%E8%B3%9E%27),%20%27_blank%27);
javascript:void%20window.open('http://twitter.com/intent/tweet?text=%27+encodeURIComponent(%27%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%94%9F%E9%9D%A2%E6%8E%A5%E7%B7%B4%E7%BF%92%20http://www.kyoto-be.ne.jp/nagaoka2-jhs/cms/index.php?key=jo51l781c-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=jo51l781c-32%27)+%27&t=%27+encodeURIComponent(%27%EF%BC%93%E5%B9%B4%E7%94%9F%E9%9D%A2%E6%8E%A5%E7%B7%B4%E7%BF%92%27),%20%27_blank%27);


2022/01/21 ２年総合「修学旅行の調べ学習」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 ２年生では総合的な学習の時間では「修学旅行に関する調べ学習」の取組が始まりました。班ごとに修学旅行で取り組むアクティビティや各スポットについてテーマを決め、タブレットを用い

て調べ学習をしています。各班積極的に取り組んでいました。 

   

2022/01/21 １年総合「職業調べ」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 １年生では３学期から総合的な学習の時間を使って、「職業調べ」の取組をしています。各自で興味のある仕事について、タブレットを用いて調べ、それをもとに画用紙にＰＯＰ(広告)としてま

とめています。本日で完成、来週に学級での発表会を予定しています。 
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2022/01/19 FMおとくに「わたしの主張発表大会」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 １２月２９日（水）にＦＭ乙訓で放送された、第２５回長岡京市「わたしの主張発表大会」では、本校から２年生佐々木絢さんが「より良い地球へ」というテーマで出場しました。様々なコミュニケーションツールがあ

ふれている現在において、「言葉」が大きな力をもっている。だからこそ、嘘いつわりのない自分であること、相手への伝え方を考えることなど一人一人の判断や考え方を再度見つめ直すべきではないかと述べ

ていました。落ち着いてしっかりと発表していました。 

         

2022/01/18 美術部ガラスタイルアート展示   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 文化祭で展示された美術部のガラスタイルアートが、12月から北東階段の１Ｆから２Ｆにかけて展示されています。美術部の素晴らしい作品が二中に来られるお客様を迎えています。今後

のさらなる活躍を期待しています。 
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2022/01/17 ラグビー部中学生冬季交流大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 15日(土)に吉祥院グラウンドでラグビー部中学生冬季大会が実施されました。本校ラグビー部は合同Ａ(神川,亀岡,向島秀蓮)と対戦しました。序盤のピンチをしっかりと守り切り、その後は

攻撃を継続し、83ー０で快勝しました。 

   

2022/01/17 １年国語授業  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 １年生の国語の授業では、３学期から習字に取り組んでいます。本日は先生の説明の後、生徒たちは本日の課題である「不言実行」の作成をしました。全員、真剣な表情で作業に取り組

み、あっという間に１時間が終わりました。 

   

2022/01/11 男子ソフトテニス山城１年生大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 令和 4年 1月 8日（土）男子ソフトテニス山城１年生大会において、個人戦で長曽・宮崎ペアがベスト８に進出し、１月 29 日（土）に行われる京都府大会に出場することになりました。次の大会に向けてしっかりと準備するとともにベストを尽

くせるように頑張ってください。 
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2022/01/11 3学期始業式  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 例年より少しゆっくりできた冬休みも終わり、本日から３学期がスタートしました。始業式、学活の後、１，２年生は確認テスト、３年生は充実テストを実施しました。テストに真剣に取り組むこと

ができました。また、久々に友人と会え、楽しそうに話している姿が多く見られました。明日からは、給食が始まり、６時間授業になります。体調をしっかりと整え、明日からの生活に備えましょ

う。 

   

2022/01/06 吹奏楽部！京都府吹奏楽部コンクール金賞   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

 令和 4年 1月 5日（水）、京都府吹奏楽コンクールにおいて、本校吹奏楽部管打八重奏が見事金賞を受賞しました。2月 11日（金）に行われる関西アンサンブルコンテストに京都府代表と

して出場することになりました。 
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