
2022/12/23 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 

12 月 23 日（金）１、２校時に通常授業を終え、3 校時に２学期の終業式を行いました。放送によって行い、校長先生

のお話や生徒指導部から冬休みの過ごし方を確認しました。生徒たちは熱心に耳を傾けていました。また、生徒会本部

の交代式が行われ、３年生から２年生にバトンタッチしました。３年生のつくりあげたものを受け継ぎ、また新しく、

より良い長岡第二中学校をつくってほしいと思います。寒さもより厳しくなる時期です。体調管理に努め、気持ちよく

新年を迎えられるようにして下さい。 

   

   

 

2022/12/12 2022 山城サッカーリーグ   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

12 月 11 日（日）に行われた山城サッカーリーグにおいて本校サッカー部が見事準優勝しました。10 月 29 日から始

まった予選リーグを勝ち上がり、12 月 4 日（日）の決勝トーナメントに駒を進めました。決勝トーナメント 16 チーム

で戦う試合では、準々決勝の対戦相手の木津（相楽 1 位）と 1-1PK（4-3）で激戦を制し、準決勝で広野（宇治 1

位）に勝ち、決勝戦では立命館宇治中（宇治 2 位）に 1-1PK（4-5）で惜しくも敗退しました。この悔しさを糧にさら

なる高みを目指して頑張ってください。「負けて悔やんで伸びていけ！」 
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2022/12/07 研究授業  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

12月 7日（水）6校時に非認知能力の向上を図ることを目指した、授業研究を実施しました。1年生は 3組数学と 4組国語、2年

生は 3組社会と 4組理科、3年生は 2組道徳と 5組英語で行いました。生徒は授業の内容に真剣に取り組むことができました。 

   

   

 

2022/12/05 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 5日（月）。本日６校時に令和 5年度生徒会本部役員選挙を開催しました。6名立候補者は、立ち合い演説会でそれぞれが

考える学校への思いや公約を伝えていました。また、それぞれの立候補者を応援する学級の代表も立候補者の応援演説を行っ

ていました。結果は明日の朝、昇降口に張り出します。 
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2022/11/29 3年生人権学習  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 29日（火）。本日 3年生で人権学習を行いました。3年生のテーマは「部落差別」。同和問題の VTRを見た後、各

学級で差別について考えました。社会における様々な差別を無くして、みんなが平等に取り組むことができる世の中を

つくるためには、それぞれが正しい人権感覚を身につけなければ成り立たないと思います。差別について考えを深める

ことができた大切な時間となりました。 

   

 

2022/11/29 2年生キャリア教育  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 29日（火）。2.3校時に 2年生が、ポップヴァイオリニストの式町水晶さんを講師にお招きし、講演会を実施しました。式町

さんは 3歳の時に脳性まひと診断されたことをきっかけに、リハビリの一環として 4歳からヴァイオリンを始められ、2018年には

「孤独の戦士」でメジャーデビューをされました。現在は、地域社会や若者に夢や希望を与えたい思いなどから、貢献活動を行っ

てらっしゃいます。今回の講演では本校生徒に向け、ご自身の半生を振り返り、逆境を乗り越える強さなど、これからの未来を切

り開くための心構えについてお話していただきました。 
また、「孤独の戦士」をはじめ多くの楽曲を生演奏で披露していただき、生徒たちも感動している様子でした。 
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2022/11/29 第 15回近畿秋季少年軟式野球大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 26日（土）。本校野球部が第 15回近畿秋季少年軟式野球大会に京都府代表として出場しました。1回戦の対戦相

手は大阪府代表の東淀川ブラックジャガーズ。結果は 7回終了時点で 2―２で同点となりました。今大会は延長戦を行

わず、選手による抽選で勝敗を決めるルールとなっており、その結果５－４で敗退しました。悔しい結果となりました

が、3月に開催される全国大会に向けてリベンジしてください。 

   

   

   

 

2022/11/28 １年生 LGBTQ学習  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月２８日。6校時に 1年生の LGBTQ学習を行いました。 

長岡京市男女共同参画センターの方々を講師にお招きし、「性のありかた」をテーマにご講演していただきました。「心の性」や「好きにな

る性」、「からだの性」や「表現の性」など、多様な性があることについての理解を深め、「男らしさ」や「女らしさ」ではなく、「その人らしさ」

を大切にできるように、真剣に話を聞く姿が見受けられました。また、友達から性についてのカミングアウトを受けた際には秘密を守る

など、相手を傷つけないようにすることの大切さなどを学ぶことができた大切な時間となりました。本日の学習を通して、多様な性を生

きるすべての人が安心して過ごせる学校づくりを心掛けましょう。
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2022/11/22 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 22日（火）～25日（金）の期間で、2学期期末テストを実施します。各学年ともに真剣にテストに向き合っていました。最後ま

であきらめずに頑張ってください。なお、この期間は給食はありません。25日（金）の部活動に参加する生徒はお弁当を忘れない

ようにしてください。（各部活動の顧問の先生から昼食がいるのか指示があります。） 

   

   

 

2022/11/21 長Ｐ連スポーツ交流大会  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 20日（日）に開催された「長Ｐ連スポーツ交流大会」で、本校 PTAは男子ソフトボール、バドミントン、バレーボールに参加し

ました。残念ながら女子ソフトボールは雨天中止となりました。各会場で参加していただいた方々の活躍がたくさん見れました。本

校の先生方もたくさん参加していただきました。男子ソフトボールは見事優勝しました。おめでとうございます。 
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2022/11/17 2年生授業風景  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 17日（木）。本日は 2年生の授業の様子を紹介します。テストに向けて授業を行っている学級や各自の課題に取り組んで

いる学級もありました。昨日からテスト期間に入り、どの学級もより一層学習に前向きに取り組んでいる姿が見受けられました。テ

スト当日まであと 5日となりました。最後まであきらめずに頑張ってください。 

２年２組【数学】                                   ３組【美術】                                          4組【理科実験①】 

   

4組【理科実験②】                                    5組【英語】                                          6組【社会】 

   

 

2022/11/16 1年生授業風景  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 16日（水）。本日から期末テスト前により、放課後の部活動を停止してテスト期間に入ります。各自、テストに向けて学習に

一生懸命取り組んでください。テスト前の 1年生の授業の様子を紹介します。期末テストは 11月 22日（火）・23日（木）・24日

（金）です。 

1組                     2組【音楽】                                        3組【英語】   

   

4組【社会】                                                  5組【理科】                                             6組【技術】 
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2022/11/15 卓球秋季卓球大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 12日（土）に開催された、乙訓秋季卓球大会において本校男女卓球部は個人戦で優秀な結果を残すことができました。結

果は以下の通りです。女子個人決勝は長岡二中の部員同士の戦いとなりました。 
女子個人の部 優勝 山田 優季菜  

      準優勝 鵜飼 友菜 

男子個人の部   3位 細川 祐輝 
おめでとうございました。 

   

2022/11/15 3年生食育学習「日本の文化」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 15日（火）。3年生の食育教育に本校栄養教諭の上田先生が専門的な視点を活かして、食に関する授業を行っていただき

ました。テーマは「日本の食文化」。年中行事と食について、その関係性と込められた思いについて説明があると大きくうなずいて

いる生徒もいました。また、「毎日の食事にはどのような願いや思いが込めれれているのか。」という題材では、給食調理の動画

を視聴し、作る工程からその思いを汲み取ることができました。今日から食に感謝して生活しましょう！ 

   

2022/11/14 野球部の近畿大会出場に激励！   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 14日（月）。野球部が近畿大会・全国大会に出場することを聞かれた、本校野球部の卒業生の方々が激励に来られまし

た。昨年の夏に京都府軟式野球大会で優勝した際に連絡をいただいたのですが、コロナ禍で来校していただくことができません

でした。今回の京都府優勝や近畿大会・全国大会出場の連絡を入れ、激励に駆け付けていただきました。野球部員に京都の代

表として頑張ってくださいと激励の言葉をかけていただきました。多くの方に期待されることはプレッシャーになることもあります

が、力になることもあります。11月 26日（土）尼崎ベイコム球場で大阪の東淀川ブラックジャガーズと 1回戦を行います。頑張っ

てください。 
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2022/11/11 2年生授業参観・学級懇談会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11 月 10 日（木）6 校時に 2 年生の授業参観・学級懇談会を実施しました。本日も多くの保護者の方々に参観していた

だきました。 

   

   

2022/11/11 2年生人権学習「ちがいのちがい」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11 月 10 日（木）1 校時に 2 年生の人権学習をおこいました。乙訓人権擁護委員協議会の皆様にゲストティーチャーと

して授業に参加いただきました。テーマは「ちがいのちがい」。世の中あるちがいの事例を通して人権や差別について

考える中で、多様性を認め合い尊重していこうとする態度や「あってはいけないちがい」を見過ごさない人権感覚を身

につける大切な時間となりました。 
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2022/11/11 1組校区小中交流会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11 月 9 日（水）の 3 校時に 1 組小中交流会をおこないました。校区内（長三小・長七小・長十小）の小学校特別支援学

級の生徒と本校 1，2 年生がオンラインで交流会をおこないました。それぞれの学校の 1 年間の学習内容や行事等の紹

介を行い、有意義な時間となりました。 

   

    

2022/11/11 1年生授業参観・学級懇談会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11 月 9 日（水）。1 年生の授業参観・学級懇談会を実施しました。1 年生の保護者の方々にとっては 1 学期以来の授業

参観となりました。たくさんの参観ありがとうございました。 
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2022/11/08 3年生授業参観・学級懇談会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 8日（火）6校時に 3年生の授業参観を実施しました。放課後は保護者の方々と担任の先生とで学級懇談会をおこないまし

た。約 1年ぶりの授業参観・学級懇談会ということもあり、多くの保護者の方々に来校していただきました。9日（水）1年生、10日

（木）2年生で実施いたします。お時間があればぜひお子様の授業の様子をご覧に来校してください。 

   

   

 

2022/11/07 ラグビー部 近畿大会準決勝   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月６日（日）。奈良県天理市天理親里競技場で行われた、「第 71回近畿中学校総合体育大会」に本校ラグビー部は準決勝で

優勝候補筆頭の東海大学付属大阪仰星高等学校中等部と対戦しました。結果は 71－12で敗退しましたが、近畿大会 3位に入賞しま

した。ラグビー部の快進撃は学校や地域を大変盛り上げてくれました。応援に行かれた方々から「すごかった。感動した。」とお

言葉をいただいておりました。たくさんの保護者、地域の方々、OBの皆様応援ありがとうございました。ラグビー部員のみなさ

ん、お疲れさま。そして、感動をありがとうございました。  
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2022/11/07 男子バレー山城秋季大会準優勝   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 3日（祝）、５日（土）に男子バレーボール部が山城オータムチャンピオン大会に出場しました。3日（祝）予選リーグで 1位通

過し、5日（土）にトーナメント戦。1回戦西ノ岡中学校に 2-0でストレート勝ち、次いで準決勝宇治地区 1位の槇島中学校に 2-0

でストレート勝ち、決勝戦は城陽中学校。第Ⅰセット 27-25で取られ、第Ⅱセットも 25-23で奪われ、惜しくも準優勝でした。「負け

て悔やんで伸びていけ！」2月の府下大会でこの悔しさを力に変えてください。 

   

   

 

2022/11/07 PTA環境整備作業  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 5日（土）。PTA主催の環境整備作業を実施しました。生徒、教員、PTA、保護者、地域コミュニティー協議会、学校開放協

議会など総勢 403名に参加していただきました。学校内外のゴミ拾いや草刈りを３年ぶりの開催ということもあり、大量のゴミや草

が出ていました。また、地域の方々と生徒が楽しそうにコミュニケーションしている姿を見るとよい取り組みだと感じました。 
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2022/11/04 授業の様子  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

11月 4日（金）。2年 2組の英語では「行きたい国」を各自が調べて英語で発表する。2年 3組の数学では「証明」の

学習を行っていました。本校は「非認知能力の向上による学力向上実践研究」に取り組み、各教科で非認知能力の構成

要請を意識した授業を展開するように授業改善を図っています。 

   

   

2022/10/31 ラグビー部 近畿大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 30日（日）。奈良県天理市天理親里競技場で開催された「第 71回近畿中学校総合体育大会」。本校ラグビー部

は 1回戦滋賀県瀬田北中学校と対戦しました。結果は 19対 12で勝利しベスト４進出を決めました。準決勝は 11月 6日

（日）同場所、10時キックオフで行われます。対戦相手は大阪代表の強豪東海大学付属大阪仰星高等学校中等部です。

悔いが残らないように頑張ってください。 

   

   

 

2022/10/31 陸上部 オータムカップ京都府大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 29日（土）に西京極陸上競技場で開催された第 8回京都府大会 

オータムカップ陸上競技大会が開催せれました。結果は以下の通りです。 

女子共通 4×100ｍリレー 

上田・平元・服部・木和 Ａ決勝５位（53秒 30） 

女子 1年 100ｍ 平元心花 Ａ決勝 3位 

（13秒 31 国体Ｅランク標準突破） 

女子 3年 100ｍ 木和陽香 A決勝優勝（12秒 53） 
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2022/10/31 吹奏楽部 日本管楽合奏コンテスト全国大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10 月 29 日（土）に千葉県松戸市で開催された「第 28 回日本管楽合奏コンテスト全国大会」において、本校吹奏楽部

は中学校Ｂ部門に参加し、優秀賞を獲得しました。全国の大舞台で感じたことを活かしてさらに高みを目指して頑張っ

てください。 

    

 

2022/10/28 文化祭 2日目  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 28 日（金）。文化祭 2日目が開催されました。本日は 1組と 3年生の各クラスの発表でした。さすが 3年生という迫力ある演技で、１，２年生を圧倒

させていました。結果は以下の通りです。 

特別賞 1組「ライオンキング」       1年合唱最優秀賞 5組「この地球のどこかで」    優秀賞 3組「マイ・バラード」 

   
2年劇最優秀賞 2組「藍の風が吹くとき」        優秀賞 6組「五番目の願い事」 

    
3年生劇最優秀賞 4組「桃太郎」        優秀賞 2組「君の名は」 
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2022/10/27 文化祭 1日目  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 27日（木）。創立 50周年記念式典終了後、文化祭が開催されました。3年ぶりの全校改正で 3年生にとっても初めての舞

台発表です。オープニングで 1年生全校合唱「終わりなき旅」で一気に盛り上がり、1年生に各学年合唱。次いで 2年生の迫力あ

る演技力で感動いっぱいの１日目が終了しました。明日は 1組と 3年生の舞台発表です。頑張ってください。 

   

   

 

2022/10/27 創立 50周年記念式典   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 27日（木）。創立 50周年記念式典を行いました。新型コロナウイルス感染予防のため、全校生徒と最小限の来賓にご参加

いただき縮小して実施しました。実行委員長とＰＴＡ会長の祝辞と校長挨拶。最後に 50年を振り返るセレモニーを動画視聴しまし

た。 
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2022/10/26 明日から文化祭   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 26日（水）。明日から 2日間文化祭が開催されます。各学級で合唱や演劇の練習を行ってきました。その成果をしっかり出

し切ってください。本日は最終リハーサルです。緊張した様子でしたが、学級が一丸になっているのがわかります。最高の文化祭

にしましょう。 

    

   

 

2022/10/25 
野球部・吹奏楽部・ラグビー部の市長表敬訪問の新

聞記事 

 | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト

管理者 

10月 25日（火）今朝の京都新聞朝刊洛西版に先日行った、野球部・吹奏楽部・ラグビー部の様子が新

聞に掲載されていました。吹奏楽部とラグビー部は今週の休日に大会があります、頑張ってください。 

 

 

2022/10/19 文化祭取組  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 17日から文化祭の取り組みが始まりました。1年生は合唱。２，３年生は演劇をステージ発表で行います。10月 27日

（木）・28日（金）の本番に向けて学級で力を合わせて頑張っていきましょう。 
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2022/10/19 激励！長岡京市長表敬訪問   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10 月 18 日（火）。第 28 回日本管楽合奏コンテスト全国大会に出場する吹奏楽部・文部科学大臣杯第 14 回全日本少年

春季軟式野球大会と第 15 回会長杯近畿少年秋季軟式野球大会に出場する野球部・ラグビー近畿中学生総合体育大会に出

場するラグビー部、3 つの部活動に中小路長岡京市長、三木市議会議長、西村教育長、舟岡教育部長が激励に訪問され

ました。激励品を贈呈していただき、各部キャプテンから大会に向けての決意表明をおこないました。 

   

   

 

2022/10/17 山城地方駅伝大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10 月 15 日（土）に山城総合運動公園内で行われた山城地方中学校体育大会駅伝の部で本校陸上部が出場しました。結

果は男子 41 校中 26 位・女子 40 校中 27 位でした。体育大会の取り組み期間中、忙しい中でも時間を設定して大会のた

めに練習を重ねてきました。3 年生にとっては最後の大会でした。ご苦労様でした。男女ともに 1 年生が出ていたの

で、来年度以降期待してます。頑張ってください。 
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2022/10/17 京都府中学校総合体育大会ラグビー決勝戦   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

京都府準優勝おめでとう！ 

10 月 15 日（土）宝が池球技場において、ラグビー京都府中学校総合体育大会決勝戦が行われました。本校ラグビー部

は京都市立洛南中学校と対戦しました。結果は 85-７で敗れ準優勝となりましたが、昭和 60 年以来の決勝進出の快進撃

は学校はじめ地域を大変盛り上げくれました。感動をありがとうございます。10 月 30 日（日）に奈良県天理親里競技

場でおこなわれる近畿総合体育大会に向けて頑張ってください。 

   

   

 

2022/10/13 創立 50周年記念体育大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 13日（木）。晴天に恵まれ、第 50回体育大会が行われました。3年ぶりの全校開催で、たくさんの保護者や来賓の方々に

見守られ、どの学年も学級や色団のために全力で頑張っていました。 

◆各学年全員リレー優勝  1年 5組（紫）・2年５組（紫）・3年 6組（黄） 

   

◆学年種目 

1年ハリケーン優勝 1年 5組（紫）・2年綱引き優勝 2年 2組（赤）・3年棒引き優勝 3年 2組 
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◆大縄跳び 

1年優勝 1年 3組（青）116回・2年 2組（赤）111回・3年 4組（緑）117回（今大会最高回数） 

   

◆色別対抗リレー 

女子優勝 5組（紫）・男子優勝 3組（青） 

   

◆競技の部 優勝 赤組・大繩の部 優勝 青組 

 

2022/10/12 体育大会リハーサル   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 12日（水）5校時。体育大会リハーサルを全校で行いました。全校開催は 3年ぶりになるため、いろいろと戸惑う部分もあり

ましたが、明日に向けてリハーサルを頑張っていました。その後、全校一斉に準備に入りました。黒板に明日への意気込みを書

いている学級もありました。 
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2022/10/11 京都府中学校総合体育大会準決勝！  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

決勝進出！近畿大会出場おめでとう！ 

10 月 8 日（土）宝が池球技場でラグビー京都府中学校総合体育大会準決勝が開催されました。本校ラグビー部は強豪京

都市立伏見中学校を 36-12 で破り、決勝進出へと駒を進めました。さらに京都府からは決勝に進出する上位 2 校が奈良

県天理親里競技場で開催される「近畿ラグビー総合体育大会」に出場することになります。近畿大会に出場するのは昭

和 60 年以来の快挙。生徒・保護者・学校がうれしさで湧き上がっています。 

さあ、決勝戦の対戦相手は京都市立洛南中学校。10 月 15 日（土）に宝が池球技場で 11:00 キックオフです。京都 NO.

１まであと 1 つ大きな壁ですが乗り越えて栄光を手にしてください。 

   

   

 

2022/10/06 非認知能力の向上をめざして   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10月 5日（水）。非認知能力とは、意欲・協調性・粘り強さ・忍耐力・計画性・自制心・創造性・コミュニケーション能力といった、数

値で表せないことや測定できない個人の特性による能力のこと全般を指します。本校はその非認知能力の向上を図り、学力向上

を図る取り組みを行っています。各学級で担任の先生から、非認知能力についてと今後の取り組みについて説明がありました。 
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2022/10/03 
第 15回会長杯近畿少年秋季軟式野球京都府大会

（新人戦）  

 | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト

管理者 

祝 優勝！京都ＮＯ.１  

近畿大会、全国大会出場決定！ 

10 月１日（土）宇治川グラウンドで準決勝。西京ビッグスターズと対戦し 10-3 で勝利。 

10 月 2 日（日）吉祥院球技場で篠少年野球クラブと決勝戦。前半は 3-0 で苦しい状態でしたが、諦めず粘り強くヒット

を繋げ逆転 5-3 で優勝しました。11 月 26 日（土）から兵庫県で開催される近畿大会に京都府代表として出場すること

になりました。3 月には静岡県で開催される全国大会にも出場することが決定しました。 

   

   

 

2022/10/03 
京都府中学校総合体育大会ラグビー準々決勝！ベス

ト４進出！ 

 | by 長岡京市立長岡第二中学校サイ

ト管理者 

10 月１日（土）宝が池球技場でラグビー京都府中学校総合体育大会準々決勝が行われました。本校ラグビー部は前大会

ベスト４の京都市立上京中学校と対戦し 24-12 で勝利しベスト４に進出しました。準決勝の対戦相手は京都市立伏見中

学校です。近畿大会出場まであと 1 つ、京都優勝まであと 2 つです。ここから大きな山場です。心ひとつに「ONE 

TEAM」で乗り越えてください。次回は 10 月 8 日（土）宝が池球技場で 11:00 キックオフです。 
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2022/10/03 吹奏楽部全国大会出場決定！   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

全国大会出場決定！ 

１0 月 1 日（土）に長岡京市市制施行 50 周年記念式典で本校吹奏楽部が「きらめき賞」を

受賞しました。 

同日、日本音楽教育文化振興会主催の第 28 回日本官楽合奏コンテスト全国大会の予選審

査において中学校 B 部門（36 名以上）で見事入賞し、全国大会の出場権を獲得しまし

た。10 月 29 日（土）に千葉県松戸市のホール 21 で開催されます。全国に長二中吹奏楽

部をアピールしてきてください。 

 

 11:20 

2022/10/03 木和陽香さん京都府代表に！   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

10 月 1 日（土）に開催された、第 106 回日本陸上競技選手権大会・リレー競技に本校 3 年陸上競技部の木和陽香さんが

京都府代表選手として参加しました。 

   

2022/09/30 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 

9月 30日（金）。体育大会の学年練習。1年生全員リレー・2年生全員リレー・3年生棒引き、それぞれ学年に分かれて練習

しました。各学年ともに担当の先生から競技の説明を聞いた後、リハーサル。本番のように盛り上がっていました。 

1 年生全員リレー 

   

2 年生全員リレー 
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3 年生棒引き 

    

 

2022/09/29 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（木）。16:00から第 2回 3年生保護者進路説明会を実施しました。多くの保護者が参加されていました。参加されなか

った保護者の方には、お子様を通じて資料を配布させていただきます。 

   

2022/09/29 中間テスト前朝学習   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9月 29日（木）。10月３日（月）・4日（火）中間テスト。昨日からテスト前により部活動を停止し、放課後学習会をおこなっていま

す。朝は 8時 35から各学年で朝学習。1年生は理科プリント学習、2年生は社会の課題問題をタブレットを活用して学習、3年生

はワークを中心に学習。どの学年も真剣に学習に向かう姿勢がしっかりできていました。 

◆1年生朝学習の様子 

   
◆2年生朝学習の様子 

   
3年生朝学習の様子 
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2022/09/28 体育大会色別練習   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9月 28日（水）。各学年の学級ナンバーで色分けした色練習を行いました。2組は赤団・3組青団・4組緑団・5組紫団・6組黄団

です。それぞれリーダー中心に集会を行い、学級ごとに大縄跳びの練習を行っていました。始まったばかりでうまくいかないことが

多いと思いますが、学級で力を合わせてがんばってください。 

赤団（2組） 

   

青団（3組） 

   

緑団（4組） 

   

紫団（5組） 

   

黄団（6組） 
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2022/09/26 体育大会練習①  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9 月 26 日（月）3 校時に 3 年生、5 校時 2 年生、6 校時 1 年生が体育大会の学年練習を行いました。全学年で実施する

体育大会は 3 年ぶりとなり、昨年までとは違い本格的な大会の取り組みが始まりました。学年、学級、色団が協力して

思い出に残る体育大会をつくりあげましょう。 

   

2022/09/26 
京都府中学校総合体育大会ラグビー決勝トーナメ

ント戦 

 | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管

理者 

9 月 24 日（土）吉祥院グラウンドにおいて、ラグビー京都府中学校総合体育大会決勝トーナメント戦が開催されまし

た。本校ラグビー部は京都市立西陵中学校と対戦し、53-10 で勝利しベスト８に進出しました。準々決勝の対戦相手は

京都市立上京中学校です。宝が池球技場で 11:00 キックオフです。ベスト４目指して力の限り頑張ってください。 

   

2022/09/26 野球部第 15回会長杯 1回戦突破  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9 月 24 日（土）宇治川グラウンドにて第 15 回会長杯近畿少年秋季軟式野球京都府大会（新人戦）が開催されました。

本校野球部は山城代表として出場しました。学校外のクラブチームも参加するこの大会において、1 回戦 MYT ベース

ボールクラブに２－０で勝利し 2 回戦に駒を進めました。2 回戦は 10 月 1 日（土）宇治川グラウンドで対戦相手は西京

ビックスターズです。近畿大会出場を目指して頑張ってください。 

   

2022/09/26 体育会結団式  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9 月 22 日（木）。第 50 回体育大会の結団式が各団で行われました。リーダーの決意表明と各色の結束力を誓う意気込

みを感じました。これから各学年で体育に向けての取り組みが始まります。 
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2022/09/18 令和 4年度 乙訓新人大会結果   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

9月 17日（土）・18日（日）に運動部の乙訓新人大会が各校施設で開催されました。台風接近の中、天候も何とかもって無事に開

催することができました。各部新チームとして初めての大会で緊張した表情ではありましたが、それぞれの力を発揮し頑張ってい

ました。 

   

    

   

   

    

  9 月 17 日（土） 9 月 18 日（日） 

野球 
1 回戦 長岡第三中戦 

10-0 4 回コールド 勝利 

準決勝 長岡中戦 9-3 勝利 

決勝  長四・寺戸・西ノ岡合同  

    5-1 優勝 

サッカー 
1 回戦 長岡中戦 

0-0PK 戦 4-3 勝利 

準決勝 立命館 3-0 敗退 

3 位決定戦 西ノ岡中戦 1-0 3 位 

男子テニス 

個人戦 

ベスト８   菅・宮崎ペア（山城大会出場） 

ベスト 16  長曽・藤井ペア（山城大会出場） 

団体戦  

決勝 勝山中 2-1 準優勝 
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  9 月 17 日（土） 9 月 18 日（日） 

女子テニス 

個人戦 

ベスト８   長壁・皆川ペア（山城大会出場） 

       魚谷・山下ペア（山城大会出場） 

ベスト 16   山内・手島ペア（山城大会出場） 

団体戦  

決勝 長岡第四中 2-１ 優勝 

男子バスケット 
1 回戦 寺戸中戦 

27-73 敗退 
  

女子バスケット 
1 回戦 勝山中戦 

19-33 敗退 
  

男子バレー 
決勝 西ノ岡中戦 

２－０ 優勝 
  

女子バレー 

予選リーグ 

長四戦 2-0 敗退 

長岡戦 2-0 敗退 

7 位・8 位決定戦 

長岡第三中 2-1 7 位 

男子バドミントン 
団体戦 

5 位 

個人戦 Ａ級シングル 谷澤 優勝 

     Ｂ級シングル 林  3 位 

女子バドミントン 
団体戦 

3 位 

個人戦 Ａ級ダブルス 倉光・武田 準優勝 

    Ａ級ダブルス 中澤・前川 ３位 

    Ｂ級シングル 石田 準優勝 

    Ｂ級シングル 森田 4 位 

男子卓球 
団体戦 決勝戦 長岡第三中戦 

０－３ 準優勝 

個人戦 2 年の部 樺澤 優勝 

          細川 ベスト４ 

    1 年の部 木村 ベスト４ 

女子卓球 
団体戦 

３位 

個人戦 2 年の部 山田 ベスト８ 

       1 年の部 井上 ベスト４ 

                            中谷 ベスト８ 

剣道 

団体戦 男女共 予選敗退 

個人戦 大嶋 3 回戦敗退 

    山内 2 回戦敗退 

  

陸上競技男子 男子総合３位 

1 年 100m 伊藤 2 位 

共通 400m 佐藤 2 位 

共通 110mH 大野 2 位 

共通砲丸 西川 2 位 

陸上競技女子 女子総合４位 

1 年 100m 平元 優勝 

共通走幅跳 上田 優勝 

共通 100mＨ 平元 2 位 

共通リレー 砂川・平元・高橋・上田３位 

共通走高跳  高橋 3 位 

 

 



2022/09/12 
京都府中学校総合体育大会ラグビーフットボー

ル  

 | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理

者 

9月 3日（土）、10日（土）に吉祥院グラウンドで、ラグビー京都府中学校総合体育大会が開催されました。両日は予選リーグ戦で

3日（土）は京都市立四条中学校と対戦し 28対 15で勝ち、10日（土）は京都市立七条中学校と対戦し 26－15で勝ち予選リーグ

を 1位で勝ち上がりました。24日（土）から始まる決勝トーナメントではベスト８の壁を突破してくれることを期待します。 

   

 

2022/09/05 吹奏楽「たそがれコンサート」   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

９月４日（日）にバンビオ広場公園で「たそがれコンサート」が開催されました。本校吹奏楽部は素晴らしい演奏を披露しました。 

   

2022/09/05 野球部山城ルーキーマッチ優勝！   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

野球部山城ルーキーカップ優勝！ 

9月 3日（土）西小倉中学校で「山城ルーキーカップ」が開催されました。山城地方の中学校が参加する本大会で、本校野球部が

見事優勝を果たしました。 

   

〈山城ルーキーカップ結果〉 

1回戦 泉川中学校 ７－２ 勝利  2回戦 広野中学校 ９－２ 勝利 

3回戦 久御山中学校 ７－０ 勝利  準決勝 西小倉中学校 ７－０ 勝利 

決勝  東城陽中学校 ８－５ 勝利  

2022/08/31 第 72回関西吹奏楽コンクール 銅賞  | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

8 月 27 日（土）に兵庫県姫路市アクリエひめじで開催された関西吹奏楽コンクールにおいて、本校吹奏楽部は中学校の

部Ａに出場しました。結果は銅賞でしたが、これまでの中で最高の演奏ができました。 
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2022/08/31 長岡京市中学生英語暗唱大会   | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理者 

8 月 25 日（木）。長岡京市中央公民館 3 階市民ホールで第 35 回長岡京市中学生英語暗唱大会が開催されました。2 年

生の部で生駒亜紗さん・清水彩絵さん・小野奏さん・飯牟礼ななみさん・小野淳成さん・池上歓さんの 6 名が参加しま

した。3 年生の部では安本旺生さん・後藤結衣さんの 2 名が参加しました。大変レベルの高い大会でどの発表も素晴ら

しいものでした。結果、3 年生の後藤さんが優秀賞を受賞しました。 

   

   

2022/08/31 
第 72回関西吹奏楽コンクールに向けて激励に市

長訪問 

 | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管

理者 

8 月 23 日（火）。8 月 27 日（土）に開催される第 72 回関西吹奏楽コンクールに出場する本校吹奏楽部を激励するため

に、中小路健吾長岡京市長が本校を訪問されました。「コロナ禍で十分な練習ができない中、京都府吹奏楽コンクール

で金賞を受賞し、関西大会に出場するのはすごい。頑張ってください。」と激励のお言葉をいただきました。 
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2022/08/31 
第 49回全日本中学校陸上競技選手権大会結

果  

 | by 長岡京市立長岡第二中学校サイト管理

者 

8 月 20 日（土）福島県で開催された第 49 回全日本中学校陸上競技選手権大会において本校 3 年生木和陽香さんが女子

3 年 100m に出場しました。結果は予選敗退ですが、全国の最高の大舞台で力を出し切りました。 
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