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真剣で真の教育、信頼関係にもとづく教育、伸ばす教育 

 生徒会では毎年、年度始めにあいさつ運動を

行っています。これは、加悦谷高校があいさつを積

極的に行う高校であること、あいさつをすることで

気持ちよく１日を迎えられることを１年生に感じても

らうため、生徒会が行っています。今年も4月18日

(火)から4月27日(木)まで行いました。 
 

 4月28日（金）に３年生対象の進路別

ガイダンスを実施しました。４年制大学

進学希望者はID教育研究所代表の土

居一郎氏の講演を聞きました。受験へ

向けての心構え、学習方法など多くの

アドバイスを頂きました。短大・専門学

校希望者は、志望理由の書き方につい

て学んだ後、学校別のガイダンスに参

加しました。公務員、民間企業就職希

望者は、それぞれの対策講座で、問題

演習や面接練習をしました。進路希望

の実現に向け、意欲的に取り組んでく

れることを期待しています。 
 

 4月28日（金）のLHRの時間を利用し、１年時に

各自が作成した仕事調べレポートをもとに、発

表会を行いました。保育士、看護士、消防士、ス

ポーツ関係、理学療法士、教員、職人、鉄道関

係などテーマごとに、代表者による発表を行い

ました。発表者が仕事に興味を持った理由や仕

事の内容、その仕事に向けての今後の進路な

ど、それぞれが職業への熱い思いを語り、実り

の多い発表会となりました。２年生の中には進

路への具体的な目標を定められていない生徒

も多く、進路について考えるよい機会になりまし

た。 

 5月13日（土）に第１回ＰＴＡ総会が行われました。 

 ５時間目に授業参観、６時間目にＰＴＡ総会が開催されまし

た。今年度の家城功会長から御挨拶があり、平成28年度の

事業報告、決算報告、そして29年度の事業計画、予算が提案

され、承認を得ました。また進路指導部、生徒指導部からの

本校の近況報告も熱心に聴いていただきました。 

たくさんの御参加、ありがとうございました。 

ＰＴＡ総会  

生徒総会  

３年進路ガイダンス  

２年調べ学習発表会  あいさつ運動  

 加悦谷高校では、東日本大震災の被災

地・陸前高田市に本の売却金を寄贈して復

興を支援する「陸前高田市図書館ゆめプロ

ジェクト」の取組を行っています。現在、单昇

降口付近に、皆さんに不要な本を入れても

らえるよう箱を設置しています。裏にバー

コードの付いた比較的新しい本を寄贈して

いただけるとありがたいです。ご協力よろしく

お願いします。 

 

陸前高田市図書館ゆめプロジェクト  

 5月12日(金)に生徒総会を開催しました。議題は、平成28年度会計決算報告・承認、平

成29年度予算審議・承認、学校祭スローガンの発表、生徒会執行部員の紹介、その他で

した。今年度の生徒会執行部は、３年３組の吉岡里恵会長を中心に総勢24名で活動・運

営をしていきます。 

 

今年度の学校祭スローガンは 

『舞え 飛べ 紡げ 奏でるは加悦谷の調べ』 
 

「舞え 飛べ 紡げ」はそれぞれ文化祭、体育祭、交流会を表しています。 

クラス、ブロックで賞を目指して一致団結するのも大事ですが、加悦高生全員で 

学校祭を成功させるために協力して頑張っていこうという意味を込めました。 

 5月6日(土)午後、与謝野町文化工芸の里「新緑の

手仕事展」の江山文庫ミニコンサートにおいて、アカ

ペラ発表を行いました。入部して間もない１年生に

とっては、初めての舞台となりましたが、緊張しなが

らも、最後まで歌いきり、あたたかい拍手をいただき

ました。 

 ６月の北部発表会に向けてさらに技術を向上させ

ていきたいと思います。 
 

合唱部  
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６／　８(木)

６／１３(火)

６／１０(土)

丹後高校合同説明会（丹後文化会
館）

45分授業，就職ガイダンス

２年府高実力テスト

45分授業，
看護医療系ガイダンス

45分授業，就職ガイダンス，
三河内小スポーツ指導（３年ＡＳ
コース）

土曜授業

６／　１(木)
日　時 行　　　事

丹後高校合同説明会（知遊館）
45分授業，推薦入試ガイダンス

公開授業月間（～6/30）
１年進路ＨＲ
45分授業，面談週間(～6/13)

45分授業

６／１２(月)
６／１１(日)

６／　２(金)
６／　５(月)

６／　７(水)
６／　６(火)

６／　９(金)

６／２４(土) 土曜授業，数学検定
ＰＴＡきもの着付け教室

北部発表会
６／１６(金)

６／２０(火)

２年企業・学校見学会，漢字検定

就職ガイダンス
６／２３(金)

６／１８(日)

６／１７(土)

６月の予定  

■ソフトテニス部 

○両丹高等学校ソフトテニス選手

権大会（個人戦、団体戦） 

【個人戦】 

 江原奈美・今田紗理奈ペア  

  ベスト１６ →府下大会出場 

【団体戦】 

 女子 第4位 →府下大会出場 
 

■バスケットボール部 

インターハイ両丹予選 

  4月29日(土) 会場 宮津高校  

結果 

男子 １回戦 加悦谷 ６９－１１０ 網野 

女子 １回戦 加悦谷 ５４－９０  網野 
  

両丹総体 

５月２０日(日) 会場 男子 宮津高校 

    女子 宮津市民体育館 

結果 

男子 

上級 １回戦 加悦谷 ４２－３６ 共栄 

    ２回戦 加悦谷 ３５－４２ 宮津 

下級 １回戦 加悦谷 ２９―４２ 福知山 

女子 

上級 ２回戦 加悦谷 ２４－１８ 西舞鶴 

    準決勝 加悦谷  ８－６３ 成美  

   ※第3位になる 

下級 １回戦 加悦谷 ３０－４４ 綾部 

■卓球部 

・平成29年度両丹高等学校卓球選手権 

    兼全国高校総体・近畿高校卓球選手

権 両丹予選  

（5月３・４日 宮津市民体育館） 

学校対抗  男子 ※第3位 

        女子 ※第4位 

ダブルス   

  男子 ※第８位 野村 和希・前田 雄大 

  女子 ※第4位 土井 聡里・大垣 雅 

シングルス  男子 ベスト１６ 野村 和希 

         女子 ※第6位 土井 聡里 
 

※は6月３・４日に島津アリーナ京都（京都府

立体育館）で行われる〔府二次予選〕に出場 

両丹総体  

平成28年度卒業生の合格状況  各部活動の報告  

■　国公立大学 ■　看護系専門学校

大学名 人数 大学名 人数

京都府立 1 京都府立看護 3

福知山公立 1 舞鶴医療センター附属看護 1

大阪市立 1 京都府医師会看護 1

徳島 1 京都第一赤十字看護 1

合計 4 近畿高等看護 1

岡山・建部医療福祉専門学校 1

■　４年制私立大学 福知山医師会看護高等専修学校 2

大学名 人数 宝塚三田病院准看護学校 1

同志社 1 合計 11

立命館 1

佛教 2 ■　専門学校

龍谷 3 大学名 人数

京都文教 2 京都コンピュータ学院 2

京都造形芸術 1 YIC京都工科大学校 1

京都学園 3 トヨタ神戸自動車大学校 2

京都産業 1 専門学校　日産京都自動車大学校 2

明治国際医療 1 京都自動車専門学校 1

びわこ学院 1 修成建設専門学校 1

びわこ成蹊スポーツ 1 京都医健専門学校 2

大阪青山 1 大阪医専 1

大阪人間科学 1 関西学研医療福祉学院 1

大阪産業 1 神戸医療福祉専門学校 1

大阪電気通信 1 ｳﾞｪｰﾙﾙｰｼﾞｭ美容専門学校 2

阪单 1 グラムール美容専門学校 1

摂单 1 京都理容美容専修学校 3

関西福祉科学 2 京都栄養医療専門学校 1

近畿 2 キャリエールホテル旅行専門学校 1

神戸学院 2 京都調理師専門学校 1

神戸国際 1 文化服装学院 1

帝塚山学院 1 大原ｽﾎﾟｰﾂ＆ﾒﾃﾞｨｶﾙ専門学校 1

東京電機 1 履正社医療スポーツ専門 1

福井工業 2 京都芸術デザイン専門学校 2

合計 34 放送芸術学院専門学校 1

合計 29

■　短期大学

大学名 人数 ■　民間就職

三重短期（公立） 1 企業名 人数

池坊短期 1 (株)タムラ 1

華頂短期 4 医療法人　福冨士会　京都ルネス病院 2

京都文教短期 4 デビュー(株) 1

大阪成蹊短期 2 (株)bao　bao 1

大阪青山短期 1 (有)わかはやし美容室 1

大阪芸術大学短期大学部 1 (株)竹原美創(おしゃれﾁｪｰﾝ　サムソン) 1

豊岡短期 1 (株)我楽多 1

武庫川女子大学短期大学部 5 (株)キャピタル東洋亭本店 1

合計 20 (株)セブン＆アイ・フードシステムズ 1

社会福祉法人　成相山　青嵐荘 1

■　文科省所管外大学校等 日本郵便(株)　近畿支社 1

学校名 人数 (株)千歳旅館 1

福知山高等技術専門校 5 (株)西村屋 2

合計 5 (株)秀インターワン 1

茂籠歯科医院 1

(株)バルニバービ 1
(株)山添電気 1

合計 19

 第69回両丹高等学校総合体育大会が、5

月20日（土）に両丹の府立私立高校18校が

参加して行われ、本校から７つの競技に参

加しました。 

 前日には第１体育館で壮行会が開かれ、

バレーボール部の三野亜香里さん（３年・橋

立中）が旗手を務め、野球部の小柴真尋く

ん（３年・加悦中）が選手宣誓し、单部正治

校長、生徒会長吉岡里恵さん（３年・大宮

中）が激励の言葉を送りました。 

本校でのサッカー試合の様子     総体に出ない生徒たちも暑い中頑張って応援しました。 
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