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Ｑ１．先生になろうと思ったきっかけは？ 

自分が中学校の時、職場体験で小学校へ行きました。その学校の先生や校長先生がとて 

も生き生きとしておられたので、自分もこんな仕事がしたいと思ったのがきっかけです。 

Ｑ２．塔南高校教育みらい科や大学で学んだことは？ 

    教育みらい科専門科目である「人間学」で人間関係形成力、プレゼンテーション力、 

教育に関する課題を探究する力を様々な活動を通して高めることができました。それ 

らは大学に入ってからさらに深く学んだのですが、高校時代に先取りして学ぶことが 

できたのは大きかったです。大学では、教育についての歴史的背景を知り、理論的に 

学びを深められました。心理学のゼミでは、自分の興味のある分野と心理学を組み合 

わせて学ぶことができ有意義でした。また、学校ボランティアや海外ボランティアを 

経験できたこともプラスとなりました。 

Ｑ３．教員になっての今の気持ちは？ 

授業用の教材準備や担任業務で毎日忙しいですが、目の前の子どもたちがとてもか 

わいいと心から思っています。この子たちの将来のために毎日頑張ろうという思いに 

なります。 

    

 

  

 

教育みらい科１期生 2期生２５人が「先生」になり活躍中！ 
 

 塔南高校では、中学校のみなさんに塔南高校を知ってもらうための説明会などを数多く開催しています。 
 6 月 13 日（土）の第 1 回学校説明会では、376 名の中学生や保護者のみなさまにご来校いただきました。当日は司会をはじめスクールライフの説明や受付・誘導
などのスタッフを本校生徒が担当しました。教育みらい科の卒業生からのメッセージ、吹奏楽部の歓迎演奏もあり盛りだくさんの説明会になりました。 
 夏休みの前半・後半のべ 5 日間実施したオープンスクールにも５１８人の参加があり、「とうなんってどうなん？」という問いかけに少しは答えられたのではない
でしょうか。 
 また、8 月 19 日（水）には部活動体験会・見学会を行いました。9７名の中学生がそれぞれのクラブで未来の先輩たちに教えてもらい頑張って参加する姿が印象的
でした。高校では、学校生活を送っていくうえで、部活動は重要な位置を占めていますので、中学生にとって進路選択の参考になったのではないかと思います。 
 今後の説明会にもぜひご参加ください。お待ちしております。 
 

塔南高校生はボランティア活動にも積極的に参加しています。今年は「放課後学びサポ
ーター」（通年）に３５名、「夏休みふれあいキャンプ」に１５名の生徒が、近隣の小学校
で地域のボランティアの方々と共に小学生の放課後の学習や行事のサポートをしていま
す。ボランティア活動を通して、子どもたちとふれあいながら、さまざまなことに気づき、
成長していく貴重な経験をする場となっています。 

 

お問い合わせ 

℡（075）681-0701 

［企画推進部］ 

平成 2７年度 秋号 

京都市立塔南高等学校  

塔南高校webページ 

～ 放課後まなびサポーター ～ 

１0月１０日（土） 

◆教育みらい科授業体験会（申込み要）９:３0～ 

―教育みらい科独自科目の紹介および授業体験・個別相談 

◆部活動体験・見学会（申込み要）午前の部 10:45～午後の部 13:45～ 

―塔南高校の全部活動紹介ビデオ視聴と部活動の体験または見学 

      ＊詳細は別紙案内文または塔南高校ホームページでご確認ください。 

～ ふれあいキャンプ ～ 

夏休みには、普通科 特別進学コース（全員）普通進学コース（希望者）は

大学見学に行きます。今年は「京都教育大学」「立命館大学」を訪問しました。 

教育みらい科の生徒は授業の一環として京都教育大学・佛教大学・京都女

子大学の３大学に分かれて大学を訪問し大学教授から指導・助言を受けます。 

たくさんのご来校、ありがとうございました！！ 

 夏休み大学見学会  

１１月１４日（土）10:00～ 

◆第 3回学校説明会（申込み不要） 

―  普通科・教育みらい科 概要・選抜，個別相談，施設見学 

 教育みらい科独自問題解説会 

１２月 ５日（土）・１２日（土）13:00～14:30(随時) 

◆個別相談会（申込み不要） 

 

説明会はまだあります  

 

 高校生ボランティア  

 教育みらい科１期生 2期生２５人が「先生」になり活躍中！ 
 

 －PROFILE（むらおか じゅんこ）－ 
京都市立松ヶ崎小学校教諭、１年生担任。洛東（現開睛）中学校出身。塔南高校では吹奏楽部

に所属し、全国大会にも出場。塔南高校卒業後、同志社大学社会学部教育文化学科へ進学。 

２期生で今春から先生になった村岡純子さんに話を 

うかがいました。(京都市立松ヶ崎小学校１年生担任) 

 夏休みオープンスクール＆部活動体験・見学会  
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****** 体育系  ****** 

◆陸上競技部◆  

・京都府高等学校春季陸上競技大会 
 男子：400H 第 3位、走高跳 第 3位、 

円盤投 優勝、４×４００ｍR 第６位 

女子：８００ｍ 第 3位、４００ｍH 第４位 
   走高跳 優勝、円盤投げ 第 4位 
   ４×１００ｍR 第８位 

   ４×４００ｍR 第５位 
・京都府高校総体 
（団体）1年男子総合４位、2年男子総合 3位 

1年女子総合 5位  ２年女子総合 4位 
3年女子総合 3位 

（個人） 

   1年男子 １００ｍ 第５位、第７位     
１１０ｍJH 第７位、走高跳 第７位 

    走幅跳 第４位、砲丸投 第８位 

    円盤投 第３位、第８位 
    ４×１００ｍR 第５位 
２年男子：１５００ｍ 第５位 

    １１０ｍH 優勝（大会新記録） 
    走高跳 第２位（大会新記録）第６位 
    やり投 優勝、第 6位 

    ４×１００ｍR第６位 
３年男子：５０００ｍ 第６位 

    ３０００ｍSC 第７位 

    ハンマー投 第４位 
１年女子：１００ｍ 第６位、第８位 

    １００ｍH 第４位、第８位 

    走高跳 第７位、走幅跳 第７位 
    砲丸投 第２位、第６位 
    円盤投 第５位、第８位 

    ４×１００ｍR 第５位 
 ２年女子：１５００ｍ 第６位、走高跳 第８位 
    走幅跳 第４位、円盤投 第４位 

    やり投 第３位、第７位 
    ４×１００ｍR 第４位 
３年女子：３０００ｍ 第６位 

    ４００ｍH 第４位、第６位 
    走高跳 第５位、走幅跳 優勝 
    円盤投 第２位 

    やり投 第５位、第６位 
    ４×１００ｍR 第５位 
・インターハイ京都府予選会 

男子：２００ｍ 第３位、１１０ｍH 第３位 
   走高跳 第３位、円盤投 第２位 
   八種競技 第７位、総合第８位 

女子：１５００ｍ 第６位、円盤投 第５位 
   七種競技 第２位 
・インターハイ近畿地区予選会  

男子：１１０ｍH 第５位、走高跳 第８位 
女子：七種競技 第５位 

・インターハイ 

女子：七種競技 第７位 

◆水泳部◆ 
・近畿大会出場 女子自由形１００m・２００m 

 

 

 

今年度の部活動速報 

 

 

  

塔南生は勉強も部活動も全力で頑張っています！ 

塔南生の部活動実績（過去１年間） 
◆全国大会出場 78名！！【 吹奏楽（75）陸上（2）ボクシング（1）】 

◆近畿・関西大会出場 115名！！ 

                  【吹奏楽（75）陸上（48）弓道（1）水泳（1）】 

インターハイ 7位に入賞して 

陸上競技部 伊藤 汐里 

（長岡第二中学校出身） 

昨年は 8位と 2点差で入賞を 

逃した全国インターハイの七種競技。 

その悔しさを胸に１年間必死に練習を積み、今年は 7位に

入賞し、念願の表彰台に立つことができました。けがやス

ランプに何度も見舞われ、つらい時期もありましたが、先

生や一緒に練習を乗り越えてきた仲間、そして両親の支え

のおかげで、ここまで来られました。私は塔南高校陸上競

技部で素晴らしい人たちと出会い、最高の経験をすること

ができました。このことは私にとっての一生の宝物です。 

関西大会へ向けて   

吹奏楽部 Visualリーダー     

吉田正代 （二条中学校出身） 

私たちは、高校生としての活動とともに、Gryphons と

いう形でマーチングバンド全国大会に挑戦しています。 

Gryphons はマーチングのスタイルが変わったり、メンバ

ーが変わったりと、年々進化し続けています。今シーズン

は、「和」をイメージしたショウ作りに励んでいます。昨年

の全国大会では惜しくも金賞を逃してしまい、とても悔し

い思いをしました。今年こそ全国大会で金賞を勝ち取れる

よう、京都大会、関西大会ともに金賞で通過し、自信につ

なげていきたいと思います。メンバーで協力しあい、素晴

らしいショウを作っ 

ていきます。 

これからも応援よろ 

しくお願いします！ 

（写真は嵐山若葉 

まつりでの演奏） 

****** 文化系  ****** 

◆書道部◆  
・全国書道パフォーマンス甲子園  近畿大会９位 

・全日本高校大学書道展 準優秀賞 （漢字部門１名  
調和体部門１名） 

◆新聞部◆ 
・第４０回全国高等学校総合文化祭 新聞部門出場 

◆女子バスケットボール部◆ 
・京都市立高校バスケットボール大会 夏季準優勝 

◆弓道部◆ 

・全国高校総体弓道大会 京都府予選男子個人 8位  

・近畿高等学校弓道大会出場（男子の部）  

◆硬式野球部◆ 
・全国高校野球選手権京都大会 ベスト８ 

            ２回戦  対峰山高３－２○ 

            ３回戦 対西城陽高５－１○ 

            ４回戦  対花園高５－３○ 

            準々決勝 対乙訓高４－６× 

 

 

 
 
 
 
 
 

****** 文化系  ****** 

◆書道部◆ 
・全国書道パフォーマンス甲子園 近畿大会９位 

・全日本高校大学書道展 優秀賞 1名、準優秀賞 5名 

◆新聞部◆ 
・第 39回全国総合文化祭滋賀大会 新聞部門出場 

                       

                       

                        

                        

    

                       

                       

                        

                        

 

 

 

 

                         

                      

インターハイに出場して 

陸上競技部 髙田 奨太 

（下京中学校出身） 

今年が初出場となった全国インター 

ハイ。１１０ｍハードルでの出場でした（９位）。昨年はイ

ンターハイ京都予選を勝ち抜くことができず、近畿地区予

選にすら出場することができませんでした。その悔しさを

バネに練習をして来ましたが、あと少し足りなかったよう

です。来年はさらに上にいけるように仲間と支え合いなが

ら、顧問の先生や親への感謝の気持ちを忘れることなくこ

れからの練習に取り組んでいきたいと思います。 

◇国公立大学合格者１５名内訳（27.3卒） 

教育みらい科９名（京都教育：5名、滋賀：1名、信州：1名、島根：1名、県立広島：1名） 

普  通  科 6名（京都府立医大：2名、徳島：2名、島根：1名、釧路公立大：1名） 

◇看護・医療系の大学・専門学校合格３６名（27.3卒） 

 塔南高校進路実績  （過去３ヶ年）    25.3卒   26.3卒   27.3卒 

国公立大学     ８    １１   １５ 

私立大学（のべ数） ２１３   ２２２    ２４０ 

うち関関同立     １４     ２０     ２０ 

うち産近佛龍     ５０     ６１   ７７ 

高校野球を通じて 
硬式野球部主将  

島野修輔（寺戸中学校出身）    写真 

３年生の先輩方が引退され、 

現在は１年生３１名、２年生 

２７名が目標である「甲子園」 

に向かって日々真剣に練習に励んでいます。硬式野球部

では、野球の技術向上だけでなく社会に出てから活躍す

るための人間力向上にも力を入れています。高校野球を

通じて挨拶や礼儀、社会人としての常識を学ぶことがで

き、３年間で心技体のすべてが成長します。野球部での

経験はあなたにとっての貴重な財産となるでしょう。 

近畿大会に出場して 
弓道部 藤本大智（大枝中学校出身） 

今回、京都府予選個人の部で入賞し近畿大会に進むこと

ができ、とても貴重な経験をすることができました。参

加して思ったことは出場選手のレベルの高さです。その

中に入って弓を引くことが 

でき今後の弓道においてと 

ても参考になりました。 

来年はさらに上位を目指し 

ます。 （写真左から２人目） 


