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「伸 び や か に」

「好きで得意なものを見つけよう」

PTA会長　田 中 佐祐美

校長　境 田 優 二
　PTAの皆様、日頃、今宮高校にご支援とご協力を賜り、ありがとうございます。皆様
のご支援に支えられ、今宮高校は、本年110周年を迎えました。
　今宮高校では、『磨け知性！輝け個性！』のモットーのもと、生徒の皆さんが自分自身
の将来を考えることを大切にしています。生徒の皆さんが将来を考えるためのヒントに
なればと今年の入学式でも、『好きで得意なものを見つけよう』と呼びかけました。好き
だけではなく得意でもあって欲しい。好きだと続けられるし、得意だと自信が持てます。
きっとそれらが、これからの人生で、自らの道を選択する際のベースになると思うから
です。
　一方で、それらが本当に好きか得意かは、本気で取り組まないとわからないと思いま
す。今宮高校の三年間で、勉強に部活に学校行事にと真摯に取り組み、仲間を助けまた
助けられ、多くの成功や失敗も経験し、たくさんの感動を体感し、好きで得意なものを
見つけて欲しい。そして今宮高校を卒業する時には、『好きで得意なもの』をいくつも持っ
て巣立って欲しいと願います。
　PTA活動の活発さは、今宮高校が誇れるもののひとつです。実行委員会の参加人数は
府下有数の多さで、その活動も明るく楽しそうです。
　本年も引き続き、今宮高校への変わらぬお力添えを賜りたく、よろしくお願い申し上
げます。

　この度創立110周年という節目の年に、伝統ある今宮高校PTA会長のバトンを受け
取りました。ほんの少しずつの積み重ねが110年繰り返され、今こうして新しい一年
に引き継がれようとしているその事実に畏れを感じずにはおれません。これまで今宮高
校で教鞭を取られた幾多の先生方、卒業生の皆様、保護者の皆様の思いを想起し、未来
にその思いを伝えられますよう現先生方、役員、実行委員の皆様とともに精一杯努めて
まいります。
　今宮高校の校舎は本当に美しい校舎だと常々思っております。特に、建物を入ってす
ぐの緑と光あふれる吹き抜けは、何ともいえず心地のよい期待感に満ちた空間になって
いて、それはさながら自由で包容力ある今宮高校の象徴のようでもあります。そんな学
び舎で過ごす生徒たちは、けれども思春期のまっただ中にあり、今宮高校の与えてくれ
る大きすぎるともいえる自由の中で毎日の服装の選択から始まり、科目、部活、進路と
次々に迫りくる大小さまざまな分岐点で、正しい選択をしようともがいているのかもし
れません。自由に決めてよいというのは一見楽しげではありますが、その結果は自己責
任として受け入れざるを得ず、何かを選び何かを捨てるために立ち止まり、自分自身を
じっくり知る必要が出てきます。
三年間、何度も何度も立ち止まっては取捨選択し実行する。それを繰り返す度に自分と
いうものを見つめなおしていく。そのような時間のかかる、しかし本質的な学びが、嬉
しいことに今宮高校にはあります。
　こうして校舎に立ち寄り吹き抜けで耳を澄ますと、この場は実に沢山の生徒たちの伸
びやかな人格形成の一部始終を見守り続けてきたのだという感覚が押し寄せてまいりま
す。先生方、ひと手間もふた手間もかかる方法で教え導いてくださりありがとうござい
ます。私たち保護者も微力ながら、PTA活動を通してお役に立てますよう皆様にご理解
ご協力をお願いし、就任の挨拶とさせていただきます。

今 宮 高 校 は 今 年 で 創 立 110 周 年 を 迎 え ま す

編集後記
　PTAも新年度になり個性いっぱいの新メンバー
で楽しく頑張っています。創立110周年の今年、
広報委員会も生徒達にパワーを貰いながら、益々今
宮高校を盛り上げていけるよう張り切って活動して
参ります。          
　　　　　　　　　　　　　　　　　広報委員一同

皆さまの応援よろしくお願いします。
◆◆ダンス部◆◆
　7月29-30日　ミスダンスドリル選手権大会　全国大会出場
◆◆能楽部◆◆
　8月11日　能楽コンクール出場　大阪生國魂神社にて
◆◆サッカー部◆◆
　8月28日　全国高校サッカー選手権大阪大会予選 1回戦
　　　　　　　　　　 詳しくは本校ホームページをご覧ください。

　進路を考える際、「進路は学習の結果、学習は生活の反映、生活は
意欲のあらわれ。」ということばはたいへん参考になります。この中
では、「生活は意欲のあらわれ」の部分が一番むずかしい。誰でも短
時間の意欲なら持つことができます。しかし人は、いつもいつもや
る気でギラギラできるものではありません。それを継続させるには、
やはり工夫が必要です。みなさんの先輩たちが教えるひとつの答え
は、毎日をプログラムされたものにすることです。起床、登校、学習、
帰宅、就寝を規則正しいものにし、意欲が実現される生活の過程を
つくり出します。毎日の計画に続いて月単位の学習計画をつくりま

「19期生、進路実現に向けて邁進せよ！！」  ３学年主任　小山　秀樹

　昨年４月に入学した２０期生も二年生に進級して、いよいよ今高
生らしい顔つきになってきました。二年生は、学校の中核として自
治会活動・行事・部活動、そして学習活動と忙しくて目が回る１年
間になると思います。しかし、今年取り組んだ経験が来年度の進路
実現、そしてこれからの人生にとって大きな財産になるのではない
でしょうか。やりきった後の疲労感を超える達成感をぜひ体験して
ほしいと思っています。私たち２０期学年団の教員は、保護者の皆

様と連携して、生徒たちが学校の中核とし
ていろいろな形で活躍できるようにサポー
トしていきたいと考えています。やりきれ
ないことはないが簡単にはできない課題、
自分たちで考え全体のために行動するプロ
セス、励ましと見守りなど、生徒たちが大
人になる階段を上る手伝いを考えています。
ご協力よろしくお願いします。

「学校の中核として」2学年主任　畠井　浩

　1年学年通信第１号で、生徒の皆さんには二つの習慣をつけるよ
うに呼びかけました。一つ目は質の高い学習習慣です。自分でしっ
かりと時間をかけて各課題と向き合い、自分の理解できていないこ
とを自分で発見し、それを解決していく学習習慣は、考査対策のみ
ならず、これからの人生で出会う様々な課題との向き合い方を学ぶ
ことにもつながると伝えました。二つ目は、遠く離れた人たちとも
共に生きようとする習慣です。大きな自然災害や戦争により多くの

人たちが苦難を抱えている時代に、その人
たちと共に生きていくためにはどうすれば
いいのかを問い続ける習慣は、さらにグ
ローバル化する世界の中で自分が生きてい
く意味を見つけることにつながると伝えま
した。保護者の皆様も、生徒の皆さんと「習
慣」の大切さについて話し合ってもらえれ
ばと思います。

「習慣は第二の天性なり」1学年主任　肥下　彰男

す。学力は、みなさんの落ち着いた学習の
継続の中に定着していきます。逆に言えば、
遅刻を重ねている人の学習の伸長はむずか
しいと言えます。  「生活は意欲の表れ」こ
うなるのは本当にむずかしい。しかし、早
い時期にこの生活が確立すれば、第1志望の進路は遠いものではあ
りません。自分の実力を低く見ず、より高いものを見据えて進んで
ほしいと思います。　勉強にし過ぎなし！言い訳に進歩なし！！19
期生、邁進せよ！！！

平成28年度PTA会計予算書 大阪府立今宮高等学校PTA
(単位：円)(収入の部)

前年度繰越額

PTA行事費

教育援助費

各種負担金

科目 予算額A 前年度予算額B 差引増減額(A-B) 備考

前年度予算額B 差引増減額(A-B) 備考（主な内容）予算額A科目

会費 3,288,000
120,000
4,095,160

687,160

100,000
10,000

1,250,000

4,095,160

2,885,000

900,000
525,000
910,000

100,000

300,000
200,000
120,000

60,000

230,000
100,000

200,160
0

0

3,120,000 4,000円×822名（生徒757名、教職員65名）
雑収入

（PTA活動に要する経費）

（学校教育活動援助に要する経費）

事務用品、バンキング手数料、 PTA発行冊子購入
総会  実行委員会経費
各種PTA研修会、今高祭、卒業記念品

今高祭、集中勉強会への差入等
国際交流行事費等（教育振興基金、教育援助基金への繰入金）

部活動付添経費

環境整備費等

積立金会計繰入

各種教育活動援助費等

PTA新聞印刷費、各種活動費
慶弔規約による慶弔費

PTA協議会、全高Ｐ連掛金等

120,000
3,864,333

624,333

50,000
10,000

1,200,000

3,864,333

2,935,000

1,100,000
525,000
810,000

50,000

300,000
100,000
150,000

60,000 0

200,000
100,000

19,333

168,000
0

230,827

62,827

50,000
０

50,000

230,827

▲50,000

▲200,000
0

100,000

50,000

0

▲30,000

30,000
0

180,827
0

0

100,000

0

0

雑収入

運営費
事務費
会議費

教育活動推進費
行事費
福祉費
指導費

積立金

予備費
周年事業費

慶弔費
活動費
負担金

庶務費

計

計

(支出の部)

　　　　　2016年 6月11日 (土 )
　今年も夏のオープンスクールが開催され、
暑い中550名以上の中学生と保護者の方
が参加されました。ダンス部の演技でオー
プニングを飾り、学校紹介の後、体験授業
やクラブ見学等、充実した内容を楽しんで
いただきました。

　第98回夏の全国高校野球CMに
本校ダンス部が出演中です。
朝日新聞社と朝日放送の総合情報サ
イト「バ一チャル高校野球」でもご
覧になれます。107 人のパフォ一
マンスは圧巻です。是非ご覧下さい。

夏のオープンスクール今宮・どこにあるやろ？
－第１回―
＜びわの木＞

　今宮高校の敷地内に、びわの木があり
ます。びわの木は、植えていれば枯れる
こともなく成長する常緑で、毎年花をつけ、
実をつけてくれます。葉には薬効があり、
びわの葉を求めて病人が集まることから
「縁起が悪い」といわれることも。実がな
るのは5～ 6月で、鳥たちが啄む姿を目
撃できるかも知れません。是非歩いて探
してみて下さい。

夏の全国高校野球テレビCMに本校ダンス部が出演中！！
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　平素は、今宮高等学校後援会に対しま
して、ご支援ご協力を頂き誠にありがとう
ございます。
　本年度、新入生の皆さまには後援会賛
助会員につきまして、入学当初よりご理
解を頂き、多数のご加入を頂くことができ
ました。心から感謝いたしております。
　国際教育活動に対する援助等、生徒た
ちの教育活動に有意義に活用できますよ
う、教職員の方々と連携していきたいと
思います。
　今後とも後援会へのご理解とご協力を
よろしくお願い申し上げます。
　PTA広報紙の紙面をお借りしまして、
ご報告とお礼を申し上げます。

　  　　　　大阪府立今宮高等学校 
 　 後援会会長　島津　刈野

応援合戦優勝・赤團

Tシャツ優勝赤團

総合優勝・桃團 団旗優勝・桃團

背
中
で
語
る
團
長
た
ち

　雲ひとつない晴天に恵まれた
6月 3日、1年生から3年生ま
でが縦割りで6つの團に分かれ
て事前の準備に励んだ体育祭が
無事開催されました。
　今年から1年生が1クラス増
えパワーアップ！赤團だけ少し
多い人数になりました。真剣勝
負で優勝めざして競技に挑む生
徒達の姿が迫力満点。照りつけ
る太陽以上に、弾ける笑顔が眩
しい”いまみやん達”でした

2016年6月3日（金）2016年6月3日（金）

2016年度今宮PTAをよろしくお願いします
書記

佐々木夏子
書記

榎本あゆみ

副会長
原口ゆかり

副会長
南出千加代 事務長

石川浩史
学校長
境田優二

教頭
中嶋義博会長

田中佐祐美
副会長
西岡大生

会計監査
北野栄都子

会計
上堂光世

会計
増井留美

会計監査
門野里佳

平成27年度進路状況 

進路指導部長　鈴木　芳一

　平成27年度18期生237名の進路状況は、進学は206名（大学
174名・短大6名・専門学校26名）、就職は公務員3名、民間企業に
1名、その他（浪人等）27名でした。大学合格数では、国公立大学
27名（現役20名・既卒生7名）で、大阪教育４・和歌山４・奈良女子１・
広島１・金沢１・帯広畜産１・三重１・高知２・愛媛２・大阪府立１・滋賀県
立２・奈良県立３・広島市立１・高知工科１・名桜1・金沢美術工芸１名、
私立大学は現役合格者419名のうち、関関同立76・産近甲龍
128名でした。17期生以前の既卒者の皆さんもよく頑張った結果、
国公立大学7名、私立大学では関関同立30名、産近甲龍34名、中
央4・法政3をはじめ99名が合格しました。
　今年度も3年生のために、平日は5時（6時半）まで土曜日は9時
から5時まで自習室を開放し、講習では多くの講座を開講して、学
習環境の充実と進路実現に向けた学力保障に努めています。また、
センター試験や主な大学の赤本の貸し出しも行っています。
　卒業生の皆さんには、今宮での学びを生かしてそれぞれの道で
さらに研鑽を積み、活躍されることを期待しています。

後援会賛助会員加入のお礼 退職 田中　清隆
退職

平成28年度人事異動 ■退職・転出
区分 教科 職名 氏名 備　考

教諭(再任)

教諭(再任)

主査(再任)
主査(再任)

主査(再任)

酒井　　徹
退職 花岡　義信
退職 保健体育

社会

教諭 半田　茂紀 
転出 教頭 川端　康之 大阪府立阪南高等学校 校長へ

H28．３．31付
退職 片西　智子 教諭 H28．３．31付

H28．３．31付
H28．３．31付

転出 英語 教諭 桜本　哲也 大阪府立池田高等学校へ

再任用で継続

転出 英語 教諭 大原　淳子 大阪府立箕面東高等学校へ
転出 国語

英語

講師
講師
主査

三野　優貴 大阪府立勝山高等学校教論へ
転出 数学 井本　名美 大阪府立芦間高等学校へ
転出 稲　   信子 大阪府立和泉総合高校へ
■転入・採用等
区分 教科 職名 氏名 備　考
採用 浅田　浩子

転入
採用 教諭

教諭

教諭
教諭

赤胴　　竜 新採用
大阪府立枚岡樟風高等学校　教頭から

新採用
英語
社会

中嶋　義博
転入 国語 音無　幸子 大阪府立懐風館高等学校から
転入 国語 教諭 片山　美紀 大阪府立鳳高等学校から
転入 保健体育 教諭 藤本　僚祐 大阪府立長吉高等学校から
転入
転入

教諭 永井　秀夫  大阪府立夕陽丘高等学校から英語
喜田　晃司 大阪府立河南高等学校から

大阪教育大学卒業転入
英語

講師 前田　　蕗
非常勤から常勤へ転入

理科
講師 岡本　敦子 

大阪府立泉陽高等学校から転入
英語

嶋田　　功
万博公園から転入 副主査 太田　道造

発令 数学 教諭 山村　浩士 

総合学科8期生　金城宗幸氏
「漫画原作者やってます」

日　 時：10月1日（土曜日）　
　　　　 14：00～15：30
場　 所：今宮高校　会議室
内　 容 ： ●漫画原作者とは何か
　　　　 ●どうやって漫画原作者という
　　　　 　仕事に就いたか
　　　　 ●漫画を作って思うこと
代表作：『神さまの言うとおり』
　　　　  『僕たちがやりました』
　　　  　『ビリオンドッグズ』

教養講座特別企画教養講座特別企画
今宮高校創立110周年記念今宮高校創立110周年記念

今宮初夏の陣！いざ出陣！今宮初夏の陣！いざ出陣！

パンに食らいつけ～！

絡まることもある「人生山あり谷あり」

いちに！
いちに！

熱中症予防
PTA母からの愛をどうぞ～

オーエス！
引っ張れ～

まっ白いお化粧、
似合ってるかな？

各部代表俊足達の
熱い戦い！

先生も一緒に
「３年生全員リレー」

張り切れ！
１年生

 遅刻だ急げ！
「出勤5分前」

お目当見つけろ！
「借り者競争」


