
委員会活動報告

マミーバザー
毎年5月から活動を始め、文化
祭に向けて、手作り作品を製作
しています。今年はコロナ禍の
影響で活動が出来ませんでし
た。来年こそ、楽しい活動が
再開出来るよう願うばかりです。

おやじカフェ
今年はおやじカフェ、コロナ禍でできませんでしたが、
毎年たくさんの保護者の方々のご協力で、大盛況を
得ております。また開催
できる時は、たくさんのお
やじにお手伝いしていた
だければ幸いです。

広報委員会
学期末に年3回PTA新聞を発行しています。
今年はコロナ対策により、先生方や写真部
さんのご協力のもと、生徒の元気な様子や
PTA活動等を楽しくお届けする予定です。

生活環境委員会
生活環境委員会では主に年に一度
著名人をお迎えし、保護者の皆様に
子育ての良いヒントにして頂ければと
講演会を開催しております。今年はコ
ロナの影響で開催出来ませんでした
が、来年は素敵な講演会が出来れば
と思っております。

体育委員会
今年は体育祭でのPTA競技・ボーリング大会は中止して、
コロナ禍での心身のリフレッシュや運動不足解消を目的と
したzoomでのオンラインヨガイベントを開催中です。

阿南海洋研修阿南海洋研修 中学2年生 （9/12～14） 東北地方宿泊研修東北地方宿泊研修 中学3年生

　私たちは、９月１２日（土）から２泊３
日、徳島県ＹＭＣＡ阿南国際海洋セン
ターへ行ってきました。クラスごとにカ
ヌー・カヤック・ヨットを体験し、２日目に
キャンプファイヤーを、３日目にクラス対
抗カヌーレースを行いました（レースは１
組が見事優勝！）。子ども達は常に変
化する天候や海の状況に不自由さを
感じつつも、自然での生活を元気良く
楽しむことができました。また、集団行
動の大切さを改めて学び、一回り成長
して帰ってきました。

　本年の宿泊研修は、コロナウイルス感染症の影響もあり北海道から岩手県
へと変更になりました。とくに震災学習では、被災者の体験談を間近で聴くこと
ができ、初めて津波の怖さを思い知らされました。また、復興への想いの強さから
こちらが励まされ、生徒教員共々、大変貴重な体験となりました。そして、漁業体
験やアウトドア体験では、生徒達の笑顔が見られる良い体験となりました。この
研修旅行が生徒一人ひとりの思い出の1ページになれば良いと思います。

宿泊研修行程表
1日目…松島島内研修
2日目…震災学習・漁業体験
3日目…アウトドア体験
4日目…中尊寺見学・厳美渓散策

ＰＴＡ組織の中心として、会長、副会長、書記、
会計、会計監査で構成され、本年度は計１１名
（男性６名、女性５名）で、年間活動方針の決
定、予算案の承認、学校との連絡調整、教育環
境支援活動、関大や併設校交流会への参加
等、多岐にわたる活動を行っています。

10月29日、秋の文化行事として『劇団四季観劇とラン
チ会』を行いました。今年はコロナの影響で活動は無い
ものと思っていましたが急遽出来ることとなり、食事会
場は貸切で劇場も間隔を空けての観劇で感染予防も
しっかりと行いました。学年の枠を超えて交流と親睦を
はかることを目的とした会ですが、
今年は会食時の歓談も控えめに
お願いしました。それでも楽しかっ
たと嬉しい感想を頂きました。来
年は元通りの活動が出来ること
を願い、ご協力頂きました皆様に
感謝を申し上げます。

コロナ禍の中、インフルエンザの流行も気になる季節に備え、
オリジナルマスクを作成し学校へ寄付しました。
安全な学校生活を願い、今日もマスクの下は笑顔で！

（9/11～14）

て帰ってきました。
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組織 中心と 会長

執行部役員
月 秋 文化行事と

文化委員会

禍 中 ザ 流行も気 な 季節 備え

オリジナルマスクの配布について
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オンライン文化祭
やってみた！

オ初
9/25

2-A

ピタゴラスイッチピタゴラスイッチ
1位になるのはどの馬なのか！？
大白熱の人間競馬！
1位になるのはどの馬なのか！？
大白熱の人間競馬！

2-D

北陽タピり隊北陽タピり隊 UFOキャッチャーUFOキャッチャー

2-G

テトリステトリス トイストーリー5トイストーリー5

2-I

あん馬あん馬 オリンピックオリンピック

2-C 2-B

筋肉ボウラー
～今からボール投げするでやんす～
筋肉ボウラー
～今からボール投げするでやんす～

筋トレドリブル
～今から筋肉トレーニングするでやんす～
筋トレドリブル
～今から筋肉トレーニングするでやんす～

2-E

ピタゴラスイッチピタゴラスイッチ ツムツムツムツム

口の中口の中

2-F

歴史研究部

有志 美術部

ABCABC

ビリヤードビリヤード

アナと雪の女王アナと雪の女王

2-H

どうぶつの森どうぶつの森 NO MORE! 映画泥棒NO MORE! 映画泥棒

2-J

かめはめ波かめはめ波 満員電車満員電車

33

22

11

生徒会

ESS

プレフェスティバル 仮装大賞仮装大賞高2・有志・クラブ

コンピューター研究部
吹奏楽部

フォークソング部

吹奏楽部&ダンス部コラボ

ジャズバンド部

創作ダンス部

高校プレフェスティバル
＆

中学文化祭に出演

高校プレフェスティバル
＆

中学文化祭に出演
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動画大会9/26 文化祭文化祭高1・高3

1-A

集まれ！        と愉快な仲間たち集まれ！        と愉快な仲間たち

1-D

D組の1日D組の1日

1-C

オッパ　C組スタイル！！！！！オッパ　C組スタイル！！！！！

1-B

リアクションリレームービーが
繋ぐ逃走中 in Roma
リアクションリレームービーが
繋ぐ逃走中 in Roma

1-G

ハッピーウエディング前Gソング！ハッピーウエディング前Gソング！

1-F

Make HOKUYO happyMake HOKUYO happy

1-E

Make you happyMake you happy

1-J

～リレー～～リレー～

1-I

1年I組　ダサかっこいい1年I組　ダサかっこいい

1-H

高校生あるある高校生あるある

3-A

青春とは青春とは

3-B

3年B組3年B組

3-C

MV再現！！MV再現！！

3-D

DチューブDチューブ

3-E

黒板から始まる世界黒板から始まる世界

3-F

青と夏／Covered by 3-F青と夏／Covered by 3-F

3-G

僕らの青春僕らの青春

3-H

Walking with Walking with 

3-I

三愛三愛

3-J

3-J 早弁大作戦！！3-J 早弁大作戦！！

3-K

3年K組　キャッチボールプログラム3年K組　キャッチボールプログラム

スペシャルゲスト
ZOOM生出演！！！！！
スペシャルゲスト
ZOOM生出演！！！！！

関西大学北陽
高等学校OB

又吉直樹さん
関西大学北陽

高等学校OB

又吉直樹さん

オンライン文化祭・ゲスト
『又吉直樹さん』について
3-C  生徒会長  

今年の文化祭は、新型コロナウィ
ルスの影響で、いつもとは違うオン
ライン文化祭となりました。
先生方にご協力頂き、実施出来た事に感謝の気持ちで
一杯です。SPゲストに大先輩である『又吉さん』の出演
を聞いた時は上手く司会をする事が出来るか緊張しまし
たが、本番の時は又吉さんが上手に話を進めて下さった
ので、楽しく進行ができ、又吉さんの凄さを知る事が出来
ました。とても思い出に残る文化祭となりました。

北陽文化祭に
ZOOM in

11

11

22

22

33

33
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玉を運ぶんじ
ゃない！心を運

ぶんだ！

大玉運び！！
玉を運ぶんじ

ゃない！心を運
ぶんだ！

大玉運び！！

スプリンター
は誰だ？

スプリンター
は誰だ？

30m走!!

緑団優勝！！

3030

数々の学校の体育祭が中止される
中、北陽では体育祭が行われまし
た。プログラムは短縮でしたが、最
高の思い出となり、開催できて本当
に良かったと思いました。

皆さん、体育大会お疲れ様でした。
優勝こそ逃したものの、雲一つない
青空の下で空団団長として皆さん
と力を合わせて戦えた事を誇りに思
います。

新型コロナの流行で体育大会の
時期が秋になりました。種目を減ら
し、無観客で応援も出来なくて、思
い描いていた体育祭になりません
でしたが、これもまた一興。

選手宣誓

800m混成リ
レー

800m混成リ
レー

一球入魂玉入
れ

ソーシャル

ディスタンス
リレーソーシャル

ディスタンス
リレー

生徒会からの
挑戦状！

北陽◯×クイ
ズ生徒会からの

挑戦状！

北陽◯×クイ
ズ

選

れ入れ入 玉入れれ入球入魂玉入れ

団対抗リレー団対抗リレー

Rope skipp
ing

champions
hip 2020

Hokuyo

Rope skipp
ing

champions
hip 2020

Hokuyo

クラブ対抗リ
レー

クラブ対抗リ
レー

炎地団炎地団空団空団緑団緑団
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第13回　関西大学北陽高等学校第13回　関西大学北陽高等学校

「心の距離はNOTソーシャルディスタンス」
～コロナに負けず熱く戦え！！～
「心の距離はNOTソーシャルディスタンス」
～コロナに負けず熱く戦え！！～

10/1510/15



中学文化祭中学文化祭

中学体育大会の練習！

中学１年生

制作に使える材料はこれだけ！制作に使える材料はこれだけ！ 何を作ろうか考え中・・・何を作ろうか考え中・・・

ロイロを使ってポスター作成中ロイロを使ってポスター作成中 道具名は各自のオリジナル！道具名は各自のオリジナル！

練習を重ねみんなの前で発表！練習を重ねみんなの前で発表！ 防災グッズも実際に使ってみた！防災グッズも実際に使ってみた！

積極的に質疑応答もできた！積極的に質疑応答もできた！

私の町のハザードマップも展示！私の町のハザードマップも展示！

当日に向けてきれいに展示を！当日に向けてきれいに展示を！

前日は中大連携の発表を撮影！前日は中大連携の発表を撮影！ 教室７でＮＩＥポスター展示！教室７でＮＩＥポスター展示！

撮影した映像は当日放映！撮影した映像は当日放映！ 中大連携のポスター展示！中大連携のポスター展示！

皆のＮＩＥを鑑賞！皆のＮＩＥを鑑賞！ ＮＩＥのスクラップ新聞ＮＩＥのスクラップ新聞

他学年には映像で研究発表他学年には映像で研究発表

黒板アートと共に研究発表黒板アートと共に研究発表 研究の成果をポスターに！研究の成果をポスターに！

もはや工場のよう…もはや工場のよう… 丁寧に仕上げていきます丁寧に仕上げていきます

黙々と協力して作り上げています黙々と協力して作り上げています きれいにできました！きれいにできました！

東北について調べ新聞東北について調べ新聞 研修旅行の思い出研修旅行の思い出

東北のみなさんありがとう東北のみなさんありがとう 東北復興を応援しています！東北復興を応援しています！

中学2年生 中学３年生本気で『震災』について考えてみた 未来につながる科学 がんばっぺ東北！

9/26

11/19

体育大会当日が雨予報だったため、
前日に体育大会本番に近い形で練習を行いました。

体育大会当日が雨予報だったため、体育大会当日が雨予報だったため
前日に体育大会本番に近い形で練習を行いまました。

(各学年)
●50m走
●100m走
●4×100リレー(女子)
●4×200リレー(男子)
●男女混合リレー4×100
●2×400(女子)
●スウェーデンリレー(男子)
(全体)
●玉入れ
●大縄とび

Set...GO!

Yeah～!

やった～♥

せ～の！1年1年
2年2年

3年3年

（5）



英語漬けの濃密な4日間。留学生とのグループワークを通じて、初日の不安や緊張も徐々に和らいでいき、
最終日には一人一人が堂々と将来のビジョンや目標について英語でプレゼンテーションを行いました。

高校 Empowerment ProgramEmpowerment Program

中学ドッジボール大会

中学 English CampEnglish Camp

各学年対抗で行ったドッジボール
大会ではクラスで男子チーム・混合
チームを作り、白熱した戦いを繰り
広げました。

11月10日（火）に
東淀川消防署の方が来られ、
防災訓練を実施しました。
１．放送による連携確認
２．消防署の方による
 実演指導

消防署の方から、消火剤は、
5mぐらいしか飛ばないことや
火元をめがけて噴霧するなど
詳しく説明をいただき、15秒
で消火器は使えなくなるなど
素早い行動が大切と指導さ
れていました。

クラブ紹介

（高校）サッカー部（高校）

防災訓練

ハンドボール部（高校）ハンドボール部（高校） 空手道部（高校）空手道部（高校）

（高校）ラグビー部（高校）

ラグビー部（中学）ラグビー部（中学）

いつもとは全く違う一年
間でした。多くの部活動
で大会が中止になるな
か私たちは全国大会予
選がおこなわれたことに感謝しています。公式戦に
は他の生徒たちの悔しい気持ちを繋ぐ想いで試合
に臨みました。敗戦しましたが沢山の人たちに応援
していただき幸せでした。有難うございます。

ハンドボール部は選手33
名、マネージャー9名の計42
名で活動しています。「打倒
浪商！全国大会出場！」を目
標に闘争心剥き出しで日々
練習に励んでいます。自分たちで盛り上げて楽し
い雰囲気をつくることを大切にしています。

陸上競技部（中学）陸上競技部（中学）

ジャズバンド部（中学）ジャズバンド部（中学）

古豪復活
私達サッカー部は「全員サッカー」をコンセプトに
選手一人一人が切磋琢磨して日々の練習に取り
組んでいます。新チームの目標は「古豪復活」で
昔の強豪の頃の北陽サッカー部を復活させれるよ
う全力で努めていきます。    2年I組 主将

陸上競技部（高校）陸上競技部（高校）
全国高等学校陸上競技大会2020で
全国3位に入賞しました。
女子走高跳びの部  1m71cm

『素直・謙虚・感謝・笑顔』
すぐに身につくものではありませんが、関大北陽ラ
グビー部としてこれらの心や態度を常に意識し続
けた結果、「大阪市北地区新人戦優勝」「大阪府
秋季大会第３位」という結果を残すことが出来ま
した。今後ともご指導よろしくお願いいたします。

中学陸上競技部は現在、１年生が１０名、２年生
が２名、３年生が１１名の合計２３名で自己記録の
向上を目標に日々の練習に取り組んでいます。先
日行われた大阪府中学総体には個人で６種目、リ
レーで２種目出場、大阪市中学駅伝では８位入賞
するなど個人、チーム共に着 と々力をつけてきてい
ます。今後とも応援の程よろしくお願いします。

空手道部、個人組手で優勝
２０２０年１１月７日(土)、８日(日)に東大阪アリーナ
で行われた「第４４回大阪府高等学校空手道新
人大会」の結果、男子団体形で第７位、男子団体
組手で第３位、男子個人組手-76kgで
（2年）が優勝、近畿大会出場を決めました。今回
で9年連続近畿大会出場となります。個人戦での
大阪府大会優勝は創部以来初めての快挙です。
近畿大会で上位に
入賞、３月の全国選
抜大会出場を目指し
て一層精進して参り
ます。応援の程、よろ
しくお願いします。

吹奏楽部吹奏楽部
高校吹奏楽部が今年度創
部され、中学吹奏楽部は創
部４年目を迎えました！コロナ
ウィルスの影響で活動の場
が制限されていますが、その
分一つ一つの本番をとても
大切にしています！今後とも応
援をよろしくお願いします！

茶道部茶道部
茶道部は高校校舎4階の作法室で月に2.3回茶
道を学んでいます。対外的な活動発表の場は文化
祭でのお茶会です。しっかり披露できるよう日々練
習に励んでいます。また1月にはホテルのお茶室を
使用し初釜（茶道での年初行
事）を行っています。

演奏や創作ダ
ンス部との

コラボもしまし
た！

創作ダンス部の
皆さん

ありがとう！！

演奏や創作ダ
ンス部との

コラボもしまし
た！

創作ダンス部の
皆さん

ありがとう！！

ジャズバンド部の活動
方針は聴く人、そして部
員全員でジャズを楽しむ
ということです！練習は
真面目に、時には楽しく
取り組んでいます。現在は1月に開催されるコンテ
ストでよい演奏ができるように頑張っています！！

創
作
ダ
ン
ス
部

創
作
ダ
ン
ス
部

男
子
バ
ス
ケ
部

男
子
バ
ス
ケ
部

水
泳
部

水
泳
部

陸
上
競
技
部

陸
上
競
技
部

もしも！の時に安心な救護用品や避難生活用品等は
校内に備蓄しています。

机の下に避難！机の下に避難！

中学中学
各学各学
大会
チーム
広げ

２．消防署の方による
実演指導

消防署 方 ら 消火剤は

は

消防署の方から、消火剤は、
5mぐらいしか飛ばないことや
火元をめがけて噴霧するなど
詳しく説明をいただき、15秒
で消火器は使えなくなるなど
素早い行動が大切と指導さ
れていました。

もしも！の時に安心な救護用品や避難生活用品等
校内に備蓄しています。

祝
全国大会
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祝
近畿大会
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