
P T A 活 動 報 告

夏休みに、中学校1年生32名が参加しました。最初は緊張していた
生徒も、英語のゲームを楽しみながら、外国人の先生と進んでコミュニ
ケーションを取れるようになりました。最終日は、自分の好きなものを発
表する活動を行い、自信をつけることができました！

「より新しい和太鼓」の舞台を関西から世界
に向け発信し続けている飛龍さんが来校し
て下さいました。
各学年代表生徒１名と教員１名が舞台上

に上がり、演者さんの指導の下、セッションをさせていただき
ました。また、演奏中は太鼓の音の波と生徒らの手拍子が
合わさり、北陽中学校全体が一体感に包まれていました。
最後は、学年を代表して3年生が和太鼓飛龍さん全員と
セッションをさせていただき、最高の盛り上がりを見せてくれ
ました。

イングリッシュキャンプ（8/2～4）中学 芸術鑑賞（9/21）中学

エンパワーメントプログラム（8/21～24）高校
夏休みに、高校生４２名が参加しました。外国人留学生とグ
ループディスカッションを行い、最後に個人発表をしました。「考
え方の違いに触れ、楽しく過ごせた！」「最初は難しく感じたけ
ど、だんだん自信がつきました。」「海外で学んでみたい！！」という
感想を多数聞くことができました。(関西大学千里山キャンパス)

文化委員会

バザー委員会 体育委員会

生活環境委員会

今年も引き続きコロナ禍であることより、昨年実施
したオンラインヨガのレッスン内容を一部変更して、
７/２８から6回開催しました。保護者総勢121名が
参加していただきました。来年度は、コロナが終息
して通常のイベントが開催される事を願います。

11月4日にボランティアスタッフ11名の方と来年
度に向けての準備としてバザー委員会は再始動
しました。昨年はコロナ禍で活動は出来ませんでし
たが、少しずつ出来ることから始め、次回のバザー
開催時により良いものをお出し出来るようにした
いと思います。

文化委員では、コロナ禍ではありましたが、皆さまに楽しんでいただ
ける行事を検討してきました。今回は、12月12日開演日「レ・ミゼラ
ブル」のプロデューサーが新演出版で贈る話題のミュージカル『オリ
バー!』を観劇していただく事になりました。毎回、ご好評いただいて
いる文化行事でたくさんのご応募があり、感謝しております。
変異株などでまだまだ気を緩ませない日々が続きますが、感染対策
をとりながら、次年度も皆さまに楽しんでいただけるような文化
行事を検討していきたいと思っております。今後とも、PTA活動に
ご理解、ご協力よろしくお願い致します。

去年に引続きコロナ禍で活動が制限される中、
広報は様々な学校行事に関する情報発信に取り
組んできました。今年度も後僅かになりましたが、
引続き保護者の皆さまにわかりやすい新聞をお届
けしたいと思います。

緊急事態宣言も解除されたと
いうことで、委員同士の親睦も
兼ね食堂試食会を行いまし
た。食堂の状況や子供達の
様子なども見れ、改善点を
話し合ったり今後の活動にも
繋がる良い機会となりました。

最後は、学年を代表して3年生が和
セッションをさせていただき、最高の
ました。

広報委員会

コロナ禍でまだまだ例年通りの活動には戻っており
ませんが、今年も｢コロナに負けず、パワーMAX！｣で
様 な々活動、イベントを実施することができました。
皆様の温かいご支援、ありがとうございました。

執行部役員
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北海道宿泊研修北海道宿泊研修 (10/24～10/27)中3
天候に恵まれ、生徒たちは「北の大地」を思う存分満喫することができました。
初日のウポポイでは、アイヌ民族について深く学習し、２日目は、農家さんとの
作業を通して農業を営む苦労や楽しさを実感し、採れたての野菜や果物、牛乳
などを美味しくいただきました。関西との違いに驚き自然や民族の多様性に
ついて楽しく学ぶことができました。

11期生としては初めての宿泊行事ではありましたが、前半は天
候に恵まれず、予定していたプログラムが大幅に変更となりまし
た。その中でも生徒は、海や自然に触れることで協力して物事に
取り組むことや環境問題にも考えてくれたかと思います。2日目の
午後からは海にも出ることができました。少し海水も冷たく肌寒い
気候でしたが、陸に戻ったときの生徒の顔には笑顔があふれてい
ました。キャンプファイヤーは教員も含め学年全体で楽しめた時
間になったかと思います。

阿南海洋研修

1日目
2日目

(10/25～10/27)中2

校外学習校外学習 (10/26)中1

１日目

２日目
３日目

４日目

ノーザンホースパーク
↓
ウポポイ（国立アイヌ民族博物館）
ニセコ　農場・牧場体験学習
ニセコ自然体験学習
午前：班別アクティビティ
午後：尻別川ラフティング
小樽　班別散策
↓
タクシーツアー（小樽～札幌）
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中学１年生の校外学習はひらかたパークに行きまし
た。天候にも恵まれ、思う存分遊ぶことができました。
目標である「ルールを守って、楽しく、全
力で遊ぶ」ことが全員でできていました。
この経験を活かし、学校生活やその他
の行事に活かしてほしいと思います！

1組

3組2組2組
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しく、全しく、全しく 全
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その他その他その他そ 他
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ドッヂボール大会（10/20）

総合優勝

おめでとう！！

1 - 3
２- 3
３-２

『応援は力になる』を実践すべく昨年度より「ドッヂボー
ル大会」に行事を変更。今年度もアリーナは大いに盛
り上がりました！今年は中学校の秘密兵器？【PTZカメ
ラ】を導入。スクリーンで試合開始のカウン
トダウンや各コートのライブ映像を流すな
ど、応援の力を強く感じる一日となりました。

甲山森林公園コース
クイズラリーの答えを探しながら、学年を越えて交流を
深めてくれました。展望台からの景色も最高でした。

布引ハーブ園コース
終始険しい道ではありましたが、学年を超えて協力し、
無事登りきることができました。頂上からの景色も最高
でした。

服部緑地公園コース
美しい紅葉の中、コースも自分たちで考え、学年を
超えて協力しながら、レクリエーション活動を楽しんで
いました。

１日目

２日目

３日目

・アート＆クラフト/漂着ゴミワークショップ/
　貿易ゲー厶
・ロープワーク/ウォークラリー
・カヌー/レクリエーション
・キャンプファイヤー
・カヌーレース

3日目

ヂボ 大

３日目
・キャンプファイヤー
・カヌーレース
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中学クラブ紹介

中学文化祭中学文化祭
中1

(9/25)

防災プログラム～災害とともに生きる～
ハザードマップ・防災グッズの展示

中2 関大理工系３学部
研究室体験プログラムの報告とポスター展示

中3 リーガルマインド育成プログラム
展示と模擬裁判　/  SDGsの発表
リーガルマインド育

ポスター展示スタ 展示

1-1

展示

3-2

2-1 2-2

示と模擬裁判　/  SDGsの発表展示

3-3

3-1

3

3 1

2-3

1-2

1-3

中学クラブ紹介

ディスクリレー

合同体操

水泳部水泳部

陸上競技部陸上競技部

中学水泳部は８月に創部以来初となる、大阪市学年別大会で優勝を果たしました。選手
同士がよく協力し、切磋琢磨した結果、２種のリレー種目で１位を取ることができました。また

個人でも　　君は１００・２００ｍ背泳ぎで優勝、　　君も１００ｍ自由形で優勝しました。３年生の背中を見て
次年度後輩たちが頑張って欲しいと思います。

中学校陸上競技部は現在、３年生２名、
２年生5名、１年生７名の１４名の部員が

各自の自己ベストの更新を目標に日々練習しています。今年度は個
人で通信陸上大阪大会、４００ｍリレーで大阪中学選手権、大阪中
学総体の３つの大阪府大会に出場することができました。来シーズン
に向けて、今年以上の結果を残せるように頑張りますので、応援の
程よろしくお願いします。

空手道部空手道部 関西大学北陽中学校空手道部は現在、男女
合わせて１１名で活動しています。高校生と合

同でやる練習と中学校単独でやる練習があります。基本的な礼儀
作法を身につけ、空手道を通じて他者に優しく、己に厳しい人間とな
ることを目標に練習に励んでいます。初心者で始めた生徒が初段に
認定され、黒帯を締める頃には、心身ともに逞しい姿に変貌していま
す。関西大学出身の清水選手のメダル獲得に刺激を受け、近畿大
会、全国大会への出場を目標として日々鍛錬しています。

女子バスケットボール部女子バスケットボール部
中学女子バスケットボール部は、29名が所属しており全員が初心者
から競技を始めました。部員たちの弛まぬ努力と多くの方々の支えを頂
き、現在は市内でシードの一角を狙うチームにまで成長しています。「周
りに応援されるチーム」「選手ひとり一人がチームの中心に」を合言葉
に今後も活動していきますので、ご声援よろしくお願いします。

サッカー部サッカー部
大阪市秋季大会にて、
本校の中学サッカー部
が「準優勝」となりまし
た。選手たちは試合を重
ねるごとに、「自信と責
任」、「信頼と感謝」を学ぶことができました。コロ
ナ禍ではありますが、このような場を設けてくださっ
た中体連・対戦校・保護者の皆様への感謝を忘
れず、今後も邁進して参りますので、応援よろしく
お願いします。

合同体操

(11/17)(中学第12回体育大会中学第12回体育大会

800m走

開会式

団対抗リレー

男女混合 100×4R

クラブ対抗リレー

200×4R100×4R

400m走

100m走

50m走

青団
優勝!
青団
優勝!
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プ ハフェ ィ ルレ ステ Pre F e s t i v a l

2-A 2-B 2B comeback楽しい文化祭にしようって言ってるやん 2-C 推しを見つけろ！美少女ランウェイ

2-E 2Eの実験室 2-F 流行りのダンス

2-H

2-D TWICE D組ver 18人の美女

2-G 惚れるな危険！ 2-I Mid of love？

2-J 2-K ～一世一代愛の告白～アイドルメドレー

K-POPメドレー

 9/24

3-I.J           GP

最優秀賞
優秀賞
ハートフル賞 1位
ハートフル賞 2位
ハートフル賞 3位

※最優秀賞・優秀賞は先生方の投票。ハートフル賞は生徒による投票結果です。

2-G
2-B
3-I・J
2-G
2-B

惚れるな危険！
2B comeback
              GP
惚れるな危険！
2B comeback

小技グランプリ小技グランプリ

クラブ発表

ギター演奏 アンコール歌唱
コント

3-H3-H
3-J 3-J 

ステージ
展示

コンピュータ研究部

空手道部写真部

将棋部

釣り部

美術部

歴史研究部

創作ダンス部

フォークソング部

中学ジャズバンド部

ス部

優秀賞優秀賞 ハートフル
賞

ハートフル
賞

最優秀賞最優秀賞 ハートフル
賞

ハートフル
賞

ハートフル
賞

ハートフル
賞
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1-A Your own color pattern
～自分だけの色模様～ 1-B シューティングハウス 1-C 　　Cファンタジー

1-E カイジ的な？ 1-F HOKUYO DREAM THE RIDE

1-H 　　健康パーク
～スーパーボールすくいに日和って奴いる？いねえよな？！～

1-D メイドさんと工作教室

1-G アミューズメントパーク 1-I キッキングスナイパー

1-J 夏祭り

3-A 3年A組が作り出すVS嵐の世界

3-D fate

3-G 取り戻せお祭り！取り戻せ青春！

3-J 古本市場

3-C 祭りだわっしょいイッテC

3-F VS

3-I オリンピック in 北陽

3-B

3-E USE
～ユニバーサル・スタジオ・3E～

3-H

文化祭では落語家でタレント「月亭八光」さんに
ご来校頂きました。テレビで見るままの優しい
八光さんに落語と生徒会との楽しいトークをして
頂きました。ありがとうございました。
この文化祭に向けての活動は、はじめは私たち生徒会のわがままから始まりました。
しかし、夏休みに行ったアンケートによって、私たちのわがままから生徒全体の
意見へと変化し、そして様々な人と協力し実現する事ができました。
この文化祭では楽しい思い出だけではなく、皆で協力
すれば変える事ができるという経験や前例も得られた
と思います。
私たちが提案した文化祭に賛同し協力して下さった
皆さん、ありがとうございました。

月亭八光さん

ゲストパフォーマンス

んに
しい
して

ん

生徒会長

n color pattern 1 B シ ティングハウス

リ ズ陽 ベンシャー北文化祭
 9/25

第14回
取り戻せり戻せ
ぼくらの青春H o k u y o  R e v e n g e r s

　　　わーるど
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色 と々制約がある中で体育大会を開催する事ができ
たのは沢山の先生方や生徒会の支えによるもの。
何気ない日常が当たり前では無いこと、優勝の為に
協力し戦う力は強力だということを改めて実感しまし
た。関わって下さった全ての方に感謝します。

私は学校生活に爪痕を残したいと思い、応援団長に
立候補しました。わからないことがたくさんありましたが
副団長や友達に助けてもらい、体育大会では火団が
１つになりました。声を出して応援したかったです。とて
も良い経験になりました。ありがとうございました。

一度は延期になってしまった体育大会が従来に近い
かたちで行われた事がとても嬉しかったです。関係者
の皆様ありがとうございました。今回団長という特別な
経験をさせてもらい、自分自身大きな成長が出来たと
思います。虎団、いい思い出をありがとう。

黒団団長
3-C  　　　　
黒団団長

3-C  　　　　
火団団長

3-J  　　　　
火団団長

3-J  　　　　
虎団団長

3-G　　　　　
虎団団長

3-G　　　　　

一度は延期になってしまった体育大会が従来に近い
かたちで行われた事がとても嬉しかったです。関係者
の皆様ありがとうございました。今回団長という特別な
経験をさせてもらい、自分自身大きな成長が出来たと
思います。虎団、いい思い出をありがとう。

3-G3-G 3-J3-J

3-F3-F 3-E3-E 3-I3-I

3-H3-H 3-C3-C 3-D3-D

3-A3-A 3-B3-B

優勝！優勝！

第14回関西大学北陽高等学校
～笑顔は優勝への近道～

祝還暦

～～体育大会体育大会
(10/14)(10/14)

ライブ配信しました！ライブ配信しました！

コロナ禍で沢山の行事が中止となる中、先生方を始め皆様のおかげで盛大に体育大会を終える事ができました。
3年生を筆頭に関大北陽全員が一丸となった一日、輝いていました！

コロナ禍で沢山の行事が中止となる中、先生方を始め皆様のおかげで盛大に体育大会を終える事ができました。
3年生を筆頭に関大北陽全員が一丸となった一日、輝いていました！
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高3 運び屋 ～The
 Last Mission～

高3 運び屋 ～The
 Last Mission～

クラブ対抗リレークラブ対抗リレー

団対抗リレー団対抗リレー

Are You Ready
～準備が一番速いの

は誰だ！？～
Are You Ready
～準備が一番速いの

は誰だ！？～

高2女子 WE ARE 
HOKUYO MARIO

高2女子 WE ARE 
HOKUYO MARIO

綱引き綱引き

短距離走短距離走
高2 UFOキャッチチ

ャレンジ
高2 UFOキャッチチ

ャレンジ

一球入魂玉入れ一球入魂玉入れ

高1 ショート縄跳び高1 ショート縄跳び
男女混成リレー男女混成リレー

写真提供ありがとうございます！写真提供ありがとうございます！
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高校クラブ紹介

陸上競技部陸上競技部
福井県で行われた全国IHに２名が出場（男子三段跳、女子200ｍ・400ｍ）。　　　が三段跳で７位入賞。愛
媛県で行われたU１８陸上競技大会に５名が出場（男子300ｍ・110ｍH・走高跳、女子300ｍH・三段跳）。　
　　　が三段跳で６位入賞。近年、全国大会入賞者が続いており、来年度はこの勢いを加速させ活躍の場を
広げられる選手を増やしていきたいと思います。

料理部料理部

全国IH、U１８陸上競技大会 水泳部水泳部
水泳部は、8月17日から20日に、長野県のアクアウィングにて実施されました第89回日本高等学校選手権
水泳競技大会に6名の生徒が出場し、男子100m背泳ぎにおいて、　　　　（3年J組）が準優勝いたしました。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、リレー種目は各地区でのタイムによる通信大会となりましたが、
男子400mメドレーリレー（　　、　
　、　　、　　）において8位に入
賞いたしました。尚、　　　　は第
44回全国JOCジュニアオリンピック
夏季水泳競技大会においても
100M背泳ぎで第3位に入賞しまし
た。たくさんのご声援ありがとうござ
いました。これからも更に頑張ってい
きますので、引き続きご声援よろしく
お願いします。

第89回日本高等学校選手権水泳競技大会出場
第44回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会出場

卓球部卓球部 近畿大会出場大会出場

料理部には現在高校生14名、中学生15名の合計29名が在籍してお
り、中高合同で活動しています。上級生・下級生の分け隔てがなく、和気

あいあいとした雰囲気が料理部の特性です。主な活動は季節に合ったお菓子やお昼ご飯作り、文化祭での手
作りマドレーヌの販売、各料理コンテストへの応募などです。

ラグビー部ラグビー部 今年のテーマは「前進」私たちは花園出場と
いう目標を掲げ活動してきました。様々な活動

制限で我慢の一年でしたが、多くの事を学び経験しました。どのような辛い状況
でも仲間たちと協力し、工夫をして前進してきました。花園に出場するという想い

は次の後輩たち
に託します。支え
てくれた皆さん、
応援有難うござ
いました。

現在、高校卓球部は男子40名、女子8名の合計48名で活動しています。週3回の活動日の中で６台の台を有効
活用できるように、練習メニューを工夫して日々 の練習に取り組んでいます。高校から卓球を始めた部員も多いです
が、お互いに技術を教え合い、男女ともに一つでも多く団体戦で勝つことを目標に頑張っています。

中高家庭科授業では、高校４階にある家庭科室（調理室）にて、調理実習を実施しております。本年度はコロナ禍ということもあり、消毒や換
気を徹底した上で、感染状況が落ち着いた10月中旬より高校1学年10クラスのみ実施致しました。（中学生は10月までが家庭科、それ以降
は技術の授業となりますので実施は見送りました。）
1回目はピザ作り、２回目はクッキー作りと防災実習（防災食の紹介）という内容で取り組みました。教室に持ち帰り前を向いて黙食を徹底しまし
たが、皆、和気あいあいとした雰囲気の中で調理実習に取り組んでいました。
学校での体験を元に、各ご家庭でも自分で調理することを日常生活の中に取り入れ、生活を楽しむ姿勢をもってくれればと願っています。

ハンドボール部ハンドボール部

ちは花園出場と
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託します。支え
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体戦で勝つことを目標に頑張っています。

出場と

祝 近畿大会出場近畿大会出場
男子バスケットボール部男子バスケットボール部

家庭科教室をご紹介します！

男子バレーボール部男子バレーボール部

柔道部柔道部

応援
いま
援有難うござ
した。

全国 IH・女子400ｍ

U18・男子走高跳

U18・男子300ｍ
U18・男子110ｍH U18・女子三段跳

全国 IH・男子三段跳

U18・女子300ｍH

先生の手元をモニターで見ることが出来ます！先生の手元をモニターで見ることが出来ます！ IHクッキングヒーターIHクッキングヒーター

中高

インターハイ大阪府予選ではコロナの影響もあり、“北陽らしさ”を発揮することなく敗退。目標であった全国への
道は断たれました。3年生にとっては最後の公式戦となる近畿大会、【完全燃焼】を合言葉に臨みました。
初戦で高砂南高校（兵庫県2位）相手に真っ向勝負を仕掛け、堅守速攻の形を展開。選手らはこれまでのうっ
憤を晴らすような、素晴らしい内容で勝利。最高の笑顔を見せてくれました。続く二回戦では優勝した洛北高校
に敗れましたが、3年生の最後まで諦めず戦う姿勢は、後輩への最高のメッセージとなったはずです。この思いが
創部58年となるハンドボール部の伝統『北陽魂』です。令和の時代の部員たちが、この『北陽魂』を新しい形に
して、ハンドボール部は進化し、伝統を継承していきます。

近畿大会出場

（8）




