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今宮PTA新聞

　保護者の皆さま、第 26 代校長の安田幸一です。日頃は本校の教育にご理解とご協力を
賜り、感謝申し上げます。
　私の方針は、基本的なことですが、生徒と保護者の皆さまに安心と安全を感じていただ
けるように、寄り添いの気持ちを忘れずに接することです。皆さまが安心を感じたときに
お子さまも目標や夢に向かって一歩を踏み出せると考えています。
　本校は創立 115 年を誇る伝統校です。今宮の伝統とは、まず学問の習得を果たし、そ
れを活かして将来の道を切り開くこと。その結果、高みを目指し、卒業後も社会で活躍す
ることです。そしてもう一点、自主自律の精神で自らが築いてきた“真の自由を”貫くこと。
自由とは、何でも好きにしていいことではありません。先輩たちは「自主規制」を自らが
掲げ自由を守りました。責任と義務をも果たしてこその自由だということを示されたので
す。この精神こそが伝統だと考えています。
　このような伝統を再認識し、今宮らしい学舎を継承して参ります。
今は高等学校全体が取り組まなければならない課題が多くあります。教員にとってもパラ
ダイムシフトといえるほどの変化を求められています。まず私たち教員が困難さに立ち向
かい、切り拓く姿勢で臨んで参ります。
　保護者の皆さまにはより一層のご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。

　平素は PTA 活動にご理解・ご協力を頂きありがとうございます。
本年度 PTA 会長を務めさせていただくことになりました堀です。
一年間どうぞ宜しくお願い致します。

　昨年度より新型コロナウィルスの影響を受け、数々の活動が規制され皆様それぞれ
に少なからず悔しい思いや辛い思いをする事があったと思います。やりたくても出来
ずにいる事もあると思います。それでもこれまでと同じように時間が過ぎていき、歳
を取っていきます。
　それならば一層の事、気持ちを切り替えて、出来る範囲で出来る事を見つけてやら
なくては勿体ないです。「何も出来ない訳じゃない！！」と PTA 委員一同ポジティブに、
先生方、保護者の皆様、地域の方々と協力して今高生がより充実した楽しい学校生活
を送る事が出来るよう見守り、サポートさせてもらいたいと思います。
　PTA 活動に少しでも興味のある方、一緒に輪を広げませんか？
　いつからでも大歓迎です！！

校長　安 田 幸 一

PTA 会長　堀  久 美

2021. 7 . 21

令和 3 年度今宮PTAをよろしくお願いします令和 3 年度今宮PTAをよろしくお願いします
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Tシャツデザイン優勝

応 援 団 旗

▲▲写真提供  写真部写真提供  写真部

体育祭
IMAMIY

ANPIC
2021年

6月11日
（金）

　コロナの影響で日程も変わり、内容も　コロナの影響で日程も変わり、内容も
縮小された体育祭「いまみやんピック」縮小された体育祭「いまみやんピック」
でしたが、お天気にも恵まれ無事開催さでしたが、お天気にも恵まれ無事開催さ
れました。れました。
　どの学年も楽しそうに笑顔で参加して　どの学年も楽しそうに笑顔で参加して
いる姿がとても素敵でした。勝利を獲得いる姿がとても素敵でした。勝利を獲得
した時の盛り上がり！さすが「いまみやした時の盛り上がり！さすが「いまみや
ん」見ているこちらも心が躍りました。ん」見ているこちらも心が躍りました。
どんな状況でも青春を謳歌していける君どんな状況でも青春を謳歌していける君
たち。最高です。たち。最高です。

書画部
父の日の商店街展示作品

▲▲写真提供  書画部写真提供  書画部
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区分 職名 教科 ⽒名 備考 区分 職名 教科 ⽒名 備考
退職 校⻑ 上野 佳哉 兵庫教育⼤学附属中学校 校⻑へ 転⼊ 校⻑ 安⽥ 幸⼀ ⼑根⼭⾼等学校 校⻑から
退職 教諭 社会 千⽥ 忠 転⼊ 教頭 東 ⽂義 河南⾼等学校 ⾸席から
退職 教諭 体育 半⽥ 茂紀 転⼊ 教諭 社会 ⽇下 泰⼀ 千⾥⻘雲⾼等学校から
退職 教諭 体育 春名 秀⼦ 転⼊ 教諭 社会 勝⽥ 健太 藤井寺⼯科⾼等学校から
退職 教諭 体育 岡⽥ 尚之 転⼊ 教諭 社会 佐藤 浩介 四條畷⾼等学校から
退職 教諭 英語 森 ⼀真 転⼊ 教諭 数学 中嶋 義博 布施北⾼等学校から
退職 教諭 英語 喜⽥ 晃司 今宮⾼等学校⾮常勤講師へ 転⼊ 教諭 芸術 藤川 恵⼦ 花園⾼等学校から
退職 常勤講師 英語 加藤 悦⼦ 転⼊ 教諭 体育 ⽩⽯ 亮次 かわち野⾼等学校から
退職 常勤講師 数学 ⽥原 久徳 今宮⾼等学校⾮常勤講師へ 転⼊ 教諭 体育 梅村 ⾹澄 寝屋川⾼等学校から
退職 常勤講師 体育 最相 葉名 今宮⾼等学校⾮常勤講師へ 新規採⽤ 教諭 数学 岸⽥ 祐輝
退職 主査 嶋⽥ 功 新規採⽤ 教諭 英語 森末 桃⾹菜
転出 教頭 島岡 律⼦ ⼤塚⾼等学校 教頭へ 新規採⽤ 実習教員 上﨑 花
転出 教諭 社会 畠井 浩 ⼋尾翠翔⾼等学校へ 転⼊ 常勤講師 社会 巽 圭 天王寺⾼等学校から
転出 教諭 社会 岡﨑 ⿇佑⼦ 堺上⾼等学校へ 転⼊ 常勤講師 英語 ⼭⼝ 恵美 市岡⾼等学校から
転出 教諭 数学 肥下 彰男 ⻄成⾼等学校へ 転⼊ 常勤講師 英語 岩尾 和⾳ 本校⾮常勤講師から
転出 教諭 芸術 中川 陽介 ⼤阪府⽴中央図書館へ 転⼊ 常勤講師 英語 安達 洋⼦ 芥川⾼等学校から
転出 常勤講師 社会 豊川 耀 桃⾕⾼等学校・⻑吉⾼等学校へ 転⼊ 主査 ⼭⽥ 健司 ⽣野⾼等学校から
転出 常勤講師 理科 川⻄ 康弘 柴島⾼等学校へ
転出 常勤講師 英語 原 ⿇由 ⼣陽丘⾼等学校へ
転出 実習教員 古澤 昭⼦ 東百⾆⿃⾼等学校へ
転出 主査 ⽣越 直美 港⾼等学校へ

転出・退職等 転⼊・採⽤等 （単位：円）

1,816,960 1,283,481 533,479

3,120,000 3,136,000 ▲ 16,000

120,000 120,000 0

5,056,960 4,539,481 517,479

（支出の部）

2,910,000 2,910,000 0

事務費 150,000 150,000 0

会議費 10,000 10,000 0

PTA行事費 1,200,000 1,200,000 0

慶弔費 100,000 100,000 0

活動費 800,000 800,000 0

負担金 650,000 650,000 0

教育援助費 1,390,000 1,290,000 100,000

庶務費 120,000 20,000 100,000

各種負担金 200,000 200,000 0

教育活動推進費 750,000 750,000 0

行事費 120,000 120,000 0

福祉費 0 0 0

大会出場奨励費 200,000 200,000 0

100,000 100,000 0

0 0 0

656,960 239,481 417,479

5,056,960 4,539,481 517,479

（備考）予算科目の流用は認めるものとする

令和３年度　PTA会計予算書

（収入の部）

科目 予算額Ａ 前年度予算額B
差引増減額

(A-B)
備考

前年度繰越額

会費 4,000円×780名（生徒710名、教職員70名）

雑収入 文化祭売上等

計

科目 予算額Ａ 前年度予算額B
差引増減額

(A-B)
備考（主な内容）

運営費 （ＰＴＡ活動に要する経費）

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

慶弔規約による慶弔費

ＰＴＡ新聞印刷費、各種活動費

ＰＴＡ協議会、全高Ｐ連掛金等

（学校教育活動援助に要する経費）

環境整備費等

各種教育活動援助金等

寄附物品購入費、国際交流行事費等

今高祭、集中勉強会への差入等

全国大会、近畿大会激励金

計

積立金 積立金に繰入

周年事業費

予備費

33年年生生受受験験ススケケジジュューールル

99月月

1100月月 33月月1111月月 1122月月 11月月 22月月

44月月 55月月 66月月 77月月 88月月

◎専門学校
AOエントリー開始
9月より随時本出
願

◎国公立大学
選抜要項の発表

◎私立大学
募集要項が出始める

◎指定校推薦
募集：8月末
選考：9月初旬
本出願：10月頃～

◎大学入試共通テスト
出出願願：：10月月

◎学校推薦型選抜（公募）
出願：11月～12月
入試：11月～12月
合格発表：12月～

◎大学入試共通テスト
本試験：1/15，16

◎私大一般選抜
出願：12月中旬～
試験：1月中旬～
合格発表：2月～

◎国公立一般選抜
出願：1/24～2/2
試験：2/25
合格発表：3/6～10

広広報報ののオオカカンンでですす  
保護者のみなさま：学校での我が子の姿をお見せできればと思っております。 
いまみやん達：コロナで生活ガラッとかわってしもたけど青春は今だけやで！ 
       どんな状況でも全力で楽しんでいきよ。オカン達はいつも応援してるで          

 １学年主任　内藤  嘉信

「冷静に、
　機嫌よく」

「勝負の年」

　26 期生がスタートしました。たま
たま昨年度に私はこの今宮高校に転勤
してきて、今年度 26 期生の学年主任
をすることになり、皆さんが入学して
きてくれたおかげで出会うことができ
ました。すごい確率の縁ですよね。そ
の縁を大切にして、皆さんの成長の後
押しができればと思っています。
 コロナの影響で、いろいろと不自由
なこともありますが、自己研鑽・進路
実現のためにもがんばってください。
保護者の皆様もご協力よろしくお願
いいたします。

　新型コロナの影響で、頑張って準備
してきた事が中止になったり、楽しみ
にしていた事が延期になったりで、気
持ちが折れてしまいそうになっている
かもしれません。けれども、この体験
を経て、きっと皆さんは（もちろん教
員も）人として成長できるに違いない
と思っています。
　「今できること」を冷静に積み重ね
つつ、このつらい時期を、みんなでで
きるだけ機嫌よく乗り切りましょう。
応援しています。
　保護者の皆様、今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします。

　もうすぐ夏休みです。3 年生にとって
この夏休みの取り組みが受験の合否を左
右します。自分に負けず、目標に向かっ
て精一杯努力してください。
　勉強していく中で、模試の結果や勉強
のやり方など不安に思うことは多々ある
と思いますが、確実に力は付いていって
います。それが結果として現れるのは時
間がかかります。今自分がやっている事
を信じて（不安なら先生に相談して）受
験当日には、「こんなに努力したのだか
ら大丈夫」と思えるように日々を過ごし
ていってください。チーム 24 期として
一緒に頑張っていきましょう。

広報のオカンです
保護者のみなさまへ
学校での我が子の姿をお見せできればと思っております。
いまみやん達へ
コロナで生活ガラッとかわってしもたけど、
青春は今だけやで！どんな状況でも全力で楽
しんでいきよ。オカン達はいつも応援してるで　
　　　　　　　　　　　　　　      オカンより

お知らせネット

 詳しくは本校ホームページをご覧ください。

令和2年度進路状況令和2年度進路状況

　令和 2 年度 23 期生 235 名の進路状況は、進学は 217 名（大
学 174 名・短大 1 名・専門学校 42 名）、海外進学 1 名、就職 1 名、
その他 16 名（大半は受験準備）でした。
　大学合格数は、国公立大学が昨年も多かったのですがさらに増え
て 28 名（現役）で、大阪教育 3・大阪府立 2・大阪市立 2・奈良女子・
奈良県立 2・奈良県立医科・兵庫県立・和歌山 3・滋賀県立 2・三重・
鳥取・島根・公立鳥取環境・山口県立・下関市立・高知工科・信州・
北九州市立 2・鹿児島大学でした。センター試験から大学入学共通
テストへの移行の年で、対応がずいぶん難しい中よく頑張りました。
　四年制六年制私立大学は、関関同立計 79 名、産近甲龍計 98 名
でした。22 期生以前の既卒生の皆さんもよく頑張った結果、大阪
府立大学に 3 名と北海道大学に 1 名、関関同立に多数の方が合格
しました。
　今年度も 3 年生のために多くの講習が開講されて、自習室は平日
だけでなく土曜日も開放されています。校内での集中勉強会も開催
して学習環境の充実と、進路実現に向けた学力向上に努めています。
　卒業生の皆さんには、卒業後も今宮での学びを生かして、それぞ
れの進路先でさらに研鑽を積んで、活躍されることを祈念しており
ます。

進路指導部長　福地  知輝進路指導部長　福地  知輝

「縁あって」

  2学年主任　三原  生江   3学年主任　金井  尚哲


