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「一隅を照らす」
１年学年主任　白石亮次
　27 期生がスタートし、３
か月がたちました。校外学習
や体育祭、日々の活動を通し
て少しずつ学年の色や強みが
ハッキリしてきたように感じ
ます。行事や部活動を全力で頑張り楽しむ、授業のと
きは切り替えて学習に集中する、そんなメリハリのあ
る学年をめざして欲しいと思います。また、日々の活
動のなかで、「どんな小さなことでもコツコツと努力を
すること」「今できることを一生懸命やること」この２
つを意識してみてください。その積み重ねが大きな力
となり、学年・学校を盛り上げる原動力となります。
みなさんが大きく成長していく姿を楽しみにしていま
す。ちなみにタイトルの言葉は、天台宗の開祖、最澄
の言葉です。とてもいい言葉なので、是非調べてみて
くださいね。
　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。

「自己研鑽と進路実現」
２年学年主任　内藤嘉信
　26 期生が入学してから、
あっという間に１年と４ヶ月
が経ちました。まだまだコロ
ナによる制約がある中、皆さ
んはできることをしっかりと
やってくれていると思います。「自己研鑽」と「進路実現」
の２本柱を大きな目標としていますが、自己研鑽につ
いては、探究などの授業、体育祭や修学旅行などの行事、
クラブ活動を通じて順調に成長していると感じていま
す。進路実現については、目標が決まって邁進できて
いる人、まだ目標が見つからず思い悩んでいる人、成
績も順調に伸びている人、伸び悩んでいる人、様々だ
と思いますが、それぞれ状況は違っても、やるしかあ
りません。楽に叶えられるものではないからです。日々
の授業を受ける姿勢はとてもいいと思います。あとは
それ以外の学習をどれだけできるかです。進路実現の
ため、家庭学習はもちろん、隙間時間を有効活用して
ください。応援しています。
　保護者の皆様も今後ともよろしくお願いいたします。

「乗り越える力」
3年学年主任　三原生江
　新型コロナにより、様々な
行事が中止・縮小された 25
期生。我らが25期生は、真っ
青な空の下、みんなで遠足に
行けたこと、体育祭ができた
ことのありがたさを、感じることができたのではない
かと思います。9 月の文化祭を清々しく、そして、最
後の卒業式は粛々と、どちらも心に残る行事になるこ
とを願っています。
　３年生の多くの人は、これから「受験」という試練
を乗り越えなければなりません。不安でいっぱいだと
いう人も多いでしょうが、目標に届かないことを心配
するのではなく、日々できることをして、やれた自分
を「がんばったね」と褒めてあげるようにしましょう。
何があっても最後まで諦めないでください。みなさん
はこの 2 年半たくさんのしんどいことを乗り越えてき
ました。乗り越える力を持っています。だから大丈夫！
　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。

　「一歩前進を目指して！」　　　　　　　　　　　　　　　　　　校長　安 田 幸 一
　保護者の皆さま、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。私も今
宮高校 2年目に入りました。この１年もどうぞよろしくお願いいたします。
　さて、総合学科の系列変更を行い 3 年目となります。入試制度も毎年変化していき、27 期生からは新学習指導
要領での体制となりました。新型コロナウィルス感染症による影響、一気に加速した ICT 環境。この大きな社会
的変化の時期を今宮高校の転換期であると捉えて、土台固めをしっかりと行いながら歩んでまいります。変化にも
揺らがない学校体制を固めたうえで、新たな取り組みもスタートさせ、生徒たちの成長を促したいと考えておりま
す。
　具体的な変化といたしましては、観点別評価が始まったため、1年生では通知表の表記が新しくなっております。
また28期生からは、人権的配慮等の判断により標準服が改訂されます。さらには保護者の皆さまにも学校からメー
ルアドレスを付与することとなりました。これからはデジタルにより文書配付等を行うこととなります。このように変化が著しい中では、我々
教員自身が日々進化を求める姿勢を持ち、実際に行動していくエネルギーを持たなければ前進はありませんし、保護者のみなさまにおかれま
しても、社会の変化を感じ取っていただくことは重要であると思います。これからの時代を生きる生徒たちの将来のことを考え、学校ととも
にいろいろな場面で彼らを支えていただければありがたく思います。私たち教員一同も生徒たちと保護者の皆さまへの寄り添いを忘れずに対
応し、今宮高校での 3年間を安心で安全にお過ごしいただけるよう頑張ってまいります。
　保護者の皆さまにはこれからも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。どうかよろしくお願いいたします。

PTA会長　中 陦 ゆかり　　
　平素は PTA活動にご理解、ご協力いただきありがとうございます。令和 4年度 PTA実行委員会会長の中陦（な
かじま）です。他 9名と共に 1年間、本部役員を務めさせていただきます。
　いまみや PTAの活動をいくつかご紹介します。例えばこの 1学期は、オープンスクールのお手伝いをしました。
例年、JR、南海新今宮駅、地下鉄大国町駅から今宮高校までの経路で、来校された中学生や保護者の道案内をします。
学校周辺の美化のため、学校から駅までの歩道の清掃もしています。みなで「明るい笑顔とご挨拶！」を心がけ
たので、来校されたみなさまに「今宮、楽しそう！」と思っていただければうれしいですね。
　2 学期には校内清掃活動や緑の整備事業を予定しています。校内清掃では、除草、床掃除、窓拭き等を行い、
学校をピカピカにします。緑の整備事業では、玄関前の花壇の整備をします。昨年はチューリップを植え、新入
生を花いっぱいでお迎えしました。また、芸術鑑賞会や PTA 研修会も予定しています。昨年の芸術鑑賞会では体

育館をお借りし、和楽器集団、トライノべーションさんの迫力ある演奏に感動！PTA研修会では、秋の嵐山を散策後、八つ橋手作り体験にトライ。
今年はどんな企画になるのか、今から楽しみです。
　そんないまみや PTA では、多くの保護者が活躍しています。新たに 1 年生の保護者 21 名をお迎えし、3 年生 20 名、2 年生 22 名、総勢
63名となりました。みなさん、前向きでなんとも魅力的。実行委員会は、わいわい賑やかな楽しい集まりとなっています。
　以上、活動の様子を少しお伝えしました。コロナ渦、未だ再開できていない活動もありますが、いまみや PTA の良さを大切に、今年度も楽
しい活動にしていきたいと思います。「できる人ができる時にできる事を」。先生方のお力もお借りしながら、私たちの PTA 活動が、子どもた
ちのよりよい学校生活の一助となればと願っています。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

編集後記
　校外学習・体育祭・修学旅行、楽しい行事が満
載の 1 学期でしたね。普通に行事が開催できる喜
びを今まで以上に実感できたのではないでしょう
か。ツイてるツイてる♬
　昨年 350 冊読書したオカンからオススメの本
を紹介します。
　「小・中・高に通わずに大学へ行った私が伝え
たい～不登校になって伸びた 7つの能力～」
　私たちの可能性は無限大です。夏休み、楽しみ
ましょう♬

広報委員会一同

　雨予報での小雨の中ではありましたがオープンスクールが開催され
ました。
　PTA役員は地域のゴミ拾い、駅からの案内を担当しました。
当日は 197 組にご来校頂き、学校の説明会、校内・クラブ見学を楽
しんで頂きました。

　１年生：関西サイクルスポーツセンター
　３年生：淡路花さじき・神戸三宮（南京町）

　晴天に恵まれた仲間との外出は最高のリフレッシュ！
　自然の中で体を動かしたり、美味しいものを頬張ったりと
楽しい時間を過ごしました。
　新緑にも負けない眩しい笑顔があちこちに溢れていました。

水球部
　６月 18・19 日に大阪高校選手権（以下、大阪大会）・近畿
高校予選会が府立茨木高等学校にて男女ともに実施されまし
た。今年度は、３年ぶりの有観客（保護者のみ）となり、応
援に来ていただいた保護者の方々、誠にありがとうございま
した。男子は見事、大阪大会を 3 位で近畿大会出場を決めま
した。
　今宮高校として４年ぶりとなる近畿大会は、７月 17・18
日に秋葉山公園県営水泳場（和歌山県）にて開催されます。
近畿大会でもチーム一丸となり、１つでも多くの試合ができ
るよう頑張ります。応援よろしくお願いします。
【大阪大会について】
予選リーグ (1試合 ： ４分２ピリオド )、 決勝トーナメント（１
試合：８分４ピリオド）で競技を実施

ダンス部
　2022 年 6 月 4 日丸善インテックアリーナ大阪にて開催さ
れた［全国中学校・高等学校ダンスドリル選手権大会 2022 
関西大会］に今宮高校ダンス部が "SHOW DRILL 部門 " で出
場し、見事全国大会への切符を手にしました！
　３年生の先輩たちから引き継いだ作品をパワーアップして
臨んだ今大会でしたが、残ってくれた 3 年生 1 名と 2 年生の
メンバーを中心にまだ入部間もない 1 年生を引っ張って頑張
りました。PTA からは【PTA 特別活動大会出場奨励費】が支
給されます。全国大会は 7/30 ㈯東京大会にて行われます。
応援よろしくお願いします。

1 年生

3年生

令和 4年度 PTA集合写真

校外学習　　　　　　　　　　　　2022.04.28 ㈭ クラブ活動報告

オープンスクール　　　　　　　　　　2022.06.11 ㈯

宜しくお願い致します。



天も味方に…
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with コロナになりつつの中で開催され、昨年とは違った体育祭となりました (*^^)v。
お天気は快晴となり暑かったですが、更にいまみやんのみんなの熱気で熱かったです‼
キラキラ輝いて眩しくあちらこちらで笑顔が伺え、また真剣に集中して取り組む姿勢が
伝わってきました。各学年、各クラス。一致団結 !の体育祭でした。That’s awesome!

みんなの笑顔が輝き、取材した広報一同も十代に戻りたくなった瞬間でした。

2022 IMAMIYA 体育祭
団旗
　優勝 優勝だ！

　 ドン♩
　　 ドン♩

準優勝

天も味方に…
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突っ走れ～！！

緑団強すぎる～

体張りました！！

パフォーマンス
  　優 勝

ブラザービートブラザービート
体張りました！！

学園天国
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サチアレサチアレ
前進ダンス
TikTokメドレー
前進ダンス
TikTokメドレー

応援も頑張るぞ！

アオハルだねー♥

たくさん入れて！！

JKパワー炸裂！！
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