
Information

学校行事､クラブ活動､その他吹田高校に関する情報を毎週金曜日に発信し
ます｡受信を希望する端末（パソコン･携帯電話）から申し込みのメールを送っ
てください｡一両日中にメールが届きます。

吹田高校PTAニュース：2014.07.18 No.13
広報委員会から

ちょっとメッセージ

生涯学習委員会の企画予定

劇団四季
ライオンキング鑑賞

保健厚生委員会の企画予定

近江牛のすき焼きランチ近江牛のすき焼きランチ

各委員会からお知らせ&ご案内

10月4日（土）
あきんどの里やクラブハリエなどを予定しています。
詳しいご案内は委員会からのお手紙配布、
メールマガジンにてご案内いたします。
みなさまの多数のご参加お待ちしています。

詳しいご案内は委員会からのお手紙配布、
メールマガジンにてご案内いたします。
みなさまの多数のご参加お待ちしています。

12月の実施を予定。

PTA社会見学会
「近江八幡水郷めぐり」

みなさんも肌で感じていると思いますが、
吹田高校は前に向かって着実に変わっています。
生徒たちの意識も変わり、学校も変わりました。

PTAも負けてはならずと「保護者自身が楽しめる！」
そんな活動を目指してがんばっています。

これからも一緒に活動、応援、宜しくお願いします。
大阪府立吹田高等学校 PTA広報委員会 発行
〒654-0004 大阪府吹田市原町4丁目24番地14号　TEL.06-6387-6651　FAX.06-6387-6567 

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

阪本　勝
塩地 裕子
清川 香織
伊藤 寛美
遠藤 真理子
川脇 由起子
杉沢 幸代
竹本 文佳
山本 裕恵
廣瀬 俊之
宮前 美紗

委 員 長
副委員長
副委員長
委　　員

教　　員第2回 編集会議の様子

他校の
PTA新聞を分析

【宛先】mm@suita.osaka-c.ed.jp
【件名】｢メールマガジン申込み｣
【本文】○年○組　生徒の名前､保護者の名前

吹高メールマガジンのご紹介

PTAホームページもご利用ください｡
吹高ホームページからPTAホームページをクリックしてください。

吹高ホームページをご利用ください。
http://www.osaka-c.ed.jp/suita/

26年度広報委員長の阪本 勝です。PTA広報にご支援ならびにご協力いただ
き、ありがとうございます。さてお手元に届きました今年度のPTA新聞をご覧
になり、２、3年生の保護者の方はさぞ驚かれた事かと思います。
リニューアルという次元を超え過ぎた感も否めませんが、広報委員メンバーと
協議し、今の元気な吹田高校と楽しいPTA活動をお伝えしたい！という想い
から、広がりを感じるヨコ型冊子となりました。賛否両論はあるかとは思いま
すが、今号をご覧頂き、元気さと楽しさが少しでも伝わったのなら、広報委員
一同うれしく思います。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

編集後記
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MessageMessage
　この度、四月一日より吹田高等学校第十九代校長に着任いたしまし
た、浅田明子でございます。保護者の皆様には、よろしくお願い申し上げ
ます。
　私は昨年度まで、豊中市にあります府立刀根山支援学校校長として、
病気療養中の子ども達の教育に携わってまいりました。それ以前は、大
阪府教育センター、学校経営研究室室長として勤務しておりましたの
で、久しぶりの高等学校現場での仕事となります。
　この伝統ある吹田高等学校に着任しまして、校庭の木々や中庭のしつ
らえ、校舎の施設等さまざまなところに、六十余年に及ぶこれまでの歴

。すまりおてし感実を」校学等高田吹るあ統伝「、きでがとこるじ感を史
　吹田高校に着任してから三ヵ月が過ぎました。毎朝の登校風景や、昼
休みの教室、放課後のグランド等で、本当に元気で溌剌とした生徒たち
の姿を見ることができ、毎日知らず知らずに笑顔になれ、私自身がエネ
ルギーをもらっています。

　さて、お子様にとっての高校生活三年間は、心身ともに著しく成長を
遂げる大切な三年間です。吹田高校はこの三年間で、優れた知性と豊

育を徒生るあの」力間人「」たし立自「」し律自「たえ備ね兼を性間人なか
てたいと考えています。そのために、教職員は生徒たちとしっかりと真正
面から向き合います。時には厳しく、そして常に篤い気持ちで、厚く、熱く
指導することで、生徒たちの成長をしっかりとサポートしていきたいと考

、てしと校学む育を」り誇のてしと生高吹「、み育を」力間人「。すまいてえ
教職員一同、心と志を合わせて取り組んでまいります。
　保護者の皆様にお願い申し上げます。学校へ様々な機会を作って足
をお運びください。そして、担任をはじめお子様と関わる教員とよくお話く
ださい。お子様の成長のため何をどうするべきなのか、共に考えてまいり
ましょう。保護者の皆様とも、心と志を一つにして、お子様のよりよい成長
を実現していきたいと思います。今後とも、吹田高校への変わらぬご理解
とご協力をお願い申し上げて、ごあいさつとさせていただきます。

　今年度の吹田高校PTA新体制が無事船出いたしま
した。各役員選出も無事終了し、日々の活動に積極的
に参加いただきこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
　私達PTAは生徒と先生の間に立ち、学校を外から見
て応援することを主眼に活動し、人的・経済的に生徒
を助け、より良い吹田高校にしたいとの思いを強くし、こ
の究極のボランティア活動を引き継いでいきたいと
思っております。さて、1年生の皆さん吹田高校には慣
れたでしょうか？高校の3年間はあっという間に過去っ
て行きます。将来の夢、希望を今からしっかり考えて勉
強と部活動に邁進してください。2年生の皆さん、吹田

高校の主役はあなた達です。各学校行事を成功させる
とともに、部活動では中心的存在です。期待しています。
　最後に３年生の皆さん、今後の自分を決める時期に
なりましたがどうでしょうか？まだまだ決められないと
思いますが就職にしても進学にしても常に夢を抱き先
生と親に十分相談してください。焦ることはありません！
人生はまだまだこれからです。
　最後になりましたがなにぶん、初めてのPTA役員で
すのでご迷惑をおかけしますが、各実行委員の皆様と
楽しみながら活動していきたいと思っております。

　今年度より教頭として勤務をしています手島 
肇と申します。吹田高校に赴任して6年目を迎え
ました。ここ数年、新しい取り組みで年々成果を
上げているこの時期に教頭となり、大きな責任を
感じています。この流れを引き継ぎ、更なる発展
のために微力ながら勤めて参りますので保護者
の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
　今年度の吹田高校の課題は次の2点であると
考えています。まずは、昨年より開設した進学クラ

たし学進に学大の制年四「。すで展発と実充のス
い」という明確な目標を持つ生徒で構成された
このクラスは、1・2年で合わせて4クラスとなり、
必修土曜講習・単独クラス・外部英語講師の活
用など、今までにない取り組みを続けています。
進学実績での成果が上げられるよう、更なる学
習環境を整備して支援をしていきたいと考えてい
ます。
　次に、生徒の自主性・主体性をいかに育て、大
きなうねりにしていくかということです。先月行わ
れた体育祭では、準備の段階から当日まで、生
徒会執行部が一般生徒を巻き込んで取り組む
姿が随所でみられました。このように学校行事や
クラブ活動でも教員主導の活動から、生徒自ら
が企画・実行し、後輩たちに繋げていくという動
きが出始めています。
　保護者・生徒・学校が「チーム吹田」として力を
合わせ、お子様の学校生活の充実に向けて努め
て行きたいと考えています。今後とも吹田高校の
取り組みにご協力を賜りますようよろしくお願い
いたします。

　第64回吹田高校体育祭も無事に終わり、季節も着 と々夏に向かってきていま
す。どの競技もとても盛り上がり良い体育祭を行うことができたと思います。僕は
生徒会執行部として初めての体育祭を運営して、最初はどうしていいかわから
ないことや辛いことが多々ありましたが、今思うととても良い経験ができたと思
います。この経験を文化祭や今後の人生に生かしていきたいです。近隣住民の
みなさん、PTAの方々、保護者のみなさん、ご協力ありがとうございました。こ
れからもご迷惑をおかけしますが、より良い吹田高校になるように、僕たち生

）成泰 口田：長会（。すましい願おくしろよ、でのすまし力尽も会徒

2014年度 各学年担任のご紹介

生徒会執行部

平成26年本部役員、各委員をご紹介します。

本部役員会

生涯学習委員会（12名）

文化生活委員会（12名）

保健厚生委員会（12名）

広報委員会（9名）

※長・副以外の委員は省略

会　長
副会長　
副会長
書　記　
会　計
監　査

委員長
副委員長
副委員長

委員長
副委員長
副委員長

委員長
副委員長
副委員長

委員長
副委員長
副委員長

高田 英克
山本 由美子　
小池 洋子
高井 聖子　
矢倉 香世
大内 陽子

野口 広美
田嶋 恵美
今　尚美

山岡 まゆみ
秋元 敬子
切東 美希子

阪本 ゆかり
伊藤 真樹 
岡本 さつき

阪本　勝
塩地 裕子
清川 香織

入学式への列席（4月8日）

PTAによる自転車マナー講習（5月1日）PTAによる自転車マナー講習（5月1日）

新年度PTA委員総会（5月10日）

PTA総会・進路座談会の開催（5月17日）

文化生活委員会：プランター植え替え（5月17日）文化生活委員会：プランター植え替え（5月17日）

保健厚生委員会：体育祭給水所（6月4日）保健厚生委員会：体育祭給水所（6月4日）

65期、一年生の高校生活が始まりました。
今後の高校生活を充実したものにする為には、スタートが大事です。

）原篠：任主年学1第（。すまい思といたしトーポサで力全、うよるれ切がトータスい良

今よりも一歩前進しよう。行事も修学旅行もすばらしいものにしよう。
）本福：任主年学2第（。すまり張頑も団任担にもとと徒生の期46

63期生もいよいよ最終学年。ラストスパートの時期を迎えました。
今が勝負の時です。残り少ない高校生活を充実させて欲しいと願っています。

）西大：任主年学３第（。すまいてし援応は方生先。生高吹れ張頑、てけ向に夢の来将

スタートが大事！！

一日一日が大切！

自分の進路を見つけよう！

井田（２組担任）井田（２組担任）

宮下（３組担任）宮下（３組担任）

西口（8組担任）西口（8組担任）
加藤（１組担任）加藤（１組担任）

三村（４組担任）三村（４組担任）

石田（１組担任）石田（１組担任）

神前（２組担任）神前（２組担任）

佐藤（３組担任）佐藤（３組担任）
船山（４組担任）船山（４組担任）

福本（学年主任）福本（学年主任）

門野（５組担任）門野（５組担任）
廣瀬（６組担任）廣瀬（６組担任）

浦谷（７組担任）浦谷（７組担任）

田吹（５組担任）田吹（５組担任）

会計：杉山　愛会計：杉山　愛
副会長：小田 嬉恵副会長：小田 嬉恵

書記：鵜久森 澪音書記：鵜久森 澪音

会長：田口 泰成会長：田口 泰成

大西（学年主任）大西（学年主任）

作間（１組担任）作間（１組担任）

広橋（６組担任）広橋（６組担任）

北村（４組担任）北村（４組担任） 原（３組担任）原（３組担任）

立山（２組担任）立山（２組担任）
上原（７組担任）上原（７組担任）

篠原（学年主任）篠原（学年主任）

高須（５組担任）高須（５組担任）
永田（７組担任）永田（７組担任）

若柳（６組担任）若柳（６組担任）

PTA会長

高田 英克

教頭

手島　肇

学校長

浅田 明子

平成26年度新PTA発進！
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Energy
2014.06.04/WED

笑顔と躍動！
スイコウのポテンシャルを
肌で感じた体育祭。

熱中症予防のため
どなたでも無料で利用できる
保健厚生委員会の給水所

写真部のご協力もいただき、
良い写真が撮れました！

スタートの合図を待つ、緊張感が伝わります。スタートの合図を待つ、緊張感が伝わります。

ゴールインの力強さ！とてもカッコイイ。ゴールインの力強さ！とてもカッコイイ。

むちゃくちゃ楽しそう！見ている方もワクワクします。　むちゃくちゃ楽しそう！見ている方もワクワクします。　

最高のバトンタッチ…キレイですね！

リレーはエキサイティングですね！リレーはエキサイティングですね！

裏方も競技みたい…急げ～！裏方も競技みたい…急げ～！ 最高回数は何回だったか覚えてる？最高回数は何回だったか覚えてる？

あっ！あっ！

学生の頃…いつも外側でした（思い出）学生の頃…いつも外側でした（思い出）

ちょっと先生～、行進バラバラやで～？ちょっと先生～、行進バラバラやで～？

古いけど…嗚呼、青春(^_^;)古いけど…嗚呼、青春(^_^;)

放送部だってガンバっています！放送部だってガンバっています！

みんなひとつになってるね！みんなひとつになってるね！

ゴールの喜びと冷静な計測が対照的！ゴールの喜びと冷静な計測が対照的！

ふたりの笑顔がサイコー！ふたりの笑顔がサイコー！ 先生、ご苦労様です！（P一同より）先生、ご苦労様です！（P一同より）

そうそう、まとめて投げる！基本です（笑）そうそう、まとめて投げる！基本です（笑） みんな、カッケー！みんな、カッケー！

た、、、立ち上がれ～！まけるなぁ！！た、、、立ち上がれ～！まけるなぁ！！

PTA新聞用の臨場感あふれる
写真撮影する広報委員

表彰されるって、
やっぱりうれしいですよね！

ここから逆転劇があったようです！

私たち保護者は、体育祭当日に見に来るだけです
が、生徒たちはこの日に向けての準備をずいぶん前
から始めています。
私たち保健厚生委員のメンバーも、毎年のあの暑
さに備えて、PTA給水所にて提供するための大量
のお茶やスポーツドリンク、冷やすための氷の手配
など、生徒たちに負けないくらいの準備で体育祭に
参加しました。当日はあいにくの曇り空で、炎天下で
はありませんでしたが、それでも用意したドリンクを
求めにやってくる生徒たちをみていると「これ飲ん
で、次の競技もがんばれ～！」と心の中で応援して
いる保健厚生委員でした。

1年
1組
7組
4組

クラス対抗競技の部
優　勝
準優勝
三　位

２年
5組
1組
2組

3年
2組
1組
3組

団対抗競技の部
黄団
赤団
青団

優　勝
準優勝
三　位

たて看板の部（2年生）
2－4
2－1
2－2

優　勝
準優勝
三　位

団旗の部（1年生）
1－4
1－5
1－3

優　勝
準優勝
三　位

立て看板の部

2-1

団旗
の部

2-2 2-3

1-1 1-2 1-3
1-8 1-4
1-7 1-6 1-5

2-4 2-5 2-6 2-7

y = a x 2
玉入れは２次関数で勝つ

来年の玉入れで勝ちたいクラスは
数学科門野先生までどうぞ (^_^)
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2014.05.02/FRI

1年遠足：ゆにとぴあ篠山

各委員会活動報告と今後の予定

おまけ写真
体育祭の立て看板や団旗の制作で

みんな遅くまでお疲れさん！

バス出発
08：50

到着
10：20

飯盒炊飯
11：00

帰り支度
13：30

帰校
15：30

2014.05.02/FRI

2年遠足：松の浦キャンプ場

バス出発
09：45

到着
11：15

野外調理
11：30

帰り支度
14：00

帰校
16：00

2014.05.02/FRI

3年遠足：ユニバーサルスタジオ

現地集合
09：30

FREE
TIME

現地解散
14：30

5月

6月

7月

5月1日：本部役員ならび各委員会、後援会による吹高PTA
が自ら制作した自転車マナーパンフレットを吹田警察との合
同で配布し、自転車通学への意識向上を図りました。

5月10日：実行委員会による委員総会を開催しました。
5月17日：文化生活委員会によるプランターの植え替えを
行い、実行委員会では、26年度PTA総会ならびに進路座談
会を開催しました。
6月4日：保健厚生委員会による体育祭給水テントを設置。
生徒たちや来校者の方々へ冷たいお茶やスポーツドリンク
の無料配布を行いました。
7月9日：保健厚生委員会による救命救急講習を実施。吹田
南消防署救命救急士をお招きして、緊急処置対応やAED機器
の使い方などを学びました。
7月18日：第1回PTA
ニュースを終業式にあわせ
て発行しました。ご覧のよう
に今号からの大リニューア
ル。次号もご期待下さい。

8月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

8月30日：文化生活委員会による、夏の暑さに負けてしまっ
たプランターの植え替えを予定しています。
9月13日：実行委員会による文化祭PTA喫茶コーナーを開
設します。無料のお飲物をご用意してい
ますので、ご休憩や待ち合わせ、お昼の
ランチ場所など、ご自由にご利用下さい。
みなさまのご来校をお待ちしています。
10月4日：保健厚生委員会による社会見学会を予定してい
ます。詳しいご案内はお手紙配布およびメールマガジンにて
ご案内いたします。皆さまのご参加お待ちしています。
11月13日：生涯学習委員会による「輝くいのちのために」と
題して、山本文子先生（助産婦・いのちの応援舎代表）をお
招きして、1、2年生を対象に性教育講演会を開催します。保
護者のみなさまもご自由にご参加ください。
12月：生涯学習委員会による「ライオンキング鑑賞」を実施
します。詳しいご案内はお手紙配布およびメールマガジンに
てご案内いたします。皆さまのご参加お待ちしています。
12月：文化生活委員会によるクリスマスイルミネーションの
飾り付けを行います。夜になると校門横の壁面が色とりどり
に輝きます。
2月：文化生活委員会による、卒業式に向けたプランターの
植え替えを予定しています。
3月3日：生涯学習委員会による、卒業の3年生保護者対象
に先生との最後の交流として「茶話会」
を開催します。詳しくは委員会よりご案内
いたします。

※各委員会の詳細は記載はしていませんが、毎月の実行委員会、本部役
員と各委員、学校関係者を交えた、定例会議を行っています。また、本部
役員は校外活動としての地域会議、大阪府PTA会議、全国大会への参
加、各委員会では、それぞれの行事にあわせて委員会を行っています。こ
のように項目を並べ立てると「PTA活動は大変
だ！」と見えるかもしれませんが、取材を通して感じ
たのは、みなさまそれぞれに楽しく活動しています。

▼ここからの行事計画は予定となります。

▼26年度PTA活動がスタートしました！
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2015年

このパンフレットは、私たちPTA（保護者）の発
案で作成したパンフレットです。我が子の安全
を一番に願っている事を、自ら伝えたいという
思いから保護者であるPTAの手から配布する
事が大切だと考えました。

このマナーパンフレットは、①通学路編と②基本ルール編の両面構成。
①通学路編では、学校側の立場ではなく、保護者から見た自転車通学に
対して気をつけて欲しい事、考えて欲しい事をベースに構成。②基本
ルール編では、通学路で出くわすであろう？と思われるシーンを基に交
通ルールを解説しています。
もうひとつの目的は、例えば
「互いに左側走行で交差する」
などは両者がルールを知らな
ければ成立しません。私たち大
人にも自転車ルールを知って
もらうことにありました。

▼以下のURLでご覧いただけます。
http://www.osaka-c.ed.jp/suita/info/top.html#pta_koutuu


