
部 年度 成績・活動状況（Ｈ３０年10月10日現在）

Ｈ２７

高校総体予選は、箕面学園に大勝したものの牧野に２点差で敗れ、３年は引退となりました。中央を狙ってい
たので残念でした。   新チームは２年１３名，１年８名でスタート。新人戦では惜敗。豊中会長杯 ３位（３年）、
秋の市民大会（１，２年）３位

Ｈ２８

高校総体予選は、大商学園に敗れ、北千里には１点差で勝利。３年は公式戦初勝利で引退。
新チームは２年８名，１年１０名。豊中会長杯は２勝したが、大商学園に１点差で敗れた。
秋季大会は、泉陽を破り、桜塚に敗れる。　　新人戦は２勝後、大阪学院に惜敗。  11月市民大会 第３位。

Ｈ２９
第６８回インターハイ予選大会 北地区出場、　　第４５回 豊中会長杯ハンドボール大会 出場　　　第７２回高校
秋季総合体育大会 出場　　　第６９回高校新人大会 北地区出場

Ｈ３０
第６９回インターハイ予選大会 北地区出場、　　第４６回 豊中会長杯ハンドボール大会 出場　　第73回高校秋
季総体では上之宮に勝って枚方に敗れる

Ｈ２７
第４３回 豊中会長杯ハンドボール大会 出場、　　第７０回 高校秋季総合体育大会 出場、
第６７回高校新人大会 北地区出場、　第５２回豊中市民ハンドボール大会 第３位

Ｈ２８
第６７回 インターハイ予選大会 北地区ベスト８、　　第４４回 豊中会長杯ハンドボール大会 出場、
第７１回 高校秋季総合体育大会 出場、　　　第６８回高校新人大会 北地区出場

Ｈ２９
第６８回インターハイ予選大会 北地区出場、　　第４５回 豊中会長杯ハンドボール大会 出場　　　第７２回高校
秋季総合体育大会 出場　　　第６９回高校新人大会 北地区出場

Ｈ３０
第６９回インターハイ予選大会 北地区出場、　　第４６回豊中会長杯ハンドボール大会 出場　　第73回　高校
秋季総合体育大会　5位　　　第７０回高校新人大会 北地区出場

Ｈ２８
春季１部リーグ ２勝１敗　第２位、　豊能地区大会 準優勝、　　第７１回大阪高校総体 北地区 ブロック優勝
秋季１部リーグ ２勝１負 第２位、　　公立高校大会 第３位、　　大阪新人戦 ベスト８

Ｈ２９
春季部別 ２勝１敗 １部 第２位、　　豊能大会 優勝、　　秋季部別 ２勝１敗 １部 第２位、
公立高校大会 第３位、　　第７２回大阪高校総体 北ブロック 優勝

Ｈ３０ 春季１部リーグ 第２位　　近畿大会出場

Ｈ２７ インターハイ予選 ４回戦進出 ベスト２８、　　秋季部別２部リーグ 全勝 １部昇格
Ｈ２８ 春季部別１部リーグ 第３位、　　インターハイ予選 ４回戦進出 ベスト２８

H２９
インターハイ予選 ４回戦進出 ベスト２８、　　秋季部別２部リーグ 全勝 １部昇格、
大高校新人大会 ２次予選 ベスト８

Ｈ３０ 春季部別 １部残留　　　大阪総体　北地区Aブロック準優勝

Ｈ２８ ３０名、マネージャー３名で頑張っています。
Ｈ２９ １６名、マネージャー３名で頑張っています。
Ｈ３０ 部員数 ２１名、マネージャー３名で頑張っています。
Ｈ２５ インターハイ大阪府予選・大阪総体予選 ともに３回戦進出、　　　豊中市長杯 第３位
Ｈ２６ １，２年部員１３名。中央大会をめざして頑張ってます。

Ｈ２７ インターハイ大阪府予選３回戦進出、　大阪総体予選４回戦進出、　　中央大会めざしてがんばっています。

Ｈ２８ １，２年部員 １６名。  中央大会めざしてがんばっています。
Ｈ２９ 部員数 ２３名、　大阪高校バスケットボール選手権大会 ３回戦進出、　　中央大会めざしてがんばっています。
H30 1・2年部員14名。中央大会めざしてがんばっています。
Ｈ２３ 大阪高校春季サッカー大会　ベスト１６、　大阪高体連年間優秀選手 １名
Ｈ２４ 第91回全国高校サッカー選手権大阪大会　ベスト32
Ｈ２５ 大阪高校春季サッカー大会　ベスト３２
Ｈ２６ 大阪高校春季サッカー大会　４回戦進出
Ｈ２７ 全国高校サッカー選手権大阪大会 ４回戦進出

Ｈ２８
大阪高校春季サッカー大会 ３回戦進出、　　全国高校サッカー選手権 大阪大会　４回戦進出
大阪Ｕ－１８ サッカーリーグ ３部昇格

Ｈ２９ 　全国高校サッカー選手権 大阪大会　４回戦進出
Ｈ３０ 大阪高校春季サッカー大会　４回戦進出

刀根山高等学校 部活動成績・活動状況一覧

男子ハンドボール

女子ハンドボール

女子バレーボール

サッカー

男子バスケットボール

女子バスケットボール

男子バレーボール

1



部 年度 成績・活動状況（Ｈ３０年10月10日現在）
Ｈ２３ 大阪高等学校春季テニス大会　個人戦シングルス予選ブロック優勝（２名）
Ｈ２４ 大阪高等学校春季テニス大会　男子シングルス予選ブロック優勝

Ｈ２５ 大阪高等学校総合体育大会テニス大会　男子シングルス 予選ブロック優勝  男子ダブルス 予選ブロック優勝

Ｈ２６

大阪高等学校テニス大会　男子個人戦　シングルス予選ブロック優勝，男子ダブルス 予選ブロック優勝，
　　団体戦　本選出場　大阪府ベスト１６、　　　大阪高等学校総合体育大会テニス大会　男子シングルス 予選
ブロック優勝， 男子ダブルス 予選ブロック優勝、
大阪高等学校秋季テニス大会　団体戦 予選ブロック優勝、　　栗田杯テニス大会団体戦 準優勝

Ｈ２７
大阪高等学校春季テニス大会個人戦　男子シングルス予選ブロック優勝、　　春季赤坂杯テニストーナメント
男子シングルス準優勝・３位入賞

Ｈ２８ 大阪高等学校春季テニス大会個人戦　男子シングルス予選ブロック優勝

Ｈ２９
大阪高校スプリングテニストーナメント 予選ブロック 優勝、　　春季赤坂杯 予選ブロック 優勝２名、　　大阪公
立高校テニス大会 個人戦 予選ブロック　優勝１名

Ｈ３０

大阪高等学校春季テニス大会 個人戦 男子シングルス 予選ブロック　優勝、　　春季赤坂杯予選ブロック 優勝
１名、　　大阪高等学校総合体育大会テニス大会　男子シングルス予選ブロック　優勝、　　大阪高校サマーテ
ニストーナメント　男子シングルス予選ブロック　優勝、　男子ダブルス予選ブロック　優勝　　大阪高等学校秋
季テニス大会 団体戦 予選ブロック　優勝

Ｈ２４
大阪高等学校秋季テニス大会　団体予選ブロック　優勝　　第20回大阪公立学校対抗テニス大会　第５位（団
体の部）

Ｈ２５
大阪高等学校春季テニス大会　個人戦ダブルス（２組）本戦出場、団体戦　本戦出場　大阪府ベスト１６、
大阪高等学校秋季テニス大会　団体予選ブロック優勝、　大阪府ベスト１６

Ｈ２６
大阪高等学校春季テニス大会　個人戦シングルス・ダブルス 本戦出場、団体戦　本戦出場 大阪府ベスト３２
大阪高等学校総合体育大会テニス大会　女子シングルス 予選ブロック優勝　本選出場

Ｈ２７
大阪高等学校春季テニス大会　個人戦シングルス(２名)・ダブルス(１組) 本戦出場、団体戦　本戦出場 大阪府
ベスト３２　　　大阪高等学校総合体育大会テニス大会　女子シングルス 予選ブロック優勝　本選出場

Ｈ２８ 大阪高等学校総合体育大会テニス大会　女子シングルス 予選ブロック優勝　本選出場

Ｈ２９

大阪高等学校春季テニス大会　団体戦 本選出場　大阪府ベスト３２　　　大阪高等学校総合体育大会テニス
大会　女子シングルス 予選ブロック優勝　本選出場
大阪高等学校秋季テニス大会　団体戦 本選出場 大阪府ベスト３２

Ｈ３０

大阪高等学校春季テニス大会 女子シングルス 予選ブロック優勝　本選出場、団体戦 本選出場 大阪府ベスト
３２、　　１年生 １７名入部　　　大阪高等学校総合体育大会テニス大会　女子シングルス 予選ブロック優勝
本選出場 ２名　大阪府ベスト６４：１名　　ベスト１２８：１名　　　大阪高等学校 秋季テニス大会 予選ブロック優
勝　本選出場 大阪府ベスト３２

Ｈ２４ 第９２回ラグビー全国大会大阪府予選リーグ　１位突破

Ｈ２６ 第９４回ラグビー全国大会大阪府予選リーグ　１位突破

Ｈ２７ 第９５回ラグビー全国大会大阪府予選リーグ　１位突破

Ｈ３０ 合同チームでがんばっています。　それでもそろそろ部員が……。　　部員募集中です！

Ｈ２３ インターハイ大阪予選　ベスト１６、　大阪公立高校大会　５位

Ｈ２５ 大阪公立高大会　ベスト４、　学区大会 優勝、　大阪総体 ベスト１６、　コスモス杯 優勝

Ｈ２６

大阪高校春季大会 ベスト１６、 大阪公立高大会準優勝、 学区大会優勝、  8/19～21 近畿公立大会出場
ベスト８、　　公立リーグ入れ替え戦に勝ち、１部に昇格(８校)、　　大阪高校総合体育大会ベスト８、
大阪高校秋季大会ベスト８、　　コスモス杯 優勝

Ｈ２７
大阪高校春季大会 ベスト８、　インターハイ大阪予選 ベスト８、　大阪公立高校大会ベスト４、　北摂大会 優勝
コスモス杯 優勝、　大阪総体ベスト１６、　　大阪秋季大会ベスト１６

Ｈ２８
公立リーグ１部（春） 第４位、　大阪高校春季大会 ベスト１６、　北摂大会 優勝、　大阪総体ベスト１６、
公立リーグ１部（夏） ４位、　　大阪秋季大会 ベスト１６、　　つくし杯優勝

Ｈ２９
大阪高校春季大会 ベスト１６、　　インターハイ大阪予選 ベスト１６、　大阪公立高校大会 第５位
公立リーグ １部（夏） ７位、　　　入れ替え戦 勝ち １部（８校）残留、　　　大阪秋季大会 ２回戦敗退

Ｈ３０
つくし杯（春季北摂高校研修大会）優勝、　　　大阪高校春季大会 ３回戦敗退、　　　インターハイ大阪予選 ２
回戦敗退

Ｈ２７ ５月公式戦 個人ダブルス ベスト８（８回戦）、　８月公式戦 個人ダブルス ベスト１６、　　団体 府下ベスト３２

Ｈ２８
５月公式戦 団体ベスト３２、　個人シングルス ベスト１６（７回戦）、
８月公式戦 個人ダブルス ベスト１６（７回戦）、　　団体 府下ベスト１６、　　１１月公立校大会 団体府下ベスト８

Ｈ２９
５月公式戦 個人ダブルス ベスト８（８回戦）、　　８月 公式戦 個人シングルス ベスト８（９回戦）、　　　９月 市民
大会 シングルス・ダブルスともに上位入賞

Ｈ３０
４月公式戦 団体 府 ベスト１６（５回戦 シード権獲得）、　　公式戦 個人ダブルス 府ベスト８（８回戦）　　７月末
に夏合宿、２か月に一度、外部トレーナーによるトレーニング講習実施。　　９月 市民大会　ダブルス優勝
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部 年度 成績・活動状況（Ｈ３０年10月10日現在）
Ｈ２６ １０月 公立校大会 団体 府下３位

Ｈ２７
５月公式戦 個人ダブルス ベスト８、　　８月公式戦 団体 ベスト１６、個人シングルス ベスト１６、個人ダブルス
準優勝

Ｈ２８
６月公式戦 個人シングルス ３位（９回戦）、　　８月公式戦 団体 府下ベスト１６、個人ダブルス ベスト１６（６回
戦）、　１０月には同好会から部に昇格。　　１１月 豊能大会 シングルス 優勝，　ダブルス 準優勝

Ｈ２９ ６月公式戦 個人シングルス 準優勝（10回戦）、北摂大会 団体ベスト８

Ｈ３０
５月 公式戦 個人シングルス 5回戦　　２か月に一度、外部トレーナーによるトレーニング講習実施。７月末に
夏合宿を実施。

Ｈ２４ インターハイ大阪府予選　男子団体　ベスト32、　大阪高校総体　男子団体　ベスト32
H２６ 公立高大会女子個人（初段の部）ベスト８
H２７ 大阪高校総体 男子団体ベスト３２
H２９ インターハイ大阪府予選　男子団体　ベスト32
H３０ インターハイ大阪府予選　男子団体　ベスト32

Ｈ２６

高校総体 大阪府中央大会　男女４００Ｍフリーリレー，４００Ｍメドレーリレー，男子２００Ｍ自由形，男女１００Ｍ
自由形，男子１００Ｍバタフライ，女子５０Ｍ自由形にそれぞれ出場　　北摂大会 男子総合６位，男子メドレーリ
レー３位，女子メドレーリレー５位

Ｈ２７

高校総体 大阪府中央大会　男女４００Ｍフリーリレー，４００Ｍメドレーリレー，女子５０Ｍ自由形，男女１００Ｍ
自由形，男子２００Ｍ自由形，男女１００Ｍ背泳，男子２００Ｍ背泳ぎ，男子１００Ｍバタフライ，男子１００Ｍ平泳
ぎ，男子２００Ｍ平泳ぎにそれぞれ出場
北摂大会 男子総合５位　　男子２００ｍフリーリレー 第６位， 男子４００ｍフリーリレー 第４位， 男子２００ｍメ
ドレーリレー 第３位， 男子１００ｍ・２００ｍ平泳ぎ 第３位， 男子１００ｍ背泳ぎ 第３位， 男子２００ｍ背泳ぎ 第
４位，男子１００ｍ自由形 第４位・第６位， 男子５０ｍ自由形第４位， 男子２００ｍバタフライ 第５位

Ｈ２８

高校総体 大阪府中央大会　男女４００Ｍフリーリレー，男子４００Ｍメドレーリレー，男子８００Ｍフリーリレー，
男女５０Ｍ、１００Ｍ自由形，男子２００Ｍ自由形，男子１００Ｍ、２００Ｍ背泳ぎ，男子１００Ｍ、２００Ｍバタフラ
イ，男子１００Ｍ、２００Ｍ平泳ぎにそれぞれ出場、　　北摂大会 男子総合５位　　男子２００ｍメドレーリレー 第
３位， 男子５０ｍ自由形 第６位， 男子４００ｍ自由形 第６位， 男子１００ｍバタフライ 第６位， 男子２００ｍバタ
フライ 第２位， 男子１００ｍ平泳ぎ 第２位・第４位，男子１００ｍ背泳ぎ 第３位

Ｈ２９

高校総体 大阪府中央大会 男女４００Ｍフリーリレー，男子４００Ｍメドレーリレー，男子８００Ｍフリーリレー，男
子５０Ｍ・１００Ｍ自由形，男子１００Ｍ・２００Ｍ背泳ぎ，男子１００Ｍ・２００Ｍバタフライ，男子１００Ｍ・２００Ｍ平
泳ぎにそれぞれ出場　　　北摂大会 男子２００Ｍ平泳ぎ 第３位

Ｈ３０

高校総体 大阪府中央大会 男女４００Ｍフリーリレー，男子４００Ｍメドレーリレー，男子８００Ｍフリーリレー，男
子５０Ｍ自由形，男子２００Ｍ平泳ぎにそれぞれ出場　　　北摂大会　男子２００ｍ背泳ぎ 第６位， ２００ｍ平泳
ぎ 第６位　　女子１００ｍ背泳ぎ 第４位，　２００ｍ背泳ぎ 第３位

Ｈ２２ 久保田杯　総合優勝（女子優勝・男子準優勝）、　８校対抗陸上競技会　総合優勝（女子優勝・男子３位）
Ｈ２３ 第26回８校対抗陸上競技大会　男子総合３位、女子総合１位、団体総合優勝
Ｈ２６ 大阪総体　３０００ＭＳＣ ベスト１０入り
Ｈ２７ 大阪総体　女子４×１００Ｍリレー・女子４×４００Ｍリレー・男子やり投げ・男子２００Ｍ出場
Ｈ２８ 大阪総体　女子４×１００Ｍリレー・男子やり投げ・男子走り高跳び・男子８００Ｍ 出場
Ｈ２９ 大阪総体　２年男子 走高跳び ・ １年男子 円盤投げ ・ １年女子 走高跳び ・ 男子 ４×１００ｍリレー

Ｈ３０
大阪インターハイ ３年男子 走高跳び，男子 ４×１００ｍリレー，男子 ４×４００ｍリレー，女子 ４×１００ｍリ
レー 出場　　大阪総体　１年 女子２００Ｍ

Ｈ２５

全国高等学校ダンスドリル選手権2013出場　HIPHOPミディアム編成部門 全国第３位入賞
岡山県高等学校総合文化祭ダンス部門に大阪府代表校として出演
大阪府高等学校芸術文化連盟　開会行事ダンス予選会 最優秀賞

Ｈ２６
全国高等学校ダンスドリル選手権2014　HIPHOPミディアム編成部門 全国大会出場、　　日本ダンス大会羽柴
多賀子賞、　　岡山県高等学校総合文化祭ダンス部門に大阪府代表校として出演

Ｈ２７
全国高等学校ダンスドリル選手権2015　HIPHOPスモール編成部門 全国大会進出、　　岡山県高等学校総合
文化祭ダンス部門に大阪府代表校として出演、  ダンスドリルウィンターカップ出場

Ｈ２８

全国高等学校ダンスドリル選手権2016　HIPHOP女子Medium部門 全国大会出場（全国５位）
全国高等学校ダンスドリル冬季大会2016 ＨＩＰＨＯＰ女子Ｍｅｄｉｕｍ部門 全国大会出場
全国高等学校ダンスドリル冬季大会2016 ノヴェルティ部門 全国大会出場、  ダンスドリルウィンターカップ出場

Ｈ２９

５月 全国中学校高等学校ダンスドリル選手権大会2017関西地区大会にて全国大会出場決定（HIPHOP 女子
Ｍｅｄｉｕｍ編成部門 第２位）、　　　全国中学校高等学校ダンスドリル選手権大会2017（HIPHOP 女子Ｍｅｄｉｕｍ
編成部門）出場し、全国第７位、　　　関西ダンスドリル秋季競技大会 ノヴェルティ部門第２位→ウインターカッ
プ 全国第３位

Ｈ３０ 全国高等学校ダンスドリル選手権大会関西大会 HIPHOP 女子 Ｓｍａｌｌ編成部門 全国大会進出

剣道

ダンス

男子バドミントン

水泳

陸上競技
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部 年度 成績・活動状況（Ｈ３０年10月10日現在）

Ｈ２５

５月 大阪高等学校卓球選手権大会　男子学校対抗　５回戦進出　(１１７校中１２位）  男子ダブルス ４回戦進
出・男子シングルス ５回戦進出、　　　８月 大阪高校新人大会　男子シングルス　４回戦進出、　　11月 大阪総
体　団体戦　３回戦進出

Ｈ２６
５月 大阪高等学校卓球選手権大会　男子学校対抗　３回戦進出　(１１７校中３２位） ・男子ダブルス　５回戦進
出、　　　　全国高校選抜卓球大会 シングルス ３回戦進出

Ｈ２７
５月 大阪高等学校卓球選手権大会　男子学校対抗　３回戦進出、　　　８月 全日本卓球選手権(大阪府ジュニ
ア) ４回戦進出

Ｈ２８ ８月 １年生大会個人戦 ３回戦進出、　男子学校対抗参加、　　１０月 新人個人戦 ３回戦進出

Ｈ２９
 大阪高等学校卓球選手権大会　男子ダブルス　４回戦進出、　　　８月 全日本卓球選手権（ジュニア）大阪府
予選（男子）　５回戦進出、　　　第７２回大阪高等学校総合体育大会 男子一次トーナメント 一回戦突破

H30
4月29日・30日　大阪64ブロック大会国体予選個人戦　最高3回戦進出　　8月1日　全日本ジュニア予選大会個
人戦　最高3回戦進出

Ｈ２４ 第94回全国高校野球選手権大阪大会　３回戦進出
Ｈ２５ 第95回全国高校野球選手権大阪大会　３回戦進出
Ｈ２６ 第96回全国高校野球選手権大阪大会　４回戦進出
Ｈ２７ 春季高校野球大阪大会　５回戦進出(ベスト１６)

Ｈ２８
春季高校野球大阪大会　４回戦進出、　第９８回全国高校野球選手権大阪大会 ３回戦進出
秋季高校野球大阪大会　３回戦進出、

Ｈ２９ 秋季高校野球大阪大会　３回戦進出

Ｈ３０ 春季高校野球大阪大会 ５回戦進出（ベスト１６）

Ｈ２４ 第１ブロック（旧１学区）高校書道展出品、　大阪府高校書道展出品、　「刀根山フェスタ」（地域交流）出品

Ｈ２５
第１ブロック（旧１学区）高校書道展出品、　国際高校生選抜書展（書の甲子園） 入選、　大阪府高校書道展
出品、　　「刀根山フェスタ」（地域交流）出品

Ｈ２６
第１ブロック高校書道展出品、　国際高校生選抜書展（書の甲子園） 入選、　　「刀根山フェスタ」（地域交流）
出品、　　大阪府高校書道展出品

Ｈ２７
第１ブロック高校書道展出品、　国際高校生選抜書展（書の甲子園） 入選、　　「刀根山フェスタ」（地域交流）
出品、　　大阪府高校書道展出品

Ｈ２８
第１ブロック高校書道展出品、　国際高校生選抜書展（書の甲子園） 入選、　　「刀根山フェスタ」（地域交流）
出品、　　大阪府高校書道展出品

Ｈ２９
第１ブロック高校書道展出品、　国際高校生選抜書展（書の甲子園） 入選、　　「刀根山フェスタ」（地域交流）
出品、　　大阪府高校書道展出品

Ｈ２４ 大阪府吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞
Ｈ２５ 大阪府吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞
Ｈ２６ 大阪府吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞
Ｈ２７ 大阪府吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞
Ｈ２８ 大阪府吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞
Ｈ２９ 大阪府吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞
Ｈ３０ 大阪府吹奏楽コンクール　北摂地区大会　銀賞

放送 Ｈ３０

リクエストを受け付けて、毎日お昼の放送をしています。　　体育大会の放送や学校説明会の司会などでも活
躍しています。　　ＮＨＫ放送コンテストやラジオ関西のマイクバトルにも挑戦しています。　　プロの道に進んだ
先輩もいます。

Ｈ２４
４月 新入生歓迎会、　９月 文化祭、　11月 第１ブロック（アゼリアホール）、　12月 交流会（刀根山支援学校）、
１月　文化発表会、　３月　芸術科教員展、刀根山幼稚園お楽しみ会

Ｈ２５
４月 新入生歓迎会、９月と１２月に 蛍池人権まちづくりセンターにて演奏会、ブロック音楽会出演(千里金蘭大
学ホール)、　　１月　大阪府高等学校芸術文化連盟　開会行事出演(ドーンセンターホール)

Ｈ２６
４月 新入生歓迎会、蛍池人権まちづくりセンターにて演奏会、蛍池駅構内とアクア文化会館にてアンサンブル
サビーナと共演、　11月　千里金蘭大学での第１ブロック音楽会参加

Ｈ２７
７月 蛍池駅構内にてアンサンブルサビーナと共演、　11月 千里金蘭大学での第１ブロック音楽会参加、
１２月 刀根山支援学校との交流会出演

Ｈ２８
蛍池公民館にてアンサンブルサビーナと共演、　8/28「池田 栄町商店街夏祭り」に出演、　11/13 アゼリア
ホールでの第１ブロック音楽会参加、　　１２月・３月 交流会（刀根山支援学校）、　　２月 芸文祭

Ｈ２９
４月 新入生歓迎会、　　７月 蛍池駅構内にてアンサンブルサビーナと共演、　　10/29 第１ブロック（アゼリア
ホール）に出演、　　第３７回近畿総合文化祭器楽部門 奨励賞

H30
4月　新入生歓迎会　　7月　蛍池公民館にてアンサンブルサビーナと共演　　8月　豊中市青年の家いぶきロ
ビーコンサート

卓球

吹奏楽

弦楽

硬式野球

書道
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部 年度 成績・活動状況（Ｈ３０年10月10日現在）
Ｈ２４ 第３５回第1ブロック展 準グランプリ受賞、　第６４回高校展　絵画部門　奨励賞　　芸文祭 絵画部門 入選
Ｈ２５ 第３６回第１ブロック展　グランプリ受賞、　第６５回高校展 絵画部門 奨励賞 2点、

Ｈ２６
蛍池公民分館文化祭 作品展示５月、　　第６６回高校展 出品８月　奨励賞受賞、　　能勢街道イラストマップ完
成　　第１０回箕面芸術祭 デザイン部門参加 ～３月、　　　芸文祭 絵画部門 入選 ２点，デザイン部門 奨励賞

Ｈ２７
高校展 絵画部門  奨励賞，　能勢街道イラストマップ原画展、　　「刀根山フェスタ」（地域交流）出品、
芸文祭絵画部門入選２点，デザイン部門入選１点、　　第３８回第１ブロック展 佳作

Ｈ２８ 第６８回高校展 絵画部門  奨励賞、　　「刀根山フェスタ」（地域交流）出品、　　実技研修（奈良芸術短大）

Ｈ２９ 豊中まつり ポスター出品、　　　第６９回高校展 絵画部門  奨励賞、　　第１ブロック展 グランプリ受賞
Ｈ３０ 第70回高校展　絵画部門　奨励賞2点
Ｈ２４ オリジナルＰＣゲームソフト作成（シナリオ部分担当）
Ｈ２６ 各種文藝コンクール応募、出品

Ｈ２７ 各種文藝コンクール応募、出品・部誌作成

Ｈ２８ 各種文藝コンクール応募、出品・部誌作成

Ｈ２９ 各種文藝コンクール応募、出品・部誌作成

Ｈ３０ 各種文藝コンクール応募、出品・部誌作成
Ｈ２５ 文化祭等に向けて部誌を作成
Ｈ２６ 文化祭等に向けて部誌を作成
Ｈ２７ まんが甲子園にエントリー　　文化祭、他で部誌を作成
Ｈ２８ 連合漫画祭出場に向けて活動。　合わせて文化祭他で部誌を作成しました。
Ｈ２９ 連合漫画祭に出場。　合わせて文化祭他で部誌を作成しました。
Ｈ３０ 連合漫画祭に出場。　合わせて文化祭他で部誌を作成しています。

Ｈ２７
４月、７月に小ホールで公演。文化祭（９月）、　１１月 「大阪府高等学校演劇研究大会」、
１月 文化週間に上演

Ｈ２８
４月 小ホールで新入生歓迎公演(２日間)。　９月 文化祭。　１１月 「大阪府高等学校演劇研究大会Ｂ地区大
会」、 １月 文化週間に上演。 年に数回他校との合同練習もしています。

Ｈ２９

４月 小ホールで新入生歓迎公演(２日間)を実施。部員数が少ないため、文化祭公演と地区大会出場は断念し
ましたが、箕面そして池田で行われた府大会と近畿大会の実行委員を務めました。また、１月の文化週間で
は、上演とは一味違った工夫をして参加します。

Ｈ３０

４月 小ホールで新入生歓迎公演会。　９月 文化祭では、「西洋風鶴の恩返し」を上演。　　地区大会出場は断
念しましたが、地区大会の運営係を務めます。　　１月 文化週間上演予定、Ｂ地区他校との合同練習も検討
中。

Ｈ２３
４月 「入学式 お茶会」PTAと共催、　　「刀根山フェスタ」でお茶席開催、　　刀根山幼稚園児と「お茶」を通して
交流

Ｈ２４
４月 「入学式 お茶会」PTAと共催、　　「刀根山フェスタ」でお茶席開催、　　豊中市「はたちの集い」にガールス
カウト共催でお茶席開催

Ｈ２５

４月 「入学式 お茶会」PTAと共催、　１１月 「克明小フェスティバル」お茶会開催、「刀根山フェスタ」お茶会開
催、　　H26 １月 豊中市「はたちの集い」ガールスカウトとお茶会共催、（部員１８名で裏千家の先生に指導い
ただいています。）

Ｈ２６
４月 「入学式 お茶会」PTAと共催（毎火曜日に裏千家の先生とお稽古）、　１１月 「刀根山フェスタ」お茶会開
催、　１月 豊中市「はたちの集い」でガールスカウトとお茶会開催

Ｈ２７
４月 「入学式 お茶会」PTAと共催（毎火曜日に裏千家の先生とお稽古）、　　８月 「夏の学生茶会」参加、
１１月 「刀根山フェスタ」でお茶席開催、　１月 豊中市「はたちの集い」でガールスカウトとお茶会開催

Ｈ２８
４月 「入学式 お茶会」PTAと共催（毎火曜日に裏千家の先生とお稽古）、　７月 「夏の学生茶会」参加、
１１月 「刀根山フェスタ」でお茶席開催、　　１月 豊中市「はたちの集い」でガールスカウトとお茶会参加

Ｈ２９
４月 「入学式 お茶会」PTAと共催　　７月「夏の学生茶会」でお手前披露　　１１月 「刀根山フェスタ」でお茶席開
催、　　１月 豊中市「はたちの集い」でガールスカウトとお茶会参加

Ｈ３０ ４月 「入学式 お茶会」PTAと共催　　7月　「夏の学生茶会」参加

パソコン Ｈ３０

これまでＰＣの自作、ロボットの制作、名刺サイズの超ミニＰＣでのプログラミングなどをしてきました。Ｌｉｎuｘ用
の手のひらＰＣも自作しました。現在は、オリジナルゲームの制作をしたり、自作したＰＣで動画の編集などをし
ています。

漫画研究

文芸

美術

茶道

演劇
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部 年度 成績・活動状況（Ｈ３０年10月10日現在）

Ｈ２６

５月に水生生物採集調査(余野川)で北大阪では近年確認されていないカエルを発見。　　猪名川水質協議会
の水質一斉調査に参加　　　校内の生物多様性保全のための活動、昨年より校内林でナラ枯れ防除活動、
１１月に大阪府高等学校生物研究発表会で発表

Ｈ２７

蛍池公民館・３公民分館と共催でホタル観察会→「蛍池にホタル復活」プロジェクト進行中。
「春の七草さがし」を公民館と共催で刀根山地域で実施。　豊中サイエンスフェスティバル出展。
猪名川水質協議会の水質調査に参加。　猪名川で記録２例目のアブラハヤを確認。　毎日放送
「ちちんぷいぷい」で活動が取りあげられる。

Ｈ２８

校内のキノコ調査により、クモタケなどの”冬虫夏草”を含め、約１３０種類を確認。夏合宿を長野県開田高原で
実施。　猪名川水質協議会の水質調査に参加。　地元の水路に飼育したヘイケボタルの幼虫を放流。　　校内
でキシノウエトタテグモ(国の準絶滅危惧種)の生息を確認。

Ｈ２９

地域のゲンジ・ヘイケ・ヒメ ３種類の蛍を採卵し幼虫を飼育、地域の小学校・公民館などに幼虫を提供。 昨年
度放流したヘイケ蛍の発光確認（６月）。　　長野県開田高原で夏合宿（８月初旬）。　　豊中市青年の家「いぶ
き」でサイエンスラボに出展。　　猪名川水質協議会の水質一斉調査に参加（１０月）。　　　神戸女学院大学の
指導により校内に生息するハチのトラップ調査を実施。　　　大阪府高等学校生徒生物研究発表大会で「校内
のキノコ調査結果」を発表。　　豊中市サイエンスフェスティバルに出展。　　　専門家の指導による「刀根山の
コケ観察会」に参加

Ｈ３０

４月　八尾高校と合同で山菜・野草の観察と試食会、池田市細河地域で自然観察会に参加　　　５月　校内の
タケノコ堀りと竹林の整備　　　６月　蛍池公民館との共催でゲンジ・ヘイケの蛍観察会、池田市の棚田で田植
え体験　　7月　箕面市でのキノコ観察会に参加・説明協力　　8月　アステ川西での「猪名川水環境交流会(い
ながわ体験フェスタ)」に出展・活動発表

Ｈ２４ Ｗｅ　aｒe　Sｎeaｋeｒ　Ａｇｅｓ  参加、　豊中市高校生軽音楽フェスティバル 参加
H２５ Ｗｅ　aｒe　Sｎeaｋeｒ　Ａｇｅｓ　参加、　豊中市高校生軽音楽フェスティバル 参加
H２６ Ｗｅ　aｒe　Sｎeaｋeｒ　Ａｇｅｓ　参加、　豊中まつり参加、　豊中市高校生軽音楽フェスティバル 参加
H２７ Ｗｅ　aｒe　Sｎeaｋeｒ　Ａｇｅｓ　参加、　豊中まつり参加、　豊中市高校生軽音楽フェスティバル参加

H２８
Ｗｅ　aｒe　Sｎeaｋeｒ　Ａｇｅｓ　参加、　豊中まつり参加、　豊中市高校生軽音楽フェスティバル参加
北大阪信用金庫主催 音楽イベント参加

H２９ Ｗｅ　aｒe　Sｎeaｋeｒ　Ａｇｅｓ 準決勝進出，　　豊中まつり 参加，　　豊中市高校生軽音楽フェスティバル参加

H３０ Ｗｅ　aｒe　Sｎeaｋeｒ　Ａｇｅｓ 参加，　　豊中市高校生軽音楽フェスティバル参加予定

Ｈ２５
８月 蛍池人権まちづくりセンターにて弦楽部と小学生対象に合同演奏会、　　１１月 第１ブロック音楽会出演、
２月 大阪府高等学校文化祭出演

Ｈ２６

４月 コーラスメッセ 大阪府合同合唱団に参加(いずみホール)、　８月 児童館で弦楽部と合同演奏会、　１１月
第１ブロック演奏会(アゼリアホール)・大阪府合同合唱(シンフォニーホール)、　１２月刀根山支援学校との交流
演奏会　　２月 芸文祭参加(アゼリアホール)、　３月 Harmony  for  Japan(長岡京文化記念会館)，刀根山幼稚
園で演奏

Ｈ２７
７月 合唱の夕べ（豊中市立アクア文化ホール）　１１月 第１ブロック演奏会出演　１２月 刀根山支援学校との
交流会出演　　３月 とねやま子ども園で演奏、刀根山支援学校と交流会

Ｈ２８

８月 NHK全国学校音楽コンクール(ＮＨＫ大阪ホール)に出場し、奨励賞を受賞、　　１１月 第１ブロック音楽会
（アゼリアホール）に出演、　　12月 刀根山支援学校との交流演奏会、　　３月 刀根山支援学校との交流演奏
会、 刀根山音楽祭（刀根山小学校）

Ｈ２９
毎週 火・水・金曜日に練習、　　７月 合唱の夕べ（豊中芸術センター）に出演、　　１０月 第１ブロック音楽会（ア
ゼリアホール）に出演、　　12月 刀根山支援学校との交流演奏会、

Ｈ３０
毎週月・水曜日に練習　　7月　合唱の夕べ(豊中市立アクア文化ホール)出演　　８月 豊中青年の家 ロビーコ
ンサート　　12月17日　刀根山支援学校との交流会予定

Ｈ２４ 豊中市公民館行事にて、子ども向け料理講座手伝い

Ｈ２５
月に1回活動　クッキーシュークリームやメレンゲクッキーの製作、　蛍池公民館行事にて子ども向け料理講座
手伝いや干し柿作りなど

Ｈ２６ 月に1回活動。プリンやケーキ、パスタ料理などの製作。

Ｈ２７
部員は１５名で月に1回活動。ティラミスやパスタ料理などの製作。　　文化祭では3種のカップケーキを販売し、
好評でした。

Ｈ２８
部員は１９名で月に1回活動。ラザニアやチーズケーキなどの製作。　文化祭でカップケーキを販売し、大好評
でした。

Ｈ２９
部員は１８名で月に１回活動。クッキーやパウンドケーキなどの製作。　文化祭でマドレーヌとミネストローネを
販売し、大好評でした。

Ｈ３０ 部員は１６名で月に１回活動。絞り出しクッキーを製作。　文化祭ではいももちを販売し、大好評でした。

Ｈ２８ １年生が入部

Ｈ２９ １年生が入部、文化祭で企画を行いました。

Ｈ３０ １年生が入部、英会話の上達をめざし積極的に頑張っています。

生物エコ

ＥＳＳ

軽音

クッキング

合唱
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部 年度 成績・活動状況（Ｈ３０年10月10日現在）

Ｈ２６ 部員４名でカメラの使い方を勉強したり、行事撮影、写真展示を行いました。

Ｈ２７ １年生が入部し、カメラと写真の講習会を開催、　　須磨海浜水族園に撮影会に出かけました。

Ｈ２８
１年生が入部し、カメラと写真の講習会を開催、　　　京都東山（四条・祇園・清水寺）方面、大阪城公園へ撮影
会に出かけました。　文化祭で写真を展示しました。

Ｈ２９ １年生が入部し、天王寺・神戸・京都方面への撮影会を実施、　　文化祭での展示をしました。

Ｈ３０

新入生が５名、２年生が１名 新たに入部しました。　体育大会の撮影、反省会を行いました。　夏休みに海遊
館で撮影会をしました。　文化祭では今年度撮りためた写真の展示をしました。　身近なシーンでの撮影会を
予定しています。

Ｈ２６ 毎週水・金曜に練習、　文化祭等の学校行事・地域での交流演奏(１２月に弦楽部等と地域コンサート)等参加
Ｈ２７ 部員が増え、６名で毎週水・金に活動中。英語の歌詞の曲を選んで練習

Ｈ２８
今は毎週火木金に練習。３名で活動中。英語の歌だけでなく、いろんなジャンルの歌に取り組んでいます。
３月に地域コンサート参加

Ｈ２９ 部員が増え、９名で活動中。  12/18(月) 刀根山支援学校との交流会実施

Ｈ３０ ３年生 女子２名・２年生 女子４名・１年生 女子２名、計８名で文化祭に参加しました。

わかばの会 Ｈ３０ 現在休部中（刀根山支援学校との交流）

Gleeサークル

写真同好会
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