
輝 く 青 春 の 日 々 鍛 え る こ こ ろ と 身 体

華道部

演劇部
近畿高総文祭演劇部門奈良県代表
として出場、奨励賞受賞（Ｈ 30）
優秀賞・創作脚本賞受賞（H29）。

年間に校内外併せて６～７回の公演
があります。一昨年度は県大会で
優秀賞をいただき、県代表として近
畿高総文祭に出場しました。その
経験を糧に、さらによい作品づくり
に励んでいきたいと考えています。

畝高祭

陸上競技部
R 元年度男女多種目で近畿
インターハイ出場。

60 名を超える部員で活動
しています。一人一人が目
標を持ち、近畿大会や全
国大会出場に向けて、切
磋琢磨しています。

水泳部 登山部

サッカー部

卓球部 ソフトテニス部 バレーボール部

バスケットボール部 ハンドボール部 ラグビーフットボール部 柔道部 剣道部

畝高祭畝高祭

芸術鑑賞会

人権芸術鑑賞会

海外研修旅行（2年） 海外研修旅行（2年） 卒業式

アドバンスト海外フィールドワーク（オーストラリア・Byron Bay HS）

体育大会体育大会 通学路清掃

球技大会 球技大会 未来創造会議入学式（文化創造館）

校外学習（3年）食堂リニューアル

食堂リニューアル食堂リニューアル

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

◦ 入学式
◦ 進路講演会（３年）

◦体育大会
◦通学路清掃
◦校外学習（１・３年）

◦芸術鑑賞会 ◦進路講演会（３年）
◦未来創造会議

◦大学見学会 ◦畝高祭
◦人権芸術鑑賞会
◦球技大会

◦高大連携講座
◦ 修学旅行
　（海外研修旅行）

◦通学路清掃
◦ エンパワーメント
　プログラム

◦新春かるた大会 ◦課題研究発表会 ◦卒業式
◦ 全校人権教育学習会
◦ 海外フィールドワー

ク

◦校外模試（３年）
◦ 春期講習・土曜講座
（３年）

◦ 第1学期中間考査

◦ 春期講習・土曜講座
（３年）

◦第1学期期末考査
◦ 校外模試（１・２年）
◦夏期講習（２・３年）

◦校外模試（３年）
◦夏期講習（全学年）

◦土曜講座（３年） ◦校外模試（３年）
◦土曜講座（３年）
◦ 第2学期中間考査
◦ 秋期講習・土曜講座
（２年）

◦校外模試（全学年）
◦ 秋期講習・土曜講座
（２年）

◦第2学期期末考査
　（１・２年）
◦学年末考査（3年）

◦校外模試
　（１・２年）
◦ 冬期講習・土曜講座
（２年）

◦ 冬期講習・土曜講座
（２年）

◦学年末考査
　（１・２年）

◦学年末考査
　（１・２年）
◦校外模試（２年）

年間行事

学習スケジュール

H30 年度全国高校選手権県予選
第３位、国体少年男子奈良選抜の
メンバーに選出。Ｒ元年度奈良県
U18 前期リーグ戦 １部７位。

男女ともに毎日切磋琢磨して、大
好きなバスケットボールに打ち込
んでいます。文武両道を目指し、
仲間と支え合いながら、これか
らも全力で取り組んでいきます。

弓道部
R 元年度近畿大会女子個人戦
出場。Ｈ30 年度インターハイ
個人戦女子第 5 位、男子出場。

約 50 名で日々、練習に取
り組んでいます。多くの生
徒が高校から弓道を始め
ますが、向上心に富み、切
磋琢磨する中、毎年素晴ら
しい成果を残しています。

食物部
お菓子を中心に、様々な
料理に挑戦しています。
クリスマスには、１人１
つずつホールケーキも作
ります。60 名近くの部
員は女子ばかりですが、
とても仲が良く毎週楽し
く活動しています。

美術部
近畿高総文祭美術・工芸部門出品

（Ｈ 30、Ｒ元）。第 27 回奈良県高
校生アートグランプリ平面の部準グ
ランプリ、オーディエンス賞（R 元）。

絵画やデザイン、立体など様々な
表現に挑戦し、楽しく活動してい
ます。作品は、奈良県総合文化祭
やアートグランプリ等のコンクー
ルに出品しています。

R 元年度男子 100m,200m 平泳
ぎでインターハイ出場。県高校選
手権で男子 200m 平泳ぎ大会新
記録樹立、県高校新人大会で女
子100m自由形大会新記録樹立。

県立高校唯一の 50m プールで、
部員約 40 人が自己ベストを目指
して日々の練習に取り組んでおり、
目覚ましい成果を収めています。

インターハイ県予選Ｈ 30
年度女子ベスト 8、R 元
年度男子ベスト 8。

男女合わせて約 50 名が所属し、
日々活動しています。部員のほぼ
全員がハンドボールに興味を持って
集った初心者の仲間たちで、協力し
て練習内容を工夫し、技術の向上、
大会での勝利を目指しています。

アニメーション研究部
毎週火曜日と木
曜日の放課後に
活動をしていま
す。部誌『Ｕ・Ｓ・
Ａ Times』 を
定期的に発行し
ています。

H30 年度インターハイに女
子出場。Ｒ元年度近畿高校
登山大会に男子出場。

県内並びに近県を中心に山行を
実施して、登山技術の向上を図っ
ています。高体連主催の公式戦に
参加するとともに、夏には夏期合
宿を実施し、幕営やアウトドアで
の調理の経験を積んでいます。

Ｈ30 年度県リーグ１部昇格。Ｒ元
年度奈良県１部リーグ７位、全国
高校サッカー選手権大会県予選ベ
スト８、県新人大会ブロック優勝。

冬の高校選手権大会・インター
ハイ全国大会出場、プリンスリー
グ昇格という目標の実現に向け
て、進化のための努力を積み重
ねています。

写真部
全国高総文祭写真部門県代表（R
元、H30）近畿高校総合文化祭
県代表（R 元）。

自分が感じた世界やイメージをど
のように表現するか。個性の異
なる10 名弱が日々、楽しく活動
しています。光を読み、対象の美
しさを感じる、記憶に残る1 枚
を日々模索しています。

フォークソング部
週 4 回の教室や部
室を使っての練習、
定 期演奏 会、橿原
文化会 館でのコン
サートや他校との交
流も行っています。
バンドで畝傍高校を
盛り上げましょう！

Ｒ元年度女子学校対抗、男女ダ
ブルス・シングルスで近畿大会出
場、高等学校新人大会男子学校
対抗で近畿大会出場。

技術・体力面はもちろん、人間
として成長することを目的に練
習に励んでいます。全国を目標
に、学校から応援してもらえる
集団となるよう努力します。

Ｒ元年度県高校新人大会第３位。

近年、高田高校・王寺工業と合
同チームの形で出場しています。
少人数校の全国大会 KOBELKO 
CUP に選ばれる選手がおり毎年
出場をはたしています。大会で活
躍した選手は西日本選抜に選ば
れ東西対抗戦に出場し、現在の
生徒の目標となっています。

物理部
WRO2019 奈良大会レギュ
ラーカテゴリーエキスパート
競技高校生部門準優勝。

ロボットの大会「ＷＲＯ」や「科
学の甲子園」などへの挑戦、

「ＳＳＨ研究講座」への参加、
校外での研究発表など。「Ｗ
ＲＯ」では再度全国優勝を
目指します。

ESS 部
毎週水曜日の放課
後、ALT の 先 生と
活動をしています。
教室に入ったら英
語が自然と口から
出てくる、そんな
時間を仲間と楽し
んでいます。

ボランティア研究部
「自分にできる小さな
ことから」をモットー
に、地域の清掃や災害
等の義援金募金を行っ
たりしています。昨年
度は、橿原市主催の精
神保健福祉普及啓発事
業にボランティアスタッ
フとして参加しました。

小倉百人一首かるた部
高校かるた選手権大会奈良県予選
団体３位。近畿高総文祭県代表に
選出。全国個人大会で多数入賞。

競技かるたの技能研鑽を目指
し同窓会館で週４日活動して
います。高文連・県かるた協
会の大会やイベントにも参加
し、開催にも積極的に協力し
ています。

Ｒ元年度近畿高等学校インドア大
会男子個人出場、奈良県高等学
校総合体育大会男子団体第 2 位。

約 80 名にコート2 面と限ら
れた環境の中ですが、イン
ターハイ出場を目標に自ら考
え行動できる活気あるチーム
作りを意識し、部員一丸で
日々練習しています。

R 元年度近畿高校柔道体重
別選手権大会奈良県予選団
体戦第 5 位近畿大会出場。

キャプテンを中心に自分た
ちで練習メニューを組みな
がら、個人・団体の部で近
畿大会出場を目指して日々
練習に励んでいます。

生物・園芸部
実験室で魚やイモリ、カメ
などの水槽の世話や、ウ
サギやハムスターを飼育し
ています。屋外の畑では、
トマトやキュウリなどの野
菜栽培もしています。

新聞局
新聞部はこの3月に第 241
号を発行。また、昨年の
12 月には、文科省後援の
全国高校生金融経済クイズ
選手権（エコノミクス甲子
園）に出場。

音楽部
第 72 回全日本合唱コンクール全国大会金賞（R 元）。第 11
回声楽アンサンブルコンテスト全国大会金賞・審査員特別賞

（H30）。第 73 回関西合唱コンクール金賞・理事長賞 (H30)。
この他、ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県大会金賞８年連続。
奈良県合唱コンクール金賞９年連続。声楽アンサンブルコンテ
スト県大会金賞８年連続。

春に定期演奏会を開催し、近年は奈良県代表として近畿大
会および全国大会に出場しています。地域交流の場も大切
にし、音楽の輪を広めています。

吹奏楽部
第 25 回日本管楽合奏コンテスト全国大会優秀賞（R 元）。
第５回全日本ブラスシンフォニーコンクール全国大会審
査員特別賞（R 元）。奈良県吹奏楽コンクール金賞（R 元、
H30、H29）。奈良県アンサンブルコンテスト金賞（R 元、
H30、H29）。

私たちは毎日「Let's Be Sounding!」のかけ声の
もと、元気一杯活動しています。コンクールでは金
賞を受賞。昨年は２つの全国大会にも出場しました。

Ｈ 30 年度インターハイ県予選
女子ベスト８。

「文武連動」を目指し日々の練
習に取り組んでいます。合理的
な練習に加え、チームワークを
大切に人間力の向上に努力して
います。各種大会では男女とも
県大会上位を目標とします。

Ｈ 30 年度インターハイ
県予選男子団体ベスト 8、
近畿高校剣道大会出場。

武道としての剣道を学び、そ
れぞれの成長を目指して活動
しています。試合での活躍と
段位の取得を目標にしており、
三段の取得者も出ています。

歴史部
校内での研究活動と共
に、県内外の歴史遺跡
を巡る校外研修を実施
しています。畝高祭で
は、歴史ドラマ『神武
東征』と『戊辰戦争』
を自主制作し、上映会
を開催しました。

書道部
全国高総文祭書道部門県代表出品

（R2、R 元）。橿原神宮書き初め大会
特別賞（県教育委員会賞・橿原市長賞）

（R 元）。

公募展出品の他に、共同作品制作
や書道パフォーマンスも行ってお
り、書道を通して豊かなこころを育
むことを目標に活動しています。

解放研
解放研は、さまざまな
人権問題について考え、
話し合う活動をするク
ラブです。人権関係の
施設を見学したり、講
演会・フィールドワーク
などに参加したりしてい
ます、畝高祭では展示
や発表を行っています。

囲碁・将棋部
第 40 ～ 43 回全国高等学校総合文化祭 ( 囲
碁部門 )、第 42･43 回全国高等学校総合文
化祭 ( 将棋部門 )、第 40 ～ 43 回文部科学
大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会出場。

昨年は、囲碁部門で、県大会男子個人優勝、
将棋部門で女子個人準優勝となり、全国高等
学校総合文化祭佐賀大会に出場しました。囲
碁は毎年全国大会出場者を輩出しています。

制服紹介
未生流の大堀　早子先生
のご指導のもと、お稽古
に励んでいます。9 月の文
化祭では、全員で大きな
作品を活け、3 月には文
化創造館で作品展を行い
ます。

畝高祭

茶道部
茶道裏千家の高橋宗幸
先生ご指導のもと、お
稽 古に 励 んで います。
季節の道具やお花、何
より季節のお菓子が楽
しみです。毎年畝高祭
のお茶会に大勢のお客
様をお迎えしています。

文芸部
部 員 の 書 い た、 詩・
小説・エッセイなどを
集めた部誌「みどり火」
を月に 1 度 発行して
います。中庭にあるヒ
マラヤスギの下の部室
で日々楽しく活動して
います。

化学部
化学部には化学班と地学
班があり部員のアイデア
を元に天体観測や化学実
験をしています。

野球部
全国高校野球選手権奈良大会Ｈ
24 年準優勝。Ｒ元年度春季大
会ベスト８。

甲子園出場を目標に、様々な
ことに挑戦することで個々が成
長しチームが一体となり、好い
成績を残しています。現在、卒
業生が国公立大学野球部で活
躍しています。


