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令和元年度行事報告（前半）
防災訓練・１学期終業式

令和元年7月19日（金）

今回は式の前に、地震を想定した防災訓練が行われました。教頭講話で
は、防災意識を高めるようにというお話がありました。終業式の校長式辞で
は、打ち込めることを見つけ、涙を流せるほど頑張ったという経験をしてほし
いというお話がありました。継続することの大切さについての教務部長講話、
生徒手帳には桜台生への願いが書かれているという生徒指導部長の講話に続い
て、南警察署の方より、交通安全・生活安全の講話がありました。
式後には、部活動等の表彰、球技大会の結果発表と表彰、全国大会に出場

するダンス部と被服部の壮行会、東海大会に出場した男子ハンドボール部の報
告会、海外研修に参加する生徒（シドニーへ４名、中国へ１名）の壮行会が行
われました。

防災訓練　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災講話
 

始業式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部活動等表彰
 

部活動壮行会・報告会　　　　　　　　　　　　海外派遣壮行会　

地図・交通案内  ｜ お問い合わせ  ｜ 緊急災害時の対応   



 

前期球技大会

令和元年7月10日（水）16日（火）17日（水）

雨天順延が続き、試合が全て実施されるのか心配になりましたが、運動委
員、運動部、有志の生徒達がてきぱきと準備・運営を行い、大会は無事に終え
ることができました。
ミニサッカー・バレーボール・バスケットボール・ドッジボール・卓球の

５つの種目で、クラス対抗の熱戦が繰り広げられ、３年Ｄ組が総合優勝となり
ました。（総合２位は３年Ｂ組、総合３位は３年Ｈ組）

　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　
 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　
 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　



 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　
 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　
 

第２回ＰＴＡ常任理事会・理事会

令和元年7月11日（木）

今回の理事会では、1学期の学校行事の報告や教育講演会の提案などが行わ
れた後に、５つの委員会に分かれて今後の活動についての検討がなされまし
た。

常任理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事会
 

学校行事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

生活保健委員会　　　　　　　　　　　　　　　　生徒行事委員会　
 

ＰＴＡ研修会（大学見学会）

令和元年6月27日（木）

54名の保護者と共に、愛知教育大学と豊橋技術科学大学を見学しました。
職員の方から大学の特色についての説明を受け、施設を見学するとともに、そ
れぞれの大学で学ぶ桜台卒業生からも、大学生活や高校時代の過ごし方、進路
決定の過程などについてお話を聞くことができました。

卒業生との交流（愛知教育大学）　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　
 

食堂（愛知教育大学）　　　　　　　　　　　　　豊橋技術科学大学　



 

研究室見学（豊橋技術科学大学）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　卒業生との交流
（豊橋技術科学大学）　

 

１年「総合」講演会

令和元年6月20日（木）

名古屋市立高校キャリア支援アドバイザーの横井直子氏を講師にお迎えし
て、１年生対象の講演会が行われました。テーマは「知る・向き合う・認め
る」。生徒は、様々な問いかけに答えながら、自己理解を深めました。自己の
適性を知ることで、より自分に合った進路選択ができるようになってほしいで
す。 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 



 

第69回ファッションショー

令和元年6月15日（土）

毎年、本校桜朋館（体育館）を会場に、ファッション文化科の生徒が製作
した作品を自身がモデルとなって発表するファッションショーを開催していま
す。テーマの決定から舞台設営、演出、進行等まで生徒全員で行っています。
今回のテーマは「edit」。令和という新しい時代を迎え、未来を自分たちの手
で編集・創造したいという思いが込められています。
今年度も、学校見学会参加の中学生、保護者、来賓の方を含む多数の方を

お迎えして、拍手と歓声に包まれた素敵なショーとなりました。皆様、ご来場
ありがとうございました。なお、今回も前日の公開リハーサルに全校生徒が参
加しました。
　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　
 

　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　 　
 



　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　ショー終了後
 

公開リハーサル　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
 

１年類型・コース希望アンケート説明会

令和元年6月6日（木）

２年次からのコース選択（ファッション文化科）ならびに文理類型選択
（普通科）に向けて、生徒対象の説明会が行われました。7月にアンケート
を、10月には仮登録を行います。また、10月24日（木）には、保護者の方と
生徒を対象とした説明会を予定しています。 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

体育祭



令和元年5月31日（金）

心配されていた雨は降ることなく、予定通り実施されました。生徒たちは
揃いのクラスＴシャツで、競技に応援に全力で臨みました。熱戦の結果、１年
Ｆ組、２年Ｄ組、３年Ｂ組・Ｄ組・Ｉ組（３クラス同得点）が学年優勝を手に
しました。多数の保護者の皆様に来校いただきました。ありがとうございまし
た。
開会式　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　 競技開始前

 

８０ｍ走　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　男女混合リレー
 

大縄跳び　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　 　借人競争リレー　
 

ブラスバンド部応援演奏　　　　　　　 　　　　二人三脚リレー　
 

綱引き　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 玉入れ　



 

４００ｍリレー　　　　　　　　　　　 　　　　　　　部対抗リレー　
 

閉会式　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

シンガポールからの国際実習生との交流

令和元年5月30日（木）～6月4日（火）

シンガポールから名古屋大学に教育実習に来ているVivianaさんが、本校に
て４日間、実習を行いました。数学や体育などの授業や体育祭、部活動等で、
生徒と交流しました。 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

２年進路説明会



令和元年5月30日（木）

普通科およびファッション文化科の２年生を対象に、進路説明会を行いま
した。自身の進路実現に向けて、２年生の今、何をすべきかを考える良い機会
となったと思います。 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

交通安全指導

令和元年5月27日（月）～31日（金）

生徒の交通マナーの意識を高め、安全でゆとりのある登校を促す目的で、最
寄り駅からの通学路の６か所にて声掛け指導を行いました。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 



１年「総合」講演会

令和元年5月23日（木）

１年生全員を対象に、「より良い進路選択のために」と題して、河合塾の田
上慎吾氏にご講演頂きました。１年生の今から受験に向けて知っておくべき事
柄や、進路選択の考え方、今から意識して身に付けておきたい習慣などについ
てのお話に、生徒たちはメモを取りながら熱心に耳を傾けていました。これか
らの学習や進路選択について考える良い機会になりました。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

ＰＴＡ総会・進路説明会・学級懇談会

令和元年5月9日（木）

ＰＴＡ総会では、昨年度の事業・決算・監査の報告に引き続いて、今年度の
新役員・事業計画・予算案の審議が行われ、全ての承認を頂きました。その後
の進路説明会では、本校の進学状況や大学入学共通テスト（新テスト）への本
校の対応などをお伝えしました。その後、会場を教室に移して、学級懇談会が
行われました。
ＰＴＡ総会・進路説明会には約４２０名の、学級懇談会には約３７０名の

保護者の方に参加頂きました。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　
ＰＴＡ総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

 

進路説明会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

第１回ＰＴＡ理事会

令和元年5月9日（木）

多数のクラス理事の方々にご出席いただき、本校のＰＴＡ活動について協
議しました。昨年度の事業と収支決算の確認を行い、今年度の活動方針につい
て検討しました。今年度も、保護者の皆さまとの連携を密にして、ＰＴＡ活動
の充実を目指していきたいと考えています。 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 



 

１年生 学習ガイダンス

平成31年4月25日（木）

１年生全員を対象に、学習や進路に関するガイダンスが行われました。高
校での学習や各教科の取り組み方について、進路への向き合い方や志望校を決
めていく方法等について、５人の教員よりお話があり、生徒たちは熱心に耳を
傾けていました。 　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

１年生オリエンテーション合宿

平成31年4月22日（月）～23日（火）・23日（火）～24日（水）

１年生（ファッション文化科・普通科）全員が、豊田市富永町にて１泊２
日の合宿を行いました。この合宿では、「総合的な学習」の一環として自分自
身を振り返り、高校３年間の過ごし方を深く考えることを目指しました。ま
た、１日目の野外炊事・「偏愛マップ」・校歌合唱コンクールや、２日目のハ
イキング（雨天時はドッジビー）などの集団活動を通じて協調性を養い、クラ
スの親睦を深めました。 　　　　　　　　　　　　　　

入所式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

野外炊事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

偏愛マップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

校歌合唱コンクール　　　　　　　　　　　　　　
 

ハイキング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドッジビー
 

前期生徒会役員選挙



平成31年4月17日（水）・18日（木）

４名の生徒が生徒会役員に立候補しました。立会演説ではそれぞれが、自
分の想いを全校生徒にしっかりと伝えていました。投票の結果、全員が信任さ
れて、放送室での認証式にて校長より認証状を授与されました。　
　　　　　　　　　　　　　　

立会演説会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

認証式　　　　　　　　　　　　　　　　
 

離任式・１年生オリエンテーション

平成31年4月9日（火）

離任される先生方から、温かい励ましの言葉と桜台への熱い想いをたくさ
ん頂きました。式典後の控室付近では、お世話になった先生との別れを惜しむ
生徒の姿が多数見られました。先生方、本当にありがとうございました。
この日は午前中に１年生へのオリエンテーションが行われ、午後からは授

業が始まりました。 　　　　　　　　　　　　　　

離任式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 



 

 

 

 

 

離任式後の控室前　　　　　　　　　　　　　　　１年生オリエンテーシ
ョン



 

１学期始業式・新任式・対面式

平成31年4月8日（月）

新年度が始まりました。校長式辞では、まもなく新しい時代を迎えるが、
変化やリスクに臆することなく挑戦して行こうとの激励がありました。ＨＲ担
任発表と新任式に続いて対面式が行われ、生徒会長は新入生への歓迎の言葉
を、新入生代表は高校生活への決意の言葉を交わしました。式後には、部活動
表彰とスクールカウンセラーの紹介が行われました。
　　　　　　　　　　　　　　

校長式辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教務部長講話
 

生徒指導部長講話　　　　　　　　　　　　　　 新任式
 

対面式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部活動表彰
 



入学式・ＰＴＡ入会式

平成31年4月5日（金）

満開の桜の下、新入生360名が桜台生としてのスタートを切りました。校長
式辞では、自分で考え自分で判断し自分で行動できる人間になってほしい、ま
た、群れの中で最初に海に飛び込む「ファーストペンギン」のように、勇気を
持って自ら挑戦していってほしいとの激励の言葉がありました。代表生徒の宣
誓では、皆がそれぞれの道へ自信を持って進んでいけるよう精一杯努力します
との決意が述べられました。入学式後には、ＰＴＡ入会式や海外研修説明会が
行われました。 　　　　　　　　　　　　　　

校長式辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宣誓
 

担任紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＴＡ入会式
 

海外研修説明会　　　　　　　　　　　　　　　　正門付近
 

平成３０年度行事報告（後半）はこちら
平成３０年度行事報告（前半）はこちら
平成２９年度行事報告（後半）はこちら
平成２９年度行事報告（前半）はこちら
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令和元年度行事報告（後半）
第71回卒業証書授与式・桜丘会入会式

令和 2年 3月 2日（月）

ウィルス対策として時間を短縮して実施いたしました。卒業生３５７名
は、３年間の様々な思い出を胸に本校を巣立っていきました。
校長式辞では、凡事徹底で、威張らずへこたれず天職に打ち込み、自分の人

生を歩むようにとの熱いエールが送られました。

卒業証書授与　　　　　　　　　　　　　　　　　校長式辞
 

産業教育優良生徒表彰　　　　　　　　　　　退場
 

進学マネープラン説明会

令和 2年 2月21日（金）

２年生の保護者の方を対象に「進学マネープラン説明会」を開催しまし
た。講師の河合塾ファイナンシャルプランナー西山直志氏より、進学費用がい
つ・どの位必要となるのか、具体的にお話していただきました。また、進路や
奨学金に関する、本校の現状と今後の予定について、進路指導部より説明いた
しました。７０名近くの方にご参加いただきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地図・交通案内  ｜ お問い合わせ  ｜ 緊急災害時の対応   



 

学校保健安全委員会

令和 2年 2月 5日（水）

学校医・学校歯科医・学校薬剤師の先生方と、ＰＴＡ会長・生活保健委員
のＰＴＡ理事の皆様をお迎えして、今年度の学校保健安全委員会を開催しまし
た。本校生徒の健康状況や学校環境について、養護教諭からの報告の後、学校
医・学校歯科医・学校薬剤師の各先生よりご助言をいただきました。生徒の健
康や校内の環境について理解を深めることができました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

ファ文科・南図書館との連携企画

令和 2年 2月 1日（土）～28日（金）

南図書館との連携企画で、ファッション文化科の生徒の作品が、１階エント
ランスホールのガラスケースに展示されています。南図書館にお越しの際は是
非、デザイン画・ワンピース・つまみ細工などの華やかな作品と、美しいファ
ッションフォトパネルをご覧ください。館内には、様々な繊維からなる糸や織
物に関する書籍のコーナーもあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

２年進路説明会

令和 2年 1月30日（木）

田上慎吾氏（河合塾）を講師にお招きして、普通科２年生を対象とした講演
会を行いました。まもなく３年生となる生徒たちは、受験に向けての心構えや
これから受ける模試の活用法、今からやるべきこと等についてのお話を、メモ
を取りながら熱心に聞いていました。目標を持って、進路実現に向かって進ん
で行ってください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

第４回ＰＴＡ常任理事会・理事会

令和 2年 1月28日（火）

今回は令和元年度のまとめとして、各委員会より１年間の活動報告がありま
した。また、３年学年代表理事、３年学年団主任、ファッション文化科主任よ
り、３年間を振り返っての思い出や感謝の言葉、３年生の現在の様子が語られ
ました。ＰＴＡ理事の皆様、１年間ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

１年「総合」講演会

令和 2年 1月23日（木）

「ピースあいち」副館長の竹川様と語り部の木下様を講師としてお招きし



て、戦争と平和に関する講演会を行いました。
１年生は現在、次年度の修学旅行に向けて、「広島」「戦争」をテーマに事

前学習を行っています。今回、広島で直接戦争を体験された語り部の方からお
話を伺ったことで、遠い昔と思っていた７５年前の事柄が現在につながってい
ると実感したことでしょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

交通安全指導

令和 2年 1月20日（月）～24日（金）

最寄り駅から学校までの５か所にて、登校中の生徒への声かけ指導を学期毎
に行っています。この冬は例年ほど寒くはありませんが、日の出の遅いこの時
期も時間に余裕を持って登校するよう指導しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

大学入試センター試験

令和 2年 1月18日（土）・19日（日）

約３１０名の３年生が４つの会場（名城大学、中京大学、昭和高校、天白
高校）にて大学入試センター試験に臨みました。両日とも穏やかな天候で、各
会場には教職員が応援に駆けつけました。受験シーズンはしばらく続きます。
桜台生の今後の検討を祈ります。

中京大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和高校
 

３学期始業式

令和 2年 1月 7日（火）

校長式辞では、時間と心の持ちようについてのお話があり、「３年間」を
桜台で共有してきた３年生へ激励の言葉が掛けられました。教務主任からは、
人口減少という今までにない社会をどう生きるかについての講話があり、ま
た、進路指導主事からは、100％の力を出すことで生きる基準を高めようとの
エールが送られました。進路実現を目指す３年生をはじめ、全ての桜台生にと
って実り多い学年末となることを期待しています。



校長式辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教務主任講話
 

進路指導主事講話　　　　　　　　　　　　　　　表彰披露　
 

２学期終業式

令和元年12月23日（月）

校長式辞では、人権についてのお話、「当たり前のこと」の重要性につい
てのお話がありました。表彰披露では、多数の部活動に加えて、ファッション
文化科、英語検定試験・英単語コンクール、市立体育大会総合成績についての
表彰もありました。引き続いて、全国大会に出場するダンス部の壮行会が行わ
れました。

校長式辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒指導主事講話
 

図書館主任講話　　　　　　　　　　　　　　　　表彰披露　
 



２年「総合」出張講義

令和元年12月16日（月）

大学・専門学校より２２名の方を講師としてお迎えして、２年生全員を対象
に、専門分野別の模擬授業・説明会を行いました。１時間強の短い時間でした
が、生徒の進路決定を促し、学習意欲を高める良いきっかけになりました。

教育学系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工学（情報工学）
系　

 

法学系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 薬学系
 

農学系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工学（機械工学）
系

 

栄養学系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工学（材料デザイ
ン工学）系



 

外国語学系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文学系
 

看護学系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 心理学系
 

外務省「高校講座」

令和元年12月13日（金）

外務省国際協力局の太田友啓氏を講師にお迎えして、１・２年生を対象とし
た、キャリアガイダンス講演会を行いました。外交官のお仕事、特に太田氏の
携われている国際協力について、諸外国の発展に日本が様々な形で貢献してい
ること、そして紙幣に描かれるほど感謝されていることなど、興味深いお話を
して頂きました。生徒たちには、改めて世界に目を向ける良い機会になったと
思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

教員希望者向け説明会

令和元年12月4日（水）

名古屋市教育委員会の方をお招きして、教職を希望する生徒向けの説明会を
行いました。期末考査終了直後でしたが、２８名の生徒が参加して、熱心に耳
を傾けて質問をしていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

「心肺蘇生法」講習会

令和元年12月4日（水）

生徒を対象とした「心肺蘇生法」の講習会を行いました。倒れている人を
発見したという状況を想定して、傷病者への呼びかけ・周囲の人への１１９番
通報とＡＥＤの依頼・胸骨圧迫（心臓マッサージ）・人工呼吸そしてＡＥＤの
使用の一連の行動を、参加した３１名全員が行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

令和元年度 学校関係者評価委員会

令和元年12月2日（月）

学校評議員・保護者代表・地域代表の８名の方々をお迎えして、今年度の本
校の状況・取り組みについて、協議・意見交換を行いました。多数のご意見・
ご提言をいただきました。今後の学校運営に活かしていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

講演会「エールとともに」

令和元年11月14日（木）

大塚製薬による「ポカリスエット『エールとともに』エールキャラバン
2019」が開催されました。バレーボール元日本代表選手の山本隆弘氏をお招
きして、「夢・目標に向かって～挑戦することの大切さ～」と題してご講演し
ていただきました。様々な困難にも挫けることなく挑戦を続けて、代表選手の
座を手にされた山本氏のお話に、生徒たちは大変感銘を受けた様子でした。記
念の横断幕は、今後、部活動の大会の応援等に使用される予定です。
ご講演後、山本氏にはバレーボール部の練習に参加していただきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

名古屋市立高等学校 ＰＴＡ指導者研究集会（分科会）

令和元年11月13日（水）

先月の全体会に引き続いて、ＰＴＡ指導者研究集会の分科会が、イーブルな
ごやにて行われました。本校からは１０名のＰＴＡ理事の方が参加されまし
た。初めに北高校ＰＴＡより、活動の報告がありました。その後の研究討議で
は、各校のＰＴＡ活動（校外研修会、制服のリサイクル、学校祭でのバザー
等）の状況について質疑応答が行われて、活発な意見交換の場となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

ＰＴＡ図書委員会 研修会

令和元年11月8日（金）

ファッション関係の書籍の出版に関わっていらっしゃる、本校ＰＴＡ副会
長の鵜飼功氏を講師にお招きして、ファッションに関する研修会を実施しまし
た。はじめに、色にまつわる様々なお話があり、続いて、参加者をモデルに実
践的なカラーコーディネートについて紹介されました。３２名の保護者の方に
ご参加いただき、和やかな研修会となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

防災訓練（火災）

令和元年11月7日（木）



　火災を想定した避難訓練が実施されました。生徒たちは、放送で出火場
所を確認し、適切な経路をたどってグラウンドへと避難しました。点呼後、校
長より、火災に限らず台風による水害等の様々な災害に、普段から備えておく
ことが大切であるとの講和がありました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

図書館文化行事

令和元年11月6日（水）

毎年、読書週間に合わせて図書館文化行事が行われています。今年度は「ク
イズを解いて図書館博士になろう」と題して、クイズラリーが実施されまし
た。参加者は校内を巡り、掲示してあるクイズに答えます。全員に素敵な景品
が贈られました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 解答中　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問題です　



 

採点中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 景品選びに迷いま
す　　　

 

「歩こう！文化のみち」ファッションショー

令和元年11月3日（日・祝）

文化の日に毎年、東区で行われているイベント「歩こう！文化のみち」の
一環として、本校ファッション文化科がファッションショーを開催しました。
３年生にとって、これが最後のショーです。超満員の会場は、市民の方からの
大きな拍手で包まれていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

第72回名古屋市教育祭「第55回名古屋市立高等学校音楽会」

令和元年11月2日（土）

名古屋市立の各高校の音楽系部活動が一堂に会する催しが、名古屋市青少
年文化センター・アートピアホールにて行われました。この日、ブラスバンド
部は東海マーチング大会出場により参加できませんでしたが、本校からは軽音
部と合唱部が参加し、多くの観客の前で日ごろの練習の成果を披露しました。

軽音部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 合唱部　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 合唱部（合同合
唱）　



 

１年類型・コース選択説明会・進路説明会

令和元年10月24日（木）

１年生の生徒と保護者を対象に、２年次からの類型選択（普通科）とコー
ス登録（ファッション文化科）に関する説明会と、進路説明会を実施しまし
た。本校では、進路に応じた学習内容の充実という観点から、２年次より、普
通科は文系と理系に、ファッション文化科はクリエイティブコースとデザイン
コースに分かれて学習します。
１年生は、自分の進路を見据えて、１２月までに類型・コースを決めていく

ことになります。生徒たちは、保護者とともに熱心に説明を聞いていました。

ファッション文化科　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

普通科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

名古屋まつり ナナちゃん隊パレード

令和元年10月20日（日）

ファッション文化科1・２年の有志生徒が、夏休み返上で制作した衣装をま
とったナナちゃん人形とともに、「ナナちゃん隊」として名古屋まつりのパレ
ードに参加しました。前日は雨天予報のためパレード中止となりましたが、こ
の日は秋晴れの下、ブラスバンド部と一緒に栄・大津通りを歩きました。沿道
からたくさんの声援・拍手をいただきました。保護者をはじめ応援いただきま
した皆様、ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

名古屋市立高等学校 ＰＴＡ指導者研究集会（全体会）

令和元年10月15日（火）

名古屋市立中央高等学校・講堂にてＰＴＡ指導者研究集会・全体会が開催
され、本校からは１２名のＰＴＡ理事の方にご参加いただきました。会では、
ＰＴＡ協議会長の齊藤（本校ＰＴＡ会長）様の挨拶の後、大阪市立大空小学校
初代校長の大村泰子氏による講演「『自分をつくる』～多様な社会を生き抜く
力を～」が行われました。ドキュメンタリー映画『みんなの学校』の裏側も紹
介されながら、現場で実践されてきた事柄について熱く語っていただきまし
た。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

１年「総合」講演会（デートＤＶ講座）

令和元年10月10日（木）

産婦人科医師の丹羽咲江氏を講師にお迎えして、１年生対象の講演会が行わ
れました。「いのちと性を考える ～お互いを大切にすること～ 」をテーマ
に、性感染症・避妊等に関する正しい知識や、恋人との対等な関係についてお
話しいただきました。生徒たちは、これから出会う相手も自分自身も大切にす
ることの意味について、理解を深めました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

秋期交通安全指導

令和元年10月7日（月）～11日（金）

生徒の交通マナーの意識を高めて、安全でゆとりのある登校を促す目的で、
今年度もこの時期にＰＴＡ生活保健委員会の方々と共に、登校する生徒へのあ
いさつ・声かけ指導を行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

１年「総合」講演会

令和元年10月3日（木）



ストップイットジャパン株式会社 代表取締役の谷山大三郎氏を講師にお迎
えして、１年生対象の講演会が行われました。ＳＮＳ等のネット利用の留意点
やいじめへの対応について、谷山氏にはご自身の経験を交えてお話しいただき
ました。ご講演やクラス内のトラブルを描いたビデオ映像を通じて、生徒たち
は、同じ状況だったら自分ならどうするのかと考える時間を過ごしました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

学校見学会

令和元年9月28日（土）

本校は夏季休業中に学校見学会を実施してきましたが、今年度より２学期
に行うこととなりました。今回も多数の方々（中学生と保護者の方、合わせて
約1,800名）にご参加いただきました。ありがとうございました。
全体会では、校長あいさつに続いて、学習と進路に関する説明、学校生活に

関するスライドショー、ブラスバンド部の演奏が行われました。その後、参加
者には校内施設や部活動を見学していただきました。また、ファッション文化
科希望者向けの説明会も実施しました。

全体会　　　　　　　　　　　　　　　
 

校内見学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

海外派遣報告会・部活動壮行会

令和元年9月27日（金）

立会演説会に続いて、名古屋市立高等学校海外派遣事業に参加した生徒の報
告会が行われました。夏季休業中に１２日間、オーストラリア・シドニー市で
研修を行った４名の生徒は、各々、現地で学んだ事柄についてスライドを用い
て報告しました。
報告会に続いて、東海大会に出場する卓球部とブラスバンド部の壮行会が行

われました。練習の成果が発揮されるよう、全校生徒で大きな拍手を送りまし
た。

シドニー派遣報告会　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

部活動壮行会　　　　　　　　　　　　　　　
 

後期生徒会役員選挙

令和元年9月27日（金）・30日（月）

後期生徒会役員に４名の生徒が立候補し、桜朋館にて立会演説会が行われ
ました。投票の結果、全員が信任され、４人は30日の認証式にて校長より認
証状を授与されました。皆で協力して、全校生徒にとって桜台がさらに良い学
校となるよう頑張ってください。

立会演説会　　　　　　　　　　　　　　　
 

認証式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 



第３回ＰＴＡ常任理事会・理事会

令和元年9月24日（火）

今回は、ＰＴＡ運営費等の中間会計報告および監査報告、桜舞祭での生徒
行事委員会・常任理事会の活動報告等が行われました。また、１０月の「教育
講演会」や１１月の「図書委員会研修会」についての検討・打ち合わせも行わ
れました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

第72回 名古屋市教育祭・高等学校展覧会

令和元年9月17日（火）～22日（日）

「名古屋市民ギャラリー栄」にて市立高等学校展覧会が開催され、本校の
ファッション文化科、書道部、写真部、美術部の生徒たちが意欲的に取り組ん
だ、数多くの魅力的な作品が展示されました。ご来場いただきました皆様、あ
りがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

第71回 桜舞祭

令和元年9月13日（金）・14日（土）

今年度のメインテーマは「令和物語～０話～」。　桜朋館でのオープニン
グでは、各クラスとＰＴＡのＰＲ、教員による出し物、有志生徒の発表が行わ
れ、大変盛り上がりました。
翌日の一般公開では、約2,200人の来場者をお迎えして、様々な発表・展示

を行いました。今年度もＰＴＡによる物品販売・模擬店がありました。また一
般公開終了後には、桜朋館での閉会式と、３年振りにグラウンドでの後夜祭が
行われました。
多数の方々にご来場いただきまして、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オープニング
 



クラス発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

部発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PTA模擬店
 

閉会式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

後夜祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



 

２学期始業式

令和元年9月2日（月）

始業式での校長式辞、教務部長・生徒指導部長講話では、時間の使い方を
考えて、鍛錬を積むようにというお話がありました。
式後は、ファッション文化科の有志生徒が取り組んだ「ナナちゃん人形衣

装」の披露と、部活動の表彰が行われ、多くの生徒が壇上に上がりました。

校長講話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナナちゃん人形衣装
披露

 

部活動表彰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

桜台高校作品展

令和元年7月10日（水）16日（火）17日（水）

市民ギャラリー栄にて、ファッション文化科のファッションショー作品写真
パネルと、美術部・書道部・写真部の作品が合同展示されました。ご来場頂き
ましてありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　



 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　
 

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　
 

令和元年度行事報告（前半）はこちら
平成３０年度行事報告（後半）はこちら
平成３０年度行事報告（前半）はこちら
平成２９年度行事報告（後半）はこちら
平成２９年度行事報告（前半）はこちら
平成２８年度行事報告（後半）はこちら
平成２８年度行事報告（前半）はこちら
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