
No, 専門部名 月日 事業内容 会場

1 事務局 4月中旬 令和元年度生徒数等調査依頼
2 事務局 5月中旬 令和元年度分担金納入依頼
3 事務局 5月9日 令和元年度理事会･評議員会合同会議 ルビノ京都堀川
4 事務局 5月9日 令和元年度役員委嘱
5 事務局 7月4日（実施検討） 第１回常任理事会 京都府立鴨沂高等学校（予定）
6 事務局 11月28日（実施検討） 第２回常任理事会・第１回事業検討会議・連盟賞等選考会 京都府立鴨沂高等学校（予定）
7 事務局 1月23日（実施検討） 第３回常任理事会・第２回事業検討会議 京都府立鴨沂高等学校（予定）
8 事務局 4月25日 第１回専門部委員長会・会計担当者会（兼　第39回近総文京都大会　第１回運営委員会） ルビノ京都堀川
9 事務局 9月26日 第２回専門部委員長会（兼　第39回近総文京都大会　第２回運営委員会） 京都府立鴨沂高等学校（予定）
10 事務局 2月6日 第３回専門部委員長会（兼　第39回近総文京都大会　第３回運営委員会） 京都府立鴨沂高等学校（予定）
11 事務局 9月15日～11月9日 第36回京都府高等学校総合文化祭各部門（演劇･吹奏楽･M＆B･放送･囲碁･将棋･かるた･新聞部門のみ） 京都府内各会場
12 事務局 12月15日 第36回京都府高等学校総合文化祭優秀校発表会 京都コンサートホール
13 事務局 6月16日 第36回京都府高等学校総合文化祭音楽部門｢北部発表会｣ 宮津会館
14 事務局 9月28日･29日 第24回丹後高等学校文化祭典 網野体育センター
15 事務局 10月27日 令和元年度中丹学校文化祭 福知山市厚生会館
16 事務局 6月16日 令和元年度一般生徒還元事業「北部対象還元事業」 宮津会館
17 事務局 年間複数回実施予定 令和元年度一般生徒還元事業　芸術と出会う日 京都コンサートホール、近代美術館、国立博物館等

18 事務局 年間複数回実施予定 令和元年度一般生徒還元事業　伝統芸能と出会う日 京都府立文化芸術会館、ロームシアター京都等

19 事務局 8月下旬（実施検討） 全国高校生伝統文化フェスティバル－伝統芸能選抜公演－第１回生徒実行委員会 京都府立鴨沂高等学校（予定）
20 事務局 10月中旬(実施検討） 全国高校生伝統文化フェスティバル－伝統芸能選抜公演－第２回生徒実行委員会 京都府立鴨沂高等学校（予定）
21 事務局 1月末または2月上旬 全国高校生伝統文化フェスティバル－伝統芸能選抜公演－第３回生徒実行委員会 京都府立鴨沂高等学校（予定）
22 事務局 12月1日 第11回古典の日朗読コンテスト公開最終審査会及び表彰式 未定
23 事務局 12月上旬 全国高校生伝統文化フェスティバル　茶道フェスティバル担当者会議 京都府庁１号館会議室（予定）
24 事務局 12月14日･15日 全国高校生伝統文化フェスティバル　茶道フェスティバル 京都府立京都学・歴彩館、京都コンサートホール

25 事務局 12月上旬 全国高校生伝統文化フェスティバル　運営担当者全体会議 京都府立鴨沂高等学校（予定）
26 事務局 12月上旬 全国高校生伝統文化フェスティバル　制作班統括担当者会議 京都府庁１号館会議室（予定）
27 事務局 12月上旬 全国高校生伝統文化フェスティバル　おもてなし隊チーフ会議 京都コンサートホール
28 事務局 12月15日 全国高校生伝統文化フェスティバル－伝統芸能選抜公演－ 京都コンサートホール
29 事務局 4月26日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会　第１回企画委員会 セントノーム京都
30 事務局 10月3日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会　第２回企画委員会 セントノーム京都
31 事務局 11月16日～24日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会参加（各部門開催） 京都府内各会場
32 事務局 11月15日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会総合開会式リハーサル・準備 ロームシアター京都メインホール 
33 事務局 11月16日 第40回近畿高等学校総合文化祭京都大会総合開会式 ロームシアター京都メインホール 
34 事務局 11月24日 第41回近畿高等学校総合文化祭京都大会総合閉会式 京都コンサートホール
35 事務局 5月21日 令和元年度全国高文連第１回定時総会 渋谷アイビーホール
36 事務局 7月27日～8月1日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会参加 佐賀県内各会場
37 事務局 8月24日･25日 第30回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演 国立劇場（東京都千代田区）
38 事務局 12月5日･6日 令和元年度第30回全国高文連研究大会（山形大会） 山形テルサ
39 演劇 4月21日 第１回　常任委員会 未定
40 演劇 4月23日 両丹支部顧問会議 未定
41 演劇 4月 第36回京都府高等学校総合文化祭演劇部門　第39回近畿高等学校総合文化祭演劇部門　事務局・ホール打ち合わせ 八幡市文化センター
42 演劇 5月12日 中部支部顧問会議 京都市東山青少年活動センター
43 演劇 5月26日 第２回　常任委員会･会監査・顧問定期総会･各支部顧問総会 未定
44 演劇 6月8日 両丹支部顧問会議 未定
45 演劇 6月18日 近畿高等学校演劇協議会　第１回事務局長会議・常任委員会・劇作連絡会 大阪府立長尾高等学校
46 演劇 7月25日 南部支部顧問会議 同志社国際高等学校
47 演劇 7月26日 中部支部顧問会議 京都府立文化芸術会館
48 演劇 7月26日 全国高等学校演劇協議会　第１回全国常任理事会・全国理事会 鳥栖市民文化会館
49 演劇 8月 両丹支部顧問会議 未定
50 演劇 8月20日～22日 中部支部大会　試演打ち合わせ会 京都府立文化芸術会館
51 演劇 8月21日～22日 南部支部大会　試演打ち合わせ会 文化パルク城陽
52 演劇 8月 第３回　常任委員会 未定
53 演劇 8月～11月 第29回　創作脚本コンクール
54 演劇 10月1日 近畿高等学校演劇協議会　第２回事務局長会議・常任委員会・劇作連絡会 八幡市文化センター
55 演劇 10月6日 第36回京都府高等学校総合文化祭演劇部門　打ち合わせ会 八幡市文化センター
56 演劇 11月2日 第36回京都府高等学校総合文化祭演劇部門　リハーサル・前日準備（運営委員会） 八幡市文化センター
57 演劇 11月 両丹支部顧問会議 未定
58 演劇 12月 第４回常任委員会 未定
59 演劇 12月 全国高等学校演劇協議会　第２回全国常任理事会 日本工学院専門学校
60 演劇 1月11日 両丹支部顧問会議 野田川ユースセンター
61 演劇 1月 南部支部合同公演「東（イースト）劇場」 京都市醍醐交流会館
62 演劇 1月 中部支部冬季合同公演　第12回｢冬劇祭｣ 京都市東山青少年活動センター
63 演劇 2月 中部支部三校合同公演「如月演劇祭」 洛星高等学校
64 演劇 2月2日 近畿高等学校演劇協議会　第３回常任委員会 京都造形芸術大学
65 演劇 2月 南部支部５校合同公演 同志社国際高等学校
66 演劇 2月 第５回常任委員会 未定
67 演劇 3月 全国高等学校演劇協議会　第３回全国常任理事会 りゅうとぴあ新潟市民芸術文化会館
68 演劇 3月 全国高等学校演劇協議会　第２回全国理事会 りゅうとぴあ新潟市民芸術文化会館
69 演劇 3月 中部支部　顧問会議 未定
70 演劇 3月 南部支部　顧問会議 未定
71 演劇 5月12日 中部支部　演劇講習会・中部支部大会抽選会 京都市東山青少年活動センター
72 演劇 6月8日 両丹支部　演劇講習会 未定
73 演劇 6月9日 南部支部　生徒総会・演劇講習会 京都聖母学院高等学校
74 演劇 7月 南部支部大会　舞台使用説明会 同志社国際高等学校
75 演劇 7月 中部支部大会　舞台使用説明会 京都府立文化芸術会館
76 演劇 9月14日～15日 南部支部大会兼生徒･指導者講習会 文化パルク城陽
77 演劇 9月21日～23日 中部支部大会兼生徒･指導者講習会 京都府立文化芸術会館
78 演劇 9月15日 両丹支部大会兼生徒・指導者講習会 みやづ歴史の館文化ホール
79 演劇 11月3日 第36回京都府高等学校総合文化祭演劇部門兼生徒･指導者講習会 八幡市文化センター
80 演劇 11月22日～24日 第39回近畿高等学校総合文化祭演劇部門兼生徒・指導者講習会 八幡市文化センター
81 演劇 1月11日～12日 両丹支部合同合宿 野田川ユースセンター
82 演劇 3月 中部支部演劇講習会 未定
83 演劇 3月 南部支部演劇講習会 未定
84 合唱 4月19日 第１回常任委員会 京都府立洛東高等学校
85 合唱 4月20日 生徒実行委員会・顧問打合せ 京都府立洛東高等学校
86 合唱 4月28日 合同練習会・生徒実行委員会 京都府立洛東高等学校
87 合唱 5月12日 合同練習会・生徒実行委員会 未定
88 合唱 5月中旬 第１回顧問会議・近総文運営委員会 未定
89 合唱 5月25日 合同練習会・生徒実行委員会 ロームシアター京都
90 合唱 5月26日 第55回京都合唱祭 ロームシアター京都
91 合唱 6月下旬 第２回常任委員会 未定
92 合唱 7月上旬 第２回顧問会議・近総文運営委員会 未定
93 合唱 7月中旬 合同練習会・生徒実行委員会 未定
94 合唱 7月下旬 合同練習会・生徒実行委員会 未定
95 合唱 7月30日 合同練習会・生徒交流会 未定
96 合唱 7/31～8/1 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会合唱部門 鳥栖市民文化会館
97 合唱 8月11日 令和元年度京都府合唱コンクール 八幡市文化センター
98 合唱 8月中旬 第３回常任委員会 未定
99 合唱 9月中旬 第３回顧問会議・近総文運営委員会 未定
100 合唱 9月29日 合同練習会・生徒実行委員会 未定

令和元年度　事業計画



No, 専門部名 月日 事業内容 会場

101 合唱 10月中旬 第４回近総文運営委員会・会場打合せ 未定
102 合唱 10/20または22 合同練習会・生徒実行委員会 未定
103 合唱 10月下旬 第４回常任委員会 未定
104 合唱 11月3日 合同練習会・顧問打合せ・生徒実行委員会 未定
105 合唱 11月上旬 第５回近総文運営委員会 未定
106 合唱 11月16日 合同練習会・近総文前日準備（・第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会総合開会式） 文化パルク城陽（ロームシアター京都）
107 合唱 11月17日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会合唱部門 文化パルク城陽
108 合唱 11月下旬 第５回常任委員会 未定
109 合唱 12月上旬 第４回顧問会議 未定
110 合唱 12月15日 第36回京都府高等学校総合文化祭優秀校発表会 京都コンサートホール
111 合唱 1月下旬 第６回常任委員会 未定
112 合唱 2月下旬 第７回常任委員会 未定
113 合唱 3月上旬 第５回顧問会議 未定
114 合唱 3月下旬 合同練習会 未定
115 合唱 6月2日 第１回指導者･生徒講習会・生徒交流会 呉竹文化センター
116 合唱 2月9日 第２回指導者･生徒講習会・小アンサンブルコンサート 京都市立京都堀川音楽高等学校ホール
117 吹奏楽 5月25日 春の高校バンドフェスティバル 京都駅室町小路広場
118 吹奏楽 7月27日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会　パレード部門　 佐賀市街
119 吹奏楽 7月29日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会　マーチング＆バトントワリング部門　 佐賀県総合体育館
120 吹奏楽 7月31日･8月1日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会吹奏楽部門　 佐賀市文化会館
121 吹奏楽 9月15日 第36回京都府高等学校総合文化祭マーチング＆バトントワリング部門　 山城運動公園体育館
122 吹奏楽 10月27日 秋の高校バンドフェスティバル 京都駅室町小路広場
123 吹奏楽 10月27日 管打楽器講習会（北部講習会） 宮津高校（予定）
124 吹奏楽 11月9日 第36回京都府高等学校総合文化祭吹奏楽部門　 京都コンサートホール
125 吹奏楽 11月24日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会吹奏楽部門 京都コンサートホール
126 吹奏楽 12月22日 アンサンブル講習会 京都明徳高校（予定）
127 器楽･管弦楽 5月7日 第１回顧問会議 ノートルダム女学院高等学校
128 器楽･管弦楽 5月 クラシックギター講習会 京都府立北嵯峨高等学校
129 器楽･管弦楽 7月 ハンドベル講習会 京都聖母学院高等学校
130 器楽･管弦楽 7月28日･29日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会器楽・管弦楽部門参加 佐賀市文化会館
131 器楽･管弦楽 9月 第２回顧問会議 ノートルダム女学院高等学校
132 器楽･管弦楽 10月 第３回顧問会議 ノートルダム女学院高等学校
133 器楽･管弦楽 10月 クラシックギター講習会 京都府立北嵯峨高等学校
134 器楽･管弦楽 10月 オーケストラ講習会 洛星高等学校
135 器楽･管弦楽 11月 オーケストラ講習会 洛星高等学校
136 器楽･管弦楽 11月 第４回顧問会議･第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会器楽・管弦楽部門運営会議 未定
137 器楽･管弦楽 11月15日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会総合開会式リハーサル・準備 ロームシアター京都メインホール 
138 器楽･管弦楽 11月16日 第40回近畿高等学校総合文化祭京都大会総合開会式 ロームシアター京都メインホール 
139 器楽･管弦楽 11月17日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会器楽･管弦楽部門開催 ロームシアター京都メインホール 
140 日本音楽 4月14日 春の定期演奏会 京都明徳高等学校
141 日本音楽 6月 顧問会議 未定
142 日本音楽 7月初旬 顧問会議 京都橘高等学校
143 日本音楽 7月27日･28日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会 武雄市文化会館
144 日本音楽 8月 顧問会議 未定
145 日本音楽 11月上旬 顧問会議 京都橘高等学校
146 日本音楽 11月17日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会日本音楽部門 ロームシアター京都サウスホール
147 日本音楽 11月17日 顧問会議 ロームシアター京都
148 日本音楽 12月15日 第36回京総文優秀校発表会及び全国高校生伝統文化フェスティバル参加 京都コンサートホール
149 日本音楽 3月上旬 顧問会議 京都橘高等学校
150 吟詠剣詩舞 4月9日 専門部会議 京都府立園部高等学校
151 吟詠剣詩舞 5月21日 専門部会議 京都府立園部高等学校
152 吟詠剣詩舞 7月9日 専門部会議 京都府立園部高等学校
153 吟詠剣詩舞 12月17日 専門部会議 京都府立園部高等学校
154 吟詠剣詩舞 3月3日 専門部会議 京都府立園部高等学校
155 吟詠剣詩舞 7月28日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会吟詠剣詩舞部門参加 唐津市民会館
156 吟詠剣詩舞 11月15日 第39回近畿高等学校総合文化京都大会開会式準備 ロームシアター京都メインホール
157 吟詠剣詩舞 11月16日 第39回近畿高等学校総合文化京都大会開会行事 ロームシアター京都メインホール
158 吟詠剣詩舞 11月23日 第39回近畿高等学校総合文化京都大会吟詠剣詩舞部門リハーサル・準備 文化パルク城陽
159 吟詠剣詩舞 11月24日 第39回近畿高等学校総合文化京都大会吟詠剣詩舞部門参加 文化パルク城陽
160 吟詠剣詩舞 7月27日 第1回生徒･指導者特別講習会 唐津市民会館
161 吟詠剣詩舞 11月23日 第2回生徒･指導者特別講習会 城陽パルク
162 吟詠剣詩舞 4月13日 他20回 剣舞生徒講習会 園部高校格技場
163 吟詠剣詩舞 4月9日 他40回 詩吟生徒講習会 園部高校桜ケ丘記念会館
164 郷土芸能 5月 第21回関西高校和太鼓交流会　実行委員会 京都橘高等学校
165 郷土芸能 6月 第21回関西高校和太鼓交流会 京都橘高等学校
166 郷土芸能 5月・7月・10月 京都府高等学校文化連盟郷土芸能専門部会議 京都橘高等学校
167 郷土芸能 7月29日 全国高等学校文化連盟郷土芸能専門部会 武雄市文化会館
168 郷土芸能 7月30日～8月1日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会郷土芸能部門(京都橘) 武雄市文化会館
169 郷土芸能 10月 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会郷土芸能部門会場打ち合わせ 文化パルク城陽
170 郷土芸能 11月24日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会郷土芸能部門 リハーサル 文化パルク城陽
171 郷土芸能 11月24日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会郷土芸能部門 文化パルク城陽
172 郷土芸能 12月14日 全国高校生伝統文化フェスティバル リハーサル 京都コンサートホール
173 郷土芸能 12月15日 全国高校生伝統文化フェスティバル 京都コンサートホール
174 郷土芸能 4月～2月 尺八講習会 京都橘高等学校
175 郷土芸能 4月～2月 篠笛講習会 京都橘高等学校
176 郷土芸能 4月～2月 マジック講習会 京都府立南陽高等学校
177 郷土芸能 4月～2月 和太鼓講習会 京都光華高等学校
178 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 4月3日 常任理事会　 長岡京市西山公園体育館
179 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 4月23日 顧問総会 京都府立山城高等学校
180 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 5月11日 キャプテン会議（コンテスト抽選会） 京都府立山城高等学校
181 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 6月15日 京都府高等学校バトントワリングコンテスト参加 長岡京市西山公園体育館
182 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 7月29日 第43回全国高等学校総合文化祭マーチングバンド・バトントワリング部門参加 佐賀県総合体育館
183 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 9月15日 第36回京都府高等学校総合文化祭マーチングバンド・バトントワリング部門参加 山城総合運動公園体育館
184 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 11月24日 第39回近畿高等学校総合文化祭マーチングバンド・バトントワリング部門参加 山城総合運動公園体育館
185 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 4月3日 バトン講習会 長岡京市西山公園体育館
186 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ 7月～11月 巡回講習会　18回　近総文合同演技講習 各加盟校
187 美術・工芸 5月24日 第１回顧問総会 未定
188 美術・工芸 7月13日 第10回京都府デッサンコンクール 京都府立亀岡高等学校
189 美術・工芸 7月27日～31日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会美術･工芸部門 佐賀県立博物館・佐賀県立美術館
190 美術・工芸 8月1日 指導者･生徒講習会（美術館研修） 京都国立近代美術館
191 美術・工芸 8月上旬 指導者･生徒講習会（アニメーション） 京都造形芸術大学
192 美術・工芸 7月下旬・8月上旬 指導者･生徒講習会（立体造形） 京都造形芸術大学
193 美術・工芸 8月17日 第36回京都府高等学校総合文化祭作品下見会　南部会場 京都府立亀岡高等学校
194 美術・工芸 8月18日 第36回京都府高等学校総合文化祭作品下見会　北部会場 宮津市中央公民館
195 美術・工芸 10月29日 指導者･生徒講習会（映像） 京都府立宮津高等学校
196 美術・工芸 11月23日〜24日 第36回京都府高等学校総合文化祭　美術･工芸部門開催 みやこめっせ第１展示場Ａ面

197 美術・工芸 11月23日〜24日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会美術･工芸部門 みやこめっせ第１展示場Ｂ面

198 美術・工芸 12月15日 第36回京都府高等学校総合文化祭 優秀校発表会 作品展示 京都コンサートホール「ホワイエ」
199 美術・工芸 3月9日 第２回顧問総会 未定
200 書道 年間8回程度 専門部会議 京都府立福知山高等学校　他
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201 書道 5月24日 第１回顧問会議 京都府立桂高等学校
202 書道 7月上旬 第２回顧問会議、第39回近畿総合文化祭京都府代表生徒選考会 京都府立北嵯峨高等学校
203 書道 7月27日～7月31日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会書道部門 唐津市文化体育館・HOTEL＆RESORTS SAGA KARATSU

204 書道 11月22日 第３回顧問会議 日図デザイン博物館
205 書道 11月23日〜24日 第36回京都府高等学校総合文化祭書道部門開催 日図デザイン博物館
206 書道 11月23日〜24日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会書道部門 日図デザイン博物館・みやこめっせ
207 書道 12月上旬 第４回顧問会議､第44回全国高総文祭高知大会京都府代表生徒選考会 京都府立北嵯峨高等学校
208 書道 7月下旬 第１回指導者･生徒講習会 みやこめっせ大会議室
209 書道 11月23日 第２回指導者･生徒講習会(京総文作品講評会) みやこめっせ
210 書道 11月23日 第３回指導者･生徒講習会 みやこめっせ大会議室
211 写真 5月11日 総会・第１回生徒講習会（講師：赤尾信廣氏） 京都美術工芸大学
212 写真 5月下旬 京都総体写真撮影 西京極陸上競技場他
213 写真 6月下旬 令和元年度高文連写真専門部作品展 京都テルサ
214 写真 6月下旬 第２回生徒講習会（写真展出品作品講評） 京都テルサ
215 写真 7月27日～31日 第43回全国高等学校総合文化祭写真部門参加 佐賀県嬉野市
216 写真 8月上旬 第３回生徒講習会①②（暗室引伸講習） 京都造形芸術大学（予定）
217 写真 8月上旬 第１回指導者講習会（近畿地区顧問写真技能講習会） ビジュアルアーツ専門学校大阪
218 写真 8月上旬 第４回生徒講習会（暗室作業講習会） ビジュアルアーツ専門学校大阪
219 写真 10月中旬 第５回生徒講習会（私学写真研究会との合同撮影会） 未定
220 写真 11月23・24日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会写真部門 京都美術工芸大学
221 写真 11月23・24日 第36回京都府高等学校総合文化祭写真部門開催（講師：赤尾信廣氏 土田智代子氏） 京都美術工芸大学
222 写真 11月23・24日 京都総体写真展 京都美術工芸大学
223 写真 11月23・24日 第６回生徒講習会（京総文出品作品講評・撮影会） 京都美術工芸大学
224 写真 12月中旬 京都現代写真作家展 京都市文化博物館
225 写真 12月中旬 第36回京総文優秀校発表会・全国高校生伝統文化フェスティバル 京都コンサートホール
226 写真 1月下旬または2月上旬作品審査会及び第２回指導者講習会 未定
227 写真 2月上旬 京都高校写真連盟作品展 佛教大学四条センター
228 写真 2月上旬 第７回生徒講習会 佛教大学四条センター
229 写真 2月上旬 第３回指導者講習会 佛教大学四条センター
230 放送 4月13日 第１回専門委員会 京都府立嵯峨野高等学校
231 放送 5月12日 顧問総会 京都府立嵯峨野高等学校

232 放送 6月15日･16日
第58回京都府高等学校放送コンテスト兼
第66回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト京都府大会

京都ノートルダム女子大学

233 放送 7月6日 第100回全国高等学校野球選手権大会京都大会開会式司会担当 わかさスタジアム
234 放送 7月22日～25日 第66回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト オリンピックセンター･NHKホール
235 放送 7月30日 全国顧問会議参加 基山町民会館
236 放送 7月31日･8月1日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会放送部門 基山町民会館･基山町総合体育館
237 放送 7月下旬 第2回専門委員会 京都府立嵯峨野高等学校
238 放送 10月26日 第36回京都府高等学校総合文化祭準備･リハーサル 京都先端科学大学
239 放送 10月27日 第36回京都府高等学校総合文化祭放送部門開催 京都先端科学大学
240 放送 11月16日･17日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会放送部門 京都コンピュータ学院
241 放送 12月1日 第10回古典の日朗読コンテスト最終審査 京都府立京都学　歴彩館
242 放送 12月14日 全国高校生茶道フェスティバル司会担当 京都府立京都学　歴彩館
243 放送 12月15日 伝フェス及び京総文優秀校発表会参加･司会 京都コンサートホール
244 放送 12月21日･22日 男子第70回・女子第31回全国高等学校駅伝競争大会司会 京都市体育館
245 放送 12月中旬 第３回専門委員会 京都府立嵯峨野高等学校
246 放送 5月12日 第１回生徒研修会 京都府立嵯峨野高等学校
247 放送 7月14日 全国大会出場生徒研修会 京都府立嵯峨野高等学校
248 放送 8月5日 第２回生徒研修会(読み) 京都府立嵯峨野高等学校
249 放送 12月中旬 第３回生徒研修会(番組) 京都府立嵯峨野高等学校
250 放送 1月中旬 第１回顧問研修会(読み) 京都府立嵯峨野高等学校
251 囲碁 4月28日 第11回京都府高等学校文化連盟囲碁部門春季大会 洛南高等学校
252 囲碁 6月9日 第43回全国高校囲碁選手権京都府大会個人戦 洛星高等学校
253 囲碁 6月15日 第43回全国高校囲碁選手権京都府大会団体戦 洛南高等学校
254 囲碁 7月14日 第11回京都府高等学校文化連盟囲碁部門夏季大会 洛南高等学校
255 囲碁 7月22日･23日 第43回全国高校囲碁選手権大会（団体戦） 日本棋院市ヶ谷会館
256 囲碁 7月23日･24日 第43回全国高校囲碁選手権大会（個人戦） 日本棋院市ヶ谷会館
257 囲碁 7月27日･28日 第43回全国高等学校総合文化祭 佐賀県立鹿島高等学校（佐賀県鹿島市）
258 囲碁 8月7日･8日 京都府高等学校文化連盟囲碁部門充実強化講習会 京都府立ゼミナールハウス
259 囲碁 10月27日 第36回京都府高等学校総合文化祭囲碁部門（個人戦） 洛南高等学校
260 囲碁 11月2日 第36回京都府高等学校総合文化祭囲碁部門（団体戦） 京都府立洛北高等学校
261 囲碁 11月16日･17日 第39回近畿高等学校総合文化祭 京都府立総合社会福祉会館（ハートピア京都）

262 囲碁 12月14日 第8回近畿高校囲碁選手権大会（個人戦） アルプス江坂囲碁センター
263 囲碁 12月15日 第8回近畿高校囲碁選手権大会（団体戦） アルプス江坂囲碁センター
264 囲碁 1月12日 第7回京都府高等学校文化連盟囲碁部門冬季大会 洛南高等学校
265 囲碁 3月21日 第14回全国高等学校囲碁選抜大会（団体戦） 大阪商業大学
266 囲碁 3月22日 第14回全国高等学校囲碁選抜大会（個人戦） 大阪商業大学
267 囲碁 4月28日 第1回指導者講習会 洛南高等学校
268 囲碁 6月9日 第2回指導者講習会 洛星高等学校
269 囲碁 7月14日 第3回指導者講習会 洛南高等学校
270 囲碁 10月27日 第4回指導者講習会 洛南高等学校
271 囲碁 1月12日 第5回指導者講習会 洛南高等学校
272 将棋 5月12日 第55回全国高校将棋京都府選手権（第43回全国高総文祭将棋部門京都府予選）　　　　　男子団体戦 京都文教高等学校
273 将棋 5月19日 第55回全国高校将棋京都府選手権（第43回全国高総文祭将棋部門京都府予選）　　　　　男子個人戦、女子団体戦、女子個人戦 京都新聞
274 将棋 6月16日 第32回全国高校将棋竜王戦京都府予選及び新人戦 京都文教高等学校
275 将棋 ７月30日～31日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会将棋部門 佐賀県(さがのへそ・ふれあい交流センター　ネイブル）

276 将棋 8月19日～20日 第32回全国高校将棋竜王戦全国大会 福岡県（電気ビル共創館）
277 将棋 9月中旬 第36回京都府高等学校総合文化祭将棋部門 京都文教高等学校
278 将棋 11月17日、18日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会将棋部門 京都府(パルスプラザ）
279 将棋 ２月６～2月８日 第28回全国高文連将棋新人大会 福島県(穴原温泉　匠のこころ　吉川屋)
280 将棋 5月19日 顧問総会 京都新聞
281 将棋 6月16日 顧問会議 京都文教高等学校
282 将棋 9月中旬 顧問会議 京都文教高等学校
283 将棋 6月16日 第1回指導者･生徒講習会 京都文教高等学校
284 将棋 9月中旬 第2回指導者･生徒講習会 京都文教高等学校
285 将棋 未定 第3回指導者･生徒講習会 未定(北部会場)
286 将棋 未定 第4回指導者･生徒講習会 未定
287 将棋 7月中旬 第1回段級位認定講習会 京都文教高等学校（予定）
288 将棋 未定 第2回段級位認定講習会 未定
289 小倉百人一首かるた 4月14日 京都小倉かるた会総会 下京青少年活動センター 大会議室
290 小倉百人一首かるた 5月11日・12日 第43回全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門出場者選考会 洛南高校競技かるた部室
291 小倉百人一首かるた 5月12日 第1回顧問会議 洛南高校２階小会議室
292 小倉百人一首かるた 6月9日・6月16日 第41回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会団体戦京都府予選 洛南高校柔道場
293 小倉百人一首かるた 6月8日 第2回顧問会議 洛南高校２階小会議室
294 小倉百人一首かるた 7月20日 第41回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会団体戦 近江神宮勧学館
295 小倉百人一首かるた 7月21日 第41回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会個人戦 近江神宮勧学館・滋賀県立武道館ほか
296 小倉百人一首かるた 7月30日～8月1日 第43回全国高等学校総合文化祭佐賀大会小倉百人一首かるた部門 佐賀県総合体育館
297 小倉百人一首かるた 8月5日・6日 第39回近畿高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門出場者選考会 未定
298 小倉百人一首かるた 8月17日･18日 京都小倉かるた会合宿練習会 近江神宮勧学館
299 小倉百人一首かるた 10月26日･27日 第36回京都府高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門開催 ホテルルビノ京都堀川
300 小倉百人一首かるた 10月27日 第3回顧問会議 ホテルルビノ京都堀川
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301 小倉百人一首かるた 11月23日･24日 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会小倉百人一首かるた部門 ホテルルビノ京都堀川
302 小倉百人一首かるた 3月中旬 第4回顧問会議 洛南高校
303 小倉百人一首かるた 4月29日 第16回全国競技かるた兵庫大会 姫路市　兵庫県立武道館
304 小倉百人一首かるた 5月3日･4日 第30回全国競技かるた広島大会 広島市　西区民文化センター
305 小倉百人一首かるた 5月4日･5日 第7回全国競技かるた大垣大会 大垣市武道館
306 小倉百人一首かるた 5月26日 藤原定家卿小倉百人一首撰定記念第73回全国かるた競技京都大会(Ａ級) 未定
307 小倉百人一首かるた 6月1日 第21回全国競技かるた愛知大会(Ｃ級) 愛知県武道館
308 小倉百人一首かるた 6月16日 第51回全国かるた女流選手権大会 あわら温泉　清風荘
309 小倉百人一首かるた 6月29日・30日 第72回全国競技かるた福井大会 センチュリオンホテル リゾート＆スパ テクノポート福井

310 小倉百人一首かるた 8月3日・4日 第27回人麿の里全国かるた競技益田大会 益田市民学習センター
311 小倉百人一首かるた 9月15日･16日 第16回全国競技かるた香川大会 高松市　総合体育館武道場
312 小倉百人一首かるた 9月29日 第32回全国競技かるた東大阪大会（Ａ級） 東大阪市　ふれあいホール
313 小倉百人一首かるた 10月5日・6日 第81回全国競技かるた北國大会 小松市　桜木体育館
314 小倉百人一首かるた 11月10日 第8回おおつ光ルくん杯競技かるた団体戦 近江神宮勧学館ほか
315 小倉百人一首かるた 12月7日･8日 第21回全国競技かるた愛知大会(Ａ・Ｂ級） 尾張大國霊神社（国府宮神社）
316 小倉百人一首かるた 12月21日・22日 第101回全国競技かるた大阪大会（ＢＣＤＥ級） ｴﾃﾞｨｵﾝｱﾘｰﾅ大阪(大阪府立体育会館)
317 小倉百人一首かるた 12月21日･22日 第7回全国競技かるた山口大会 山口県立下関武道館
318 小倉百人一首かるた 1月5日 第21回全国競技かるた愛知大会(Ｄ級） 尾張大國霊神社（国府宮神社）
319 小倉百人一首かるた 1月12日･13日 第69回高松宮記念杯近江神宮全国競技かるた大会 近江神宮勧学館　ほか
320 小倉百人一首かるた 未定 藤原定家卿小倉百人一首撰定記念第72回全国かるた競技京都大会(C～Ｅ級) 未定
321 小倉百人一首かるた 1月26日 第101回全国競技かるた大阪大会（Ａ級） 総本山四天王寺　本坊
322 小倉百人一首かるた 2月16日 第29回全国競技かるた奈良大会(Ｂ級～Ｅ級) 奈良市第二武道場
323 小倉百人一首かるた 2月23日 第32回全国競技かるた東大阪大会(Ｂ級～Ｅ級) 東大阪市東体育館・ふれあいホール
324 小倉百人一首かるた 3月15日･21日･22日 第78回全国競技かるた桑名大会 桑名市体育館
325 小倉百人一首かるた 3月20日 第48回全国競技かるた松山大会 松山市生活文化センター
326 小倉百人一首かるた 未定 百人一首競技かるた近江勧学館大会（第34回滋賀県競技かるた大会） 近江神宮勧学館
327 小倉百人一首かるた 未定 全日本かるた協会関西支部読手講習会 近江神宮勧学館
328 小倉百人一首かるた 5月12日 指導者・生徒講習会（かるた専門部顔合わせ合同練習会） 洛南高校柔道場
329 小倉百人一首かるた 6月15日～7月29日 指導者･生徒講習会(全国高総文祭出場者練習会)全10回程度 洛南高校､龍大付属平安高校､京都小倉かるた会ほか

330 小倉百人一首かるた 7月中旬 指導者･生徒講習会(競技かるたの読み方講習会) 未定
331 小倉百人一首かるた 7月中旬 指導者･生徒講習会(選手権に向けての初級者練習会) 京都光華高校　礼法教室
332 小倉百人一首かるた 7月中旬 指導者･生徒講習会(選手権に向けての合同練習会) ルビノ京都堀川
333 小倉百人一首かるた 9月上旬～11月3日 指導者･生徒講習会(近総文<ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ予選>に向けての練習会)10回程度 洛南高校､龍大付属平安高校
334 小倉百人一首かるた 3月中旬 指導者･生徒講習会(京都奈良合同団体戦練習会) 洛南高校　柔道場
335 新聞 ６月上旬 顧問総会,新聞専門部会議 京都市立西京高等学校
336 新聞 9月下旬 新聞専門部会議 京都市立西京高等学校
337 新聞 11月上旬 第36回京都府高等学校総合文化祭新聞部門開催および指導者生徒講習会 京都市立西京高等学校
338 新聞 1月下旬 新聞専門部会議 京都市立西京高等学校
339 自然科学 未定 第1回顧問会議 未定
340 自然科学 7月27日～29日 第43回全国高等学校総合文化祭 佐賀大学 本庄キャンパス （佐賀市）
341 自然科学 9月 第36回京都府高等学校総合文化祭 ビデオ審査
342 自然科学 9月 第２回顧問会議 未定
343 自然科学 11月16～17日 第39回近畿高等学校総合文化祭 京都工芸繊維大学
344 茶道 5月31日 顧問会議 京都府立嵯峨野高等学校 
345 茶道 11月16日 第39回近畿高等学校総合文化祭前日準備 国立京都国際会館
346 茶道 11月17日 第39回近畿高等学校総合文化祭兼第36回京都府高等学校総合文化祭(第２回指導者生徒講習会) 国立京都国際会館
347 茶道 12月14日 平成31年度全国高校生伝統文化フェスティバル―茶道フェスティバル―（第３回指導者生徒講習会） 京都府立京都学・歴彩館
348 茶道 12月15日 平成31年度全国高校生伝統文化フェスティバル―茶道フェスティバル―（第３回指導者生徒講習会） 京都府立京都学・歴彩館、京都コンサートホール

349 茶道 年間５回程度 専門部役員会 京都府立嵯峨野高等学校 
350 茶道 8月3日 第1回指導者生徒講習会 京都府立嵯峨野高等学校 
351 茶道 9月29日 第39回近畿高等学校総合文化祭兼第36回京都府高等学校総合文化祭　受付・案内・司会スタッフ合同稽古会 国立京都国際会館
352 茶道 未定（9月～11月の予定） 第39回近畿高等学校総合文化祭兼第36回京都府高等学校総合文化祭　交流茶会スタッフ合同稽古会 未定
353 茶道 未定（9月～11月の予定） 第39回近畿高等学校総合文化祭兼第36回京都府高等学校総合文化祭　記念茶会スタッフ合同稽古会 未定
354 茶道 未定（9月～11月の予定） 第39回近畿高等学校総合文化祭兼第36回京都府高等学校総合文化祭　もの作り体験スタッフ合同稽古会 未定
355 茶道 未定（9月～11月の予定） 第39回近畿高等学校総合文化祭京都大会茶道部門　参加校合同稽古会 未定
356 茶道 11月10日 全国高校生茶道フェスティバル　生徒スタッフ会場下見会 京都府立京都学・歴彩館
357 茶道 未定（11月の予定） 全国高校生茶道フェスティバル合同稽古（藪内） 京都府立嵯峨野高等学校 
358 茶道 未定（11月の予定） 全国高校生茶道フェスティバル合同稽古（裏千家） 未定
359 茶道 未定（11月の予定） 全国高校生茶道フェスティバル合同稽古（表千家） 京都府立嵯峨野高等学校


