
平成２９年度 news 

平成30年 3月23日  報道関係のページを更新しました。（3月16日中部経済新聞に掲載） 

平成30年 3月16日  学校行事のページを更新しました。（第 43回卒業証書授与式） 

平成30年 3月12日  部活動のページを更新しました。（Nanyo Company部） 

平成30年 3月12日  保健室よりのページを更新しました。（保健だより３月号） 

平成30年 2月27日  フードコーディネート系列のページを更新しました。（南陽御膳・フルコース実習） 

平成30年 2月20日  部活動のページを更新しました。（Nanyo Company部） 

平成30年 2月19日  保健室よりのページを更新しました。（保健だより２月号） 

平成30年 2月19日  フードコーディネート系列のページを更新しました。（スイーツ＆デリ販売） 

平成30年 2月19日  部活動のページを更新しました。（硬式野球部・吹奏楽部） 

平成30年 2月19日  報道関係のページを更新しました。（2月11日中日新聞朝刊市民版に掲載） 

平成30年 2月19日  情報ビジネス系列のページを更新しました。（模擬名古屋市長選挙 投開票） 

平成30年 2月19日  学校行事のページを更新しました。（総合学科発表会） 

平成30年 2月 8日  福祉ネットワーク系列のページを更新しました。 

平成30年 2月 8日  報道関係のページを更新しました。（2月1日中日新聞に部活動の取組掲載） 

平成30年 2月 5日  部活動のページを更新しました。（硬式野球部） 

平成30年 2月 5日  防災委員会のページを更新しました。（本年度の活動について） 

平成30年 2月 1日  保健室よりのページを更新しました。（ほけんだより２月号） 

平成30年 1月23日 保健室よりのページを更新しました。（保健だより１月号） 

平成30年 1月23日 情報ビジネス系列のページを更新しました。（楽天 IT学校甲子園 準優勝） 

平成30年 1月19日 情報ビジネス系列のページを更新しました。（名古屋女子大学との交流授業） 

平成30年 1月19日 部活動のページを更新しました。（硬式野球部） 

平成30年 1月15日 部活動のページを更新しました。（書道部・吹奏楽部） 

平成30年 1月11日 保健室よりのページを更新しました。（ほけんだより１月号） 

平成29年12月28日 学校行事のページを更新しました。（冬休み学校説明会） 

平成29年12月28日 部活動のページを更新しました。（吹奏楽部） 

平成29年12月27日 Nanyo Newsのページを更新しました。 

平成29年12月27日 学校行事のページを更新しました。（南陽祭・国際理解教育ＬＴ・お茶会＆ワークショップで異文化交流） 

平成29年12月20日 学校行事のページを更新しました。（第１学年遠足） 

平成29年12月18日 学校行事のページを更新しました。（人権講話） 

平成29年12月18日 保健室よりのページを更新しました。（ほけんだより冬休み号） 

平成29年12月13日 部活動のページを更新しました。（Nanyo Company部） 

平成29年12月11日 部活動のページを更新しました。（硬式野球部） 

平成29年12月8日  情報ビジネス系列のページを更新しました。（「教えあい、学びあい」交流授業） 

平成29年11月30日 保健室よりのページを更新しました。（ほけんだより 12月号・保健だより12月号） 

平成29年11月30日 フードコーディネート系列のページを更新しました。（初の試み！デリ販売！） 

平成29年11月28日 部活動のページを更新しました。（理科部） 

平成29年11月22日 中学生の皆さんへのページを更新しました。（冬休み学校説明会） 

平成29年11月22日 部活動のページを更新しました。（男子テニス部） 

平成29年11月22日 学校行事のページを更新しました。（第３学年遠足） 

平成29年11月20日 中学生の皆さんへのページを更新しました。（推薦選抜実施要項・入学者選抜情報） 

平成29年11月17日 保健室よりのページを更新しました。（保健だより 11月号） 

平成29年11月17日 報道関係のページを更新しました。（11月12日中日新聞尾張版・市民版に掲載） 

平成29年11月17日 学校行事のページを更新しました。（中学生一日体験入学・一日学校開放講座） 

平成29年11月17日 フードコーディネート系列のページを更新しました。（米の脱穀実習） 

平成29年11月17日 部活動のページを更新しました。（吹奏楽部） 

平成29年11月13日 保健室よりのページを更新しました。（着衣泳講習会・学校保健委員会） 

平成29年11月13日 学校行事のページを更新しました。（第２学年修学旅行） 

平成29年11月13日 部活動のページを更新しました。（硬式野球部） 

平成29年11月11日 福祉ネットワーク系列のページを更新しました。（高齢者ふれあい会食） 

平成29年11月11日 フードコーディネート系列のページを更新しました。（第２回スイーツプロジェクト・高齢者ふれあい会食） 

平成29年11月11日 部活動のページを更新しました。（Nanyo Company部・陸上競技部） 

平成29年11月6日  部活動のページを更新しました。（吹奏楽部） 

平成29年11月6日  保健室よりのページを更新しました。（保健だより 10月号No.2･特集号） 

平成29年11月2日  情報ビジネス系列のページを更新しました。（商品デザインコンテスト） 
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平成29年11月2日  報道関係のページを更新しました。（10月28日朝日新聞に商品開発の取組掲載） 

平成29年11月1日  福祉ネットワーク系列のページを更新しました。 

平成29年10月18日 部活動のページを更新しました。（陸上競技部） 

平成29年10月18日 保健室よりのページを更新しました。（保健だより 10月号） 

平成29年10月12日 ほっこり Libruary 南陽図書館のページを更新しました。 

平成29年10月12日 部活動のページを更新しました。（園芸部） 

平成29年10月10日 部活動のページを更新しました。（女子バスケットボール部・硬式野球部） 

平成29年9月27日  部活動のページを更新しました。（Nanyo Company部） 

平成29年9月27日  保健室よりのページを更新しました。（保健だより 9月号） 

平成29年9月11日  学校行事のページを更新しました。（第 2回防災訓練） 

平成29年9月 7日  保健室よりのページを更新しました。（保健だより 9月号・体育祭保健だより） 

平成29年9月 5日  中学生の皆さんへのページを更新しました。（中学生一日体験入学） 

平成29年9月 5日  学校行事のページを更新しました。（就職試験直前指導） 

平成29年9月 5日  部活動のページを更新しました。（硬式野球部） 

平成29年9月 1日  部活動のページを更新しました。（理科部） 

平成29年8月31日  報道関係のページを更新しました。（8月27日中日新聞に部活動の取組掲載） 

平成29年8月28日  報道関係のページを更新しました。 

（8月17日中日新聞・読売新聞に部活の取組掲載、8月23日中日新聞に楽天IT学校の取組掲載） 

平成29年8月28日   部活動のページを更新しました。（視聴覚部、サッカー部、吹奏楽部） 

平成29年8月28日   情報ビジネス系列のページを更新しました。 

平成29年8月10日   部活動のページを更新しました。（吹奏楽部、女子テニス部） 

平成29年8月 7日   部活動のページを更新しました。（サッカー部、硬式野球部） 

平成29年8月 7日  保健室よりのページを更新しました。（保健だより8月号） 

平成29年7月24日 中学生の皆さんへのページを更新しました。（夏休み学校説明会 中学校グループ分け一覧） 

平成29年7月24日 Nanyo Newsのページを更新しました。 

平成29年7月14日 Career Guidance 418号に掲載されました。 

平成29年7月10日 学校行事のページを更新しました。（1年生大学企業見学会） 

平成29年7月 5日 保健室よりのページを更新しました。（保健だより 7月号） 

平成29年7月 5日 学校行事のページを更新しました。（第 1回防災講話・避難訓練） 

平成29年6月26日 フードコーディネート系列のページを更新しました。（第１回スイーツプロジェクト） 

平成29年6月14日 部活動のページを更新しました。（バレーボール部、視聴覚部） 

平成29年6月14日 ほっこり Libruary 南陽図書館のページを更新しました。 

平成29年6月14日 中学生の皆さんへのページを更新しました。（夏休み学校説明会） 

平成29年6月14日 トップページの写真を更新しました。 

平成29年6月8日  卒業生の皆さんへのページを更新しました。（日本学生支援機構・給付型奨学金の申請について） 

平成29年6月8日  学校行事のページを更新しました。（第 1回クリーンボランティア） 

平成29年6月1日  部活動のページを更新しました。 

平成29年6月1日  ほっこり Libruary 南陽図書館のページを更新しました。 

平成29年6月1日  保健室よりのページを更新しました。（保健だより 4･5･6月号） 

平成29年6月1日  Nanyo Newsのページを更新しました。 

平成29年6月1日  進路状況のページを更新しました。 

平成29年6月1日  学校の沿革を更新しました。 

平成29年6月1日  学校パンフレットを更新しました。 

平成29年6月1日  学校行事のページを更新しました。（平成 29年度合格発表・入学式） 

平成29年6月1日  系列・科目選択のページを更新しました。（平成 29年度教育課程表） 

平成29年6月1日  南陽高等学校いじめ防止基本方針を更新しました。 

平成29年4月24日  校長挨拶を掲載しました。 
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