
                           

２学期の期末考査が終わり、特別編成時間割中にはたくさんの学年・学校行事が行われました。その後

クリスマスやお正月など楽しい行事が目白押しの冬休みとなり、休み中に国内・国外を問わず祖父母等親

戚を訪ねる生徒も多いようです。また６年次生は進路実現に向けてラストスパートをかける休みとなりま

す。いずれにしても年末年始をご家族と楽しく、そして有意義に過ごしてほしいものです。   

 

２学期の種目はクラス対抗男女混合ドッジビー

大会です。ドッジビーはウレタン製のフリスビー

であたりも柔らかく、みんなで思いっきり競技し

て楽しんでいました。 

〈前期課程〉 

１位 ３－B ２位 ３－A ３位 ２－A 

〈後期課程〉 

１位 ５－A ２位 ６－B ３位 ５－B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１月５日から一週間、学校から地域へと
活動の場を移し様々な体験を行った「トライ
やる・ウィーク」の発表会を保護者や１年生、
推進委員の皆さんを招待して実施しました。 
 活動場所ごとに１週間で学んだことや体験
したことをパワーポイントのスライドにまと
め、劇やクイズで披露しました。体験発表会
では、「仕事を好きになることの大切さ」、「働
いている方々への感謝と尊敬」、「感謝する大
切さと感謝される喜び」、「挨拶の大切さ」、「笑
顔の大切さ」、「身だしなみの大切さ」、「学び
続ける姿勢の大切さ」といった様々な言葉で、
仕事をすることで感じたことが語られていま
した。 
 今回の体験を通して 14 期生の豊かな感性
や創造性が自ら高められたことでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.1.10 芦屋国際中等教育学校 

「ふるさと貢献活動事業」の一環として学校周辺の清掃活動「ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ

芦屋」を４，５年次で行いました。例年 PTA からもボランティアとして

参加していただいていますが、今年は１６名もの保護者の皆さんに参加し

ていただきました。中庭に集合して簡単な説明や PTA からの楽しい挨拶

を聞いた後、北門周辺や近所の公園の清掃を行いました。のぼりを持って

周辺の住民の皆さんにも活動の様子を知っていただきました。終了後はた

くさんのごみが集められ、スッキリした気持ちで活動を終了することがで

きました。今後も地域貢献活動に取り組んでいきたいと思います。 
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 Contribution

PTA ボランティアの

皆さんもご一緒に 



 

 
 

近年、薬物乱用関連報道が多くなされ、依然として若者を中心に乱用され

る報道が報じられる中、薬についての認識を深めるため、薬物乱用防止に向

けた講演会を行いました。 

はじめに本校薬剤師の山根様から「どうして薬は飲み方（回数、量など）

が決められているのか。」「ドラックストアの薬とお医者さんの薬はどう違う

か。」など身近な疑問をもとに薬についてお話していいただきました。 

続いて芦屋健康福祉事務所の藤岡さんからは、薬物乱用防止について「薬

と薬物の違い」や「薬物の種類」、「薬物乱用がいけないのはなぜか。」につ

いて詳しく説明していただきました。「薬物乱用による症状」については、

薬物の怖さを再認識することができました。最後にどんなにつらいことがあ

っても、薬物という逃げ場を選ばないでという言葉には強い思いが感じられ

ました。 

 

今年で７回目となる「兵庫県立芦屋特別支援学校」との交

流会に３年生が出かけていきました。芦屋特別支援学校は現

在 353 人の児童・生徒が学んでおり、今回は中学部の１年

生から３年生との交流を行いました。まず各班がクラスに出

向きいろいろなゲームや折り紙、歌など各班で計画した出し

物を中心にクラス交流を行いました。 

その後は体育館に移動し、全体交流で校歌の交換、フープ

リレー、ダンス（ＷＡになっておどろう）で交流を深めまし

た。芦屋特別支援の生徒と一緒に活動したり、サポートした

りする中に芦国生のやさしさが随所にみられる交流会でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今回のインスパイア・ハイスクール事業では、英語でスピー

チ・プレゼンテーションのスキルを学ぶため神戸外国語大学教

授の野村和宏先生をお招きし講演会を実施しました。 

日本語・英語を織り交ぜながらの効果的なスピーチとプレゼ

ンの技法についてのお話は大変興味深く、生徒も聞き入ってい

ました。講演会中には英語で復唱する場面も多く、あっという

間に時間が過ぎていきました。最後に先生ご自身の普段のトレ

ーニングである英語の反復発音練習のﾃﾞﾓｽﾄﾚｰｼｮﾝをしてくださ

いましたが、その完成された練習法には皆驚きの表情でした。 

質疑応答でもたくさんの生徒が質問している姿からも、会場

のみんなの興味の深さを感じました。 

 

多文化を育ちの背景に持つ桃山中学校のみなさん

と、お互いの意見・疑問・考えを共有し、認め合いそ

して仲良くなろうと企画された交流会も今年度で５回

目となりました。桃山中の生徒 23 名、本校生 29 名

が自己紹介や滞在・出身国クイズ、ゲームで交流を深

めました。 

班対抗で行った滞在・出身国クイズの中では、次第

に打ち解け、団結してクイズに参加していました。ク

イズの後はゲームタイム。なかでも「Heads up 7 up」

は、単純ながら親交を図ることができる楽しいゲーム

でした。 

いろいろな活動を通して交流を深められた１日でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班ごとで考えたゲーム
で楽しく交流 

グループで協力し
てクイズに挑戦!! 



 

前期生（２年生）対象に元青年海外協力隊員の日本語教師として、

スリランカでボランティア活動をされていた正阿彌崇子様に講演いた

だきました。 

スリランカという国についての概要、JICA の青年海外協力隊の日本

語教師としての仕事、テロや紛争中に活動している中で感じたことな

ど、様々な内容のお話しでした。 

スリランカについて知らなかったこと、例えば、学校がお昼に終わ

ったら塾に行く、大学に入学できる人が大変少ないことなど、様々な

ことを知ることができました。また、紛争中の怖い体験や子ども兵の

存在など、平和であることの大切さも感じることができました。何よ

りも、正阿彌先生本人の前向きな姿勢にとても元気づけられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 3 日から 8 日までの日程で、ニュージーランド研修旅

行に行ってきた報告会を来年度研修旅行に参加する４年次生と

保護者の皆さんを招いて行いました。研修旅行実行委員会委員

長の村上さんのあいさつの後、各グループの発表が行われまし

た。 

各グループの発表は、「食べ物について」「オークランドの観

光地」「ニュージーランドファッション」「ファームステイ」等

のテーマでの発表の他、「NZ 研修旅行での生活の知恵」や「絶

対に失敗しないニュージーランドトリップ攻略法」といった情

報提供番組的な発表や、コントなどもあり見ているみんなを楽

しませていました。 

今日の発表を見て、4 年次生も来年の研修旅行のイメージと

楽しみが膨らんだことと思います。 

 

 今年も恒例の吹奏楽部によるクリスマスコンサートが
ホールで開催されました。当日は、保護者や在校生他たく
さんの方々にお越しいただき大変盛り上がりました。 

コンサートは３人の女の子の物語形式で行われ、劇の間
にクリスマスソングやディズニーソング、音楽選択生徒に
よるコーラスなど数々の曲が披露されました。途中サンタ
さんとトナカイさんの飛び入りがあり、演奏に合わせて踊
ったり、会場にクリスマスプレゼントのお菓子を配ったり
して会場は大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZ 定番のお菓子 
「クッキータイム」です 

プログラム 

・ジングルベル ・アナと雪の女王ﾒﾄﾞﾚｰ 

・「エグニマ変奏曲」より 

・You can not Stop The Beat 

・Celebrate  

・Happy! Happy!! Happy!!! Xmas  

・Enchanted（魔法にかけられてﾒﾄﾞﾚｰ） 

「メリークリスマス!!」 
校長サンタと教頭トナカイも登
場です 



 

 

21 日に全校集会を行いました。集会では最初に部活動やコン 

テスト、美術展・作品展等で優秀な成績を収めた生徒への表彰が 

ありました。2 学期中も多くの生徒が対外的にも活躍し、全校生 

でその栄誉を称えました。 

その後は生活支援部の丸野先生から冬休みの生活での注意やあ 

いさつについても話がありました。これからも芦国のよき伝統で 

ある普段の挨拶をしっかりとしていってほしいものです。 

 

 

 

剣道部 

平成 29 年度芦屋市中学校新人大会 剣道競技大会 男子団体 優勝 

カヌー部 

第 10 回兵庫県高等学校カヌースプリント新人選手権大会 

   Wk-2  500m    第 3 位 森近 莉芙 (4 年 B 組) 

                山村 麻衣  (4 年 A 組) 

科学部 

   パラシュート付き水ロケットの研究   優良賞                               

バスケットボール部 

   第 23 回バスケットボール大会   入江 祐樹  (2 年 B 組) 

バドミントン部 

   第 12 回バドミントン競技   芦屋市ダブルス 優勝   小林 藤田 組 

                  芦屋市シングルス 優勝  飯田 絵琳 (2 年 B 組)  

陸上部 

   阪神地区高等学校ジュニア陸上競技対校選手権大会 

    女子 3000m  第 1 位 10’55’’82    阿多 絵梨沙  (4 年 B 組)       

スピーチコンテスト（再掲） 

 第 3 回芦屋市中学生英語暗唱・スピーチコンテスト スピーチ部門 第１位 渕田 エマ (3 年 A 組) 

   第 32 回兵庫県高校生英語スピーチコンテスト 第２位 Hony Thant ZinN  (4 年 B 組) 

   第 32 回兵庫県高校生英語スピーチコンテスト 阪神大会 第 2 位 Honey Thant Zin  (4 年 B 組) 

     第 7 回上智大学全国高校生英語弁論大会（ジョン・ニッセル杯） 第 4 位  Kiyomi Beverly Boyd  (5 年 B 組) 

 

〇平成 29 年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール  銅賞 村上 岩人 (3 年 A 組) 

〇第 33 回みなぎの書道展  さざんか賞  牧野 空  (1 年 A 組) 

〇ゆずりは賞   北村 陽(1 年 A 組) 

第 10 回若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクール 

〇第 37 回 全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会地区予選 

   銅賞 黒田 碧衣  (2 年 A 組)  金賞・奨励章    亀井 万里羽 (2 年 B 組) 

  〇第 37 回 全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会 

   奨励賞  亀井 万里羽 (2 年 B 組) 

〇平成 29 年度第 2 回スポーツ啓発ポスター展  入選 亀井 万里羽 (2 年 B 組)  

〇第 7 回 大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション  入選 藤澤 麻衣  (5 年 A 組) 

  〇全国納税貯蓄組合連合会並びに国税庁主催 中学生の「税についての作文」 

   優秀賞  二見 日香里 (3 年 A 組)  

〇平成 29 年度明るい選挙啓発ポスターコンクール 

   入選 岡崎 葉生  (4 年 A 組)  入選 李 七香 (3 年 A 組)   

 〇近畿フィギュアスケート選手権大会  ジュニア 女子シングル  3 位  吉本 玲 (1 年 B 組) 

 

  亀井 万里羽 作品 
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1500ｍ ３位 
 3 年廣谷さん 

走幅跳 １位 
 3 年松永さん 

 

 

大学入試センター試験に代わり、2020年からスタートする
「大学入試共通テスト」の英語では、英語の４技能（聞く・話す・
書く・読む）が総合的に判断されるようになります。 
そのことを受け、本校では３年生を対象に「英語スピーキング

テスト」を実施しました。筆記試験だけでは測定できないリスニ
ング、スピーキング能力を個別の面談形式で実施。皆緊張した面
持ちでテストを受けていました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
7 日と 12 日の２日間、3 年生の保護者・

生徒を対象として後期課程教育課程（カリキ
ュラム）説明会を行いました。本校では中高
一貫校として前期課程（１～３年）からその
まま後期課程（4～6 年次）に進級します。
しかし、後期課程からは普通科単位制（高等
学校）という制度の中で学習を進めていきま
す。その要点について説明を行いました。 

 

18 日（月）に５年次生を対象とした進路学習
会を行いました。選択教室でいろいろな大学や
専門学校から招いた講師の話を聞き、その後班
ごとに聞いた内容をまとめポスターセッション
を行いました。ポスターセッションでは、「公務
員（消防署）」チームが最優秀となりました。 
来年度の進路実現に向けて、有意義な時間を

過ごせたようです。 

 

１３日に芦屋市立潮見小学校を訪問しました。英語の歌を歌い、英語の絵
本の読み聞かせを行いました。英語の歌は、クリスマスソングを含めた 11
曲を披露しました。その中で、『Head, Shoulders, Knees and Toes』と
いう歌が、体を動かしながら歌うことができ、子供たちと仲良くなれたよう
に感じました。また、機会があれば、子どもたちが楽しめる英語の歌を歌い
たいと思います。 

 
また１８日には宝塚市にある安倉デイサービスセンターにてふれあいコ

ンサートを行いました。クリスマスソングをはじめ、なごり雪、木綿のハ
ンカチーフ、そして、「ふるさと、紅葉、冬景色、雪」など昔懐かしのふる
さとの四季秋冬メドレーなどを披露しました。また、「もちつき」を歌いな
がら手遊びをしました。思った以上に難しかったという反省点はあります
が、センターを利用されている方と近くで触れ合える貴重な体験でした。
次回も楽しんでもらえる選曲をして、訪問したいと思います。 

18～２０日の３日間、校門前で生徒会による「NHK 海外たすけあい」

キャンペーンの歳末募金を行いました。多くの生徒や職員に協力いただき    

７，６１８円が集まりました。集まった募金は日本赤十字社を通じて寄付

させていただきました。ご協力ありがとうございました。 


