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二十四節気の「寒露」
。葉に露が降りるこの頃は、大気の状態が安定して空気が澄んだ秋晴れの日が多く
なり、夜には月も美しく輝きます。
４月に新しい学年がスタートしましたが、早くも今年度の折り返し地点です。９月は、体育大会や１年
生の稲刈りなど大きな行事がありました。何事にも全身全霊で取り組む芦国生の姿は、
学校行事にともに取り組むことを通して、後期生から前期生へと脈々と受け継がれていきます。

９月１日

始業式・表彰式

校長先生の式辞では、
「日々の生活の中で、皆さんが行動を決めたり
判断したりする無数の選択の上に今がある。運命だと思うことも、
それまでに自分がしてきた選択の結果だと考えると、運命は偶然の
ものではなく、自らつかみ取っていくものになる。皆さんの日々の
選択が、素晴らしい未来につながる２学期にしてほしい」と話され
ました。
その後、夏季休業中にコンテスト等で活躍した生徒の表彰式が行わ
れました。また。表彰という形ではありませんが、夏休みに宿題を
頑張った人、部活動や興味関心のあるものに熱中できた人、進路実現
に向かってひたすら勉学に励んだ 6 年次生、そういった皆さん全員に
心から拍手を送ります。
吹奏楽部
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チェロ部門 第 1 位 北村 陽（１年）

9 月に突入し、いよいよ 6 年次生の入試シーズンが本
格的にスタートしました。この日、大学入試センター試
験の出願手続きや志願票の書き方について進路指導担当
より説明があり、皆真剣な面持ちで聞き入りました。
平成 30 年度センタ－試験は、1 月 13 日・14 日の両日
に行われますが、6 年次生（10 期生）の出願者は 58 名
となりました。10 月に入ると、あと 100 日程で当日を迎
えます。10 期生の皆さんなら「最後まで諦めずにやり遂
げる」と、後輩たちも先生たちも信じています。

台風の間隙を縫って、篠山東雲（ささやましのの
め）高校に稲刈り体験に行きました。到着すると、
奥田校長先生をはじめ、篠山東雲高校の先輩たちが
歓迎してくださり、安全なカマの使い方や、稲の束
ね方などを教えてくれました。その後、広々とした
田園風景の中にある田んぼで、一人ひとりがカマを
持ち稲刈りをしました。稲を切るときの「シュッ、
シュッ」という手応えが気持ちいい！！と、皆ひた
すら稲刈りに没頭し、それが終わると、足元で飛び
跳ねるバッタやカエルを捕まえだしました。稲刈り
後は、優しい先輩たちと一緒にお弁当を食べ、午後
からは、篠山市内の歴史施設を見学しました。
実は、稲刈りをしたこの田んぼは、近隣の農家の
方の好意あるお申し出に、篠山東雲高校が、芦屋国
際中等教育学校の名義で借りてくださっているも
のです。収穫したお米も 12 月頃に、篠山東雲高校
生が芦国まで届けてくださいます。本当に、本当に
ありがとうございました。

篠山東雲高校のお兄さん、お姉さんありがとうございました

今年度 2 回目の国・地域別集会。
5 年次生がリーダーとなり、意見を取
りまとめて企画したゲームやお楽しみ
会を行ない、同じ国籍の仲間との親睦
を深めました。椅子取りゲームや、母
国のゲーム、グランドを使った本気モ
＜アメリカ＞

＜韓国・朝鮮＞

ードでの鬼ごっこなど、楽しい時間を
過ごしました。

天候にも恵まれる中、第１５回体育大会を開催しました。
A 組、B 組ともに、応援合戦での本格的でカッコいいダンスで体育大会を盛り上げ、
地域や保護者の方々からは、大きな声援をいただきました。
A 対 B 縦割りクラスでは、７０５点で A クラスの勝利、最多得点クラスでは
３年 A 組が２位以下を２０点以上引き離し堂々の 1 位となりました。
特に大会運営に大きなご支援をいただきました PTA の皆様ありがとうございました。
ともにエールを交換しました！！

＜A 組応援団＞

＜昼休みの応援練習＞

＜B 組応援団＞

１年生の学年種目「いかだ流し」は、何とい
ってもチーム力です。上を歩く人が安全に、ど
のようにすれば歩きやすいかを一人ひとりが
考えながら素早く行動していました。結果は A
組の勝利となりましたが、B 組も健闘しまし
た。どちらのチームも、１年生でこれだけのチ
ーム力が発揮できれば大したものです。１５期
生のこれからが楽しみです。
学年演技の名称・内容は、体育委員が中心となり、全体で意見を出
し合い決定しました。トライやる・ウィークも間近に迫り、それぞれ
がそれぞれの場所で役割を果たすということで、
「ミッションリレー」
という名称になりました。一所懸命に取り組み、80 名でやりきりま
した。
《生徒の感想より》「演技の練習の際には一緒に風船割りに挑戦する
ペアと様々な方法で運び方を工夫してみたり、時間を大切にしながら
練習を行い、本番は最高に楽しめた」
「一番印象に残った演技は、6
年生の演技です。毎日、朝、昼に練習されている先輩方は本当にすご
いし、あんな風に努力していつか先輩のような演技を私たちもできた
らいいなあと思いました。これからもこの１４期生で団結して来年も
一所懸命に勝負に挑み、今度こそ１位を取りたい」という感想があり
ました。１１月のトライやる・ウィークでは、体育大会で見せた力を
思う存分発揮してください。
「並走団体 10 人１１脚」では、クラ
スで一致団結し、足をつないでいるとは
思えない速さでグランドを疾走しまし
た。日頃からとにかく元気いっぱいで、
遊びにも全力で取り組む３年生。転倒し
ても仲間の手を借りて直ぐに立ち上が
り、最後まで走り抜けました。
４年次は「とにかく走りきろうリレー」
です。1 学期の終わりから体育委員を中
心に競技を考えました。練習を繰り返し、
騎馬の順番や距離を変更しながら自分た
ちで試行錯誤し、うまく進めていました。
クラス全員リレーを行い、僅差でＡ組が
勝ちました。担任の先生の必死の応援も
目に焼きつきました。
学年種目は激論（？）の末、
「台風の目」
に決定。同じ「台風の目」でも、小学生や
中学生が行うのとは異なり、体も大きくス
ピードもある後期生が行うと、迫力が違い
ました。コーンを転回するときの遠心力に
耐える様子は、見ごたえがありました。
結果は、A 組の勝利で終わりましたが、
どちらのクラスも、練習から本番まで全力
で取り組みました。
来年は最上級生、１１期生にも期待して
います。

ニュージーランドのマリオ族の民族舞踊「ハ
カ」
。全身全霊の掛け声と大地を踏みしめる力強い
踊りから始まる６年次生の学年演技は、応援席を
静まり返らせる迫力がありました。マスゲームと
民族舞踊とヒップホップダンスを融合させた素晴
らしい構成で一人ひとりが自分の役割を自覚し全
体で一つの壮大な作品を仕上げました。前期生か
ら、
「10 期生・・・ヤバイ」と呟く声も漏れ聞こ
えてきました。
１学期末から、連日放課後遅くまで残って演技
構成を思案し、演技指導を行ってきたリーダーの
人たち、その努力に応えるように、指導された内
容を吸い上げ、次の日には修正し、演技の質を上
げていった 10 期生の結束力は、芦国生の最上級
学年としてのプライドを感じさせ、見ているもの
に感動を与えました。
これらの演技指導も全てリーダーが行います。先生が
撮影したビデオを見て生徒自身が演技を振り返る。先生
の意見は、リーダーが咀嚼し、全体に指導します。生徒
を信じ、寄り添い、見守る先生たち。本当に、全員がよ
くここまで成長してくれました。

＜6 年次演技

X WORLD＞

＜６年次 学年演技練習風景＞

グローバルサイエンスキャンパス京都大学
薬科学（生体情報制御学）分野
優秀発表賞

金

子璇さん（６年次）

グローバルサイエンスキャンパス（ELCAS）と
は、京都大学理学部が毎年行っている高校生向け最
先端科学の体験型学習講座です。大阪大学など多く
の大学で、このような高校生に向けた探求型学習プ
ログラムが準備されています。後輩の皆さんも先輩
の背中を追って、是非挑戦してみてください。

京都大学主催の ELCAS という高校生のた
めの科学プログラムに参加しました。
ELCAS では、さまざまな実習を通して最先
端の科学の現場を見ることができます。今回
私は、
「繊毛」という細胞小器官のしくみを調
べる実験を行い、成果発表会で、ありがたい
ことに賞をいただきました。
「繊毛」を聞いたことがある人は少ないと
思いますが、実は私たちが生きるのには欠か
せない存在で、繊毛がないだけで、重い病を
引き起こします。また、繊毛の働きによって、
私たちの心臓が体の左側に来るんです。でも、
繊毛については研究が始まったばかりで、こ
れからの成果が大いに期待できると思いま
す。
ELCAS では、たくさんの面白い実習や講
義だけではなく、他の学校の同世代の生徒や、
大学生との交流も盛んで、本当に有意義で楽
しい時間が過ごせました。今年から、法律を
学ぶ分野も開講されるそうなので、文系理系
問わず、興味のある人はぜひチャレンジして
ほしいです！

立命館孔子学院
第１２回全国ジュニア中国語コンテスト
審査員特別賞 河野 ひなたさん（２年）
熱心に中国語を学ぶ小学生から高校生が全国から
集まり、1 次審査を突破した計 12 名がコンテスト
に臨みました。ほとんどが高校生で、非常にレベル
が高いプレゼンテーションを行う中、本校 河野
ひなたさんが審査員特別賞に輝きました。
夏休み中も、中国語の先生から指導を受け熱心に
練習に励みました。
「一人ひとりのレベルが高くとて
も緊張しました。高校生になったらもう一度挑戦し
たいです」と語ってくれました。

「間食の取り方について」
管理栄養士を目指す武庫川女子大学の
学生さんにご指導いただきました
９月６日「食生活」の授業で、５年次生が、「女子高生
に適切な間食の摂り方」について学びました。学生の方々
は、阪神南県民センター芦屋県民福祉事務所での実習中で
あり、わかりやすい手作りの教材を使って、やや緊張気味
でしたが楽しく教えてくださいました。ありがとうござい
ました。

９月１０日に行われた阪神地区高等学校ジュニア陸上
競技対校選手権大会で、阿多 絵梨沙さん（４年次）
が、１０分５５秒８２のタイムで女子３０００ｍ
第１位に輝きました

Honey Thant
Zin さん
「 We

Are

All

Human」

第３２回
兵庫県高校生英語スピーチコンテスト
阪神大会が行われました
９月３０日に園田学園大学で英語スピーチコンテ

(２位に入賞)

ストが行われました。
「いじめ」
「LGBT」
「移民の受

県大会出場

け入れ」
「発展途上国への支援のあり方」など、簡単
には答えがでないこれらの問題に対し、状況分析と
自己の解決策を提示するという、非常にレベルの高

ラムチャンダニ
妥耶さん

いスピーチの連続でした。芦国からは、４年次のラ

「 Back to the

ZIN さんが出場し、２人とも堂々としたスピーチを

Future?

披露しました。本校では、
「物事に対する広い視野を

Why not Back

身につけ、国際社会に貢献できる生徒の育成」に力

to the Past？」

を入れています。３３カ国の国籍を持つ多様な仲間

ムチャンダニ

妥耶さんと、HONEY

THANT

の考えや価値観に触れ、自己の考えをより深め、協
働して課題に取り組む。そのような学びの「場」を
これからも創りだしていきます。

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
渕田 ハルカム エマ（３年）さんが
２年連続でグランプリに輝きました
堂々としたプレゼンテーション能力もさる事ながら、スピーチの内容に高い評価を受けました。

