
 

新年を迎え、芦屋国際中等教育学校では、この時期にふさわしい学校行事が目白押しでした。3 年生はイン

フルエンザの流行で残念ながら中止となりましたが、前期課程では百人一首大会をそれぞれの学年で行いまし

た。上の句を高らかと読み上げる声、札を叩く小気味よい音が会場に響きました。また、26 日には、県立国際

高校とマラソン大会を合同で実施しました。ゴールの際には雪がちらつく寒さでしたが、皆、力を出し尽くし

汗だくでゴールをしました。ゴール後はPTAの方々からジュースやお茶が配られ、ゴール後の爽快な気分を味

わいました。寒い中、生徒たちのためにお力添えをいただきありがとうございました。 

6 年次生は、大学入試センター試験を終え、いよいよ国公立出願、二次試験へと向かいます。最後の最後ま

で力を出し尽くし、その姿をしっかりと後輩たち示してくれるものと信じています。 

  1 月１２日 ６年次 センター直前集会

 

 大学入試センター試験を翌日に控え、進路指導担当から、

当日の注意事項についての最終チェックが行われました。

これまでの６年間、生徒の成長を支え見守ってきた杉谷学

年主任、亀野教諭、釣谷教諭、田中教諭から温かいエール

が送られました。「食べるものは自宅近くで確保して会場に

向かう」「緊張してお腹にくる人は、余裕を持って会場に入

る」「チョコレート、キャラメル、アメ等を持参し休憩中に

補給して血糖値を上げる」など担任からは細かいところへ

のアドバイスが、また、学年主任からは、自身が共通一次

試験を受けた時のエピソードや、「自分を信じて力を出し尽

くしてほしい」と熱い思いが伝えられました。翌日４８名

がセンター試験に向かいました。 

 １月 12 日(1 年)・19 日(2 年) カルタ大会
正月の風物詩としてなじみが深い『小倉百人一首』によるカルタ大会を行いました。100 枚の札を並べて取

り手が取った札の数を競う「散らし取り」で、中には、はじめの数文字で札を取る生徒もいて、会場は盛り上が

りを見せました。「百人一首」は、短い和歌の中に掛詞などさまざまな修辞技巧が用いられ、日本の古典、和歌

に親しみながら楽しめます。また、自分自身の成長過程で共感できる歌が変化していくことも、興趣に富んでい

ます。１・２年生は、来年のカルタ大会に向け、一札でも多く百人一首を覚えていってください。  

 

 

 １月１２日（金）の６限、柔道場で行われました。 

 各自で百人一首を覚えて、国語の授業中では各クラス

で練習試合をして腕を磨きました。 

 大会は大変盛り上がり、みんな楽しんでいました。 

成 績 

クラス総合優勝：A 組 

＜個人＞ 

１位：下村 綺（A 組） 

２位：上野 優衣奈（A 組） 

３位：馬場 愛実（B 組） 
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最後は自分を信じて！ 
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 新春かるた大会は、３年生でのインフルエンザ流行を受け２年生だけでの開催と

なりました。２年生の生徒は、大変残念がっていましたが、約２０班に分かれて競

技が開始されました。読み手は、第２学年の教員で行っていましたが、途中、校長

先生と教頭先生飛び入り参加してくれました。生徒たちは大喜びで歓声をあげつつ 

読み手の声に聞き入っていました。結果は、平均枚数 

Ａ組２８.７枚、Ｂ組２４.２枚で、Ａ組が総合優勝し 

ました。個人では、最高６１枚を取る生徒もいました。 

大変盛り上がった大会となりましが、生徒たちは、「合 

同で行っていたら、さらに盛り上がっていたので 

は・・・」と来年に期待を寄せる生徒もいました。 

    １月１８日 ２年  ストレスマネジメント研修

 

１月１８日の１・２限に、本校のスクールカウンセラー

である岩井知子先生を講師として、「ストレスマネジメント

研修」を行いました。ストレスとはどのようなものか、自

分のストレスタイプを知り、また、対処の仕方として呼吸

法やリラクゼーション方法を学びました。「頭が痛い」「嫌

なことが頭から離れない」「困った事や嫌なことがあった時

誰かに話を聞いてもらう」などの項目を点数化し、自分の

心の状態を見つめ直す良い機会となりました。生徒からは、

「自分のストレス具合がわかった」「ストレスの対処法が知

れた」という感想が聞かれました。岩井カウンセラーには、

１月３１日の PTA 講演会でも、保護者の方々にお話をいた

だきました。ありがとうございました。 

 １月２６日 マラソン大会

 

 心配された天気もこの日は晴れ渡り、絶好のマラソン日和となりました。同敷地内の県立国際高校と、毎年

合同開催されるマラソン大会。両校とも自然と闘志が湧き起こります。後期生の女子がスタート待ちする地点

から、後期生男子が国際高校生と先頭を争う姿が見えると、「○○先輩―！がんばれー！」と声援があがりま

した。本校は芦屋市の南、海岸線のすぐ近くに位置しています。カヌー部が毎日練習を重ねる県立海洋体育館

の近くの、海に面した絶景スポットからスタートし、「浜風大橋」を渡って人工島の南芦屋浜を通過、閑静な

住宅街を通って学校がゴール地点です。ベストランナー賞として、男子は国際高校、女子は本校４年次 阿多 

絵梨沙さんが表彰されました。３位までの結果は次の通りです。その他の皆さんも力を出し切り健闘しました。 

＜その他の成績＞ 

前期女子 １位 １年 バルー 恵里花 ２位 １年 白石 嬉佐  ３位 ３年 パティス なな 

   男子 １位 ３年 長谷坂 友飛  ２位 ３年 垣内 颯太  ３位 ２年 大谷 尚慶 

後期女子 １位 ４年 阿多 絵梨沙  ２位 ５年 行吉 穂ノ香 ３位 ５年 大谷 紗生 

   男子 １位 ４年 真境名 元輝  ２位 ４年 今中 佳文  ３位 ５年 李 龍 樹 

密やかに声援を

送る校長先生 

PTA の皆様、 

差し入れありが

とうございます 

 

閉会式表彰 

 

２年生 

 



 

 

１月２２日 １年生 AI 発表会 

この 1 年間、グループに分かれて取り組ん

できた、AI（Ashiya International time）の

成果発表会が行われました。 

 【韓国・朝鮮語グループ】

韓国・朝鮮語を使用した「自己紹介」、ダン

スやクイズ、「宮廷女官チャングムの誓い」の

テーマソングでお馴染みの民謡をチャング・

ブクなどの民族楽器の演奏で披露しました。 

 【ポルトガル語グループ】

練習したポルトガル語のセリフを交え、「ブ

ラジルを巡る旅」を劇で紹介しました。また、

ブラジルの格闘技である「カポエイラ」も披

露しました。AI を通じて、皆、ポルトガル語

が上達しました。 

【タガログ語グループ】 

 １学期からフィリピンの歴史や文化を調べ

文化祭で展示しました。また、タガログ語で

の挨拶や自己紹介、クリスマスや正月の過ご

し方など学んできました。これらの成果をイ

ラスト付きの４コマ作文やクイズ、歌を通し

て発表しました。 

【中国語グループ】 

 中国語には、日本語にない発音が多く、母

音と子音を覚えるだけで苦労しました。全員

が流暢に自己紹介をし、また、クイズや漢詩、

扇子舞を披露しました。クイズでは、「苹果」

が、「りんご」と「アップル社」を意味するこ

となどが紹介されました。 

ご参加いただきました保護者の皆様、あり

がとうございました。 

 

  

  

 

１月３１日  味噌づくり教室
「県立高校で考える県政 150 周年記念事業」の一環で、六甲味

噌の長谷川社長による味噌づくり教室が芦国で行われました。授業

を選択している生徒や先生方に加え、PTA からも 14 人が参加し、

味噌のつくり方に加え、種類や地域性、味噌にまつわる歴史なども

教えていただきました。茹でた大豆と塩切麹を混ぜて、うどんのよ

うに足で踏む作業では、皆一心に取り組み、種味噌の試食では「お

いしい！」との声が上がっていました。味噌は、風通しの良い涼し

い場所に保存し、月１回は白カビをこまめに取り除くなど、手間暇

かけてつくることも教わりました。お味噌は、お盆の頃出来上がり

ます。来年度の２学期に、今回参加した生徒が、この手づくり味噌

でレシピづくりに取り組みます。終了後も長谷川社長を囲み、旬の野菜をおいしくいただける白味噌、赤味

噌の季節に応じた割合についても教えていただきました。 

    
(米麹の袋に塩を入れ振って混ぜる)  （踏んで大豆を潰しながら  (味噌の空気を抜きな   

塩切麹と混ぜる）           がら丸め樽に詰める) 

中国語 

タガログ語 

ポルトガル語 

韓国・朝鮮語 

 

長谷川社長を囲んで
普段はあまり聞けな

い味噌にまつわるお
話を伺いました 

 



 

 

 

 

 

山梨冬季国体 2018 （１／28・29） 

フィギュアスケート・少年男子の部 第 6 位 

第 67 回インターハイ フィギュア競技 第 8 位 
（全国高等学校フィギュアスケート競技選手権大会）   

山隈 太一朗（５年次） 

＊山隈君は、２月２２日からオランダハーグで開催される 

チャレンジカップに代表選手として出場する予定です。 

 

２０１７「関西元気文化圏賞」 ニューパワー賞受賞 

   北 村 陽（1 年） 

＊文化を通じて社会を盛り上げた関西の関係者・団体を 

表彰する「関西元気文化圏賞」が１月２２日に発表され、 

陸上の桐生祥秀選手（大賞）や大阪府立登美丘高ダンス部と並び、 

１年の北村陽さんが史上最年少でニューパワー賞を受賞しました。 

 

 
 

 

2月11日に神戸外国語大学で行われる、兵庫

県高校生英語ディベートコンテストに向け、後期

生6名が、英語科やALTの先生と放課後遅くま

で英語で議論を重ねています。 

今年度のテーマは「オリンピックは廃止するべ

きである。是か非か」です。討議に必要な資料も

着々と準備し当日に挑みます。健闘を祈ります。 

本校には、活躍を期待される複数の 
フィギュアスケーターが在籍しています。 

これからも応援しています！ 

 

第 11 回 

在日華僑・華人青少年 

中国語スピーチコンテスト 

 

＜中学生の部＞ 

   一等賞  汪 (2 年) 

＜高校生の部＞ 

   二等賞     (4 年)   

   三等賞 布井 千晶(5 年)  

＊神戸市にある中華会館で１２月２３日

に開催されました。 君は 

３回目の受賞となります。 

 

 

 

 

 

１月２７日（土）に、４年次生の４名の生徒が滋賀県大津

市で開かれたＪＩＣＡ高校生国際協力実体験セミナーに参

加しました。近畿各地から約３０名の高校生、教員、ＪＩ

ＣＡ関係者が集い、主にケニアの現状について学び、「持続

可能な開発」という目標の達成のために私たちができるこ

とを考えました。他校の志の高い生徒ともに学べたことに

より、本校生の意識も高まり、学びの多い一日となりまし

た。 

今後の学校生活や進路実現の過程で、今回学んだことが生

かされることを期待しています。 

 

 

 

 

 


