
 

                          

 

今年の桜前線は北から南下しているようで、東京では満開の桜も芦屋では

２～３分咲きといったところでしょうか。3 月２３日には入学説明会も終わり、新しい仲間を迎える準備

が着々と進んでいます。芦国の春が始まろうとしていますが、桜に負けない満開の笑顔で、新入生の皆さ

んをお迎えします。芦国での新しい出会いが楽しみです。 

 3 月 8 日（木）前期生 合唱コンクール

前期生の一大イベントである合唱コンクールが行われました。とに

かく歌うことが大好きな芦国生です。合唱コンクールまでの間、校内

のそこかしこに歌声が響き渡っていました。音楽の授業では、声楽の

専門家でもある新屋先生の指導のもと、どのクラスも完成度の高い出

来栄えになりました。課題曲は 1 年生が「Believe」、2 年生は「COSMOS」、そして、3 年生は難易度の高

い「手紙」です。課題曲は学年単位で、選択曲はクラス単位で唱歌し、クラス毎の総合点で最優秀賞、優秀賞

が決まります。どのクラスも練習の成果を発揮し、感情のこもった美しいハーモニーで歌い上げ、審査員を悩

ませる素晴らしい合唱でした。最優秀賞は同点の 2 組となり、この激戦を象徴する結果となりました。 

また、200 名を超える保護者の方々にもご参加いただき、PTA コーラスでは、国旗をデザインした楽譜

と民族衣装で華やかに「Heal the WORLD」を熱唱しました。校長先生やその他の先生方も加わり、生徒た

ちからは大きな手拍子が起こりました。 

プロの演奏家「ROOMｓ」によるマリ

ンバ演奏では、「ベートーヴェン『歓喜の

歌』交響曲第 9 番」や、「サウンドオブミ

ュージックメドレー」が高度な演奏技術と

美しい音色で披露されました。ハンドベル

体験もあり、会場は大盛況となりました。 

 

 例年この時期に行われる PTA 主催の保護者向け進路学習会

で、本校の瀬尾校長が「後期課程の過ごし方」をテーマに講演

しました。１年から５年次までの約１２０名の保護者の方が、

熱心に聞き入りました。「神戸大学経済学部へ進学し、総合商

社で世界を相手に仕事をしたい A さん」の科目選択例や、「大

阪大学工学部に進学し、世界をリードする技術開発に関わりた

い C さん」の科目選択例などの細かい内容から、大学入試制度

改革の行方。また、「大学を知る」ことの重要性と大学研究の

必要性、「志望力」「出願力」「進学力」が夢を形にするという、

経験知に裏打ちされた進路指導上の信念。その他、保護者の方

の支援の在り方などについて熱く語り、充実した学習会となり

ました。 
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 3 月 9日（金）、12日（月）に、3年生を対象とし

た「前期課程復習考査」を実施しました。この考査に

ついては、昨年度から前期課程（中学校課程）から後

期課程(高校課程)移行の意識づけとして実施していま

す。兵庫県の公立高校一般入試の過去問題を、同様の

条件下で実施して自己採点を行いました。皆真剣な面

持ちで臨み、試験後はホッと一息といった雰囲気で採

点していました。2日目の 12 日（月）は兵庫県の公

立高校一般入試と重なりましたが、多くの県内の中学

3年生が過ごした緊張した１日を、同じように体験で

きたと思います。 

 

今回も生徒会が企画運営し、１・２
限に後期生、３・４限に前期生がスポ
ーツ大会を行いました。前期は、恒例
の「男女混合ドッジボール」を、後期
男子は「バスケットボール」、後期女子
は懐かしの「ポートボール」をグラン
ドで行いました。何をするにも手を抜
かない芦国生です。どの会場も盛り上
がりましたが、特に「ポートボール」
の後期女子は、サッカーコート並みの
広いグランドを、元気いっぱい走り回
っていました。 

 

 

 4・5年次生は、スポーツ大会に引き続き、「クリー
ンアップ芦屋」に取り組みました。学校周辺地域とは
いっても、東は精道中学から西は中央公園まで、また
北は４３号線から南はグルメシティ周辺まで、とにか
く広範な地域です。それでも、移動中ゴミが落ちてい
ないか確認しながら作業を行いました。海浜公園では
多くのタバコのポイ捨てがあり、「なんでゴミを公園
に捨てるんやろう」とつぶやく生徒もいました。 
日頃お世話になっている地域の方々に感謝を込めて、
またこの地域を支える一員としての自覚を育てるた
めに、そして「捨てる人」がいれば、必ずそれを片付
けてくださる人がいることを学ぶため、今後も「クリ
ーンアップ芦屋」に取り組んで行きます。 

 

 １０期生が卒業し、５年次生はいよいよ最高学年となり、
センター試験まで残すところ１０ヶ月となりました。この
日、ベネッセコーポレーションから、安藤虎太郎氏を講師
にお招きし、３限に生徒対象、４限に保護者対象の進路学
習会を行いました。保護者の方々には「保護者世代と現在
との入試制度の違い」を柱に、生徒にはセンター試験の出
題傾向や模試判定結果の分析の仕方などについて教えてい
ただきました。特に、「Output」を意識した学習をするこ
とや、翌日の反復学習で記憶の定着率が上がることなど、
具体的な学習方法についても教えていただきました。 

 

 

終了後は自己採点し、現在の学力を

自身で確認しました。 

  

 

PTAからもお忙しい中 

１３人の保護者の方に 

ご参加いただきました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 



 

 ３月１５日(木)の３・４校時に８・９期生の卒業生を招いて

進路に関するお話しを聞きました。本校に在学中にいろいろと

目標が変わる中で、志望大学や選択科目を決定したエピソード

や大学の魅力など興味深いお話を聞くことができました。話を

聞いた感想の中には「進路についてぼやっとしていたものが少

し焦点化できた」との声も聞かれました。 

＜お世話になった８・９期生の先輩＞ 

東京学芸大学  教育学部  初等教育教員養成コース 

                     坂口 絵梨子さん(8期) 

関西学院大学  社会学部  社会心理学専攻    堀井 藍子さん(8期) 

神戸市看護大学  看護学部  看護学科         細田 香澄さん(8期) 

神戸市外国語大学  外国語学部  国際関係学科  椛山 美生さん(8期) 

岡山大学  農学部  応用動物科学コース       垣内 美沙さん(9期) 

 

 進路が決定した１０期生が、進路実現について後輩たちに
語ってくれました。これだけはやってほしいこととして、「『今
年のセンター試験を解いてみる』こと。そして、まず『やば
い！』と思え。やる気に火が付く」という話や、「『この１年
は自分を勉強に捧げよう』と覚悟を決めた。６年次になって
１日も休まず受験勉強を続けたことが自分を信じる力とな
り、１週間前のドキドキ感を乗り越えることができた」話し
など、受験に向かう心構えについて熱く語ってくれました。
また、使用した参考書や学習方法など具体的な学習方法につ
いても教えてもらいました。 
＜お世話になった１０期生の先輩＞ 

神戸市外国語大学 外国語学部 ロシア学科 松田 ディーマさん 

関西学院大学 国際学部 国際学科         松本 伴生さん 

国際基督教大学 教養学部 アーツ・サイエンス学科 

藤井 絢さん 

神戸大学 国際人間学部 環境共生学科       三田 広太さん 

京都大学 医学部 医学科              金 子璇さん 

 
 
 
 

 

オーストラリア・ベルギー・アメリカでの長
期留学から帰国した生徒や、「トビタテ！留学
JAPAN」のプログラムを利用してバレエで短
期留学をした生徒、JICA 高校生国際協力実体
験セミナーに参加した生徒による報告会が行わ
れました。留学で得た楽しい貴重な経験に加え、
苦労話なども語ってくれました。帰国後、クラ
スメートから「前より話しやすくなったね」と
声をかけられ、自己の成長を感じたエピソード
など、参加した３・４・５年次生は真剣に聞き
入っていました。このような体験談に触れるこ
とで、世界に目を向け、グローバルな視野で自
分の進路を切り開く人に成長してくれることを
期待しています。 
 現在２名が、「トビタテ！留学 JAPAN」の来
年度一次選考を突破しています。後輩たちにも、
臆せず挑戦し、道を切り開いてほしいと思いま
す。 

 

 

 

 

 

 

学校評議員会の方々にも 

ご参観いただきました 

 

 

 



 
JICA から、フリーランスカメラマンの川崎芳勲氏をお

招きして、青年海外協力隊員として派遣されたウガンダに
ついてお話を伺いました。提示された１枚の教室の写真か
ら「日本の教室との違い」について見つけました。裸足の
生徒がいる、制服を着ていない生徒がいる、体格差がある
（年齢が違う生徒が同じ教室で学んでいる）、男子も女子も
同じ髪型など、国際貢献にはお互いの「違いを知ること」
が重要であることを学びました。ふだん授業で習ったこと
やテレビで見たことから、少しの知識とイメージを持って
講演会に臨んだ私たちでしたが、ウガンダについて知識を
得、多くの事を考えるきっかけとなりました。 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第２９回定期演奏会（ルナホール） 

 

 

 

 

 

 

第２回 SUKURA コンサート 

兵庫公会堂で開催された SUKURA コンサートに参加
し、兵庫区の地域の方々に日頃の練習の成果をご披露しま
した。外国にルーツをもつ生徒が多い芦国ですが、日本の
伝統文化である筝の美しい音色で、会場からは大きな拍手
をいただきました。邦楽部は、この SAKURA プロジェク
トで主催をされている、こうべ邦楽ワークショップ代表の
名村茂代先生にもご指導をいただいています。ありがとう
ございます。 

第 4 回 SPRING CONCERT 

3 月 24 日（土）東日本大震災支援金チャリ

ティーコンサートとして、今年で 4 回目とな

る SPRING CONCERT を甲東ホールで開催

しました。第一部『春音』では、懐かしのキャ

ンディーズ「春一番」から始まり、森山直太郎

の「さくら」など春の歌の数々を美しいハーモ

ニーで歌い上げました。また、第２部の『World 

Music Adventure』では、「AISS空港のツアーによ

うこそ！！」とアナウンスを挟みながら、世界 19

カ国をガイドし、フランス、ガーナ、スイス、

ロシア、中国、アイルランドなど、その国の言

語と日本語を交えて唱歌しました。第 3 部で

は、『AISS Musical』と題し、「天使にラブ・

ソングを」のメドレーを楽しい振り付けととも

に歌い満席の会場からは、アンコールの拍手が

沸き起こりました。華やかさを添えてください

ました伴奏と指導の小野聡子様、ドラムなどの

演奏を担当してくださいました打楽器演奏家

の山縣雅志様に深く御礼申し上げます。 

 

コ-ラス部

 

 

何人もの芦国生徒
が応援に駆けつけ

ました 

吹奏楽部

 

3 月 21 日（水）西宮

市のデイサービス『みど

りの風』で木管パートが

演奏を行いました。「上を

向いて歩こう」「明日があ

るさ」などを楽しんでい

ただきました。 

邦楽部

 

 

「カンタベリ
ー・コラール」
と「交響詩フォ
ルモサ」の２曲
を演奏しまし
た。最後は全団
体による合同演
奏で楽しんでい
ただきました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜カヌー部＞ 

  第 13回芦屋カヌーレガッタ(2018/3/4) 

WK-2 高校生の部 5000m    第 1位 井上 まりな (4年) 

                         森近 莉芙    (4年)  

WK-2 高校生の部 5000m    第 3位  迫   夕夏    (3年) 

                          山村 麻衣   (4年)  

JWK-1  1400m              第 1位 田 すず  (2年)    

    JK-1    10000m             第 1位 藤村 祥太郎 (3年)  

    JK-1    5000m              第 1位  中田 寛治郎 (1年)  

    JK-1    5000m              第 3位 外内 利功  (2年)  

 

＜吹奏楽部＞  

  第 45回兵庫県アンサンブルコンテスト 西阪神地区大会(2017/12/27) 

                  管楽 4重奏            銀賞  

                  クラリネット 4重奏    銀賞     

 

＜個人＞   

第 73回国民体育大会 冬季大会スケート競技会(2018/1/29) 

                フィギュア競技 少年男子  

第 2位 兵庫県 山隈 太一郎      (5年)  

CHALLENGE CUP  THE HAGUE（25-2-2018） 

                                Taichiro Yamakuma 

is awarded the 1st place in category Men Junior  

 

国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 2017 中学生の部(2018/1/11) 

              佳作    ミスラン ソピア ミカエラ(1年)  

              学校賞   県立芦屋国際中等教育学校 

   

第 16回宝塚ベガ学生ピアノコンクール 中学生部門(2017/10/8)         

                      第 1位  岡田 唄 (2年)   

第 11回べーテン音楽コンクール全国大会(2017/12/23) 自由曲 コース 中学生の部 

               第 1位  岡田 唄 (2年)  

 

日本語・母国語スピーチ大会 in 芦屋 2018(2018/3/18) 

日本語 : 中・高校生の部  審査員特別賞  ピリヤ カルナ (1年)   

         母国語の部          最優秀賞   三島 エリン 鈴奈（２年） 

 

 The 11th Hyogo Prefecture Senior High School English Debate Contest 

(2018/2/11) 

                     2nd place is awarded 

Debater’s name   Christine maria minohara (5年) 

                         NyiNyi Thant Zin     (5年)      

                          Fumino Pearl Ikoma  (5 年) 

                          Kiyomi Beverly Boyd  (5年) 

                          Tangdhanakanond Pudiss Tenchi (4 年) 

                          Honey Thant Zin (4 年) 

オランダ デン・ハーグで行われ

た世界大会で山隈太一朗さん

が優勝しました（華麗なる滑りを

YOU TUBE でチェック！！） 

 

兵庫県高校生 

英語ディベート 

コンテスト 準優勝 

芦国の代表として 

大健闘！！ 

 

 

 


