
 

 

 

６年次生が卒業して、少し寂しくなった感じの３月でしたが、それぞれの学年最後のまとめをしっかりと行い

ました。前期課程は「合唱コンクール」で各学年・クラスが素晴らしい歌声を響かせ、後期課程では進路実現

に向けた講演会や国際理解教育講演会などが行われました。来年度はそれぞれ学年が進み、また新たな生活が

始まります。皆、新年度に向けて期待に胸膨らませていることでしょう。 

 

 

今年で９回目となる合唱コンクールが開催されました。昨年度までの

学年曲、選択曲に加えクラスでの合唱曲に共通課題曲「夢の世界を」が

加わり３曲での審査となりました。また、ゲスト出演として 4 年次生

の音楽科選択者による合唱も披露されました。その他、今年もＰＴＡコ

ーラスによる演奏や「関西芸術文化の森 ゆずりは」によるピアノとフ

ルートの若手芸術家による演奏がコンクールに花を添えてくれました。 

まずは 1年生の課題曲「Believe」、2年生は「COSMOS」、そし

て、3年生は難易度の高い「手紙」です。各学年とも音楽の新屋先生の

指導のもと、これまでの練習の成果を発揮し、すばらしい合唱を聞かせ

てくれました。１年生の幼さの残る声から、３年生になると男子の低音

が響く合唱へと変わっていく様も見てとれました。  

その後のＰＴＡコーラスでは英語での合唱「カントリー・ロード」に

続いて、懐かしの名曲「学生時代」が披露され、会場から手拍子が沸き

起こり、大いに盛り上がりました。 

学級選択曲では、各クラスでこれまで朝学活や昼休み、放課後と限ら

れた時間の中でクラス団結して練習してきた成果を存分に発揮し、レベ

ルの高い演奏を聞かせてくれました。最優秀賞には３年 A組「ヒ 

カリ」が選ばれましたが、どのクラスもこれまでの頑張りを表彰し 

たい、そんな思いにさせられる合唱でした。 
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最優秀賞  ３年 A 組 「ヒカリ」 
優秀賞   ３年 B組 「青葉の歌」 ２年 B組 「ほらね」 

１年生 学年合唱「Believe」 

２年生 学年合唱「COSMOS」 

３年生 学年合唱「手紙」 

４年次音楽選択者「証」 

正司さん、内藤さんの演奏に魅了されました。 おそろいの芦国 Tシャツで練習の成果を発揮！ 



 

本年度も PTA主催の進路学習会が国際交流ホールで開催されました。学校

長が「後期課程の過ごし方」と題して講演を行いました。昨年度に続いて本校

の瀬尾校長から、後期課程での履修・修得の話から高大接続改革に関する最新

情報まで幅広い内容で多くの保護者の方に聞いていただきました。最近のニュ

ースでは、大学入学共通テストの施行問題も公開され、様々な説明会では新セ

ンター試験に対応できる学校とできない学校の２極化が進むと予想されてい

ます。また、内容的にはこれまでの授業では対応できないとの話も聞きます。

そんな中、保護者への配布資料にも文科省や大学入試センター等の高大接続改

革関連のホームページアドレスも掲載して、試行の問題を実際にご覧いただく

ようお願いするとともに、来る大学入学共通テストに対応でてきる力を本校６

年間でしっかり育てていきたい考えをお話ししました。話の中にはいろいろな

大学情報をクイズにした「大学 Question」や学校でよく言われているけど、

「本当に正しいの？」と疑って見るべき「進路指導の都市伝説」などの話も盛

り込まれ、楽しく聞いていただきました。 

 

 

 

劇作家、演出家である平田オリザさんをお招きして演劇ワークショップが

行われました。平田オリザさんは現代口語演劇理論の提唱者であり、自然

な会話とやりとりで進行していく「静かな演劇」の作劇術を定着させた方

として有名です。 

当日は、まずアイスブレークとして、誕生日月や兄弟の数でグループを

作るゲームなどが行われ、会場が楽しい雰囲気に包まれ、参加した１年生

の顔がみるみる笑顔になっていきました。その後、教室での朝のホームル

ームで転校生を紹介する場面を、グループごとに劇で表現しました。１２

のグループが、先生役、転校生役、生徒役を担当し、元の台本をそれぞれ

アレンジしながら楽しく演じました。 

ワークショップの最後のふりかえりでは、すべてのグループが工夫し

てよかった点を述べていただくとともに、話し合いで物事を決めるとき

は、じゃんけんで決める場面なのか、３分で結論を出す場面なのか、とこ

とん話し合って結論を出す場面なのかを見極めること、また、今何に集中

するときかを考えつつ、折り合いをつけて結論を出すことが大切である

ことを教えていただきました。２時間のワークショップでしたが、あっと

いう間に時間が過ぎ、生徒たちはそれぞれが思い思いに自己表現するこ

とができました。 

 

3月 10日（金）、11日（月）の両日、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、前期課程（中学校課

程）から後期課程(高校課程)への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。黒板には「厳正受験」と書かれ、教室の雰囲気も普段

とは違った緊張感に包まれていました。３年生も真剣な面持ちで臨み、終

了後は思い思いに採点を行いました。次の 12日（火）に兵庫県の公立高

校一般入試が実施されましたが、自己採点後は、同じような思いを体験で

きたことと思います。 

 

 

たくさんの保護者に熱心に聞いていていただきました 

入試本番さながら、真剣に取り組みました。 

平田オリザさんから演劇のコツを伝授 



 

現在、関西学院大学学長直属 SGU 招聘客員教授を務める久木田純先生ですが、1986 年６月にモルデ

ィブ共和国事務所に赴任したのを皮切りに、カザフスタン、モルディブ共和国、ナミビア共和国、バング

ラデシュ、ニューヨーク、日本、東ティモール等で国連職員として、定年退職までUNICEFで活動をされ

ていました。すべての子どもの命と権利を守るため、世界を舞台として医療・福祉・教育の向上や、環境保

護などの課題解決に向けてご尽力されてきました。今回の講演では、その経験をもとに「国連職員の仕事

や国際社会の変化の中で必要とされる貢献」についてお話しをいただきました。東ティモール事務所代表

として 2007～2011 年に東ティモールに駐在していた当時、ラモス・オルタ大統領から、「武術集団間

の争いをやめさせてくれないか」と依頼を受けたこと。当時東ティモールでは武術を犯罪や暴力の手段に

使うようになっていて争いが絶えなかったこと。UNICEF 大使としてジャッキー・チェンに協

力を要請し、2008年にナショナルスタジアムで、13の武術集団との対話が実現し、「平和の

ために武術を使う」ことを訴え、争いが収束に向かったことなど興味深いお話を伺うことがで

きました。（これにより久木田先生は東ティモール共和国勲章を授与されています） 

また、２１世紀社会では、温暖化、サイバー攻撃、大災害、

核汚染など大きなリスクがあり、私の運命＝地球の運命であ

ることから、一人ひとりが地球の存続進化を考え行動しなけ

ればならない。持続可能な開発目標（SDGｓ）に取り組まな

ければならないという強いメッセージをいただきました。休

憩時間や講演会終了後には、久木田先生を取り囲み質問を行

うなど、興味関心の高さが伺えましたが、久木田先生から投

げかけられた命題を自己の未来とつなぎ合わせ、一度じっく

りと考えてみてほしいと思います。 

 

 

この春卒業した 11 期生を講師に招き、進路実現に向けた卒業生講話を行いました。立命館大学の経営

学部に進学する NYI NYI THANT ZINさんからは、ニュース・新聞を読み社会に関心を持つことや、大学

をネームバリューで選ぶのではなくどのような活動ができるのかが大事であることを、また、大阪大学の

基礎工学部に進学するKhosrovian Razmik Arman さんは、過去問をしっかりと解くことや、リフレッ

シュ方法も見つけておくことなど、貴重なアドバイスをいただきました。  

 参加した生徒からは、「先輩たち一人一人進路は違っていたけれど、合格するための強い意志は共通して

いると感じました。『自信を持つ』ということが私の課題かもしれません。だから第一志望に向かう気持ち

はブレずに自分で信じて計画を立てていくことを心に決めました」「受験をした先輩たちは、僕の悩んでい

たことの答えを教えてくださいました。とても分かりやすいアドバイスをいっぱいいただき、自分もこの

ように勉強を進めていこうと思った」などの感想がありました。その他、ご協力いただいた、友繁哲さん

（岡山大学）、島本歩実さん（関西大学）、生駒芙美乃 ぱあるさん（神戸大学）、新生活の準備で忙しい中、

時間を割いていただきありがとうございました。 

 

Khosrovian Razmik Arman さん 島本歩実さん 



 

国際交流ホールで、海外留学や国際関係の研修に参加した生徒の体験を報告する、海外研修報告会を

実施しました。この報告会は、様々な国際的なプログラムに挑戦する精神が後輩たちに受け継がれていく

貴重な機会ともなっています。 

 インドネシアやアメリカ、カナダなどに１年間留学した５年次生５名と、海外短期留学、AIG 高校生外

交官プログラムに参加した３名が発表しました。松永理沙 ジェニファーさんは、陸上選手になりたい夢を

叶えるため、“トビタテ留学 JAPAN”に応募して、世界最大級の総合スポーツ教育施設であるアメリカの

IMGアカデミーに滞在し、３週間の専門的なトレーニングを受けた体験を語りました。その中で、「留学は、

英語を習得するためだけにするものではなく、海を越えて夢を叶えるためにするものだ」と力強く後輩に

発信しました。 

 また、フィリピンのセブ島で１か月の英語語学研修を受けながら、

孤児院でボランティア活動を行った岸本未羽さんは、「挑戦を恐れる

べからず。できるかできないかは、やってみないとわからない」「募金

活動も大切だが、その地に足を運ぶボランティアにも是非参加してほ

しい」と訴えました。どの発表者もパワーポイントを用いた効果的な

プレゼンで、会場は時折笑いに包まれながら、世界や地球が直面する

課題について考えさせられる機会ともなりました。準備を進めてきた

発表者の皆さんの努力に感謝いたします。 

 

 

 

 

今年 3 回目の学校評議員会を開催しました。本校の評議員は、大学関係者、地域自治会長、PTA 会長

他、PTA関係者で構成されており、様々な観点から学校評価や提言、教育活動へのご協力をいただいてい

ます。 

 今回の学校評議員会は、前半で海外研修報告会をご参観いただき、後半では年度末学校評価結果に対す

る学校関係者評価として、ご意見と提言をいただきました。 

 評議員の方々からは、「報告会での生徒のプレゼンが素晴らしかった。大

学に勤めていたことがあるが、大学生でもなかなかできないレベル」「息子

が今年卒業したが、この 6年間でしっかりと心を育ててもらった」という

有難い感想をいただきました。また、課題としては、「学校評価に、働き方

改革の流れを受けた項目を入れてはどうか」というご意見や「簡単に研究

授業に取り組める仕組みづくりを進めてはどうか」というご意見をいただ

きました。学校評議員会でいただいたこれらの意見を参考に、今後の教育

活動の改善に生かしていきたいと考えます。 

 

 

様々な学部・分野の説明を聞く進路学習会に、4 年次生が参加しました。16 の大学や専門学校が設け

た、自分の興味関心が高いブースに足を運んで、どのような学部で何を学んでいくのかを教えていただき

ました。 

心理学分野では、街中で倒れている、特徴が違う複数の人に遭遇した時

に働く心理を通して、人の心理の不思議について教えていただきました。

また、工学系ブースでは、電子分野と情報分野の学問としての棲み分けや、

情報系が、1995年ごろから発展した新しい分野の学問であることなどを

教えていただきました。生徒は興味津々で聞き入り、メモを取ったり、疑

問点を質問したりして理解を深めていました。 

 

 

挑戦することの大切さを後輩に･･･ 



 

2２日の終業式の後、保護者の方にも参加いただき、前期課程の修了式を行いました。本校は６年間の中高一

貫校ですので、全員が後期課程（高校課程）に進みますが、ひとつの節目として終了証を授与しています。当日

は保護者の方にも参加していただき、79 名一人一人に終了証を授与しました。修了証書授与に後は、前期課程

教頭から式辞があり、式を終えました。４月からは本校４年次生として活躍してくれることを期待しています。 

式後には、インドネシアの学校と取り組んできた「アートマイル」の作品披露もあり、各クラスが描かれてい

る絵の解説や相手校とのやり取りを報告してくれました。相手校の生徒は本校を訪問し交流したこともあり、お

互いの思いが融合した素敵な作品に仕上がっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本校では、PTA主催で制服等のリユースを年に数回行っ

ています。今月は 14 日のお昼の時間に会議室で行われ、

多くの生徒がお目当ての品をもらうために早くから廊下に

列を作りました。 

会議室の机の上には、PTAのみなさんによって種類ごと

に並べられたリサイクル品が所せましと並んでいます。一

番人気は、リボンとネクタイです。 

生徒たちは、真剣にサイズを確認しながら選んではお目

当ての品をもらって、満足げに部屋を後にしました。 

 

 

 

本校では、前期課程３年間は義務教育課程ですので教

科書が無償配付されますが、後期課程（高校）になると

選択教科書の教科書を各自購入することになります。 

14日には、現在空き教室になっている６年次生教室で

販売がありました。初めての教科書購入となる３年生は

先輩から情報を入手したのか多くの生徒がスーツケース

を持参して購入にやってきましたが、教科書の多さに驚

きつつ、丁寧にケースに詰め込んでいきました。 

修了おめでとうございます 

しっかり見定めて、お気に入りの１枚を 購入した教科書はスーツケースに 

保護者とともに全員で記念撮影 

〇 カヌー部 
  ・第 14 回芦屋カヌーレガッタ 
    WK-2  5000m 高校生の部 第 1 位  森近 莉芙 (5 年 B組) 
                        井上 まりな (5 年 A 組)  
    JK-1 5000m 中学生の部  第 1 位  中田 寛治郎 (2 年 B組) 
    JWK-1 5000m 中学生の部  第 1 位  原田 すず  (3 年 B組) 

JWK-1 1400m 中学生の部  第 1 位  犬伏 陽香  (3 年 A 組)  
 
〇 テニス部 
  ・兵庫県高等学校体育連盟阪神支部阪神公立個人大会 
   第 3 位  パティス なな (4 年 B組)       
 
〇 日本語・スピーチ大会 in 芦屋 2019   中学・高校生の部 
  優秀賞  ピリヤ カルナ (2 年 A 組)  
 


