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本校には、日本語の理解が不十分な生徒がいます。
そうした生徒にもわかりやすい授業を目指し、先生
方はJSL（日本語を第2外国語として学習する）カ
リキュラムを取り入れた授業ができるように研修を
しています。8月にはやさしい日本語を使った指導
案作成の練習、1月には公開授業を計画しています。
その指導をしてくださる京都教育大学の浜田先生に
普段の授業の様子を見ていただきました。

7/2(火
～誰にもわかりやすい授業を目指して～

先月行われた文化祭の報告、ハッスルスポーツ
大会・合唱コンクールなどについて話し合われま
した。各学年の懇親会等の予定も報告されました。
各活動とも質の高いものとなるよう様々に工夫を
凝らしておられることが伝わってきました。

7/6(土

1年生と3年生の学年ＰＴＡ活動が行われました。
1年生は校内ツアーで屋上から学校の全景や授業

の様子を見学したあと、学年主任の武田先生から学
校の様子を聞きました。その後、入学式や校外学習
の写真を見たり、持ち寄ったお菓子を食べながら自
己紹介をしたりしました。

3年生は修学旅行のビデオの上映会が行われま
した。3年生の生徒が編集した質の高いビデオで、
生徒の技術の高さが思い出をより深いものとし、
保護者もまるで沖縄に行ったかのように見入って
おられました。その後は学年の先生方と一緒に茶
話会の時間が持たれました。両学年とも、子を思
う親の気持ちが集まった温かい時間でした。

7/8(月

近年、薬物乱用の報道が多くされています。本校
薬剤師の山根先生から、薬について身近な生活レベ
ルから知識を深めていきました。薬物乱用は「ダメ。
ゼッタイ。」
生徒会主催のスポーツ大会がありました。柔らか

いボールとフリスビーを使い、男女混合ドッジビー
でクラス対抗戦を行いました。試合前には、男女一
緒にクラス全員で円陣を
組み、士気を高めていき
ました。体育館に響き渡
る大歓声と応援の中、学
年を超えてハツラツとス
ポーツを競う姿にすがす
がしさを感じました。

7/9(火
薬物乱用防止教室<4年次>

生徒会1学期スポーツ大会

この日は、後期課程の生徒は、進路実現のための模試
に臨みました。4年次生は4技能英語検定GTECに臨みま
した。大学入試において、英語の4技能を均等に測定する
形になることが決定したことをふまえ、筆記試験だけで
は測定できない生徒のリスニング、スピーキング能力を
測定し、今後の指導に生かそうというものです。英語の
先生が総掛かりで半日かけて取り組みました。5・6年次

生は進研模試を行いました。夏休み前の実力テストであり、
夏休みの学習の励みにつなげてほしいです。
6年次の学年ＰＴＡ活動は、文化祭の劇をビデオで見ま

した。芦国での最後の文化祭での劇であり、6年間の子ど
もたちの成長を目の当たりにした保護者の瞳からは、涙が
あふれていました。

放課後には、芦屋市消防本部の方に来ていただき、心
肺蘇生法講習会が行われました。各部から参加者を募り、
緊急時に対応できるよう、基本的な心肺蘇生法とAEDの
使用方法、負傷時の応急処置や熱中症への対応を学びま
した。生徒自ら積極的に学ぶ姿勢が見られました。

7/10(水
学年ＰＴＡ活動<6年次>・心肺蘇生法講習会

ＧＴＥＣ<4年次>・進研模試<5・6年次>

税のあり方を考えることは、日本の将来を考えること
につながります。税理士の吉田氏を講師に迎え、租税教
室を行いました。税の使われ方に関心を持ち、社会の一
員として、豊かで安心して暮らせる社会のために、私た
ちに何ができるのかを考えることができました。

7/11(木

お茶を共にしながら、学年主任の丸山先生から1学期
の様子や校外学習について話や兵庫型「体験教育」の1
つであるトライやる・ウィークの説明を聞きました。
｢うちの子は大丈夫かな？｣｢将来を考えるいい機会にな
るね｣など保護者の方の関心の高さを感じました。

7/12(金

3年生全員が、英語の先生と1対1で行うスピーキング
テストに挑戦しました。一人8分程度で、①短い英文が
与えられ、黙読したのち音読・英文に関する質問に回答、
②絵を見て、その内容を英語で説明、③一般的な話題で
英会話・質疑応答するものです。本校では、このように
一人一人の英語の能力を丁寧に評価しています。生徒か
らは「すごく緊張したけれど、いい経験になりました。

もっと英語をがんばろうという気持ちになりました。」という声を聞きました。
5年次生の学年ＰＴＡ活動は、学食での試食からス

タートしました。昨年度、学食の業者が替わったこと
もあり、子どもたちが食べている昼食を親も味わって
みようということで、学食で腹ごしらえをしました。
そのあと、2学期に行う選択科目についての説明を教
務部長の廣田先生から聞いたり、学年団の先生から1
3期生の様子について話を聞いたり、最後はゲームを
交えながら茶話会をしました。

7/16(火
学年ＰＴＡ活動<5年次>

英語スピーキングテスト<3年生>

全校集会のはじめに、表彰伝達式がありました。以下、表彰された生徒・チー
ムを紹介します。

7/17(水
剣道部の外部講師 片岡先生来校

全校集会・生徒会役員認証式
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続いて、新生徒会執行部役員の認証式がありました。以下、新執行部役員と
担当役員を紹介します。

生徒会長の有吉くんから、「選んでもらった責任感
を持って、素晴らしい仲間と共にがんばっていきたい。」
とあいさつがありました。執行部でなくても選んだ責
任もあります。みんなでより良い学校にするために力
を合わせていきましょう。
剣道部に外部講師として、

片岡不三（かたおか ふみ）先生が来てくださるこ
とになりました。剣道上級指導員であり、神戸市内
の道場で指導もされています。剣道の楽しさを伝え
たいと抱負を語っておられました。｢守・破・離｣と
いう言葉がありますが、教えてくださることをまず
きちん守り、基本をきちんと身につけてくれること
を願っています。

新執行部役員

会 長 有吉 逸揮 (5年B組)

後期副会長 犬伏 陽香 (4年A組)

前期副会長 山崎 隼 (3年A組)

後 期会 計 田中 沙英 (4年A組)

前 期会 計 山本 有咲 (3年B組)

書 記 HOQUE SADIA JANNATH(3年B組)

担当役員

文 化 山川 夏海 (5年B組)

生 活 藤井 諒 (5年A組)

体育 前期 岡村 ショウ(2年B組)

後期 上田 美怜 (4年A組)

環 境 山家 満生 (4年A組)

保 健 綿引 暖 (5年A組)

芦屋ルナホールで、和太鼓 松村組の演奏を
鑑賞しました。
和太鼓のほか、マリンバ、ケーナ、チャラン

ゴ、篠笛、オカリナなど世界の楽器とのコラボ
レーションで、様々な自然の風景や人の感情な
どが表現され、心ひきつけられる演奏でした。
和太鼓は、元々は神事に使われるものであっ

たそうで、大きな和太鼓は、樹齢５００年以上
の楠の幹をくりぬき、牛２頭分の皮を使って作
られたものだそうです。そこから出る音は、半
径５キロ（ルナホールからだと、阪急の西宮北
口までくらい）聞こえるそうです。
リーダーの方の話を聞いていて、ずい分地域

のことをよく知っておられるなあと思ったら、
元神戸市の高校の音楽の先生ということでした。
どおりで話もうまいなあと思いました。阪神淡
路大震災の時、何かできないかなあと思案した
末、高校に和太鼓部を作り、被災地の慰問に回
られたそうです。それがきっかけで、和太鼓に
のめり込み（元々はマリンバが専攻だったそう
です）、現在に至るということでした。
メンバーの中には、小学校の時に松村組の演

奏を聴いて、和太鼓に非常の興味を持ち、それ
からずっと和太鼓の虜となり、松村組の門を叩
いたそうだ。チャンスを待つのではなく、チャ
ンスを執念でつかんでいったそうです。６年次
生には特に心に響く話だったのではと思います。
演奏の合間に、生徒の代表８名が和太鼓の体

験をさせてもらいました。芦国生のものおじし
ない元気よさが光っていました。また、演奏の
中で、会場と一緒に演奏を作り出す場面もあり
ました。
「和太鼓の演奏を初めて聞きました。迫力の

ある演奏と楽しい話で、とても元気をもらいま
した。今日はとてもいい日です。」と笑顔で感
想を聞かせてくれた生徒がいました。
今日の和太鼓 松村組との出会いが、今後の人

生に豊かな彩りを添えた生徒が多かったのでは
ないかと思います。芸術の素晴らしさを改めて
実感した1日でした。

芸 術 鑑 賞 会 7/18(木

英語の授業でお世話になったALTのアレックス先生の離
任式がありました。アレックス先生のお別れのあいさつの
中で、「言語の学習において、笑われることは自分の成長
につながります。一時の恥ずかしさはありますが、誤りや
失敗を恐れない勇気が大事です。みなさんの勇気のおかげ
で授業をがんばってすることできました。」と言われまし
た。アレックス先生には、本校で3年間お世話になりまし
た。ALTが1校に3年間おられることはめずらしいことで

す。それだけ芦国生のことが大好きだったのだと思います。これからもアレッ
クス先生の願いを汲んで勇気と積極性をもって言語を学んでいきたいものです。
終業式では、校長先生から、「こういう人とは一緒

に仕事をしたくないなという人はどういう人ですか？」
というアンケートの話や、最近読まれた本から「いま」
を大切にすること、そして、その「いま」を積み重ね
た経験は、必ずのちの人生に意味を持つので、様々な
機会を大切にし、しっかりとした「生きる力」を身に
つけてほしいという話を聞きました。

7/19(金
第 1 学 期 終 業 式

Ａ Ｌ Ｔ 離 任 式

「広東省の若い世代とその有効省州等に住む若い世代が、互いから学び合い、
チームとして課題を解決したり、科学や文化、芸術やスポーツを体験し、学ぶ
ことを通して、多様性、インクルーシブネス、コラボレーションという姉妹都
市関係の根底となる考え方により一層、心が開かれることを目指す」という目
的のもと、2019年広東省青少年国際交流ウィークが行われました。
1年B組 合田美羽さん、大西ほとりさん、3年A組 入江拓斗くん、小松崎由

真さん、3年B組 上川央音梨さん、藏岡友那さんの6名が参加しました。
参加国は、アメリカ、オーストラリア、チェコ、韓国、ラオス、日本でした。
日程は…

25日（木）テーマ「広東省へようこそ」
広東省へ移動、歓迎昼食会、広州日報編集センターでアイスブレイ
ク・見学、開会式、歓迎レセプション、珠江ナイトクルーズ

26日（金）テーマ「技術と革新」
広東省交通警察見学、リーファン文化科学技術社見学、広州タワー
見学、タワー内で「流転の地球」鑑賞、中山大学物理天文学科教授
から映画をもとにした講義、ホストファミリーと対面

27日（土）テーマ「広州の日常生活体験」
ホストファミリーと過ごす

28日（日）テーマ「文化継承者の日」
広東オペラシアターで広東オペラ見学・体験、仏山市南風キルトで
切り紙細工・陶芸体験、仏山祖廟で獅子舞見学、歓迎レセプション

29日（月）テーマ「緑の探検者の日」
沙湾オールドタウンへ移動、オリエンテーリング、港珠澳大橋見学、
珠海長隆海洋王国で花火ショー見学、マナティー水族館のナイトビ
ジット、ジンベエザメ水族館でキャンプ

30日（火）テーマ「こころを開いて1つになろう」
ジンベエザメ水族館のバックヤード見学、フリータイム、
広東実験ハイスクールでナイトパフォーマンスのリハーサル、
閉会式、ナイトパフォーマンス

31日（水）テーマ「お別れ」
広州を出発、関西国際空港へ帰着

広東省の発展の凄まじさを五感で感じ取るとともに、各プログラム、移動の
バスの中、ホテルの部屋などで、ホストファミリーのペアの生徒や他の国々の
生徒たちと積極的に交流を図る姿が見られました。この経験をこれからの学校
生活に生かしていって欲しいを思います。

広東省青少年国際交流ウィーク 7/25(木)～31(水)

＜歓迎レセプションでの
上川さんのあいさつ＞

＜広州タワーで
中国のペアのみなさんと＞

＜広東オペラの孫悟空と＞

＜オリエンテーリングで
小松崎さんのチームが優勝＞

＜ナイトパフォーマンスは
浴衣でドラえもん音頭＞

＜ホストファミリーとお別れ＞

4月に3年生が受けた「全国学力・学習状況調査」の結果が7月31日に公表
されました。1年生に入学した時、海外生徒・帰国生徒・一般生徒のそれぞれ
に国語(日本語)や英語の理解度に大きな差がある状態でした。その時から2年
間の積み重ねにより、今回の結果が出ました。あくまで平均ですので、個々の
生徒がどれだけの力をつけてきているかが重要なのですが、学校全体として生
徒の辛抱強く積極的に学ぶ姿勢・雰囲気によるものも大きいと思います。そう
したよい学習環境の中で、個人のレベルとして、できている教科をさらに伸ば
しつつ、自分の弱いところを把握し伸ばしていく方法を理解し実践していける
ようにしていきたいものです。

平均正答率(％)

国 語 数 学 英 語 英語(話すこと)

本 校 ７８ ６０ ７２ ４４

兵庫県(公立) ７３ ６２ ５８

全国(公立) ７２．８ ５９．８ ５６．０ ３０．８

文部科学省が全国学力・学習状況調査結果を発表


