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２学期がスタートしました。
はじめに着任式がありました。ＡＬＴのエリザ

ベス・ベル先生、理科の藤本良平先生、英語科の
西口翔太先生が着任されました。。
始業式では、校長先生が、心理学者Ａ・アドラ

—の言葉「遺伝もトラウマもあなたを支配しては
いない。どんな過去であれ、未来は『今ここにい
るあなた』が作るのだ。」を引用されながら、今
に一生懸命に心を注ぐ大切さについて話されまし
た。
その後、表彰伝達式がありました。(下記参照)
９月１日は防災の日です。1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災

を忘れることなく常に災害に備えようと、1960(昭和35)年に閣議決定され
た記念日です。本校と国際高校が合同で、避難訓練を行いました。芦屋市消防
署高浜分署の隊員の方に来ていただき、 火災を想定した避難訓練と消火器を
使った消火訓練をしました。訓練をすると、実際の場でも慌てずに行動するこ
とができます。
その後、９月２１日

に行われる体育大会に
向けて、グラウンドの
草抜きと石拾いをしま
した。なかなか抜けな
い草に命の強さを感じ
ました。

9/2(月
避難訓練、草抜き･石拾い

着任式、始業式、表彰伝達式

＜左から、西口先生、藤本先生、
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夏休みの学習の成果を試す場である課題考査が
ありました。できた人ももう一歩という人も復習
をしっかりし、２学期の出発点にして欲しいです。

本校には学食があ
りますが、１年生は
２学期から食堂を使
い始めます。そのた
め、学食の使い方を
学びました。お昼どき、国際高校の生徒とも一緒
に使います。公の場で食事をするマナーを大切に
したいものです。

9/3(火
学食のオリエンテーション（１年生）

課 題 考 査

第３回目のＰＴＡ運営委員会が開かれました。ＰＴ
Ａの活動として２学期は、体育大会、PTA 1-DAY講
座、ハッスルスポーツ大会などが計画されています。
また、３学期のコーラスに向けての練習も始まります。
ＰＴＡの皆様のおかげで、学校がさらに活性化される
なあとワクワクしてきました。

9/7(土

３年生が進路講演会を行いました。第９期生の先輩
に来ていただき、道徳の授業のうちの進路について考
える時間を持ちました。生徒たちは、来てくださった
先輩に６年後の自分の姿と重ねながら、真剣に先輩た
ちの説明を聞き、メモをとっていました。
（写真は、左から今野さん、石川さん、垣内さん）

9/9(月

「芦国生はこちらから挨拶をすれば元気に返してく
れますが、自分たちの方から率先して挨拶できるよう
になるといいですね。」と指導に出ている教員が言っ
ていました。挨拶をするには相手の存在を認めること
から始まります。進んで気付けるようになりたいもの
です。登校指導は、１３日（金）まで続きます。

9/10(火

雨の間隙を縫って、１年生が校外学習を行いました。４月に植えた苗が、県
立篠山東雲高校のみなさんのお世話により、豊かに実りました。その稲刈りに
出かけました。また、午後からは県立人と自然の博物館に行き、チンパンジー
に関する興味深いお話を聞いたり、恐竜の化石や様々な標本等を見学したりし
ました。生徒の感想を紹介します。

○今日は初めての体験がたくさんできました。１
つは稲刈りです。稲刈りを行う前は、刈るのに時
間がかかり、難しそうと思っていました。でも実
際はやってみたら、すぐに刈ることができて、と
ても楽しかったです。９束刈るだけでも息があが
るぐらいなのに、昔の人々は機械なしですべての
作業をやっていたのだと考えると、とても大変な
のだと思いました。今まで何も考えずに食べてい
たお米だけど、苦労して育ててくれた農家さんに感謝の気持ちを持って食べた
いです。篠山東雲高校の先輩とお別れをするのは寂しかったけれど、たくさん
お話ができたのでよい思い出ができました。

○人と自然の博物館では、自然の仕組みを知り、
改めて素晴らしいと思った。本物の恐竜の化石や
チンパンジーのお話も興味深く面白かった。でも
一番うれしかったことは、クラスの子のことをよ
く知り、仲良くなれたことでした。
○昨日までは、たくさん稲刈りをしようと思って
いたのに、私の目の前には黄金色に輝いている稲
があるのに、行けない、前に進めない。なぜなら、
カエルや虫がたくさんいるからだ。私は、カエルを
見ることは好きでかわいいと思っている。それなの
にカエルの方は私が嫌いだからピョンピョン跳んで
私を襲ってくる。しかし、実際稲刈りはとても楽し
かった。サタッと切れたり、上手に切れたりすると、
達成感でいっぱいになった。でも何もない田んぼを
見ると心が痛くなる。カエルにも家族がいて、きっ
と家・この田んぼが大切なもので、それを私たちが

取ってしまった。仕方がないことだけど、その分、この稲、カエルの命、そし
て高校の先輩たちが私たちの苗をしっかり育ててくださったことへの感謝の気
持ちを忘れないで生きたいです。
○私が今回の校外学習で一番思い出に残ったのは、稲刈りです。私は、今まで
一度も稲刈りをしたことがなかったので、やる前は、上手に刈れるかどうか、
少し不安でした。最初は、稲を刈るだけで、後は先輩がやってくださったので
簡単でした。だけど、いざ自分一人で全部やってみると大変でした。稲は金色
に輝いていて、４ヶ月でこんなに育ったんだ、すごいなあと見ているだけで晴
れ晴れとした気持ちになりました。だけど、それは４ヶ月の間、先輩たちが一
生懸命育ててくれたおかげだと思います。私も稲のようにすくすくと成長して
は、生まれ変わり、それを繰り返しながら、古
い自分を捨てて新しくなりたいです。
○今回の校外学習で、私はお米を食べられるこ
とへの感謝をいつも忘れてしまっていると実感
しました。私たちはお米を作るたくさんの手間
の中の２つしかしていません。でも、私にはと
ても大変で疲れる作業でした。いつも当たり前
のように食べているお米はきっと誰かが汗を流
しながら、がんばって育ててくれている稲なん
だなと思いました。私は、これからもおいしいお米を毎日食べられるというこ
とに対して、感謝を忘れないようにしていきたいです。

9/11(水



みなさん、芦国の校歌を歌えますか？６年次生はあと何回校歌を歌うのでしょ
うか？ここで１回歌っておきましょう！
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台風の接近で開催が危ぶまれましたが、第１７回体育大会が無事に行われま
した。体育大会前、６年次生の学年演技の準備している姿、５年次生を中心と
した応援団の打合せや練習をしている姿、また各係で率先して準備に当たって
くれている生徒の姿を見ていると、いい模範の蓄積が伝統になってきているな
あと感じました。このよき伝統を引き継いで欲しいと思います。６年次生の感
想を紹介します。

○最後の体育大会は、自分自身がとても成長しました。リーダーとして悩んだ
こと、夢中になって作品を作ったこと、全部財産です！
○受験で午前中出られなかったクラスメートの代わりにスウェーデンリレーに
出ることになったのですが、２００メートルを走ったことがなかったので、自
分が代わりにちゃんとできるのか不安で前日から緊張していました。走り終わっ
た後は安心して６×１００、部対抗に出られたのでよかったです。何事もやっ
てみるもんだなと思いました。うまくいってよかった！最後の体育大会とても
楽しかったです。
○学年種目は、演技最後のマスゲームで曲が始まって立った瞬間、目の前のた
くさんの先生方と目が合い感謝の気持ちが湧いてきました。クラス同士でいつ
も争っていた１２期生ですが、今回は学年としての団結の方が強かったように
思います。
○今までたくさん練習してきた分、無事に素晴らしい学年演技を終えることが
できたので嬉しかった。スウェーデンリレーでも他のメンバーと力を合わせて
１位になれてよかった。
○６×１００メートルリレーでは優勝することができた。学年演技では、円に
なったときに、みんなの顔を見たら全員がすごく集中していて全力で演技しよ
うとしていることが全員から伝わってきて、今までの準備期間がんばってきて
よかったなと思った。
○本番直前まで本当にまとまりのない１２期だけど、当日は今までの先輩たち
にも負けないくらいの参考のパフォーマンスだったと思います。ありがとうご
ざいました。
○みんなそれぞれに忙しいのに一人一人ががんばって最高な１２thワールドを
当日作り上げてくれてありがとう！
○学年を引っ張ってくれた実行委員のみんな、本当にありがとう！１２期の一
員として一緒に素晴らしいものを造れて幸せです。

＜令和最初に入れられるのは誰
だ！(５年次)：棒引きのあとは
玉入れがあります＞

第１７回体育大会 9/21(土

＜２人３脚リレー：脚を結びつ
けてないかのように駆け抜ける
ペアもありました＞

＜台風の目(１年生)：男女交じっ
た４人組で１本の棒を運ぶ姿は
仲の良さを感じました＞

＜6×100ｍリレー：シンプルな
種目ですが、人間が走るという

美しい姿を見せてくれました＞

＜応援合戦：応援団がみんなを
応援し、みんなが応援団を応援
していました＞

＜応援合戦：５年次生が中心と
なって、よくぞここまで準備･練

習しました＞

＜ＡＢ対抗リレー：２人での競
争で、差が開いても最後まで
走り抜きました＞

＜部活動行進：運動部も文化部
も各部の特長を生かした行進で
した＞

＜部対応リレー：琴を持って走
る邦楽部。ホルンやイーゼルを
持って走る姿もありました＞

＜運んで、回って、みんなでぴょ
ん！(ＰＴＡ)：大人も子どもも
みんな楽しんで走りました＞

＜ねえ、今から増えるよ！(３年
生)：２人３脚から最後は６人７
脚とどんどん増えて走ります＞

＜綱引き：体育大会の定番。芦
国女子の素顔を見たり！といっ
た気がしました＞

＜入場行進：生徒会を先頭に１
年生から堂々の入場です。息が
そろうと美しいです＞

＜絆をかけた勝負(２年生)：新
聞のフラフープに３人が入り競
争中＞

＜スウェーデンリレー：ゴール
テープを切る喜びが全身に溢れ
ています＞

＜君の縄。(４年次)：借り物競
走と大縄跳びの合せ技。体育の
先生も走り、飛びました＞

＜１２thオンパレード：この学
校の多様性を演技で表現してく
れました＞

＜１２thオンパレード：芦国の
顔として、構想から練習、そし
て本番とよくやり抜きました＞

＜学級対応男女混合リレー：様々

な国籍の生徒たちがみんなで体
育大会を盛り上げました＞

＜閉会式：笑顔で胸を張って校
歌を歌う６年次生の姿に胸が熱
くなりました＞

＜１２レンジャー：先生方も生
徒に負けじと変身しました。生

徒も大満足でした＞

１１月１０日（日）から１５日（金）まで行われる５年次の研修旅行の説明
会が開かれました。
今回の研修旅行でお世話になる旅行会社のスタッ
フの方から、前半は生徒向けに、後半は保護者向
けに説明がありました。旅行保険のこと、外貨両
替のこと、電子ビザのことなどの話があり、真剣
な表情でメモを取る生徒の姿がありました。
また、保護者向けには、以前の研修旅行の際に

撮られた写真によるスライドが流され、亀野先生
の絶妙な話術で会場が和みました。
準備をすればするほど楽しみになってきます。

6年間で｢最も｣と言って良い思い出に残る体験に
なるはずです。身の回りの物、体や心の健康、向
こうでの生活でのするであろう会話など、用意を
周到にしたいものです。生徒の感想を紹介します。
「もうすぐなんだなあと実感がわいてきた。」
「旅行会社の方がいろいろと手配してくださって
いるんなあと感謝の気持ちになった。」

研修旅行説明会(５年次) 9/26(木

２７日（金）には「第５回芦屋市中学生英語暗
唱･スピーチコンテスト」、２８日（土）には「第
３４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。
２７日のコンテストでは、暗唱の部で３年生の

大貝さんが第３位、ス
ピーチの部で３年生の
越谷さんが第２位に入

賞しました。
また、２８日の大会では、４年次生の真境名さ

んが第１位、同じく４年次生の犬伏さんが第２位
に入賞しました。真境名さんと犬伏さんは１１月
に行われる県大会に進み、近畿大会への進出を目
指します。がんばれ！芦国生！！

空高く 山並みはるか
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海青く 波のきらめき
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輝け 命 友情の花

ともに世界に 咲かせよう
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9/27(金)

兵庫県高校生英語スピーチコンテスト阪神大会

芦屋市中学生英語暗唱･スピーチコンテスト

9/28(土)


