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４年次生が進路校外学習を実施しました。午前中
は京都大学益川ホールにて、一原研究員の「育児
ママでも大丈夫！研究って楽しい！」を受講しま
した。午後には、同志社大学今出川キャンパスツ
アーを、同志社大学生の案内で５班に分かれて実施
し、自分の進路について思いを馳せました。

11/1(金)

英語の表現力を競う「第34回兵庫県高校生英語スピー
チコンテスト」が、明石市民会館で開催されました。
阪神地区代表として、真境名さん(4B)と犬伏さん(4B)
が出場しました。真境名さんは"A Beautiful Lifeline"、
犬伏さんは"A Rainbow Connection"のタイトルでス
ピーチしました。二人とも阪神地区大会から発音や表
情などをさらに磨いてレベルアップし、真境名さんが
第2位、犬伏さんが第3位に入賞しました。大会後の生

徒たちの表情がとても爽やかでした。
その夜、芦国同窓会第2回懇親会が行われました。冒頭のあいさつで、スピー

チコンテストの結果を報告すると、会場がワッ
と沸きました。会場には、卒業生をはじめ、
創立当初の先生方等約50名の参加がありま
した。旧交を深めるとともに、創立20周年
に向けて同窓会として何ができるかなど話が
尽きませんでした。

11/2(土)

ヒンドリーさん(6A)をはじめとする７人のグループが
淡路島で開催された「具—１グランプリ」に出場しました。
これは、淡路島の特産品を使ったおにぎりの具を考案し、
実際に作って販売するというコンテストです。日本でも大
流行しているチーズドックをおにぎりにトランスフォーム
するというアイデアで、全２７０組の応募の中の１１組に
選ばれ、淡路島商工会長賞をいただきました。

11/3(日)

県の｢令和元年度中国･広東省との高校生交流（受入）事業｣で、
HUANG YU HUAさんが南出さん(4A)、LIANG QIU YUEさ
んが粟野さん(4B)のお宅でホームステイしました。
1日（金）の校外学習や、本校での授業にも参加し、

相互の友好親善を図り、相互の文化や社会に対する理解を深め、
次世代を担う高校生として国際的な視野を広げました。

11/7(木)

第4回目となるPTA運営委員会が開かれました。ハッ
スルスポーツ大会、ふるさと貢献活動、PTAコーラス、
1-Day講座等の行事や、各学年での活動や体育大会の報
告、AISタイムズ48号の発行や来年度の役員選考などに
ついて話し合われました。3学期には研修旅行も計画さ
れており、役員のみなさんの元気が伝わってきました。

11/9(土)

1年生のAIの授業でネパール語を学んでいる本校生が、東灘区民センターう
はらホールで行われた東灘区民文化祭に出演しました。音楽を通じて、国際文

化の交流を図ることが目的の文化祭で、ネパール
のダンス「タマンセーロ」「カンフーヨガ」を披
露しました。「たくさんの人に見ていただくこと
で、人前に出る自信と礼儀を身につけてほしい。｣
とプリタム先生。これからの学校生活に活かして
くれることを期待します。

11/10(日)

11月10日から15日まで5泊6日でニュージーランド研修旅行に行きました。
10日～11日に、関西空港からオークランド空港へ移動し、オークランド戦争
博物館見学、マオリショー鑑賞、ホストファミリーとの対面をしました。12
日～13日は、それぞれファームステイをしました。14日は、ファームステイ
先から戻り、姉妹校のケンブリッジハイスクールで交流活動を行い、その後オー
クランド市内で班別の研修を行いました。15日は、オークランド空港から関
西空港に戻ってきました。どんな学びをしたのか、生徒の感想を紹介します。

行きの飛行機、オークランド博物館、マオリショー鑑賞
・10時間を超えるフライト中は、芦国に入学
してずっと楽しみに待ち望んでいた研修旅行に
向けてのワクワク感と英語が話せるかな･･･と
いう不安が入り交じっていました。機内では、
たくさんの映画を見たり、機内食を食べたりと
楽しめましたが、なかなか寝られず体のあちこ
ちが痛んだのと、行きの飛行機の時点でお腹を
こわしてしまったのが辛かったです。着陸の時

に窓からニュージーランドの壮大な自然が見えた瞬間、めっちゃテンションが
上がりました。オークランド戦争博物館では、動物の剥製やニュージーランド
の歴史が感じられる展示物もあって、興味深いものがたくさんありました。欲
を言えば、もっとゆっくりじっくり館内を見て回りたかったです。初めて生で
見たハカも迫力満点で思わず見入ってしまいました。マオリの歴史を肌で感じ
ることができた瞬間でした。

ファームステイ
・最初はどんな家庭に迎えられるのだろうとド
キドキと不安がありましたが、あいさつをした
時から優しそうな方でとても安心しました。ファー
ムステイ2日目から本格的なファームの作業を
させていただきました。内容は羊と鶏に餌をあ
げるというものでした。動物は好きですが、い
ざ近寄ってこられると身構えてしまうこともあ
りました。しかし、どの動物も本当にかわいく
て、こんなに動物に近寄れることはめったにないので、とてもよい経験をさせ
ていただきました。とても自然豊かな所で、自分もこんな生活を一度でもいい
からしてみたいと思いました。ホストマザーが育てた果物はとても美味しく、
日本で食べるものより甘酸っぱくて新鮮なものを食べさせてもらったことが特
に印象に残っています。3日目に連れて行ってもらったHAMILTON GARDE
NSは、いろいろな国を題材にして花や植物が咲いていてとてもきれいだった
し、様々な国の風景を楽しむことができ、もう一度将来行きたいと思える場所
でした。1つ残念だったのが、ホストマザーがファームのことやニュージーラ
ンドのことを説明している時に、分からない英語が多くあり、うまく聞き取れ
なかったことです。そのため、相づちを打つことや会話を広げることがうまく
できず、もっと自分が英語を話せたらと何度も思いました。

ケンブリッジハイスクールとの交流
・ファームステイは、4人班だったので、分からな
い英語があっても助けを求めることができたけれど、
ケンブリッジでは1対1だったので本当に緊張しま
した。しかし、バディーのケイシーはとても優しく
て、下手な私の英語も真剣に聞いてくれて、ゆっく
りと答えてくれたので嬉しかったです。もっと聞き
たいことや話したいことがたくさんあったけれど、
英語で何と言えばいいのか分からず、ニュージーラ

ンドでの5日間の中で一番｢英語が話せるようになりたい！｣ととても強く思っ
た日でした。

研修旅行全体を振り返って
・入学した時からずっと楽しみにしていたニュージーランド研修旅行を最高に
楽しむことができました。最後の最後まで無駄な時間など1秒もなく、13期
のみんなんと幸せな時を過ごせて本当によかったです。6年間なんて長いと思っ
ていたのに、今はただただ一日が終わるのがものすごく早く、あと1年しかな
いと感じることも多くなりました。ニュージーランドで学んだ多くのことを生
かし、残りの時間を笑顔いっぱいの後悔のない日々にしたいです。
・帰りは行きより随分短く感じました。もう終わってしまうんだなあと寂しく
なりましたが、やっと日本に帰れるのが
少し嬉しかったりもしました。今回の研
修旅行を通して、自分の英語力でもなん
とかなるのでは？と少し自信がつきまし
た。特に、間違いとか、通じないとかを
恐れずに話せる度胸は少なからずついた
と思います。これからは、このニュージー
ランドで学んだことや思い出を大切にし
て、気持ちを切り替えて勉強の方にもグッ
と力を入れていきたいと思います。

11/10(日)

～ 15(金)

芦国同窓会 総会･懇親会

高校生スピーチコンテスト県大会
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PTA 1-Day講座【中国の水餃子づくりとお国の話】
が4４名の保護者の参加のもと開催されました。講師の
李 玉珍さんから、祖国の話や餃子の作り方を教えていた
だいた後、班ごとに調理し、もちもちとボリュームのあ
るおいしい水餃子に舌鼓を打ちました。料理講座を通し
て、PTAの親睦交流を深めることができました。

PTA 1-Day講座 11/14(木)

2年生が11日から15日まで｢トライやる･ウィー
ク｣に取り組みました。トライやる･ウィークは、
中学2年生が地域を学びの場に、体験を通して、
自ら学び、考え、体得する教育の一環として実
施している体験活動であると同時に、兵庫県が
めざす「県民すべてが関わる教育」を象徴する
教育活動です。トライやる・ウィークが生まれ
る背景には、2つの大きな出来事がありました。

阪神･淡路大震災と平成9年の神戸市須磨区の事件です。甚大な被害をもたら
した震災からは、自他の生命や人権を尊重する心、ボランティア精神、共に生
きる心の涵養など、多くの教訓を得るとともに、神戸の事件からは、「心の教
育」の充実を図ることの大切さを認識させられました。事件後、県教育委員会
に設置された｢心の教育緊急会議」から、「心の教育」には、従来のように結
論を教え込むのではなく、体験を通して、子どもたちが自分なりの生き方を見
つけられるよう支援していく教育にシフトしていくことの重要性が指摘され、
このトライやる・ウィークが誕生し、平成10年度から実施されています。
この事業を実施するにあたり、下記の26事業所の方々はもとより、芦屋市

教育委員会、本校トライやる･ウィーク推進委員、地域の方々のご協力で実施
できましたことに感謝申し上げます。

＜トライやる・ウィーク中に感じたこと（生徒）＞
・働くことの大切さ、・あいさつの大切さ、・時間を守ることの大切さ、・人
と協力することの大切さ、・保護者だけでなく自分に関わってくださる人への
感謝の気持ち、・背負うものの大きさ、・勇気を出すことによってできる挑戦
の多さ、・頼ってくれる人を大切にできる誠実さ、・気遣いの大切さ、・立場
の違い、・何事にも慎重に取り組むこ
との大切さ、・地域の人ともっとふれ
あいたい、・人生の先輩からのアドバ
イスをしっかり聞いて考える、・やる
べきことをしっかりやる
これらを学校生活でも生かしてくれ

ることを期待しています。

トライやる･ウィーク（２年生）

この日、県立加古川東高校で「令和元年度兵庫県高校生英
文エッセーコンテスト」が、新長田の神戸韓国教育院で「第
19回高校生韓国語スピーチ大会」が開催されました。
英文エッセーコンテストは、その場でテーマが与えられ、

制限時間内に300～500語の英文エッセーを書き上げるもの
で、鄭さん(4A)、中前さん(4B)、大野さん(5A)、渕田さん
(5B)が1次審査を勝ち抜き、本戦に臨みました。5年次生の
二人は、ニュージーランドから夜に帰国した翌日でしたが、

集中力を切らさずにがんばりました。（後日結果が届き、大野さんと渕田さん
が佳作に入賞しました。）
韓国語スピーチ大会では、藤田さん(4A)が出場しま

した。16の高校から22名の参加があった中で、大賞
に続く金賞を受賞しました。韓国･韓国語に関心を持つ
高校生が少しずつ新たに広がり定着しつつあることに
大会委員長は喜んでおられました。
様々な文化や言語に興味関心を持つ本校生の活躍を

誇りに感じます。

11/16(土)

県立ピッコロ劇団による「ピッコロ わくわくステージ 歌うシ
ンデレラ」を鑑賞しました。本校では、1年時に｢わくわくオー
ケストラ｣、1学期終わりに芸術鑑賞会と、本物の芸術に触れて
います。生徒の感想です。「客席のすぐ近くまで来たりと劇の世
界に入りやすい演出でとてもよかったです。歌も頭に残る印象的
な曲で、見終わった後も楽しめるのがとてもよいと思いました。」

わくわくステージ（３年生） 11/26(火)

芦屋市消防本部から3人の隊員の方に来ていただき、
職員対象の心肺蘇生法講習会を行いました。「胸骨圧迫
の方法」「AEDの使い方」「エピペンの使い方」につい
て真剣に学びました。学校における様々な危機への対応
が適切に自然にできるように、これからも様々な講習会
を行っていきます。

心肺蘇生法講習会 11/29(金)

芦国PTA恒例のハッスルスポーツ大会が行
われました。約20名の保護者のみなさんとバ
レーボールを通して親睦を深めました。バレー
ボールと同じように、職員と保護者がチーム
ワークを発揮し、パスの連携や互いにサポー
トし合い、ともに歩みを進めていきたいです。

PTAハッスルスポーツ大会 11/30(土)

11/11(月)
～ 15(金)

2･3限に公開授業を行いました。100名を超える来
校者があり、普段の授業の様子を見ていただきました。
その後、1年生PTAの食堂試食会と懇親会がありました。
食堂で子どもたちの座っている椅
子に実際に座り、試食をしながら、
自分自身の中高生時代と比べられ

ていました。その後、会場を会議室に移し、グループご
とに、家での勉強の様子や冬の服装についてなど情報交
換をしながら、親睦を深めました。

11/21(木)

第11回中国通コンテストが神戸の孔子学院で開催され
ました。参加資格は中国国籍以外かつ中国語を母語としな
い者で、入門部門では暗唱と中国に関するクイズ、課題部
門では暗唱＋パフォーマンスと中国に関するクイズで審査
されます。入門部門では、森田さん(2B)が最優秀賞、池田
さん(2B)が優秀賞、栗林さん(2A)が入賞、課題部門では、
粟野さん(4B)が入賞という素晴らしい結果でした。

中国通コンテスト 11/23(日)

高校生韓国語スピーチ大会

高校生英文エッセーコンテスト

授業公開・ＰＴＡ学年懇親会（１年生）

＜ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝｼｭ 芦屋病院店＞ ＜赤ちゃん応援ネット事業＞

＜芦屋市教育委員会生涯学習課＞ ＜パントリー 芦屋店＞ ＜芦屋市立岩園幼稚園＞ ＜OLL DESIGN＞

＜芦屋市立宮川幼稚園＞ ＜芦屋市立潮見小学校＞ ＜芦屋市立新浜保育所＞ ＜ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾗﾝｼｭ 青少年ｾﾝﾀｰ店＞

＜エルホーム芦屋＞ ＜ｼﾞｭﾝｸ堂書店 芦屋店＞ ＜放課後ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 南天＞ ＜美容室 PAR-TY＞

＜COMﾗﾝｹﾞｰｼﾞｽｸｰﾙ＞ ＜芦屋市立美術博物館＞ ＜芦屋ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ＞ ＜兵庫県警芦屋警察署＞

＜芦屋市立体育館･青少年ｾﾝﾀｰ＞ ＜市立芦屋病院＞ ＜ほのかの果実 JR芦屋店＞ ＜asha hair solution＞

＜寿司割烹 かつら浜＞ ＜芦屋市立大東保育所＞ ＜兵庫県立海洋体育館＞ ＜芦屋市消防本部･芦屋市消防署＞


