芥 川
大阪府立芥川高等学校
平成二十年五月三十日

部活動の予定と報告

和[太鼓部 ]
今後の演奏会予定
６月１日︵日︶ 14:00
︵高槻現代劇場大ホール︶
淀川和太鼓フェスティバル
入場券必要 高槻市近郊の和太鼓チームによる
演奏会
６月 日︵金︶ 19:00
開演
︵生涯学習センターホール 高槻市役所隣︶
和太鼓部定期演奏会
入場無料
和太鼓部の全レパートリーを演奏

また︑中間考査中の５月
日︵木︶
︑専門学校や業
界に詳しい進学情報業者の
支社長を講師に招いて︑教
員対象の専門学校研修会を
行いました︒生徒が希望し
ている専門学校の最新情報︑
資格・職業の現状などにつ
いて︑主に３学年担任からの質問に答えてもらう
形式で︑熱心な質疑応答が交わされていました︒

‑‑

‑

総務部ＰＴＡ係
５月 日︵土︶ 名の出席と 名の委任状に
よりＰＴＡ総会が開催され︑平成 年度決算・事
業報告︑平成 年度予算・事業計画・役員選出な
どの議事が滞りなく行われました︒総会に先立っ
ては本校食堂で和太鼓部の演奏会があり︑その迫
力ある演奏に参加した保護者は聴き入っていまし
た︒

ＰＴＡ総会が開催されました

２２

教育実習始まる
５月 日から２週間または３週間の期間で︑本
校卒業生７名が教員免許取得のために教育実習を
行っています︒授業とホームルームを担当︑また
生徒と一緒に校内美化に協力してくれます︒
教育実習生の紹介︵担当教科・担当ＨＲクラス︶
さん ︵ 期生︶地歴公民 ３ ６
さん ︵ 期生︶地歴公民 ３ ７
さん︵ 期生︶地歴公民 １ ２
さん ︵ 期生︶数学
２３
さん︵ 期生︶ 美術・工芸 ２ ７
さん ︵ 期生︶英語
１︲５
さん ︵ 期生︶情報
１６
２３ ２２

‑‑

特色ある授業紹介
教科「情報」
（１学年）
﹁他己紹介﹂のプレゼンテーション

ハ[ンドボール部 ]
インターハイ予選大阪中央大会
５月 日︵土︶
︑１回戦は堺市の家原大池体育
館において︑南ブロック１位の強豪大商大堺高校
と対戦します︒近畿大会出場を目指して頑張りま
す︒

‑

女[子バレーボール部 ]
春季大会 大阪高校選手権大会 二次予選
６月１日︵日︶ＰＬ学園高校にて︑金蘭会高校と
対戦します︒一部昇格後︑最初の公式戦です︒勢
いに乗って︑ぜひ勝利したいと思います︒

５３

和太鼓部演奏会

５月 日︵日︶本校会議室において︑同窓会﹁葦
風会︵いふうかい︶
﹂総会が開催されました︒平成
年度事業・決算報告︑
平成 年度役員選出
および事業・予算案の
審議・承認などが行わ
れました︒今年度も各
部活動や環境整備への
援助︑和太鼓部の全国
大会︑本校教育相談の
充実への援助が承認さ
れました︒深く感謝い
たします︒

平成 20 年度役員選出

教員専門学校研修会

２０

同窓会「葦風会」総会が開催されました

１９ ５９９

２０

保護者対象進路説明会・教員対象専門学校
研修会を開催しました

進路指導主事
５月 日︵土︶ＰＴＡ総会後︑保護者対象の進
路説明会・講演会を開催し︑約１００名の保護者
の方に参加いただきました︒今春卒業者の進路状
況︑昨年度の大学入試の結果︑進路決定までのス
ケジュール︑進学にかかる費用などについて説明
しました︒その後︑ＥＣＣ予備校学生相談室の
氏による﹁進路選択
のとき〜子どものココロ︑
親の役割﹂と題した講演会
を行いました︒進路選択が
多様な現代において︑どの
ように生徒にアドバイスす
ればよいか︑生徒の行動と
心理にどう対応すればよい
かなどについてお話いただ
きました︒
保護者進路説明会

１０

２５

教員と学生ｽﾀｯﾌの
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

２０

３１
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２３

２３

２３ ２３

二学年 修学旅行概要

１４

２７

情報科
本校の教科﹁情報﹂の特色
の一つは︑パソコン技能の習
得にとどまらず︑それを活用
したコミュニケーション能力
の育成を目指して︑グループ
ワークやプレゼンテーション
を多く取り入れていることで
す︒二つ目は︑授業では教員
２名に加えて︑関西大学総合
情報学部の学生がスタッフと
して参加してのティームティーチングで行ってい
ます︒今年度の学生スタッフは８名︵うち２名は
本校卒業生︶で︑授業でのサポートだけでなく︑
毎週教員とミーティングを行い︑共同で教材の開
発をするなどとても熱心に取り組んでいます︒生
徒からも︑学生からのアドバイスは好感を持たれ
ています︒
︻学生スタッフ︼上田 恭平さん 田中 伸佳さん
河野 翔平さん 萬 萌絵さん 本校卒業生
篠田隼人さん 本校卒業生 三國 真太郎さ
ん 山本知佳さん 田中 宏樹さん
１学期前半は︑﹁他己紹介︱おともだち帳を作ろ
う﹂に取り組みました︒ワードやペイントという
ソフトの基本操作を学び︑
インタビューした相手を
紹介したシートを作成し
ました︒そしてそれを元
にプレゼンテーション
をしました︒この取組み
を通じて︑クラスの友人
とのコミュニケーション
を深めました︒

１９

２７

第５３号

２学年主任
２学年は来月︑北海道へ修学旅行に出発します︒
生徒の修学旅行委員によるしおり作成︑レクリエ
ーションの企画など現在着々と準備を進めていま
す︒
実施時期 ６月 日︵火︶〜 日︵金︶
行き先
北海道 富良野周辺および小樽
宿泊施設 富良野プリンスホテル
交通機関 往復航空機利用 現地は貸切バス
行程
６／ ︵火︶
伊丹空港集合
↓新千歳空港 ↓
旭山動物園↓ホテル
６／ ︵水︶
ファームビジット
︵農家に分かれて１日農業体験等︶
６／ ︵木︶
ラフティング・体験メニュー
︵カヌー︑サイクリング︑ホーストレッキン
グ︑パターゴルフ︑ソーセージ作りなど︶
６／ ︵金︶
小樽市内散策↓新千歳空港↓
１・２・３組 伊丹空港
４・５・６・７組 神戸空港↓高槻

１２

保護者懇談・授業公開のお知らせ

１１

(

３０

葦風会総会

２４

１学期の保護者懇談および授業公開を行います︒
詳細は︑生徒を通じて案内いたします︒できるだ
けご出席いただき︑生徒の学校と家庭での様子︑
進路などについて担任とご懇談ください︒
■保護者懇談会
６月 日︵火︶
・ 日︵水︶
・ 日︵土︶午後
■保護者対象 授業公開
６月 日︵土︶
９時 分〜 時 分︵２限〜４限︶
全ての授業︵水曜４・５・６限授業︶を公開
３０

２２

他己紹介のシート

２４
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