芥 川
大阪府立芥川高等学校
平成二十年七月十八日

１学期をふりかえって

さよなら︑

さん

部活動の予定と報告
和[太鼓部 ]

全国大会出場 声援お願いします

昨年８月８日に本校に着任したＡＬＴ︵外国人英
語指導助手︶の
さんが７月末をもっ
て退職し︑英国へ帰国することになりました︒今
年度は︑主に１・２学年の英語の授業を担当して
くださり︑生徒に間違いを恐れず︑楽しく英語を
学べるように︑様々な工夫をしてくれました︒９
月からは新しいＡＬＴが着任します︒

顧問
和太鼓部は︑８月９日・ 日群馬県みかぼみら
いホールで行われる﹁第 回全国高等学校総合文
化祭﹂郷土芸能部門に大阪府代表として︑７回目
の出場をします︒
部員を代表して︑
部長の
さ
ん︵３年︶が抱負を語ってくれました︒
﹁昨年入賞できなかった悔しい思いを忘れずに︑
今年こそは絶対に入賞するぞという強い気持ちを
もって︑毎日ハードな練習を積み重ねています︒
みんなで意見を出し合って︑
曲を構成し︑
聴く人々
の心に響く曲を作るように心がけています︒声援
よろしくお願いします︒
﹂

教職員による校内実行委員に加え︑ＰＴＡ︐同窓
会︑後援会の各代表の方を交えて︑第１回合同実
行委員会を開催しました︒

府立学校合同説明会に参加します

中学生とその保護者を対象に開催される府立学
校合同説明会に本校も参加します︒お知り合いの
中学校生と保護者の方にお薦めください︒
８月 日︵土︶ 13:00
〜 16:00槻の木高校にて
９月６日︵土︶ 10:00
〜 16:00茨木市民会館にて

名の参加で︑和太鼓部ＯＢ
の指導のもと︑月一回の和太
鼓講座を行っています︒今年
度は︑
﹁かがり火太鼓﹂の演奏
に挑戦︑発表の機会を目指し
てがんばっています︒

ＰＴＡ和太鼓講座楽しいですよ

２３

ＰＴＡ新聞﹁阿久刀﹂を発行しました

総務部ＰＴＡ係
ＰＴＡ新聞﹁阿久刀﹂第 号を発行しました︒
ＰＴＡ役員︑担任と教職員の紹介︑ＰＴＡ活動の
報告や予定などを掲載しています︒

教頭
７月８日︵火︶今年度の７名の委員全員の参加
により第１回学校協議会を開催しました︒本校の
最近の教育活動︑昨年度実施した﹁学校教育自己
診断﹂の結果およびその分析などの報告後︑委員
の方から意見を伺いました︒携帯電話を利用した
サイトに潜む問題︑最近の学生や若者の状況を見
て思うことなどが話題になり︑活発に意見交換を
行いました︒次回は 月〜 月に実施予定です︒

第１回学校協議会を開催しました

９０

７月 日︵土︶ 名の参加により︑後援会総会
が行われ︑前年度活動・決算報告︑今年度の活動
計画︑予算︑役員などが承認されました︒
８月２日︵土︶
・３日︵日︶に予定されている高
槻まつりにおいて︑恒例のねぎ焼きの屋台を出店
します︒ＰＴＡ実行委員の方にもお手伝いいただ
きます︒収益金は︑本校の教育活動支援に役立て
てくださいます︒ぜひお立ち寄りください︒

後援会が今年も高槻まつりに参加します
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夏季休業中に部活動合宿を実施します

周年記念事業にむけて

１６

１４

１０

３１

生徒が関西大学総合情報学部を見学
情報科
７月 日︵月︶
︑１学年の
教科﹁情報﹂にアシスタン
トとして参加している学生
の案内により︑関西大学総
合情報学部
︵高槻市霊仙寺︶
のキャンパス︑施設見学を
させていただきました︒１
学年と３学年の生徒が参加
しました︒

創立

１４

教頭
本校は平成 年に創立 周年を迎えます︒す
でに校内では記念行事︑記念誌発行などの記念事
業の準備にとりかかっています︒７月 日には︑

３０

ラグビー同好会が設立されます
顧問
１学年５名︑２学年３名の計８名よりラグビー同
好会設立の申請があり︑
本校教員の顧問が決定し︑
特別活動部および部代表者
会議︑職員会議で設立が承
認されました︒活動は︑三
島高校︑高槻北高校︑島本
高校との合同部活動として
行うため︑指導体制︑連絡
体制等について４校間で協
定書が交わされました︒主
な活動場所は三島高校︑高
槻北高校になります︒

２１

１２

（
さんからのﾒｯｾｰｼﾞ）
I have had an amazing year
here in Japan and at
Akutagawa Senior High School.
I have leant so much from the
students and teachers alike,
and I hope the students have
learnt English well from me. I
will miss everybody greatly and
thank you all for your kindness
over the year. I look forward to
visiting Japan again in the
future. Good luck and goodbye
…but not forever I hope!
いつも楽しかったです。ありがと
うございました。

３０

今年度も、各部活動の強化練習と部員間の親睦
を深めるために、次のとおり合宿を実施します。
各部顧問が引率します。

３２
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活動場所
長野県真田市 サニアパーク菅平
長野県真田市 サニアパーク菅平
鳥取県東伯郡 三朝町総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
兵庫県城崎郡 但馬ドーム
京都府城陽市 山城総合運動公園
兵庫県加東市 日光園
滋賀県高島市 町営体育館
兵庫県美方郡 福岡体育館
兵庫県豊岡市 神鍋ﾛｰﾝﾃﾆｽｺｰﾄ
兵庫県豊岡市 神鍋ﾛｰﾝﾃﾆｽｺｰﾄ
広島県庄原市 道後山高原ｸﾛｶﾝﾊﾟｰｸ
香川県小豆郡 土庄町立勤労者体育館
群馬県藤岡市 みかぼみらい館
高槻市弥生が丘緑友庵
京都府南丹市 京都大学芦生研究林
日程
〜 7/25
〜 7/30
〜 7/25
〜 7/25
〜 8/8
〜 8/4
〜 7/31
〜 8/9
〜 7/24
〜 7/24
〜 8/8
〜 8/13
〜 8/10
〜 8/19
〜 7/29
7/22
7/27
7/22
7/22
8/5
8/1
7/28
8/6
7/21
7/21
8/5
8/9
8/7
8/18
7/27
部名
サッカー①
サッカー②
バドミントン
ハンドボール
ソフトボール
女子バレー
女子バスケット
男子バスケット
男子テニス
女子テニス
陸上競技
剣道
和太鼓
茶道
生物部
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校長
冨田 織江
１学期終業式をむかえて︑学校新聞﹁芥川﹂を
読み直しました︒授業・部活動・行事など活気あ
ふれる教育活動の様子が掲載されています︒大き
な行事として２年生の北海道修学旅行がありまし
た︒４日間とも晴天に恵まれ広大な自然の中で︑
主体的に充実した活動が行なわれました︒
さて︑本校では参加体験型の授業が多くあり︑
﹁環境問題﹂についても熱心に学習しています︒
先日開催された洞爺湖サミットでは︑温暖化防止
が大きなテーマとなり︑ CO2
の排出削減について
話し合われました︒毎日のように︑新聞・テレビ
などで﹁エコ﹂という言葉を見かけます︒人類が
物質的な豊かさや生活の快適さを求め続けてきた
結果として︑自然環境が破壊され︑
﹁地球危機﹂と
いう状態まできてしまいました︒行政での規制が
不可欠ですが︑私たちも︑昼夜関係なくエネルギ
ーを使っているライフスタイルも見直していくべ
き時代です︒学校や家庭で︑エネルギー消費を減
らす努力をしましょう︒
明日から夏季休業に入りますが︑多くの活動が
予定されています︒和太鼓部は群馬県で行なわれ
る全国高等学校総合文化祭に府代表として出場し
ます︒健闘を期待しています︒また︑ の文化部・
運動部合宿など︑多くの部活動が計画されていま
す︒熱中症の予防など健康安全に十分留意して︑
部活動に励み力と技を磨いてください︒特に３年
生は︑進路希望実現にむけて︑計画的に学習をす
すめてほしいと思います︒
﹁進路ＮＥＷＳ﹂に掲載
されていた教育実習生の先輩のアドバイスを改め
て紹介します︒〜自分を信じて︑時に﹁がむしゃ
ら﹂に勉強してみてください︒目標を設定して︑
達成する楽しさ︑好きなことを日々極める楽しさ
に気づいてください︒生涯何かに挑戦することは
人生を豊かにしてくれるはずです︒〜 彼は進路
を考える上で︑こうアドバイスしています︒﹁ 年
後の自分はどうありたい？﹂人間は弱いものです
が︑日々の積み重ねが強くしてくれます︒怠けた
い気持ちに打ち勝って︑学習に部活に自分のなす
べきことをなしてください︒高校生という﹁時﹂
を大切にしてほしいと思います︒
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