８月 日〜 日︑本
校などを会場に開催され
た﹁高槻ユースサッカー
サマーフェスティバル﹂
には︑他府県の高校を含
め チームが参加しま
した︒決勝トーナメント
に進出しましたが︑滋賀
県の守山北高校にＰＫ負
けし︑３位決定戦で槻の
木高校に勝利し︑３位と
いう結果でした︒
対 京都・洛北高校 １対１
勝ち
対 滋賀・綾羽高校 ３対１
対 三重・海星高校 ２対０
対 滋賀・守山北高校 ３対３ 負け
︵準決勝︶
対 大阪・槻の木高校 ２対１ ︵３位決定戦︶
８月 日から﹁全国高校サッカー大会大阪府予
選﹂が始まります︒この夏の経験を生かして︑良
い結果を出すように頑張ります︒
バ[ドミントン部 ]

大阪府高校総体３位入賞
顧問
第 回大阪高等学校総合体育大会において︑男子
複合の部で︑
３年生
さん︑
１年生
さ
んのペアが３位に入賞しました︒

１５

女[子ソフトボール部 ]

学区大会３部優勝

顧問
８月 日︑本校を会場に開催された﹁第１学区大
会﹂のおいて︑吹田東高校︑柴島高校などを破り︑
３部優勝を果たしました︒

回

出場
WE ARE SNEAKER AGES

軽[音ロック部 ]

第

顧問
８月 日︑
﹁第 回 WE ARE
﹂予選大会︵
SNEAKER AGES
校参加 松下ＩＭＰホール︶
に２・３年生の混合バンドが
出場しました︒グランプリ大
会出場は果たせませんでした
が︑当日は︑早朝から部員約
名が応援に駆けつけまし
た︒文化祭に向けて部員の団
結を深めることができました︒

２学年主任
８月 日〜 日︑９月２日〜５日︑２学年全員
が︑地域の４つの特別養護老人ホームにおいて高
齢者理解のための実習を行っています︒生徒たち
は︑積極的に高齢者の方とコミュニケーションを
はかり︑歌︑楽器演奏︑紙芝居︑ゲームなどの出
し物を披露し︑施設の皆さんに楽しんでいただい
ています︒

２学年全員が﹁老人ホーム実習﹂

５０

芥 川
大阪府立芥川高等学校
平成二十年九月一日

夏季休業中の部活動の活躍報告
和[太鼓部 ]

全国大会 声援ありがとうございました
顧問
８月９日・ 日︑群
馬県藤岡市の﹁みかぼ
みらい館﹂で開催され
た第 回全国高等学
校総合文化祭郷土芸能
部門で︑２・３年生
名が練習の成果を発揮
し︑ベストの演奏を行
いましたが︑残念なが
ら入賞することはでき
ませんでした︒
本校の演技は高度な
テクニックを駆使し︑
繊細で芸術的なもので
したが︑入賞校の︑大
人数で客席を圧倒するパワフルな演技の前に惜し
くも敗退しました︒３年生引退後の新チームで来
年度の三重県大会に向けて再度取り組みを始めた
いと思います︒ご声援ありがとうございました︒
サ[ッカー部 ]

水[泳部 ]

北摂大会３位入賞

２９

本校の部活動がテレビで紹介されます

新着任ＡＬＴ

さんを紹介します

８月７日︑米国から
︵
︶
さんが本校のＡＬＴ︵外国
人英語指導助手︶として着
任しました︒主に１・２学
年の英語の授業を担当しま
す︒

高槻・島本地域府立高校合同説明会に参加

８月 日︵土︶槻の木高校
において︑高槻・島本地域
の府立高校７校が参加して
合同説明会が開催され︑中
学生とその保護者約 名
余りが来場しました︒本校
のブースにも多数の来場者
があり︑熱心に資料等を見
ておられました︒

芥川高校後援会が今年も﹁高槻まつり﹂で
８月 日︑毎日放送テレビの番組﹁ちちんぷいぷ
ネギ焼き屋台出店
い﹂の﹃たむらけんじの学校に行こッ！﹄のコー
ナーの撮影が本校で行われました︒３学年の授
８月２日・３日の﹁高槻まつり﹂で後援会の皆さ
業・部活動の様子などが撮
んがネギ焼き︑ポテト︑カキ
影された後︑タレントのた
氷などの屋台を出店されまし
むらけんじさんが来校され︑
た︒本校教員やＰＴＡ役員︑
サッカー部員︑和太鼓部員
女子ソフトボール部員も応援
へのインタビューなどが収
に駆けつけました︒後援会︑
録されました︒
ＰＴＡ役員の皆さん本当にあ
りがとうございました︒
また︑
放映は︑９月１日︵月︶午
購入いただいた皆さん︑ご協
後２時〜５時 分の間で
力ありがとうございました︒
約 分間の予定です︒

２３

５６

顧問
８月７日︑茨木高校で開催された﹁北摂地区高校
水泳競技会﹂において２年生
さ
んが ｍ自由形で３位入賞しました︒
︵タイム
秒 ︶
ハ[ンドボール部 ]

大阪秋季総体予選報告

（Jessica さんからメッセージ）
Hi! My name is
,
and I’m from Forest Hill, Maryland
in the U.S. I came to Japan in early
August. This is my second time in
Osaka. Four years ago, I studied at
Kansai Gaidai University. I am
happy to be back in Osaka with the
wonderful food and friendly people.
I look forward to an enjoyable year
at Akutagawa High School. Please
feel free to stop by my desk or stop
me in the hallways so that we can
talk.

４００

１４９

紙芝居を披露

２９

５０

第５８号
１７

１７

１２

２７

２８

１２

ＰＫ

ＰＫ

１０

高齢者の方との会話

高槻サマーフェスティバルより

顧問
８月４日から開催された予選リーグにおいて︑大
阪市立都島工業を破り︑トーナメント戦で大阪高
専に 対 で敗戦しました︒ 月末からの新人
大会に向けて頑張ります︒

２１

２６

２１

３１

６３

１７

３１
５０

２８

遠征中の２フェスティバルで優勝
２５

１０

ＰＫ

３２

顧問
７月 日〜 日︑合宿先の長野県で参加した﹁菅
平サマーフェスティバル﹂で︑全国大会で優勝経
験もある千葉県の市立船橋高校などを破り︑優勝
を勝ち取りました︒
対 東京・国士舘高校 ３対０
対 東京・創価高校
３対０︵準決勝︶
対 千葉・市立船橋高校 ４対０︵決勝︶
また︑８月６日〜８日の島根県で参加した﹁出
雲フェスティバル﹂でも︑岡山県の玉野光南高校
︵全国大会出場校︶などを破り︑優勝しました︒
対 鳥取・米子北高校 １対１
勝ち
対 玉野光南高校
４対１︵決勝︶

２２

