芥 川
大阪府立芥川高等学校
平成二十一年五月三十日
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傷のメールや電話が入ったということです︒皆さ
んの中には︑そのような心の狭い人はいないと思
いますが︑校内でも校外に対しても︑感染したか
らといって︑冗談でも差別的な言動があってはな
りません︒早く新型インフルエンザが収束するこ
とを願っています︒以上で︑放送を終わります︒
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‑
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日︵土︶

総務部ＰＴＡ係
５月 日︵土︶ 名
の出席と 名の委任状
によりＰＴＡ総会を開催︑
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︒
・新会長から
は﹁楽しく効率のよいＰ
ＴＡ活動を﹂との抱負が
語られました︒

教育実習始まる
が参加しました︒今春
卒業者の進路状況︑昨
年度の大学入試の結果︑
６月１日から２週間または３週間の期間で︑本
各学年の進路指導の予
校卒業生７名が教員免許取得のために教育実習を
定︑進学にかかる費用
行います︒授業とホームルームを担当︑また生徒
などを説明しました︒
と一緒に校内美化に協力してくれます︒
その後︑ＥＣＣ予備校
教育実習生の紹介
の学生相談室の方を講
︵卒業期・担当教科・担当ＨＲクラス︶
師として﹁進路選択の
さん︵ 期生・国語・１ １︶
とき〜子どものココロ︑
さん︵ 期生・保健体育・１ ５︶
親の役割﹂と題した講
さん ︵ 期生・保健体育・２ ６︶
演を行いました︒参加
さん︵ 期生・保健体育・３ ４︶
した保護者の皆さんは
さん︵ 期生・保健体育・２ ２︶
熱心にメモをとりながら聴いていました︒
さん ︵ 期生・情報・１ ３︶
さん
︵ 期生・情報・２ ４︶ ＰＴＡ総会を開催しました
保護者懇談・授業公開 の
お知らせ

６月

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︒保護者懇
談には︑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︒また︑授業公開でふだんの授業の様子
を参観してください︒
■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
２０

分︵２限〜４限︶

同窓会「葦風会」総会を開催しました

総務部同窓会係
５月 日︵日︶会議室において︑同窓会﹁葦風会
︵いふうかい︶
﹂総会を開催しました︒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
年度も各部活動や教育環境整備︑和太鼓部の全国
大会︑教育相談の充実への援助︑および 周年記
念事業への援助が承認されました︒深く感謝いた
します︒

５５

２０

時

１０

７１９

２１

ＰＴＡ総会後に芥川高校後援会総会を行いまし
た︒後援会からは︑保護者の皆さんの入会金︑高
槻まつり出店や文化祭バザー参加などの収益によ
り本校の教育振興・発展に支援をいただいていま
す︒活動にご理解とご協力をお願いいたします︒

３０

分〜

２０

芥川高校後援会にご協力ください

２１

９時

名が受験

１００

平成２１年度役員承認

２４

７１

新型インフルエンザ感染拡大防止のための
臨時休校について

校門の臨時休校の
お知らせ

２３ ２４

２４

全ての授業︵月曜４・５・６限授業︶を公開

英検・漢検校内実施約

３０

臨時休校中および学校再開後の本校の対応
５月 日︵月︶︱ 担任等から全生徒に電話等で
臨時休校の連絡と健康状況の確認を行う︒中間考
査の１週間延期を決定し︑夕方に臨時休校中の注
意︑中間考査の範囲・時間割と学習内容の指示な
どのプリントを全生徒宛に郵送︒
休校期間中︑適宜ホームページ︑メールマガジン
により生活上・健康上の注意などを連絡︒
５月 日︵金︶︱ 担任等から全生徒に電話等で
健康状況の確認と学校再開予定の連絡方法の周知
を行う︒
５月 日︵土︶
・ 日︵日︶教職員が学校に待機
し︑緊急連絡に備える︒
５月 日︵月︶︱ 学校再開後は︑当面生徒全員
に毎日アンケートによる健康チェックを実施︒校
内の手洗い場にポンプ式の消毒石鹸を常備︒

８３

受験対策は関連する教科の学習になる上に︑合
格すると資格として認められ︑大学受験等におい
５月 日︑前期生徒会執行部選挙を行いまし
て︑優遇措置が受けられる場合があります︒受検
た︒校内放送による候補者演説のあと︑信任投票
者の健闘を祈ります︒
を行い︑全員信任されました︒さっそく生徒会予
第１回漢検︵日本語漢字能力検定︶
算︑体育祭︑文化祭の討議など精力的に活動して
６月 日︵金︶放課後
名受験予定
います︒
第１回英検︵実用英語技能検定︶
会長
さん ︵３年１組 ３期目︶
６月 日︵土︶
名受験予定
副会長
さん︵２年２組︶
書記
さん ︵２年１組 ２期目︶
保護者対象進路講演会を開催しました
さん︵２年４組︶
進路指導主事
会計
さん︵２年２組 ２期目︶
５月 日︵土︶ＰＴＡ総会後︑保護者対象の進
さん ︵１年２組︶
路説明会・講演会を開催し︑約 名の保護者の方

１４１

２４

１００

一学年の部活動加入率 ％

特別活動指導部
４月に実施した新入生歓迎会︑部活動一斉体験
デーなどを経て︑今年度の１学年も︑多くの生徒
が部活動に参加してくれています︒５月１日現在
の加入者数は︑運動系部活動に 名︑文化系部活
動に 名で計 名は在籍生徒の ％になって
います︒早朝から夕方まで部活動に励む生徒たち
の声が学校中に響き︑活気にあふれています︒

８３

２４ ２４

１７

３０

２４

前期生徒会執行部が発足

２３２

第７１号

校長
冨田 織江
︵学校再開にあたっての放送による講話︶
全校生徒の皆さん︑お早うございます︒
先週︑ 日の月曜日早朝に︑
﹁新型インフルエ
ンザの感染の拡大を防ぐため︑大阪府下の中学
校・高等学校をすべて臨時休校にする︒
﹂との通知
がきました︒
この臨時休校は︑
皆さんにとっては︑
突然のことであり︑驚き︑恐らく不安に感じたこ
とと思います︒また︑一週間の自宅待機は辛かっ
たと思いますが︑きっと︑皆さんは我慢して外出
を控えてくれていたと思います︒
本日は︑一週間ぶりの学校再開となり︑久しぶ
りに友達や先生に会えた喜びを感じていると思い
ます︒しかし︑学校が再開されたからといって︑
もうすっかり平常の状態に戻ったということでは
ありません︒今後も十分な注意が必要です︒この
新型インフルエンザの特徴として︑
感染力が強い︑
患者は 代の若い人が圧倒的に多い︑比較的軽症
であるとは言われていますが︑ ％以上の人は高
熱が出ています︒後ほど︑担任の先生から注意の
プリントが配布されますので︑しっかり読んで守
ってください︒特に︑手洗い・うがいは必ず丁寧
にしてください︒これが予防の基本です︒マスク
は手に入らない状況ですので︑できるだけ着用す
るということでいいと思いますが︑咳やクシャミ
が出る時は︑口をハンカチなどで覆うとか人のい
ない方に向くなど︑飛沫が人にかからないように
気をつけてください︒
また︑今週は中間考査があります︒発熱などの
インフルエンザ症状があるのに︑無理して受験し
てはいけません︒万一︑受験できなくても期末考
査から見込み点
を出すなどで考
慮をします︒
最後に︑もう
１つ︑注意があ
ります︒
それは︑
感染患者の出た
高校などへ︑た
くさんの誹謗中
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