来るべき春の準備をしている生命の躍動を感じま
す。
生徒の皆さん、寒さに負けないように、自分に
負けないように心身を鍛え、３学期を充実したも
のにしてください。保護者の皆様、今年もよろし
くお願い申し上げます。

〈決勝リーグ〉
対 一条高校（奈良）
３対１で勝ち
対 同志社香里高校（大阪）１対０で勝ち
対 上野工業高校（三重） ２対０で勝ち

【和太鼓部】
ボランティアスピリット賞「全国賞」受賞

【水泳部】
冬季高槻市民水泳大会２位入賞

顧問
月 日（日）高槻市民プールで開催された「第
７回冬季高槻市民水泳大会での結果です。
３年
平泳ぎ２位・ 自由形２位
２年
自由形２位

部活動を通して障がいのある人々と交流

m
0
5

顧問
ボランティア活動を通した地域貢献活動にお
くられる「第 回ボランティアスピリット賞」に
おいて和太鼓部は、関
西地方の
「ブロック賞」
（全国で 団体）
を受
賞していましたが
（
「芥
川」 号で紹介）
、
月 日（土）に東京で
行われた「全国表彰式
＆フォーラム」におい
て、
「全国賞」
（全国で
団体）
を受賞しまし
た。

【男子バレーボール部】
北摂バレーボール大会３位

人権教育推進委員長
１月 日（土）高槻市立
障がい者福祉センター
ゆう・あいセンター）で
「第７回高校生がつくる
ふれあい冬まつり」が開
催されました。このイベ
ントは地域の障がいのあ
る人との
ふれあい
を目的に
市内の府立学校の生徒・教員が
中心になって企画しています。
本校からも生徒会執行部、ダン
ス部、軽音ロック部、茶道部、
クッキング部が参加して、日頃
の活動を通して障がいのある
人々や他校の高校生と交流しま
した。

(

２年生が百人一首大会

軽音ロック部

m
m0
0
0
5
1

１４

１３

１月 日のロングホームルー
ムで２年生は百人一首カルタ
大会を行いました。クラス対
抗で取り札の合計数を競いま
した。企画・準備・運営は生
徒を中心に行われ、寒い体育
館で熱戦が繰り広げられまし
た。

期卒業生が同窓会開催

１８０

芥 川

３０

１２

新成人を迎えた

１６

１月 日の成人の日に、本校
食堂にて、今年新成人となる
期卒業生約 名が集い、
同窓会「二十歳の再会」を開
催しました。転勤・退職した
教員を含む旧担任も出席し、
再会を喜びあっていました。
晴れ着姿の卒業生が多く、
会場は華やいでいました。

１１

顧問
月 ・ 日に開催された第 回北摂バレー
ボール大会（７校参加）において、予選から本戦
に進出し、第３位という成績をおさめました。
〈主な戦績〉
対 高槻北高校 ２対１で勝ち
対 千里高校
１対２で負け

ダンス部

２６

２６

【陸上競技部】
大阪高校駅伝大会に出場

顧問
１月 日
（月）
大泉緑地
（堺
市）
で開催された第 回大
阪高校駅伝・第 回大阪高
校女子駅伝に男女各５名の
選手が出場しました。男女
とも完走し、次のような総
合結果・記録でした。

（男子）順位 位 （１時間 分 秒）
キロ エントリー チーム
位 （１時間 分 秒）
キロエントリー チーム
（女子）順位

５１

１４

１２

和太鼓部のボランティア
活動を紹介する部長

２６
７７

２０

５１３３ ４２
９６
０１ ０６

１７

３３

第８１号
１００

大阪府立芥川高等学校

１７

平成二十二年一月十九日

３０

大学入試本番に向けて

３４
２８

１３

２５

２１ ２７
３６ ７３

１６

進路指導部
１月 ・ 日の大学入
試センター試験（本校生
は 名が受験予定）
を皮
切りに始まる本格的な大
学入試シーズンに向けて
多くの３年生が最後の追
い込みに入っています。
年末年始も学校での講習、
自習室での学習に懸命に
頑張る多くの「受験生」
が見られました。健闘を
祈っています。

２５

４０

２２

２３

４８

【サッカー部】
中日本高校サッカー新人大会２連覇
１２

１０

１１

１２

土曜講習に続いてＤＶＤに
よるセンター対策講座

顧問
平成 年 月 日～ 日に三重県伊賀市・
名張市で開催された第 回中日本高校サッカー
新人大会に参加しました。この大会は、東海・関
西地区から全国レベルの強豪校が多数参加する大
会です。４チームに
よる予選リーグを２
勝１敗で、２位で決
勝トーナメント進出。
初戦で、奈良県の今
年度全国サッカー選
手権代表校の一条高
校に３対１で勝利し、
勢いにのり、
準決勝、
決勝と快勝し、昨年
の第 回大会に続
く２連覇を達成しま
した。
この勢いで、１月
日から始まる大
阪府高校新人大会も
頑張ります。
〈予選リーグ〉
対 甲西高校（滋賀） ０対１で惜敗
対 上野高校（三重） ３対１で勝ち
対 奈良育英高校
３対０で勝ち
２１

新しい年を迎えて

１１

２４

校長
冨田 織江
平成 年、２０１０年という新しい年が巡って
きました。
「１年の計は元旦にあり」といいます。
どのような年にするのか、目標をたてて実現でき
るよう努力してください。目標を持つと、いつも
の生活に張り合いができます。１日 時間の使い
方が変わってきます。
小さなことでいいですから、
粘り強く実行してみてください。１年後、大きな
変化が見られると思います。
さて、昨年は、米国大統領が「チェンジ」をキ
ーワードに掲げ、日本でも「政権交代」がありま
したが、これからどのようにして新しい価値観や
システムを創出していくのかが問われています。
今年、ますますグローバル化が進む中で、広い視
野とチャレンジ精神が求められています。変化の
激しい時代をたくましく生きていくために、芥川
高校での生活の中で、学力を蓄え豊かな人間性を
養って、大きく成長してくれることを願っていま
す。
昨年は創立 周年という記念すべき年にあた
り、多くの皆様のお蔭で 月 日記念式典を挙
行することができました。
厚くお礼申し上げます。
特に第２部では、若さ漲る溌剌とした生徒のパフ
ォーマンスと爽やかな司会で大いに盛り上がり、
出席された多くの方々から感動の声が寄せられま
した。芥川高校生のパワーが十分披露できたこと
を嬉しく思っています。
３年生の皆さんは、卒業まであと少しとなりま
した。本校 年間の歴史にまた新しい１頁が書き
加えられます。これから、進路実現に向けて 名
程の皆さんが一般入試に挑みます。
最後の正念場、
力いっぱい頑張ってください。１・２年の皆さん
は、短い３学期ですが学年の締めくくりとなりま
す。特に学習面で、１・２学期を振り返り、十分
でなかった教科は３学期にしっかりと取り組んで
ください。
「斧入れて香におどろくや冬木立」 蕪村
（表面は樹皮だけで枯木のように思って、斧を打
ち込んだら新鮮な樹の香りがして驚いた）
私は、寒風の中で凛としてそそり立つ冬木立を見
るのが好きです。寒さに耐えながら、内面では、
２２

