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６月行事
1 金 内科健診③
2 土 英検１次
3 日
4 月 内科健診④
5 火 合唱コンクール予選
6 水
西陵祭（体育）予備日
7 木 教育実習（２週間）終
了
代休予備日（５/12分）
8 金
カウンセリング
9 土 舞台リハーサル
10 日
11 月 内科健診⑤
12 火
眼科健診②
13 水 大掃除（７校時）
５分短縮授業
西陵祭準備（午後）
午後授業カット
14 木
教育実習（３週間）終
了
15 金 西陵祭（文化）
16 土 西陵祭（文化）
17 日 漢字検定
18 月 代休
19 火

大掃除（０校時）
５分短縮授業 FM

20 水 眼科健診③
耳鼻科健診②
３年進路別説明会
21 木
（６,７限）
カウンセリング
海外研④
22 金
カウンセリング
23 土
24
25
26
27
28
29
30

日
月 書写検定
火
水
木
金 期末考査①
土

「大活躍を期待しています」
５月７日全校集会がありました。多く
の生徒に部活動での表彰伝達を行いまし
た。素晴らしい活躍ぶりです。
さて、本校は、広いグラウンドに高い
ネット、強固な校舎と体育施設を有する
など、部活動を行うための施設が充実し
ています。また、本校生徒の部活動加入
率は他校に比べ高い加入率であります。
さらには、高校時代に運動部活動の指導

第24回

西陵祭始まる！

今年の西陵祭のテーマと目標です。
「光輝～瞳に映る君は輝いているか～」
１ 大 きな 行 事を 共 に創 り 上げ て い
く こ とで 各 クラ ス の団 結 を図 る 。
２ 文 化部 の 発表 の 場を 持 つこ と で
そ の 活動 を 活性 化 する 。
１学年から３学年までの各クラス、文
化部共に“西陵生”の持っている様々な
力が発揮されるときです。今年のテーマ
を胸に一人ひとりが精一杯取り組み、第
24回西陵祭を盛り上げていきましょう。
＜西陵祭日程＞
５月30日(水) 体育の部
＊予備日は６月７日（木）
６月15日(金) 文化の部 第１日目
午前：開会式（クラスアピール）
合唱コンクール本選
東山荘「アドバンス」による合
唱＆DANCE
午後：有志発表「爆発 emotion
～ふるわせ魂 今ここに～」
合唱コンクール審査結果発表
６月16日(土) 文化の部 第２日目
クラス企画（舞台・展示・装飾）
文化部（展示発表・バザー）
ＰＴＡバザー・東山荘バザー
吹奏楽部演奏
閉会式
(クラス企画結果発表および表彰）
なお、５月30日、６月16日は学校外か
らの入場は受付で記名の上、ご入場くだ
さい。また、敷地内全面禁煙にご協力を
お願いいたします。駐車場が手狭ですの
で、お車でのご来校はご遠慮ください。
（近隣の施設等への駐車はしないでくだ
さい。）

校長

田畑

吉三

に係る専門の勉強をする体育科を卒業され
た先生２名を含め、卓越した指導力のある
先生方に指導に当たっていただいていま
す。
ぜひ、このような恵まれた環境にある三
田西陵高校で、部活動に所属し、自らの持
てる力に挑戦してください。過去は変えら
れませんが、未来は変えられます。皆さん
の大活躍を期待しています。

全校集会
５月７日（月）全校集会が行われまし
た。内容は以下のとおりです。
１ 表彰伝達
＜男子バレーボール部＞
丹有総体 ２位
優秀選手：２名
＜女子バレーボール部＞
丹有総体 ２部２位
＜男子バスケットボール部＞
丹有総体 ３位
＜ソフトボール部＞
丹有総体 ２位
優秀選手：２名
＜剣道部＞ 丹有総体
男子団体 ３位
男子個人 ２位
女子個人 ２位
＜柔道部＞ 丹有総体
男子団体 ３位
男子60kg級 ３位
男子66kg級 ３位
男子73kg級 ３位
＜ソフトテニス部＞
丹有総体
女子団体戦 ３位（県総体出場）
女子個人戦 ２位（県総体出場）
北摂大会 女子個人戦
優勝
３位
＜女子サッカー部＞
丹有総体 優秀選手：
２ 校長講話
３ 生徒会、学校家庭
クラブより連絡
４ 生徒指導部長講話

平成３０年 ６月号
教育入門Ⅰ

教職の魅力

４月24日（火）｢教育入門Ⅰ｣では、神戸
海星女子学院大学准教授 佐原 信江先生
による｢幼児教育｣についての講義が行われ
ました。
長年の幼稚園教諭としてのご経験をもと
に、｢子どもの発達｣｢幼稚園での生活｣｢幼
稚園や保育園で使われる用語｣など幼児教
育の概要から細部に至る知識まで、幅広く
お話をしていただきました。最後に幼児教
育の重要性と教育者のやりがいに触れ、そ
のために今後身につけていくべき力は何か
など、将来教育者を目指す１年生の初めて
の｢教育入門｣にふさわしいお話ばかりでし
た。

教育入門Ⅱ

教職について

４月18日（水）の教育入門Ⅱの授業は三
田市教育委員会の小池 学先生に来ていた
だき、小学校の教員の仕事についての講義
をしていただきました。教員のすべき事務
作業から授業の内容に至るまで、豊富な体
験談をもとに様々なお話をしていただきま
した。最後は数人の生徒の模擬授業を見て
いただき、アドバイスもしていただけまし
た。生徒たちも多くのことが学べたと喜ん
でいました。小池先生、本当にありがとう
ございました。

ハイスクール特派員登場
４月26日（木）放課後、ハニーFM「ハイ
スクール特派員登場」の収録がありまし
た。今回はソフトテニス部、３年生と２年
生の２人と茶華道部
の２年生２人が出演
しました。DJの方と
一緒に日頃の部活動
や学校の様子を楽し
く紹介してくれまし
た。

PTA総会
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学年懇談会

５月12日(土)、PTA総会終了後に各学
年に分かれて学年懇談会を実施しまし
た。１学年は指導方針、教育課程や年間
計画、オリエンテーション合宿のアン
ケート結果、学校生活や進路について説
明させていただきました。２学年は指導
方針、教育課程や年間計画、学校生活や
進路についてに加え、修学旅行について
の説明をさせていただきました。３学年
は今年は大阪経済大学入試部 前田 貴
史氏を講師に迎え「保護者のための大学
入試の基礎知識～進路選択、受験機会を
成長の機会とするために～」と題し、大
学卒業後の進路まで見据えた進路選択に
ついて詳しく説明をしていただきまし
た。また、学年進路係からも今後の進路
指導について説明さ
せていただきまし
た。多数の保護者の
皆様にご出席いただ
き、ありごとうござ
いました。

まちＦＵＮまつりに参加（子ど
もみらい類型）
４月29日（日）キッピーモール６階
まちづくり協働センターで、｢まちＦ
ＵＮまつりＩＮ三田｣が開催され、本
校子どもみらい類型の２、３年の生徒
８名が参加しました。
このイベントでは、出展者のワーク
ショップに小学生が子ども店長として
お店番をし、就業体験ができます。そ
の他にもステージでのパフォーマンス
や、防災体験コーナー、ゲームコー
ナーが設置されるなど誰もがが楽しめ
るさまざまな企画がありました。２年
生はステージパフォーマンスの一枠と
ゲームコーナーを担当し、３年生は防
災体験コーナーの講師のお手伝いをし
ました。
ステージパフォーマンスでは、大型
絵本｢ぞうくんのさんぽ｣｢おまえ う
まそうだな｣の読み聞かせの後、｢じゃ
んけん列車｣をしました。たくさんの
お子さんや保護
者の方々が来ら
れ、少し緊張気
味ながらも放課
後の練習の成果
を発揮できまし
た。

表彰伝達
＜男子サッカー部＞
県総体 １回戦
三田西陵 ０-４ 須磨友が丘
＜女子サッカー部＞
県総体 １回戦
三田西陵 ２-５ 北摂三田
＜男子バスケットボール部＞
県総体１回戦
三田西陵 69-70 姫路商業
＜女子バスケットボール部＞
県総体
１回戦 三田西陵 150-22
神戸大附属中等教育
２回戦
三田西陵 37-95 神戸星城
＜陸上競技部＞
丹有総体
女子七種競技
優勝
女子やり投げ
優勝
女子円盤投 ２位
女子ハンマー投
２位
女子砲丸投 ３位
女子４×100ｍリレー ３位
女子４×400ｍリレー ２位
男子100ｍ ３位
男子やり投げ
２位
男子４×100ｍリレー ３位
（以上、県総体出場）
＜卓球部＞
丹有総体
男子団体 ６位
（県総体出場）
男子バレー部、女子バレー
部、ソフトボール部、剣道
部、柔道部、ソフトテニス部
は表面に記載

