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兵庫県立

三田西陵高等学校
自主・創造・飛翔

９月行事

学食
営業

1 日
大掃除・始業式
2 月 課題考査
３年進路説明会④
3 火 課題考査

〇

4 水

〇

5 木

〇

6 金

〇

7 土

３年実力テスト
看医模試

「読書について」

校長

田畑

皆さん歴史の授業で世界４大文明を勉
強しましたか。私は、４大文明が起こっ
た大きな理由の一つが文字の発明だと考
えています。文明、言い換えると学問の
発達（学力の向上）は文字と切っても切
れない関係にあるということです。
よって、学力を向上するためには、文
字に親しみ、文字を理解し、文字を活用
していかねばならないということになり
ます。つまりは、読書習慣が学力向上の
大きな要素であるということです。

吉三

皆さんは、読書していますか。私は高
校生の頃、『ヘミングウェイ』とか『太
宰治』とかを読みました。
１学期末には『読書の時間』という取
組をしました。２学期には『ビブリオバ
トル大会への出場』、『ブックカフェ』
などの取組を進める予定です。是非、秋
の夜長、読書をして学力向上につなげて
いきましょう。皆さんの活躍を期待して
います。

8 日
9 月 ３年実力テスト

〇

10 火 火曜講座

〇

11 水

〇

12 木

１・２年スタディー
サポート（２～６限）

13 金

〇
〇

14 土
15 日
16 月 敬老の日
17 火 FM・火曜講座

〇

18 水

〇

19 木

〇
３年進路説明会
20 金
〇
（放課後）
21 土
22 日
23 月 秋分の日

生徒登校日

24 火 西陵祭（体育）予行

〇

25 水

〇

26 木 西陵祭（体育）
９/23代休
27 金
西陵祭体育の部予備日
28 土

〇

29 日
30 月 代休予備日

〇

１学期終業式
７月19日（金）、大掃除の後、終
業式が行われました。
まず、校長講話が行われました。
講話では、補習や自習室の利用を積
極的に行い実力をつけてほしいとい
うお話がありました。そのために、
エアコンの活用方法を見直している
ことも伝えられました。
次に校歌斉唱が行われ、その後、
表彰伝達が実施されました。表彰を
受け取った部活動は以下の通りで
す。
陸上競技部 県大会
女子
七種競技
第４位
４×100ｍ
第８位
陸上競技部 丹有地区大会
女子
総合
第２位
100ｍ
第１位
200ｍ
第１位
400ｍ
第１位
400ｍﾊｰﾄﾞﾙ 第１位
４×100ｍ
第１位
４×400ｍ
第１位
七種競技
第４位
放送部 NHK杯コンテスト
兵庫県大会予選
アナウンス部門 佳作
３年生２名

表彰伝達の後、近畿大会に出場する
部 活に対し て壮行会 が実施 されまし
た。今回は、男子バレーボール部の２
名 が第６回 近畿ビー チバレ ーボール
ジュニア大会に出場するため行われま
した。顧問から出場するまでの道のり
の紹介があり、校長と生徒会長から激
励がありました。最後に出場する２名
から決意表明があり、「会場が大阪と
いうことで遠いので心の中でも応援し
て ほ し い」と
協力を仰いで
いました。

読書の時間
７月17日（水）、18日（木）の両日
１時間目に読書の時間を実施しまし
た。普段から本を読む習慣がある生徒
からほとんど触れることもない生徒ま
でそれぞれがその時間の間、集中して
読書に励んでいました。

令和元年 ９月号
令和元年度
Nice to meet you !（英語）
第１回オープン・ハイスクール
７月25日（木）9:00（8:30受付）から
本校の今年度第１回オープン・ハイス
クールが実施されました。
まず体育館に集まり、集合点呼をした
後、オープニングセレモニーとして、吹
奏楽部・合唱部が舞台発表を行いまし
た。最後に、生徒会長が挨拶をして本校
の魅力を伝えました。次に参加した中学
生さんはＡ～Ｃグループに分かれて、①
学校案内の説明会、②校内案内・部活動
見学、③体験授業、のそれぞれの教室に
移動しました。この①～③の説明や授業
のそれぞれが終わり次第、次の教室へ移
動し説明を受けていきます。
体験授業を紹介します。
百人一首から人物像を探る（国語）
物語のオチを考えよう（国語）
古墳文化（地歴）
オリンピック・パラリンピック（体育）

Scratchでプログラミング体験（情報）

教育入門（子どもみらい類型）
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生徒会活動・文化部活動
生徒会では、環境委員の協
力のもと、エコキャップ運動
を実施しています。
7/16（火）、これまでに集
めたペットボトルキャップ
を、三田市クリーンセンター
へ届けました。約16800個
42kg、これは、ポリオワクチ
ン10本分に相当します。
今後もエコキャップ運動を
続けますので、職員室前の
BOXに入れて下さいますよう
ご協力お願いします。
ESS部
7月10日（水）、ALTデイ先
生の指導でペルー料理を作り
ました。デイ先生はペルー系
アメリカ人で、日本人にも親
しみやすいペルー料理を紹介
してくださいました。

Twitter詩人になろう（国語）

世界の国旗（地歴）

食堂と多目的教室では、説明会を実施
しました。内容は、本校の教育目標や進
路実績、学校行事、卒業生の声などを説
明する総合的な学校案内、各学年でどの
ような科目を学習するかをまとめた教育
課程の説明、本校の特色である教育系・
保育系への進学を目指す「子どもみらい
類型」の説明を、生徒会と子どもみらい
類型の生徒がそれぞれ説明してくれまし
た。説明の様子
です。

身近な曲線について（数学）

ペーパークロマトグラフィー（理科）

校内案内・部活動見学では、１年生の
生徒が誘導と説明をし図書室などの施設
見学と普段の部活動の様子を見学してい
ただきました。来ていただいた中学生さ
んの感想を紹介します。
「子どもみらいの説明がとても分かりやす
く、主にどんなことを学ぶのかを知れて良
かった。」
「とても高校生が引っ張って、自分の個性
を生かしている学校だと思いました。」
当日、本校には、中学生さん約440名、
保護者の方約210名、計約650名にご参加
いただきました。暑い中、ご来校・ご参
加いただきまして、ありがとうございま
した。

部活動リーダー講習会
7月19日（金）部活の新部
長、新副部長、マネージャー
を対象に、リーダー講習会を
実施しました。
最初に、本校の保健体育科
の教員からリーダーとしての
心構えについて講話を行いま
した。
続いて、参加した生徒を５
班に分かれて心肺蘇生法の実
習を行いました。
１人でパニックにならず、
まずは大きな声で協力者を呼
び、119番通報とAEDの手配
を依頼することが大事だとい
うことを学びました。

