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男子バスケットボール部 夏合宿２０１３ 

火曜日, 8月 27th, 2013 

８月１２日～１４日、校内合宿を行いました。 

午前中は、体力の強化を目的としたフットワークやダッシュを中心に行い、午後は３対３や５対５などゲー

ム形式の練習を行いました。有馬高校男子バスケ部の目指す、「ディフェンスで勝つチーム」を作るため

に、１番・２番・３番のディフェンスの移動やカバーの動きなどの基礎的なことを徹底して練習しました。 

走るメニューをたくさんこなすことによって、今までよりも体力に自信がついたと思います。 

OB も来てくれて、練習ゲームもすることができました。 

秋の大会に向けて、引き続き練習を頑張っていきます！ 

   

  

全国フラワーコンテスト高校生大会 

月曜日, 8月 26th, 2013 

８月８日全国フラワーコンテスト高校生大会が名古屋で開催されました。 

「絆」をテーマにフラワーアレンジを作り上げる協議に 

全国から５６人もの高校生が参加しました。 

その中で、有馬高校の生徒は、去年に引き続き 

５人も入賞するという輝かしい成績をおさめました。 
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銅賞 佐藤真湖（１－１） 

  

  

中日新聞社賞 松下由樹（１－１） 

   

  

自然療法機構賞 西ノ上友香（１－１） 

   

  

愛知県フラワー装飾技能士協会賞 細見愛望（２－１） 

   

  

菊武学園理事長賞 古門美咲（２－１） 
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おめでとうございました！！ 

バドミントン部新人大会（神戸地区）ダブルス優勝シングルス 4位 

火曜日, 8月 20th, 2013 

8月 19日（月）21日（水）22日（木） 

グリーンアリーナで新人大会の神戸地区予選が行われました。 

   

女子ダブルス W・A組が神戸地区女子 212組の頂点に立ちました！ 

決勝戦までは危なげなく勝ち上がり， 

決勝戦では練習試合での約束通り（？）三田祥雲館高校の Y・A組と対戦。 

3ゲームまでもつれる混戦となりましたが， 

僅かな差で勝利を勝ち取ることができました。 

4人とも，最後の最後まで楽しそうに 

バドミントンをしていたのが印象的でした。 

   

その他にも N・K組が県大会に出場できました。 

大会前は県大会へのプレッシャーで 

思うようなプレイができていない時もありましたが， 
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コートに立てば笑顔全開で， 

自分たちの手で県大会への切符を勝ち取りました。 

  

シングルスでは W さんが 4位に輝きました。 

準決勝では接戦の末，惜しくも破れてしまい， 

決勝へ進むことができませんでしたが， 

全力を出し切ることはできました。 

  

A さんがベスト 8に，K さんがベスト 16に入り， 

それぞれ県大会に出場することができました。 

男子も実力を出し切り， 

県大会まであと一歩というところまで行きましたが， 

残念ながら敗れてしまいました。 

   

この夏流した汗は決して無駄になっていないことを 

改めて実感した大会となりました。 
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第４回ボルネオ短期研修～現地新聞記事～ 

月曜日, 8月 19th, 2013 

現地の新聞に、有馬高校の短期研修生の紹介記事が掲載されました。 

５人は、ホームシックにかかることもなく、８日間の研修を思い切り楽しんだ様子です。 

ホストファミリーや、姉妹校でお世話になった皆さまに心よりお礼申し上げます。 
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バドミントン部夏合宿 

月曜日, 8月 19th, 2013 

8月 8日・9日・10日 

有馬高校にて，夏合宿を行いました。 

今年も北須磨高校との合同合宿になりました。 

50名近くの大人数となり，活気ある合宿になったと思います。  

＜1日目＞ 

【午前練習】 
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ダッシュして，フットワークをして，手投げノックをしました。 

今年は早い（？）段階から，シャトルを使った練習をやりました。 

   

【午後練習】 

今日のテーマは「シングルスのラリー力」の強化です。 

きちんとつなぐショットが打てるように，午前の練習から午後にかけて 

フットワーク → 手投げノック → くの字（前・後） →  

  ドロップ-ロビング → 3点オールショート 

へと練習をステップアップしていきました。 

   

【夜練習】 

ゲーム練習です。  

今年も大勢の OBOG さんが来られました。 

本当にありがとうございました。 

OBOGの皆さんも懐かしい雰囲気が味わえたのではないでしょうか。 

   

＜2日目＞ 

朝早くからランニングです。 

武庫川の河川敷を気持ちよく（？）走りました。 
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【午前練習】 

スーパートレーニング（通称）からスタートです。 

ネット前のショットの練習もしました。 

チャンスボールをしっかり決める練習です。 

1年生も失敗を恐れず，思いっきりラケットを振りぬいていました。 

   

【午後練習】 

今日のテーマは「ダブルス力」の強化です。  

連続スマッシュやレシーブの練習から  

ドライブリターン，半面 2対 1の練習へとステップアップしていきました。 

   

【夜練習】 

1日目よりもさらに多い OBOGの皆さんが来てくださいました。 

今の現役生たちが引退しても先輩たちのように， 

同窓会がてら，またここに集まってきてほしいですね。 
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＜3日目＞ 

今日もいい天気・・・というか，朝から暑いです。 

でもみんな元気に走りました。 

   

【午前練習】 

朝早くから御影高校さんに来てもらい，練習試合をしました。 

御影高校さんは非常に元気がよく，大きな声でプレイしていました。 

合宿で疲れている体でしたが， 

いい刺激を受けて，試合に臨んでいました。 

  

【午後練習】 

最後は有馬と北須磨高校との練習試合です。 

合宿の総まとめです。 

1年生にとっても大きく成長した 3日間となりました。 

 

今年は例年以上に気温が高く，暑い合宿となりました。 

残念ながら，怪我や体調不良で練習をリタイヤする生徒もいましたが， 

大半の生徒は，その過酷な状況の中でもしっかり練習をやり遂げていました。 

人生で一番多くの汗をかいた 3日間だったんじゃないでしょうか。 
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その汗はきっと自信になり，結果へとつながっていくことでしょう。 

3日間，お疲れ様でした。 

   

科学部 丹有地区高等学校自然科学部交流会 

月曜日, 8月 19th, 2013 

８月７日（水）、武庫川日出坂洗いぜきで日出坂せきもりの会にお世話になり、丹有地区高等学校自然科

学部交流会を行いました。有馬高校の他、篠山鳳鳴、篠山産業丹南校、伊丹北（特別参加）の４校から高

校生２３人が集まりました。 

午前中は、たも網や投網で魚や水生昆虫の採集を行いました。投網を扱うのはとても難しいのですが、

各校の代表者１名がベテランの先生に教えてもらい、魚をとることができるまでになりました。採った生物

は水槽に入れて観察します。１時間で１４種類の魚類と６種類の昆虫などを採集することができました。 

   

午後は、渓流に移動し山間のキャンプ場で交流を深めました。最後に、サンキュウ牧場を見学し、そこに

飼われているいろいろな動物のエピソードのお話を聞きました。 

  

夏のイベントとして楽しく有意義な１日になりました。 

丹有地区の自然科学部はこのような交流会を１年に２、３回開催し、活発に活動しています。 

女子ソフトテニス部 丹有選手権大会に出場 

月曜日, 8月 19th, 2013 

女子ソフトテニス部は、８月７・８日、下青野公園テニスコートで開催された標記大会に出場しました。この

大会は、９・１０月の丹有新人大会のシード決めを兼ねた練習大会です。 

７日の個人戦では、キャプテンペアがベスト８に勝ち残り、新人戦でのシード権を獲得しました。 
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８日は団体戦を実施、予選リーグ１勝１敗、２位トーナメント初戦敗退でした。 

猛暑の中、選手は日頃の練習の成果を発揮してよく頑張りました。 

大会の中で、技術を伸ばすことができました。 

（７日午後、大雨のためコート周辺が浸水しました。）  

  

  

三田駅花壇メンテナンス 

月曜日, 8月 19th, 2013 

春に「人と自然科」の生徒が植えた 

三田駅前の花壇のメンテナンスに 

８月５日、農業クラブの生徒が行ってきました。 

    

     ↑         ↑ 

Before        After 

蒸し暑い中の作業で大変でしたが、 

雑草もきれいになくなり、 

駅前を通る地域の人に喜んでもらえて 

とても嬉しかったです。 
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これからも地域の方に喜んでもらえるように 

頑張っていきたいと思います。 

お近くを通られる時は、ぜひ駅前の花壇をチェックしてみてください！！ 

演劇部：丹有地区演劇講習会（本番当日） 

金曜日, 8月 16th, 2013 

丹有地区演劇講習会 

私たち有馬高校演劇部は、8月 8日に尼崎にあるピッコロ劇団からお越しくださった講師（本田先生）の方

と丹有地区での演劇講習会を行いました。場所は有馬高校の地学教室で行い、今回も去年同様、北摂

三田高校、三田祥雲館高校、 有馬高校の３校と、そして今年新しく加わった三田松聖高校、篠山鳳鳴高

校で計５校と互いに演劇の基礎力を高めると共に、他校との交流を深めるきっかけとなりました 。 

【本番（レッスン当日）】 

 
まず初めに私たちは本田先生から役者の心得を学びました。今まで、やってきたことを改めて振り返り、

演劇は集団創作であり、想像力（創造力）が大切であることを学びました。 

 

次に筋トレを行いました。 

私たち有馬高校演劇部は毎日の基礎練の効果が出たのか、本田先生からもお褒めの言葉を頂きました。 

これからも私たちは基礎練を続けていきたいと思います。 

 

他に私たちは体で表現する創作をしました。 

例えば「と」と言ったら「と」の形を体で作ります。 

難しいものとしては「は」や「ま」などがありかなり戸惑いました。 

文字以外にも「赤いもの」というお題で「郵便ポスト」を表現したりする「物（物体）」を体で表現したりするも

のもありました。 
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変わったものとしては「血液」や「白の絵の具」や「赤いペン」というお題がありました。 

人それぞれ個性あって見てる側もしてる側も楽しむことができたと思います。 

手先を器用に使い、体の端から端までをすべてを使うことがポイントです。 

 

グループ作りも行いました。これは他校との打ち解けが趣旨でした。 

例えば「３人グループ作ってー」と言ったら３人グループを即座に作り、名前を呼び合ったりして名前を覚

えます。 

グループ作りの最後には全員が無言状態になり、ちょうど半分になるように掛け声なしで２つのグループ

を作るものです。 

一人は人数を数える人、一人は指揮る人など無言の中で様々な役割分担ができていました。 

 

最後に秋の夜の会話（詩）を行いました。 

これは各６人グループに分かれ、舞台情景などをすべてグループ内で設定して最後に発表し合い、様々

なグループの表現の違った仕方を知り勉強をすることが目的です。 

様々なグループのパターンを知り、又一つ一つの表現を知ることができて本当に良い勉強になりました。 

今回の丹有演劇講習会で様々なことを学ぶことができました。 

他校との交流も深められて、本当によかったです。 

さて、８月２７日の B.B（ブラックボーダーズ検定）に向けて、今私たちは一生懸命勉強しています。 

そして次に今回交流した他校と会うときは地区大会です。 

私たちは今年度も県大会に出場できるように頑張りたいと思います。 

有馬高校部員一同 

演劇部：丹有地区演劇講習会（事前準備） 

金曜日, 8月 16th, 2013 

丹有地区演劇講習会 

私たち有馬高校演劇部は、8月 8日に尼崎にあるピッコロ劇団からお越しくださった講師（本田先生）の方

と丹有地区での演劇講習会を行いました。 

場所は有馬高校の地学教室で行い、今回も去年同様、北摂三田高校、三田祥雲館高校、 有馬高校の３

校と、そして今年新しく加わった三田松聖高校、篠山鳳鳴高校で計５校と 互いに演劇の基礎力を高める

と共に、他校との交流を深めるきっかけとなりました。 
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【前日準備】 

実は 8月 8日の丹有地区演劇講習会に向けて私たち有馬高校演劇部はその前日に色々な準備をしてい

ました。 

まずは地学教室の飾り付けです。例えば壁はこのような飾り付けを行いました。 

 

他に外部からお越し下さるということで、私たちはトイレの場所や、更衣室の場所などの初めて来た人で

もわかるように様々な標識（矢印）なども作りました。 

 

豊かな部員たち（笑） 

 

このブログは本番当日へと続きます 

 

http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2013/08/p1010594.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2013/08/p1010596.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2013/08/p1010600.jpg

