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第 1回兵庫県高等学校介護技能コンクール 

金曜日, 8月 31st, 2012 

平成２４年８月 29日（水）、兵庫県立龍野北高等学校において、第 1回介護技能コンクールが開催されま

した。本校からは、総合学科福祉系列２年次生の２人が参加しました。 

県内８校から、１２組２４名の生徒が、課題に対する生活支援技術を競いました。 

     

まず、１２組でくじを引き、競技の順番を決めました。 

次に競技が始まる直前に渡された課題に関して、２人で５分間相談します。会場に入ってから、必要な物

品を選び、課題に対する生活支援を行います。 

     

競技後は、利用者役から、生活支援を受けての感想をもらい、さらに審査員からのアドバイスを頂きまし

た。授業で生活支援技術を学んでまだ３か月だった生徒たちにとって、このような場で競技するということ

は、不安や緊張も大きかったことと思いますが、よく頑張りました。 

また、この介護技能コンクールは、来年度愛知県において、全国大会が開催される予定です。次回に向

けて、９月からの授業もしっかり取り組んでいきましょう。 

  

生徒の皆さんへ ９月３日の予定 

木曜日, 8月 30th, 2012 

９月３日（月）より、学校が始まります。気分を切り替え、準備を整えて登校してください。  

8:30 ～ ＳＨＲ貴重品のみ持ち、体育館へ  

① 8:50 ～ 9:45 全校集会 

② 10:00 ～10:35 LHR 回収物・諸連絡等 

  1 年    2 年    3 年   
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③ 10:45 ～ 国語考査 ＬＨＲ  平常授業  

④ 11:45 ～ 数学考査 学年集会  平常授業  

⑤ 13:20 ～ 英語考査 英語考査  学年集会 

⑥ 14:20 ～ ＬＨＲ   国語考査  ＬＨＲ 

【持ち物】  

・９月３日が提出日になっている課題 

・１年次生（総合学科) 科目選択表 

・２年次生 パスポートのコピー（指定の用紙に貼る） 

・３年次生 平常授業の用意 

・昼食が要ります。  食堂（パン販売含）は営業します。 

北摂地区大会出場－女子ソフトテニス部 

月曜日, 8月 27th, 2012 

８月２６日（日）、女子ソフトテニス部は、伊丹北高校で行われた北摂地区大会に参加しました。この大会

は、９月の新人戦に向け、夏休みの成果を試す練習大会で、１２校から６２ペアが参加しました。本校から

は４ペアが参加、どの選手も全力でプレーし、１ペアがベスト１６に入りました。９月末の丹有新人戦では、

県大会に出場できるベスト１０以上を目標に頑張ります。 

 

通学路清掃 

土曜日, 8月 25th, 2012 

８月２５日（土）育友会・生徒有志で通学路の清掃に取り組みました。 

５つのコースに分かれて実施しました。 

朝から参加していただいた皆さん御苦労さまでした。 



 

 

 

科学部 青少年のための科学の祭典神戸会場に出展 

金曜日, 8月 24th, 2012 

８月２５日（土）、２６日（日）神戸市立青少年科学館で開催された 「青少年のための科学の祭典」に科学

部が展示ブースに出展しました。 

  

出展テーマは 「千円札のヒミツをさぐれ！」。  顕微鏡やブラックライトを使って日本の紙幣の偽造防止

技術を紹介しました。 

  

実体顕微鏡でお札を観察し、「NIPPONGINKO」などのマイクロ文字を探してもらいます。これは、手作りし

おりの景品つきのゲームになっていてます。 

http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2012/08/20120825clean1.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2012/08/20120825clean12.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2012/08/20120825clean123.jpg
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2012/08/8261.JPG
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2012/08/8262.JPG
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2012/08/8263.JPG
http://www2.hyogo-c.ed.jp/weblog/arima-hs/wp-content/uploads/2012/08/8264.JPG


   

次々とやって来るお客さんに、一生懸命説明する生徒たち。すっかりたくましくなりました。お札のしかけ

は、付き添いのお母さんたちにも大うけで、説明にも力が入ります。 

  

マイクロ文字以外にも、ブラックライト（紫外線）を当てると、ぼんやりと光る模様が・・・。お札のヒミツ、楽し

んでもらえたでしょうか・・・？ 

農ク連盟近畿大会 最優秀賞受賞！ 

木曜日, 8月 23rd, 2012 

8月 20日・21日に行われた農ク連盟近畿大会で、3年生の前川奈穂さんが最優秀賞を受賞しました。 
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バドミントン部 新人大会（個人戦）神戸地区大会 

月曜日, 8月 20th, 2012 

２１日（火） 男子 三田学園  女子 三田祥雲館 

２２日（水） 男子 三田学園  女子 三田祥雲館 

２３日（木） 女子 親和女子 

【男子新人大会を振り返って】 

酷暑の体育館で２日間，熱い熱い戦いが繰り広げられました。 

本校男子は，コートでの顔つきも凛々しく， 

夏休みの練習の成果を存分に発揮しました。 

残念ながら，個人戦では県大会出場は果たせませんでしたが， 

１０月末の団体戦では，必ず雪辱を果たすべく， 

一丸となって練習に励む決意を新たにしました。 

【男子ダブルス】 

大会参加１１１ペア。本校からは５ペアが出場。 

３ペアが２・３回戦へと進出しました。 

ベスト１６にはあと一歩手が届かなかったものの善戦しました。 

【男子シングルス】 

大会参加２２８人。本校からは１１人が出場。 

１回戦ではＵ君が私立強豪校の選手を気迫あふれる試合で破り， 

士気を高める幸先の良いスタートをきることができました。 

８人が２回戦以上へ進出。Ｕ君と部長Ⅰ君がベスト３２で涙を呑みました。 

【女子ダブルス】 

Ｗ・Ｎ組がベスト８に入り，県大会出場決定！ 



弱気にならず常に攻め続けて，実力を出すことができました。 

   

他の全ペアも３回戦まで進むことができました。 

自分たちが成長していることを感じ取れたのではないでしょうか？ 

   

【女子シングルス】 

Ｗさんがベスト８に入り，県大会出場決定！ 

大会会場の温度が３７度以上になる中， 

集中力を切らさず，最後の最後までシャトルを追いかけていました。 

４入りをかけての試合も，負けはしたもののかなり善戦し， 

来年に期待の持てる内容となりました。 

   

他の子たちは，勝てそうな試合を落としてしまうことが多かったです。 

 声を出すこと 

 自分の気持ちを高めていくこと 

 強い気持ちを持ち続けること 

 練習してきたことを出し切ること 

たくさんの課題が見えた大会となりました。 
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試合が早く終わった男子も応援に駆けつけてくれました。 

 

選手のみなさん，３日間朝早くから夕方遅くまでお疲れ様でした。 

  

女子ソフトテニス部丹有選手権大会に出場 

木曜日, 8月 16th, 2012 

女子ソフトテニス部は、８月９・１０日、三田市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、新チームになって初めて行われる丹有地区での大会です。上位にはいると、９月末に行わ

れる丹有新人大会でのシード権を得ることが出来ます。猛暑の中、選手達はたいへんよく頑張りました。

９日の個人戦では、残念ながら上位入賞は出来ませんでしたが、１０日の団体戦では、１２チーム中６位

で、本番の新人戦で、県大会出場がねらえる位置にいることが分かりました。少ない人数ですが、県大会

めざして頑張っていきます。 

科学部 日出坂洗いぜきで丹有地区交流会 

金曜日, 8月 10th, 2012 

８月８日（水）、三田市藍本 「日出坂洗いぜき」 で第２回丹有地区高等学校自然科学部交流会を行いま

した。今回は、日出坂せきもりの会・武庫川上流ルネッサンス懇談会为催の「川ガキ養成講座」にボラン

ティアスタッフとして参加し、子どもとたちに武庫川の生きものの観察と採集を指導するとともに、各校生
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徒同士の親睦を深めるというものです。有馬高校１０名、篠山鳳鳴高校４名、篠山産業丹南校９名に、伊

丹北高校の生徒も加わり、３０名近くの高校生が集まりました。 

まずは、５０名の子どもたちと一緒に、川で生きもの採集です。冷たい水に膝までつかって魚やえびを探

すのは、大人でも高校生でも楽しいものです。採れた生き物は指導員の先生に解説していただきました。 

   

今回は、川の魚やザリガニ、野草の試食しようという企画もあります。高校生は、生きたザリガニの殻剥き

を受け持ちました。剥いた身は唐揚げにして頂きます。意外とおいしかったのが驚きでした。 

   

その他、ブラックバスの唐揚げ、ヨモギやクズの天ぷら、野草茶などを指導員の先生に用意していただき

ました。子どもたちだけでなく、高校生も（顧問も）初めて食べるものが多く、良い体験になりました。 

   

最後に、高校生の勉強会として、せきもりの会の会長さんに洗いぜきの解説と今年新しく作った水田ビオ

トープを案内していただきました。 

   

さまざまな体験ができ、とても良い１日になりました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。 

第６０回兵庫県学校農業クラブ連盟大会 本校人と自然科史上初  ３部門制覇！！ 

金曜日, 8月 10th, 2012 

 ７月２４～２５日 加古川文化会館（県立農業高校）にて、県下１１校の農業高校の農業クラブ員が参加

し、第６０回兵庫県学校農業クラブ連盟大会が開催され、意見発表・農業鑑定競技など３部門のおいて最

優秀賞を、２部門で優秀賞を獲得するという快挙を成し遂げました。  
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 この農業クラブ連盟大会は、日頃の学習の成果を発表し、競い合う大会で、別名『農業高校の甲子園』

と呼ばれています。競技には、野菜や果樹の病気や種子、農具などの実物を見ながら問題を解いていき、

農業に関する知識を競い合う『農業鑑定競技』や、日頃の研究成果を発表し競い合う『プロジェクト発表競

技』、身近な課題、将来への抱負などを原稿にまとめ発表する『意見発表競技』などがあり、今年度は合

計２０名が本校代表として出場しました。 

 大会は各校農業クラブ会長による、農業クラブ旗の入場でスタートです。各校の農業クラブ会長が、クラ

ブ旗を持ち入場してきます。 

 

 そして、競技開始。プロジェクト発表競技では１０分間でスライドを用いて研究成果を発表していきます。

意見発表に出場した生徒は７分以内という限られた時間の中で、自分が経験してきたことを活かしての意

見を精いっぱい発表し、会場から大きな拍手を受けていました。 

 

 今年度の結果は以下の通り。３部門制覇は人と自然科創設以来初めてのことです。 

意見発表競技      文化生活の部     最優秀賞 （近畿大会出場） 

               環境の部        優秀賞（２位） 

プロジェクト発表競技  食料・生産の部     ４位 

農業鑑定競技      園芸の部        最優秀賞（全国大会出場） 

               造園の部        最優秀賞（全国大会出場） 

                            優秀賞（２位） 
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 今回意見発表で最優秀賞を獲得した生徒は、８月２０日～２１日に加古川市で開催される、第６０回近

畿学校農業クラブ連盟大会に兵庫県連盟の代表として出場し、全国大会出場を目指します。また、農業

鑑定競技で最優秀賞を受賞した生徒は、場合は１０月２３日～２５日に長野県で開催される第６３回日本

学校農業クラブ全国大会に出場します。 
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