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BIG SCIENCEによる快挙

副校長　　久保田　剛司　

　みなさん、右の写真を覚
え て い ま す か。2019 年 ４
月 10 日、天文学者の長年の
夢だったブラックホールの
撮影画像を、日米欧の国際
研究チームが発表しました。
小学生の頃からの天文ファンで、今こうして地学や天文の
素晴らしさを伝える職に就いている私も、まさか生きてい
る間に見られるとは思っていませんでした。どうやってこ
の画像が得られたのか、既に TV やネットで報道されまし
たが、華々しいこの成果に至るまでの労苦は想像に難くあ
りません。今回撮影されたブラックホールは、地球から約
5500 万光年離れたＭ 87 銀河の中心部にあり、その大きさ
は角度にして１億分の１度、地球から月面に置いたゴルフ
ボールを見た大きさに相当します。当然、現在世界最大の
望遠鏡でも到底見えない小ささです。そこで発案者である
シェップ・ドールマン教授（MIT）は、地球各地の電波
望遠鏡で同時に観測することで地球サイズの望遠鏡を構築
するアイディアを思いつきますが、その実現には実に 10
年もの歳月を要しました。南米チリ・メキシコ・アメリカ・
ハワイ・スペイン・南極の６ヵ所計８台の電波望遠鏡によ
る同時観測の際、地球が丸いうえに自転によって電波が到
達するのに時間差が生じるだけでなく、各地の望遠鏡がプ

レートの移動や月の引力・潮の満ち干で位置や高度が変動
することも考慮に入れ、１千万年で誤差１秒という原子
時計でデータの同期を図りつつ 10 日間に亘る観測に漕ぎ
つけたのが 2017 年４月でした。この８台の電波望遠鏡を
つないだ「イベント・ホライズン・テレスコープ」は、１
台でも正常に作動しないと狙った精度が得られません。し
かし、世界６ヵ所が 10 日間晴天に恵まれることはあり得
ませんし、実際観測中には様々なトラブルに見舞われまし
た。こうした艱難辛苦の末に得られた膨大な観測データか
ら、一体どのような画像が得られれば観測は成功だったの
か、予めシミュレーションが行われました。ブラックホー
ル自体は光すら飲み込んでしまうため全く信号を発しませ
ん。しかし強力な重力で周囲のガスを引き寄せる際、ガス
は回転しながら加速し摩擦によって数百万℃に加熱されて
光を放ちます。その光を背景に黒く丸い影（ブラックホー
ルシャドウ）が見えるはずです。その年の 10 月からプロ
ジェクトメンバーは４チームに分かれてデータ解析に取り
掛かりました。22 名の日本チームも、全体像を描くには
圧倒的に不足しているデータを補うため「スパースモデリ
ング」という数学的手法を駆使して挑みます。そして、全
チームの得た画像が一致したことで冒頭の発表となりまし
た。21 世紀に入り、ヒッグス粒子の発見、重力波の検出
と BIG SCIENCE による重要な発見が相次ぎ、共にノーベ
ル賞に輝きました。今回の快挙も間違いないでしょう。皆
さんの中から、将来こうしたプロジェクトに参加する人が
出てくることを願って止みません。

〔出典：NHKBS「コズミックフロント☆ NEXT」19 .4 .11 放送より〕

夏休みに向けて

中学教頭　　佐藤　文博

　いよいよ夏休みです。夏休みといえば、部活動、家族旅行と生
徒の皆さんにとって楽しいことが目白押しですね。好きなことを
思う存分楽しめる素晴らしい期間です。普段とは違う時間が流れ
る期間です。長いようでいて、あっという間に過ぎてしまう期間
です。もちろん夏期講習や宿題もあってそうそう楽しくないぞ、
という気持ちも分かります。それでも、心にゆとりが生まれませ
んか。ある地点に立ち止まってゆっくりと周りを見回してみる。
ゆっくりした時間が過ごせるのはこのような長期の休みではあ
りませんか。この時間で自分の好きなことを少し深めてみません
か。できれば勉強を趣味としてとらえて深めてもらえるとありが
たいのですが、そこは強調しません。人は多くの体験を経て育ち
ます。ご家族の方と少しでも多くの体験をして自分自身の中の引
き出しを増やしてください。人生の幅を広げてください。もう一
つ、落ち着いた時間の中で静かに読書をする時間も忘れないでく
ださい。少し欲張りですが色々と楽しめる夏休みだと良いです
ね。最後に毎年のことですが、皆さんは危険な場所に足を踏み入
れることが無いようにお願いいたします。今年も気象関係では

「観測史上初」や「観測史上最多」という言葉が新聞の紙面をに
ぎわしています。自分のいる場所は必ず保護者の方に知らせる
ことも併せてお願いいたします。身の回りの安全確保に気を配
り、将来につながる有意義な夏休みを過ごしましょう。

グローバルな活動への基礎作り

高校教頭　　松原　誠司

　建国大学の名を聞いたことがあるでしょうか。1938 年満州国新
京に開学したこの大学は、満州国のスローガンである「五族協和」
を体現すべく中国・朝鮮・モンゴル・ロシアそして日本の５民族
のエリートを集めた国策大学ですが、一方では言論の自由が保障
され、当時絶対的な禁制であった日本政府への批判さえも許容さ
れていました。学生たちは連夜座談会を開催し、アジアの今後な
ど現状の問題やその打開策など当時の日本国内では考えられない
本音の議論が交わされていたそうです。賛否はあるものの、戦前
の国際交流の成功例と評価する研究もあります。
　皆さんは、海外研修やホームスティ、留学生との交流などのグ
ローバルな体験がスタートし、広がっている途上です。将来的に
は彼らと協働して、国際的な問題解決に取り組む機会にも恵まれ
るかもしれません。現在は、そのための準備期間でもあります。
　１. 日本人や海外の方と積極的な交流を行う。
　２. グローバル規模の問題をはじめとして、現在の諸課題を認
　　  識し、その課題に関して自分なりに考える。
　３. 話合いや討論などの場において、自分から積極的に発言する。
　などは、そのために必要な準備です。この夏休みだけではなく、
中学生・高校生のなかで上記を心掛け、実践することで、大学や
社会において、海外の方々と本音で議論をして国際的な課題を解
決し、社会を改善するための基礎力を育成してください。

総務部

研究部

総務部情報

講演会「探究を深い学びに繋げるために」

厚生部

生徒部

グローバル委員会

事務室

ＡＥＤ・エピペン講習会実施

周囲に気を遣える人に

IES・UQ 指定校奨学金の対象校へ

2019 年度「夏」のご連絡等

　７月までの総務部関連の活動報告を
します。５月７日に避難訓練を行いまし
た。今回の避難訓練は久しぶりに火災を
想定したもので、地震の時と違い出火場
所によって避難経路が違うので、放送を
聞いて指定された避難経路を通り避難
するという訓練を行いました。大きな混
乱はなかったものの、やはり訓練という
ことで緊張感がなく行動も遅かったこ
とを校長、副校長先生から指摘されまし
た。次の訓練では、緊張感を持って速や
かに行動できるよう全員が心がけて欲
しいと思います。
　５月 11 日新年度のＰＴＡ総会があり
本部の活動報告や予算、決算の承認、新
役員の発表が行われ、長谷部さん（高３、
中３）を新会長とした新体制でＰＴＡが
活動し始めました。７月 13 日（土）に
はＰＴＡが主催する『仕事塾』が開催さ
れる予定で、今年も 10 人近い保護者の
方が講師となって、いろいろな分野の仕
事を熱く語っていただけると思います。

　先日、探究特設授業ＧＳⅡで課題研究
に取り組む高校２年生による研究計画
案の発表・検討会が行われました。発表
会では、本校のＳＳＨ運営指導委員の大
学の先生方より助言をいただき、生徒相
互でも活発に質問・意見交換がなされま
した。それぞれ今後の研究の方向を見出
すことができたようで、いよいよこれか
ら本格的に研究に取り組んでいきます。
　 ま た、 発 表 会 に 引 き 続 き、Glocal 
Academy 理事長岡本尚也先生による講
演会「課題研究を深い学びにつなげるた
めに」が開催され、中高生約 300 名が参
加しました。講演では、ＧＳⅡ生徒の研
究計画案を例として取り上げ、テーマ設
定や研究の進め方などについて話され、
中学生からも活発に質問がされました。
今年は 200 名以上の生徒が探究授業を
履修しています。自ら問いを立て、研究、
発表する楽しさを感じて、探究に向き
合う教室はいつも活気に溢れています。

　厚生部では、生徒や教職員の健康を
推進し、安全を確保するために、様々
な取り組みをしています。
　５月 28 日と 30 日には、教職員を対
象に、エピペンとＡＥＤ使用方法講習
会を開きました。エピペンは、ハチ刺傷、
食物アレルギーなどによるアナフィラ
キシーに対して、緊急補助治療に使用
される医薬品で、動画でその使用方法
を確認しました。ＡＥＤ講習は、実際
にＡＥＤの器具を使って心肺蘇生をす
る人、救急車を呼ぶ人などの役割を決
め、現場を想定した実習を行いました。
　夏休みは熱中症予防のために、校内外
の温度や湿度を測定し、基準値を超え
た場合は部活顧問に注意を喚起します。

　５、６月の間に外部からのお叱りの
電話を数件いただきました。多くの場
合は電車内でのマナーの悪さです。少
ししかスペースのあいていない座席に
無理やり座りゲームをしていたり、大
きいカバンが周りの人にぶつかっても
あやまらない、ゲームや話に夢中にな
りぎりぎりまで下車しないので、乗車
してきた人とぶつかるなどです。未成
年とはいえ、家から一歩外へ出れば、
皆さんも社会を構成する人の一員です。
社会で大切なことは周囲への気遣いで
す。周囲への気遣いができなければ、
見ず知らずの人達の集まりである社会
は、ぎくしゃくしてスムーズに動きま
せん。少しの気遣いと心の余裕が社会
をスムーズに動かします。少しで良い
ので周囲に気を遣いましょう。そして、

「芝柏の生徒は優しいね。気配りがで
きるね」というお褒めのお言葉をいた
だけるようになることを期待しており
ます。

　全国の高校から 10 校のみ選ばれる、クィ
ーンズランド大学（UQ）、UQ 付属語学学校

（IES）の指定校に本校が選ばれました。こ
の指定校に選ばれた 10 校に在学する生徒の
中から、今年度は UQ の人文社会科学部群を
志望する高校生 5 名に奨学金が授与されます。
　この奨学金への出願資格は、① IES を修
了後、UQ の人文社会学部の学士課程へ進学
すること、②数学を含む主要 4 科目で 5 段階
評価中 3.5 以上の成績を修めていること、③
IELTS のアカデミックモジュールで、5.0 以
上のスコアを取得していること、となって
います。
　このように、国の機関だけでなく、海外
大学独自で提供している奨学金もあります。
ぜひ積極的に利用し、海外大学進学の門戸
を開きましょう。

◆ 7 月 20 日（土）から 8 月 27 日（火）
は、「事務室夏の特別対応期間」となりま
す。具体的には以下のとおりとなります
ので、ご承知おきください。
＊窓口受付時間帯…9:30 ～ 15:30
＊この期間中の土曜日は窓口業務をお休
みします。事務室に用がある場合は休日
以外の月～金曜日にお越しください。
＊ 8 月 8 日（木）から 16 日（金）まで一
斉休校となります。
◆「JR 学割証」が必要な場合は、事務室
対応時間内にお越しください。「学割証」・

「通学証明書」の発行には生徒証が必要で
す。また、申請書には消えない筆記具で
記入する必要があります。
◆生徒の皆さんにより快適な学習環境を
提供するため、夏休み期間中に、PTA の
ご支援による中学棟内壁・高校棟トイレ
塗装工事等を実施します。一部ご不便を
おかけする場面もあるかもしれませんが、
趣旨をご賢察のうえ、ご理解・ご協力い
ただきますようお願い申し上げます。

各 部 情 報
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　今年は中核を担う学年としての活躍が
期待される２年生。今年は昨年度以上に
主体的な行動がとれる集団になってほ
しいと学年団一同期待しています。中
学 20 期生は３年次にホームステイがあ
るため、今年度の研修も大きく変わりま
した。次年度のニュージーランド短期留
学に向けて、日本の歴史や伝統文化に触
れて学ぶ研修を、昨年度からクラス会長
や有志生徒を中心に検討してまいりまし
た。日帰りで日本文化の学べる場所とし
て、自分たちで挙げたたくさんの候補地
から最終的に両国と鎌倉に絞り込み、６
月 18 日に日本文化研修を実施しました。
鎌倉班は、長谷を中心とした仏像や、北
鎌倉の寺社仏閣、日本庭園について学
び、両国班は江戸東京博物館やと刀剣博
物館、すみだ北斎美術館などで江戸文化
を中心に学びました。時間をかけて自分
たちで目的や行き先を検討し、実施まで
こぎつけたことに生徒たちの成長を感じ
ます。現在は、日本文化研修の学びを増
穂祭に繋げるために企画を練っていま
す。そして、今年から始まる Web コン
テストのチーム登録も終了し、各班テー
マに向けた探究がこの夏の課題になって
います。この取り組みが増穂祭でのプレ
ゼンテーションに繋がりますので、是非
学校まで足を運んでいただきたいと思っ
ています。
　明日からは夏休みが始まります。この
夏は、長期休暇だからこそできる数多く
の経験や学びをしてほしいと願っていま
す。様々な経験を通して自分の世界を広
げて、夢中になれるものや目標をしっか
りと見つけてい
けるように我々
もサポートをし
ていきたいと思
います。

　５月中旬に芝柏での最初の宿泊行事
である「グリーンスクール」が行われ
ました。この３日間は高杖での自然環
境学習や仲間作りはもちろん、集団生
活でのルールとマナー、集団のなかで
自分自身がするべきことを考えること
ができました。この経験を今後の学校
生活に役立ててもらいたいと思います。
そして、当日は普段より早い集合時間
にもかかわらず、一人の遅刻・欠席も
なく行事が行えましたことは、保護者
の皆様のご協力あってのことです。あ
りがとうございました。現在は９月に
行われる増穂祭でのプレゼンテーショ
ン発表に向けて各班で準備をしていま
す。増穂祭での発表を楽しみにしてく
ださい。
　また、グリーンスクール直後には、
これも芝柏での最初の定期テストであ
る第１回試験、今月は第２回試験も行
われました。本校では試験終了後に

「パーフェクトプロジェクト（P.P.）」
を行っています。これはテスト直後の

「答えを知りたい！」というゴールデ
ンタイムを利用した解き直しの時間で
す。21 期生は初めの 20 ～ 30 分は自
分の答案と向き合う私語一切なしの時
間、後半の 20 ～ 30 分間は友達と教え
合う時間にしています。得点に一喜一
憂するのではなく、結果から普段の生
活や学習習慣を振り返り、試験開始直
前までに最善の準備が出来たか否かを
確認して次回に生かすことが大切です。
　さて、本校入学から早くも４ヶ月が
経ちました。芝柏での生活にも慣れ、
生活のリズムは安定してきたかもしれ
ませんが彼らはこれから思春期に突入
します。他のことに費やす時間や悩み
ごと、大人に反抗する場面が増えてい
くかもしれません。しかしこれは「子
ども」から「大人」になる大切な時間
だと考えます。たくさん悩んでたくさ
ん笑っていろいろ考えてください。夏
休み明けに少し大きくなったみんなに
会えることを楽しみにしています。

中学２年中学１年
「主体性を目指して」中学１年生 学年情報

中学３年
ともに最高の１年に（２）

　６月第２週、３泊４日のグアム研修
旅行に行って来ました。社会の授業や
ワールドデイでの事前学習を通し、た
だなんとなく見て感じるだけの旅行で
はなく、行く先々で１つ１つの意味や
歴史的背景など、それぞれが立ち止ま
って頭を使い、思いを巡らせ、学びを
深めることができる旅行になったと思
います。そして、そうした頭と心を動
かす時間があったからこそ、３日目は
より開放的に海を満喫できる１日にな
ったことでしょう。この貴重な体験を
是非、文化祭でも活かし、私たちの旅
行を支えてくれた多くの人たちにその
成果を見せてほしいと思います。大小
いくつかの失敗もありましたが、生徒
みんなのこれ以上ない楽しそうな笑顔
と、時に疲れ切った表情がこの旅行が
充実したものであったことを教えてく
れたように思います。そしていま、こ
の旅行を無事に終えることができ、本
当に良かったと思っています。
　さて、これから夏休みに入ります。ほ
とんどの生徒は、全国の公立中学３年生
のように必死に受験勉強をすることは
ないかもしれません。しかし、ここから
真冬の高校入試まで勉強一筋で必死に
努力する人たちと、来年は机を並べるこ
とになります。部活動を引退し、宿題だ
けをやって、あとは時間を持て余して適
当に過ごすというわけにはいきません。
自ら課題を探し、その解決方法を考え、
いまあなたにできる最大限の学習を行
い、自立した学習者へと一歩進んでくだ
さい。それが高校生活への準備にもな
るはずです。成績がいいか悪いかでは
ない。苦しみながらも誠実かつひたむ
きに頑張る人を心から応援しています。
　「思いやりと向上心」最終年。まだま
だ成長を止めずに、１分１秒を大切に
前に進みましょう。

保健室

高校

こまめに適切な水分補給

生徒会情報

クオレ

教育実習を終えて

図書室
ゲーム依存症②

教育実習を終えて 教育実習を通して感じた「進化」

和菓子に見る日本の美意識

　人間は普通に生活しているだけでも、
汗や呼吸、便、尿などから水分が出て
いきます。食事からとったり、体内で
作られたりする水分がありますが、足
りない分の水分は体外から補給する必
要があります。
　水分補給のポイントは、一度にま
とめてではなく、コップ 1 杯（150 ～
200ml）程度の量をこまめにとるのが
理想的です。喉の渇きを感じた時はも
ちろん、なにかしらの行動のたび、例
えば、起床後、食事時、外出前、外出
先に到着時、帰宅前後、入浴前後、就
寝前などです。汗を沢山かいた後は、
プラスして補給しましょう。また、状
況に合わせた飲み物選びも大切です。
普段の水分補給には水やお茶、汗を大
量にかいた時はスポーツドリンクなど
飲み分けると良いでしょう。
　水分不足は様々な不調につながりま
す。適切な水分補給を行い、元気に過
ごしましょう。

　39 期生徒会のここまでの活動をご
報告いたします。４月に対面式・新入
生歓迎会を行いました。事前にリハー
サルを行えた結果、大きな問題もなく
終えることができました。５月に生徒
総会（予算編）を行いました。ここ数
年予算の上昇が続いているため、今年
度は総予算を抑え、過去の推移から予
算目安額をこちらから提示し、折衝を
いたしました。その結果、概ね予定通
りの金額にすることができました。６
月には生徒総会（議案編）を行いまし
た。合唱祭の高校３年生の参加の是非・
時期の見直しやバスダイヤの見直しな
ど、生徒にとっても関心の高い内容が
出ました。現在これらの意見をまとめ・
再調査を行い、学校に意見を提出する
準備をしております。今後もメンバー
でしっかり話し合い、学校のために頑
張ってほしいと思います。

　昨年の同じ時期に「ゲーム依存症」
についてお伝えしました。今年５月に
開かれた世界保健機関（ＷＨＯ）の年
次総会で、「ゲーム障害（ゲーム依存
症）」を正式に精神疾患と位置づける
ことが決定されました。
　ＷＨＯの診断基準では、（１）ゲー
ムの時間や頻度などをコントロールで
きない（２）家庭、学校など日常生活
に大きな問題が生じていてもゲームに
のめり込む（３）こうした行動が１年
以上続く、などの状態があれば依存症
の可能性がある、としています。
　夏休み中に生活のリズムを崩し、夏
休み明けの登校が難しくなる生徒がい
ます。多くは、ゲーム時間が長くなり、
昼夜逆転を引き起こすことが原因のよ
うです。崩してしまった生活リズムは
なかなか元には戻りません。ゲームと
のつきあい方、生活のリズムを確認し
ていただき、できるだけ規則正しい生
活を送って欲しい、と思っています。

　皆さん、こんにちは。３週間教育実習を
させていただきました、岩佐です。実習が
終わって１ヶ月ほど経ちますが、元気でお
過ごしでしょうか。
　改めて実習を振り返ってみると、短い期
間でしたが、充実した日々を過ごすことが
できました。中でも何事にもメリハリを付
けることを学びました。
　実習生としては、各授業ごとに気持ちを
切り替えたり、授業を考える時間とそれ以
外の生徒指導を考える時間をしっかり分け
るよう意識しました。
　生徒の皆さんも勉強や部活、遊ぶことに
メリハリをつけて、それぞれの時間を充実
したものにして欲しいです。
　実習生を代表して、先生方にはお忙しい中
色々とご指導してくださりありがとうござ
いました。また芝柏の生徒さんは授業を聞
くのが上手く、授業がとてもやりやすくて、
私たちの自信に繋がりました。ありがとうご
ざいました。生徒の皆さんは学生生活を充
実したものに出来るよう頑張ってください。

　今回の教育実習を通して私の中で最
も変化したこととしては、「教師になり
たい」という気持ちがはっきりと自分
の中に宿ったことです。私が教師とい
う職業を選んだ理由は、自分にとって

「better」だと考えたからです。大学で
教育について学び、同じ教員志望の友人
達と将来について語っても、どこか教師
になるという「意思」が自分には欠けて
いるように感じていました。しかし、今
回の実習で指導してくださった先生方 
の授業を拝見し、そして授業や普段の生
活を通して生徒の皆さんと交流するな
かで、自分の胸の中で炎が燃え上がるか
のように、「教師になりたい」という「意
思」がとても強くなりました。短期間の
経験でしたが、今では自信を持って、「教
師になりたい」と言えます。皆さんのお
かげでやっと手にいれられた「炎」を絶
やさぬよう、これからも常に自分に進化
を求めながら頑張っていきます。本当に
ありがとうございました。

　江戸文化の担い手、葛飾北斎、曲亭
馬琴、十返舎一九、松尾芭蕉から明治
の文豪、芥川龍之介まで、みんな甘い
ものには目がない
のです。和菓子好
きの巨匠たちが織
り成す芸術と文学
の世界をご堪能く
ださい。
　図書室においで
や す。 美 味 し い
展示が見
られます
よ！

夏季休暇中のお知らせ
◆開室日時：月～土 10：00 ～ 16：00
◆夏季特別貸出：7/11（木）～ 8/27（火）
　※一人 10 冊まで
◆閉室日：8/6（火）～ 8/16（金）
◆最終返却日：9 月 3 日（火）

各 部 情 報 中学 学年情報

生 徒 会 情 報
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　本年度よりＰＴＡ会長を務めさせて
頂きます長谷部です。
2019 年 5 月 11 日（土）に開催されまし
たＰＴＡ総会において、活動計画・予算・
役員が承認され、本年度の活動がスタ
ートしました。
本学ＰＴＡ活動は、ＰＴＡ会則の趣旨
に則り『学校と家庭との関係を密接に
し、生徒の正しい成長と学校の発展、
会員相互の研修親睦』を目的に活動し
ます。（PTA 会則の詳細は「2019 年度
学校要覧」26 頁参照願います。）
本年度の活動は、①全学年幹事会の
活動：増穂祭参加、仕事塾の開催、文
化講演会の開催、私学振興大会への
参加、②学年活動：クラス懇親会開催、
③ボランティア活動：花壇整備活動を
実施します。
なお、本年度は本学の 40 周年記念式
典も開催となります。

【増穂祭参加について】
　本年 9 月 21 日（土）・22 日（日）の
両日に開催される増穂祭に PTA 幹事
を中心に「バザー」「飲食販売」「芝柏
ＰＲコーナー」「高３出展」の４部門と「後
援部出展」の合計５部門が参加します。
保護者の皆様より提供して頂く物品販
売を行う「バザー」では、その収益金
を生徒の学校生活の為の備品購入費に
役立てます。
ご家庭の中で提供できる物品等がござ
いましたら、今後の案内に従って物品
提供をお願いします。
また、各部門で PTA 幹事以外の皆様
に当日のお手伝い募集する際は、可能
な範囲で参加をお願いします。

【文化委員会活動について】
　本年 12 月 7 日（土）に『脳を知って
未来に生かす』をテーマに池谷 裕二
先生を講師に迎え講演会を開催します。
PTA幹事で構成する文化委員が中心と
なり外部講師の招聘から、関係者調整
など様々な活動を行っています。
本学に入学した生徒の保護者のみが参
加できる貴重な機会です。
皆様お誘い合わせの上、参加下さい。

【花壇整備活動について】
　愛称「芝柏ぐりーんさぽーたぁ」とし
て、全学年の保護者で構成するボラン
ティアが、学校内の花壇やプランター
の整備を中心に毎月２回程度活動して
います。
活動予定は学校ＨＰに掲載しています
ので、興味のある方はお気軽に参加下
さい。

【仕事塾について】
　第 1 回目を 7 月 13 日（土）、第 2 回
目を 2 月 8 日（土）に開催します。
この活動は、本学の特徴的活動の一つ
で、生徒のキャリア教育の一環として
PTA 本部が主催、学校と連携を行い、
保護者の皆様も参加し開催します。

「どうしてその仕事を選んだのか」「働く
ことの楽しさや意義は何だろう」等の
疑問を、保護者という身近な大人から

“仕事”を通して生徒が話を聞けるイベ
ントです。
また、生徒の皆様に将来への夢を持っ
てもらい進路・進学先を選択する事に
役立ちたいと考えています。
学校授業の一環としては、第 1 回目が
高校 2 年生、第 2 回目が中学 3 年生
が対象です。両日共に午後は全校生徒
が対象です。
中学 1 年生から参加出来ますので、生
徒の皆さんは、是非参加下さい。
また、普段学校活動に参加の難しい働
く保護者の皆様も、参加しやすいイベ
ントです。ご自身の社会人経験を、生
徒の皆様に話す事で、一緒に次代を担
う生徒を育みましょう。

　このように、ＰＴＡ活動は、PTA 本
部と幹事を中心に、保護者の皆様も参
加して活動しています。
本文章に記載された PTA 活動の詳細
は、学校 HP 内 PTA のページにて確
認頂けますので参照下さい。
本年度も引き続き学校と連携し活動を
行いたいと思います。
皆様の協力をお願いします。

　日頃より、学年の教育活動にご理解
ご協力いただき、ありがとうございま
す。39 期生は、先発 1・2・3・7 組が
６月 18 日から、後発 4・5・6 組が翌
19 日からそれぞれ６日間、オーストラ
リア ブリスベン周辺で研修を行いまし
た。
　クイーンズランド大学（ＵＱ）やモー
トン島では、オーストラリアの海洋生物
や地質、環境といった内容について英
語で講義を受けました。伊藤先生によ
る事前学習の効果もあり、聴き取れた
生徒の嬉しそうな笑顔が印象的でした。
　姉妹校であるリディーマー校を訪ね、
同世代の仲間たちと自国の文化を紹介
し合い、スポーツを通して交流する楽
しい一日を過ごしました。積極的に踏
み込んだ生徒ほど、交流中の会話が
弾み、歓びも学びも大きかったようです。
　セレモニーの中では、たくさんの生
徒が活躍してくれました。校歌斉唱の
際には、４組 柴 理咲子さんによる校
歌の英訳が映し出され、ランチタイム
に現地の音楽の先生から「芝柏の校歌
は詩もメロディーも美しいのね」との嬉
しいコメントをいただきました。学校代
表挨拶を通訳した３組 渡邉 和さんは、

「前半２日間の記憶がない」ほど緊張し
ていたと聞きましたが、凛とした雰囲
気で立派に成し遂げました。２組 森
永珠己さんの日本文化紹介プレゼンは、
発音の美しさと内容の両面から会場を
盛り上げていましたし、１組 鈴木梨菜
さんの曲紹介も堂 と々して、素晴らしい
ものでした。

　高校３年生の４月からもう３か月が過ぎました。皆さ
んはそれぞれの目標に向かって、日々努力していると思
います。これからやって来る夏休みは、受験の基礎固
めの完成を目指して苦手科目や苦手な所をなくすため、
実際の過去問を解いて、より細分化した自己分析をしな
ければなりません。そのためには、出題傾向、出題内容、
解答する時間配分などすべてにおいて、入試当日を意
識した問題演習に取り組まなければなりません。センタ
ー試験はマークだから後で詰め込めばいいと思うので
はなく、２次私大対策を取りながら、バランスよく得点
する方法を考えなければなりません。２次私大対策ばか
りやっていればいいというわけでもありません。実際セ
ンター試験の得点が不足して、第１志望と思っていた大
学に２次出願できないという事例もあります。センター
試験で確実に得点し、２次試験に向かえる受験準備を
進めてください。
　そのために、模試を有効活用しましょう。これから多
くの模試を受けていきます。マーク模試では自分で目標
を立て、どのようにすれば８割得点が可能かなど、模試
当日まで、入試当日を意識して、自分に対するプレッシ
ャーや追い込みをかけて、１つの模試から次の模試と
いった模試ごとの短い期間の目標を立てて、仕上げ方
の練習もしなければなりません。もちろん模試は受けた
ら終わりではなく、試験を受けたらすぐに見直しをして、
自分の今までの知識をアップデートする必要があります。
　もちろん見直しだけではなく、自分の間違える癖を見
抜いてください。自分の間違える傾向を知っていれば、
ケアレスミスは防げます、よくケアレスミスだから、とい
って自分をごまかしてはいませんか。ケアレスミスは自
分でコントロールできるものです。さもなければ、高得
点は望めません。要するに自分とどれだけ向き合って目
標に対して突き進んでいくかがこれからの課題です。ラ
イバルや敵は外にいるわけではなく、自分の中に隠れた、
妥協や弱気といった中にあります。人のことを気にしな
いで、自分のやりたいこと、自分のやれることを見つめ
て、とことん満足できるまで、理想を追い求めてください。
学年が一体となって追い求めていきましょう。

　入学してからあっという間の３か月
でした。S S I への参加申し込みが非
常に多くエネルギーあふれる 40 期生
に囲まれて、学年団一同素敵な時間を
過ごさせてもらいました。ここまで球
技大会・合唱祭・定期考査が 2 回あり
ましたが自分の想定していたような高
校生活を送ることが出来ていますか？
４月「こんな高校生になりたい」と思
っていた高校生になっていますか？今
一度、考えてみてください。
　そして、この夏どんなことをするか
決めていますか？いろいろ計画してい
る人もいると思いますが、是非必ず、
積極的に動いてくださいね。一生に１
度、これっきりの高１の夏休みです。

「僕の・私の夏休みはこれ！」という
経験をしてほしいです。ボランティア・
部活・何かのプログラムでも、なんで
もいいから何か行動をしましょう。夏
休み中にはいろいろな講座が、大学・
市町村等、様々な場所で開かれていま
す。40 期生は特に留学に行く人が多
いですね。楽しみですね。
　これからの社会で必要とされるのは
思考力・判断力・表現力・コミュニケ
ーション力です。学年目標にもある他
人との「対話」と、学年通信のタイト
ルである「傾聴」を通してこれらの力
は養われます。たくさんの他人と関わ
り、様々なことを深く考え、言葉に・
文字にして表現する。探究活動の基本
となるものです。何をするにしても、
他人と関わり、たくさんの「対話」と「傾
聴」をしてください。夏休みが終わっ
た後、少しでも成長した皆さんの顔を
楽しみにしています。ただ、もちろん
基本的な学力は必要です。学習習慣も
付けてください。夏休み明け、宿題も
きちんとやって、大人びたみなさんの
顔に会えることを期待しています。

高校 学年情報
高校１年

「対話」と「傾聴」
高校２年
高校 2 年学年情報

高校３年
高校 3 年生夏

Ｐ Ｔ Ａ 情報
本年度のＰＴＡ活動について

ＰＴＡ会長

後援部情報

　今年度、ＰＴＡ後援部部長を務めさ
せていただきます木幡です。
　後援部は、みなさまからお預かりし
ているＰＴＡ会費の一部を芝柏の皆様
の役に立つ様にどのような支援をする
かを検討し実行していく役割を担って
おります。ＰＴＡ会則の抜粋になりま
すが、施設・設備並びに教育用備品に
関する支援について、原則として中長
期的視点を持って検討し審議すること
となっております。
　設備面の充実については、先生及び
生徒や保護者からのご要望、増穂祭で
のアンケート等による皆様からのご意
見を基に定期的に行う部会にて話し合
い、校内を回って実態把握を行いなが
ら必要性を検討し、より良い環境にな
るように支援をしております。最近の
実績としましては、学校への支援とし
て高校棟教室廊下側カーテン、生物地
学室の実験室仕切り、防災用品入替、
ロボットセミナー支援など、また、部
活動への支援として軽音楽部エアコン
整備、ダンス部ヴィーナスポンポン更
新、サッカー部ボール飛散防止フェン
スによる陸上部の安全性確保、ラグビ
ー部ゴールポストラック、剣道部審判
服、野球部応援バス等の支援を行って
参りました。今年度は、昨年度から計
画を進めておりました中学棟階段等塗
装・高校棟トイレ塗装（今年度の夏休
みに実施）、部活動では、サッカー部
ラグビー部ハンドボール部で利用可能
な校庭用スコアボード（４月導入済）、
野球部の防球ネット交換の計画があり
進めて参ります。
　学校内で新しい備品・設備やリニュ
ーアルされたものを目にした時は後援
部活動により充実されたと思って頂け
れば幸いです。まだ、ご要望に添えて
いないものもありますが、生徒の皆様
が快適な環境で、勉強や部活動、グル
ープ活動等を活発に行って頂けるよう、
また、先生方にも良い環境になって教
育、指導し易くなったと実感して頂け
るように活動して参ります。今年度も
皆様のご理解とご協力を頂きたく、宜
しくお願い申し上げます。

ＰＴＡ後援部の活動について
後援部部長



- 10 - - 11 -

　高校演劇部は、６月８・９日に行わ
れた第４地区春季地区大会に参加し
て「ベスト作品賞（大会の１位）」「照
明効果賞」「特別賞」「新人賞（２人）」
をいただきました。タイトルは「さよ
なら３月また来て昨日」でタイムトラ
ベルどたばたコメディです。第１回定
期考査３日後の合唱祭、さらにその４
日後の発表会となり、内容もドタバタ
ですが演劇部としてもドタバタで、よ
く賞をいただけたと思います。ただ本
番には強いらしく楽しんでのびのびと
演じられました。その点が評価された
のでしょう。これからまた次に向けて
活動が始まります。文化祭、観に来て
くださいね！

　６月 10 日に「成長期における睡眠の大
切さ」をテーマに、東京理科大学理工学
部教養体育研究室助教の守田優子先生の
講義を受けました。
　睡眠が身体と心の両方に影響があるこ
と、睡眠不足が免疫力の低下及び肥満や
生活習慣病を招くこと、手塚治虫、石ノ
森章太郎、水木しげるの漫画家の寿命と
睡眠時間の相関、昼寝とお手玉の実習の
動画など、興味深い内容で、講演後は生
徒から質問が多く出て、感想文の内容も
非常に充実したものになりました。

　正直言ってこのクラスが総合優勝で
きるなんて思ってもいませんでした。
　ですが、この結果はクラスの一人一
人が自分の競技で力を出し切ったから
得ることができたのだと思います。ま
た、最高学年としての意地を見せるこ
とができたのではないかと思います。
個人的には、バレーボールで優勝する
ことはできなかったのですが、一緒に
戦った仲間とはいっそう仲が深まった
と思います。おそらくほかの種目をや
った人も同じことが言えると思います。
球技大会を行う意義は普段あまり関わ
らない人と一緒に１つの目標に向かっ
て努力をする、というところにもある
のかもしれませんね。
　何事においても良い準備が良い結果
をもたらすと思うので、下級生の皆さ
んは来年も良い結果を得るために頑張
ってください。

　３年５組は合唱祭に関してどのクラ
スにも負けないくらい苦労したクラス
だと思います。曲のリズムがとても難
しく、またクラスの女子の人数は８人。
そして指揮者である僕はみんなを引っ
張っていく立場でありながら、指揮が
あまりにも下手な上に練習中もみんな
をまとまられず、自分に自信がなくな
ってクラス会議を開いてもらうことも
ありました。そんな中でも、朝、昼、
放課後の練習に来てくれて、困ったと
きに相談に乗ってくれる仲間がたくさ
んいたかたこそ、みんなであの３年５
組の合唱を作り上げられたのだと思い
ます。僕は、この３年５組の一員であ
ることを誇りに思います。

　2019 年度第 69 回関東高等学校卓球
大会千葉県第 12 地区予選会に参加い
たしました。団体戦では惜しくも県大
会を逃し、３年生は引退となりました
が、男子シングルにおいて２年５組藤
原が第 18 位、１年８組前田が第 19 位
になり、女子は２年５組井出が第４位
に入賞しました。３名は６月に行われ
た第 72 回千葉県高等学校総合体育大
会に出場し、２年藤原が２回戦で惜敗
しましが、この大会での経験や悔しさ
をバネに秋の新人戦に向けてより精進
し、日々の練習に活かそうと思います。
　卓球を通じて今後も「探究し、自己
を見つめ・他者を思う」ことを育成し
ていきたいと思います。

　６月 10 日（月）、体育館にて高校安
全の日を行いました。今年度は生徒部
企画で、交通安全をテーマに、柏警察
署より交通課の方をお招きして千葉県、
また柏市内の交通安全についてお話し
いただきました。また、後半には自転
車の乗り方について、実際に自転車を
用いた実演を交えながらご指導いただ
きました。実演では自転車の前かごに
重い荷物を載せて運転をすると、どの
くらい不安定な運転になるのか。また、
傘を差しながら運転をした場合に、強
風を受けるとどのくらい危険なのか

（実際に傘差し運転は道路交通法違反
に当たる）など確認することができま
した。講演後も質疑応答において、実
際に通学時などに経験したような事例
について質問が挙がり、丁寧に答えて
いただきました。自転車を利用する際
の交通安全について、今一度再確認で
きた安全の日となりました。

演劇部中学球技大会

卓球部高校合唱祭

高校演劇部　ベスト作品賞受賞！中学生「安全の日講演会」球技大会総合優勝

高校卓球部　大会報告高校安全の日高校合唱祭を終えて
●  合 唱 祭  ●

最優秀賞　３－５（次の空へ）
３年金賞　３－７（虹）
３年銀賞　３－６
　　　　　　（Bohemian Rhapsody）
２年金賞　２－１（jupiter）
２年銀賞　２－３（地球の詩）
１年金賞　１－５（僕が僕を見ている）
１年銀賞　１－７（いざたて戦人）

　皆さん合唱祭お疲れ様でした。
　合唱祭実行委員長として、ここでご挨拶
させていただきます、２－１の福草まどかです。
　今回の合唱祭も、先生や保護者の方 、々
生徒の皆さんなど、多くの人に支えていただ
き、無事に終えることができました。
　本番に至るまでには、生徒一人一人思い
悩むこともあったかと思います。新しい学年
になってすぐの行事であったため、各クラス
練習には苦労したのではないでしょうか。そ
うした困難を乗り越えて、練習の成果を存
分に発揮し、素晴らしい行事になったと思
います。
　合唱とは、皆で共有した曲のイメージを、
本番の舞台で聴き手の人々に届けるもので
す。
　そうした本質に迫るような合唱を、来年
も各クラスで突き詰めていってほしいと思
います。
　この度は、本当にご協力ありがとうござい
ました。

合唱祭お疲れ様でした

高校球技大会結果報告

合唱祭結果

●  球 技 大 会  ● 喜びの声 安全の日

総合 優勝 3-4

総合 準優勝 2-5

総合 第３位 2-6

各種目優勝
サッカー 　2-5A

ソフトボール 2-4

キャッチザディスク 2-5

テニス 3-3

男子卓球 3-2

女子卓球 2-6

男子バスケ 2-1

女子バスケ 3-4

男子バレー 3-6

女子バレー 3-4
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吹奏楽部活動の報告

吹奏楽部

県高校総体 女子200ｍ個人メドレー優勝 
　　　　　　　     水 球 男 子 優 勝

水泳部

　千葉県国際水泳場で行われた高校総体
競泳競技女子200ｍ個人メドレーで、3
年の山本さんが見事に優勝を果たしました。
関東大会・全国大会での活躍が期待され
ます。

　水球競技男子の部では、予選トーナメン
トを勝ち上がり、４チームで行われた決勝
リーグでも２勝を挙げ、事実上の優勝決定
戦となる最終戦を迎えました。序盤から接
戦となったこの試合は、キャプテンでゴー
ルキーパーの３年吉村君を中心によく守り、
１点リードで迎えた最終ピリオドでは一時
逆転を許しましたが、残り37 秒で６－６の
同点に追いつきそのまま終了。その後ペナ
ルティシュート戦へもつれ込む接戦を制し、
３年ぶり３回目の優勝を果たしました（８年
連続の関東大会出場）。同じく女子の部で
は、決勝で惜しくも敗れ準優勝となりました。

　また、国民体育大会水球競技関東ブロ
ック予選（男女）の千葉県代表選手として、
３年吉村君、２年鈴木君、小橋君、松島君、
阿部さんが選出されました。今後の活躍が
期待されます。

県大会出場（男子２ペア・女子２ペア）

高校女子ソフトテニス部快挙達成！！

ISEF2019

研究部

中学ソフトテニス部

高校ソフトテニス部

　５月 12 ～ 19 日の日程でアメリカア
リゾナ州フェニックスにて行われまし
たインテル国際学生科学技術フェア

（ISEF2019）にて高校科学部３年生の
武藤美佑さんが日本代表の一員として
研究発表を行いました。本校として
は、ISEF にはこれが２回目の参加に
なります。発表タイトルは「Formation 
of Large Sized Aragonite Crystals by 
Using Gel Method（ゲル法を用いた
大粒アラゴナイトの形成）」。日本学生
科学賞の入賞で ISEF への派遣が決ま
ってからこの発表までの間、研究内
容をより深め、また英語での発表原稿
や要旨・ポスターの作成など非常に綿
密に準備が進められていきました。派
遣を迎え、現地に到着してから、発表
ブースの設営に始まり、発表練習、審
査会、一般公開、表彰と慌ただしく過
ぎていった１週間でした。審査発表に
おいては、日頃学校で取り組んできた
成果を発揮し、審査員にもしっかりと
伝わる形で発表することができました。
英語での発表にも自信が持てたようで
す。国内では経験できないような規模
の研究発表の場において、日本の代表
選手団の他校生徒や他国の代表生徒と
の交流など、大変貴重な経験ができた
と思います。惜しくも入賞などには至
りませんでしたが、この経験を自信に
つなげてもらえたらと思います。

　第 32 回定期演奏会が 4 月 29 日に柏
市文化会館で開催されました。中高合同
演奏の「上を向いて歩こうin swing」、高
校生による「もののけ姫セレクション」、
ＯＢ・ＯＧによる演奏や各アンサンブルな
ど盛りだくさんの内容で、活況の内に終
演することができました。ご来場頂きまし
た方 、々ご協力くださいました皆様に心よ

　４月中旬に行われた市内大会で以下
のような成績を残し、県大会に出場した。
・近藤/前野ペア（12位→県大会２回勝利）
・船場/池口ペア（14位→県大会１回勝利）
・大滝/森ペア　（10位→県大会初戦敗退）
・梅木/松廣ペア（13位→県大会初戦敗退）
※当日、松廣さんが欠席のため、堂園
さんが試合に
出場しました。
　限られた部
活動時間の中
で工夫・改善
してきた結果
が出て顧問も
うれしく思っ
ている。

　さきに行われた高校総体予選において、
女子団体で県ベスト 16 に入賞、これは
創部以来初の快挙です。
　１回戦は旭農業を３－０で下し、迎え
た２回戦、相手は県大会ベスト８の常連
である木更津総合。強風の中、１試合分
の経験を活かし、中村（高３）・寺田（高２）
ペアと黒澤・上原ペア（ともに高３）が
押し切り、２－１で勝利。そして３回戦。
相手は白井高校。３ペア全てが県大会出
場の強豪でしたが、中村・寺田ペアと北
村・八木澤ペ
ア（ともに高
３）が激闘を
制し２－１で
勝利しました。

り御礼申し上げます。部員一同感謝の気
持ちを胸に、夏のコンクールに向けて練
習に励んでいます。
　また高校生は全国高等学校野球選手
権千葉大会にて野球部の応援を行います。


