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　学校再開後、分散登校等に多大なご協
力を賜りありがとうございました。休校
中から、生徒会長を中心に生徒会は新入
生に向けた部活紹介や対面式、部活動予
算等の準備をしてくれました。委員会で
は委員長が決まり、学年では新しい形の
増穂祭に向けて、文化祭実行委員やク
ラス会長会を中心とした有志で学年企
画の話し合いが始まるなど、少しずつ
最高学年としての歩みを進めています。
また、今年度の Web コンテストは中２
中３の混成で作品づくりをします。昨年
以上に興味関心の似通った新しい仲間
とのチームになりますので、個々の探
究をさらに深めるとともに後輩を引っ
張る存在になることを期待しています。
　学年目標「ともに探究し、思いやり
のある仲間」の最終年になります。こ
の夏は、自分と向き合い、自分が夢中
になれる分野や憧れの学校などを探求
することにも時間を費やしてほしいと
思います。

学年情報
中学１年
チャイムは鳴らない

中学２年
初めの一歩を踏み出す勇気を

中学３年
学年近況報告

　中学２年生になり４カ月が過ぎま
した。変則的なスタートでしたが学校
生活は進んでいます。夏休み明けには
学校行事も控えています。学習との両
立のためにもそれぞれの長期目標を
定めて、自分が行うこと、進むべき道
をしっかり考え、行動することが大切
です。一番大切なことは『行動』に起
こすことです。何事も先ず初めの一歩
を踏み出すことから始まります。夏休
みのような長期休暇は自己を成長さ
せるための絶好の機会となります。や
る人はやります！勇気を持ってはじ
めの一歩を踏み出すことに期待して
います。また、保護者の方におかれま
してはお子様の思春期による体調や
気持ちの変化が起こりやすい時期で
もあります。例年に比べて短い夏休み
ではありますが、ご家庭でもお子様の
体調をはじめ何か気になることがあ
りましたら連絡を頂けたらと思いま
す。引き続きよろしくお願い致します。

　はじめに、保護者の皆様には昼食の
準備をはじめ、日々お子様を元気に送
り出していただきありがとうございま
す。夏休みを無事に迎えることができ
ホッとしております。引き続き、ご理
解とご協力を賜りたく存じます。
　さて、中学１年生諸君には、芝柏が

「チャイムのならない学校」であると
いうことの意味を熟慮してもらいたい。
チャイムを鳴らし、諸君を着席させ、
あるいは解放し、時間が守れないとネ
チネチ説教することはたやすい。しか
しそれでは、諸君はただの『その場や
り過ごしマシーン』に仕立て上げられ
るだけだ。──チャイムが鳴らない、
というたった１つのことで、私たちは
諸君にとても高い要求をしている。そ
の要求を『自主』『自立』とか『自ら
考え行動する』と具体的に言い換えて
もよい。日々の学校生活のなかで、そ
の真意を発揚し、身をもって示しても
らいたい。行動しよう。

　日頃より、学年の教育活動へのご理
解ご協力をいただきありがとうござい
ます。休校期間中に、不安な中でも自
分と向き合い頑張ってきた自信なので
しょうか。生徒たちは受験生らしく学
習に向かっていながらも、孤立してい
くような様子を感じさせません。空き
時間や放課後に協同で問題に取り組み、
解説し合う様子が毎日のように見られ
ます。オンラインでなく学校で学ぶこ
との一義であると思います。同じ目標
を持つ仲間と、互いに認め合い高め合
う関係で繋がっていることを嬉しく思
います。また暫く自立した個として磨
きをかける期間となりますが、きっと
乗り越えてくれるものと信じています。

高校１年
学年目標：誠実に、ひたむきに

高校２年
先が見えないからこそ！ 

高校３年
高め合う仲間

　休校から始まった 2020 年度も３か
月以上過ぎようとしていますがいまだ
に先が見えません。このような時こそ、
そのピンチを乗り越えるために社会は
進化を遂げてきました。そしてこのよ
うな時こそ、個人の真価が問われます。
やるべきことをやり、進むべき道を見
極める。しっかりとした芯を持ってい
る人であれば、どんな場面でも自信を
持って考動することができます。たと
えそれが間違っていたとしても、そこ
から学ぶことがあるので成長できます。
精神的な余裕を持っていれば、他人の
意見も抵抗なく受け入れることができ
ます。芯の強さがあれば、周りに合わ
せることができますし、自分の意見を
主張することもできます。その場の状
況に合わせて臨機応変に対応できるよ
うになる、そんな大人になってほしい
と願っています。
　ガンバレ！チーム 40 期！みんなで
この困難を乗り切ろう！

　その心。
１．誠実に自分と向き合い、自己改革

に向けてひたむきに努力する。
２．誠実に他人と向き合い、相互理解

に向けてひたむきに努力する。
３．誠実に進路と向き合い、学力向上

に向けてひたむきに努力する。
　何かに迷ったり、うまくいかないこ
とがあったら、あなた自身の言葉を入
れてみてください。ごまかさず楽をせ
ず、逃げ出したいことでも誠実に向き
合っているか。自分の中の何かを変え、
改善し、向上させるためにひたむきに
努力を続けているか。不完全燃焼の
日々が続きますが、それもまた皆さん
のかけがえのない高校生活です。とも
に過ごす時間を大切に、一緒にがんば
りましょう。

　本年 2020 年７月 11 日（土）開催の
ＰＴＡ総会で本年度の予算、活動計画、
ＰＴＡ役員が承認されました。
ー本年度予算ー
　通常予算に加え、生徒・先生の感染
防止の為の対策費・購入品などを学校
と連携し支出します。
ー本年度ＰＴＡ活動ー
　ＣＯＶＩＤ－ 19 の影響で、例年行
う仕事塾（７月）、増穂祭（９月）、文
化講演会（11 月）と新年会などの懇
親会を中止し幹事会等も開催を限定し
た活動をします。
ー本年度役員ー
　本年度役員９名を選出しました。所
感は下記の通りです。

【会長】
　私達は、学校や地域と共に子供達の
学校生活を支援する活動しています。
　「どうせやるなら楽しく活動しよう」
をモットーに、全てを前向きに捉えな
がら活動をし続けています。例年にな
い活動ですが、皆様と連携して活動し
ますのでご協力をお願いします。

【副会長】
　本部役員２年目です。昨年度は、右
も左もわからず本部活動を経験しまし
た。そこでは家庭からは知る事のでき
なかった子供達の様子や、先生方の熱
意を身近に見る事で有意義な時間とな
りました。今年度も微力ながら子供達
や学校のお役に立てればと考えており
ます。

【副会長】
　本部役員３期目となりました。行事
のほとんどが中止となった、この機に
これまでの活動内容を振り返り、今後
の活動のための準備をしておきたいと
思います。PTA 行事が皆様にとって、
楽しい思い出となることを願って、微
力ながらお手伝いさせていただきたい
と思います。

【副会長】
　本部役員として２年目ですが、１
年目とは違い、今年は様々なことが
中止や変更となってしまいました。
しかし、今出来ないことよりも今出
来ることを考え、従来のやり方にと

らわれず、その都度ベストな方法を
考えながら活動していきたいと思っ
ております。

【会計】
　本部会計の２年目です。本部会計
は予算と決算の会計業務だけではな
く、皆様からお預かりした会費を子
供たちの為にどのように活用すれば
一番効果があるのか？を一番考えま
す。今までの通例・常識で活動する
のではなく、これからは、その時代
に合った会計が必要だと感じていま
す。子供たちの希望・学校の立場・
保護者の考えを理解した上で活動し
ております。

【会計】
　昨年に引き続き、本年度も会計を務
める事になりました。活動を通して、
私自身学ぶ事が多く、このような機会
を得たこと改めて感謝いたします。子
供達の学校生活の充実はもちろんのこ
と、皆様のお力をお借りしながら、活
動の充実を図ってまいりたいと思いま
す。

【書記】
　本年度、書記を務める事になりまし
た。
本部役員は初めての経験ですが、先生
方や保護者の皆様、経験豊富な本部役
員の方々と頑張りたいと思います。活
動の中で先生方とお話しする機会や、
学校での生徒達の様子を目にする機会
が増え、保護者としても新鮮な気持ち
です。生徒達の快適な学校生活をサポ
ート出来ればと思います。

【書記】
　子供達がより良い学校生活を送るた
めに、微力ながらお手伝い出来ればと
思います。今年は例年と異なり内容を
抑えた活動ですが、皆様と協力して出
来ることをやっていきます。活動に関
してまだ知らない事も多いので、適宜
教えて頂きながらやっていきます。

Ｐ Ｔ ＡＰ Ｔ Ａ 情報情報
2020 年度 PTA 活動について

PTA 会長

後援部情報後援部情報

　昨年度に引き続き、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
生徒や先生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
主な実績は、学校への支援として中
学棟廊下・階段の塗装、清掃用具箱
入替、プールのＬＥＤ照明導入、部
活動への支援としてサッカー部ラグ
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導入、野球部の
防球ネット交換などを行って参りま
した。今年度、新型コロナの影響で
検討が遅れています。既に決まって
いる支援として、水球用アウトドア
タイマー入替のみですが、現在検討
事項として挙がっている案件は、交
流館講義室ブラインドの入替、自習
室パーテーション入替になります。
また、後援部で学校内を巡回した結
果、他にも修繕やリニューアルが必
要と思われる個所が出てきましたの
で、検討事項として進めて参ります。
　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の中で教育、
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
ＰＴＡ後援部部長

　１年間よろしくお願いします。
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事務室

英語

2020 年度「夏」のご連絡等

英検は本会場へ

◆８月３日（月）から 22 日（土）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（８日・15 日・22 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６日（木）から 16 日（日）まで一斉休
校となります。
◆ JR 学割証・通学証明書が必要な場合は、事
務室対応時間内に窓口にお越しください。な
お、いずれの発行に際しても生徒証が必要で
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、昨年度末のホール棟内８教室と理
科４実験室へのプロジェクター及び投影汎用
白板の設置に続き、夏休み期間中に、大体育
館の外壁塗装及び空調設備設置に向けての準
備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、ご理解・
ご協力いただきますようお願い申し上げます。

　本校ではグローバル人材の育成をめ
ざして、海外留学や海外大学進学説明
会の実施をしています。希望者対象の
短期留学においては英国・アメリカ・
オーストラリア・カナダの 4 か国でホ
ームステイを実施しています。SSC Ⅲ
においてはカナダホームステイ、芝浦
推薦の生徒にはニュージーランドホー
ムステイも実施しています。ホームス
テイで訪問する海外大学の担当の方と
は本校のグローバル委員が直接交渉し
て、芝浦柏独自のプログラムを提供し
ています。また、大使館主催の説明会
や、各国の大学職員を直接本校に招い
て模擬授業や説明会を実施しています。
海外大学説明会については主に、英国
からはロンドン大学 UCL、オースト
ラリアからはクイーンズランド大学か
ら担当の方を招き説明会を行っていま
す。今後は英国・アメリカ・オースト
ラリア・カナダに加えニュージーラン
ド・アイルランドへの海外留学説明会

2019 年度卒業生　海外大学合格実績

　イギリスホームステイ短期留学では、17泊
19日でロンドンとボーンマスの２都市に滞在
します。
　ロンドンでは、市内中心部のホテルに２泊３
日で滞在し、大学訪問や市内観光をします。ロ
ンドン大学UCL訪問では、模擬講義を受講し
ます。市内観光では、バッキンガム宮殿で衛兵
交代を見学し、大英博物館やナショナルギャラ
リーで世界の芸術や文化に触れ、ワーナーブラ
ザーズスタジオでハリーポッターの世界を体験
し、シアターで本場のミュージカルを鑑賞します。
　ボーンマスでは、２週間ホストファミリー宅
に滞在します。平日の午前は語学学校で英
語の授業を受けます。午後はアクティビティ
や小旅行に出かけます。ビーチでスポーツを
楽しみ、世界遺産を堪能し、ボーンマス大学
でキャンパスツアーに参加します。

昨年度スケジュール（19日間）
2019年7月18日（木）～8月5日（月）

昨年度スケジュール（17日間）
2019年8月9日（金）～8月25日（日）

昨年度スケジュール（18日間）
2019年8月2日（金）～8月19日（月） 

昨年度スケジュール（18日間）
2019年7月18日(木)～8月4日（日）

カナダ語学研修（15日間）（昨年度）
2019年8月11（日）～8月25日（日）

ニュージーランド語学研修（15日間）（昨年度）
2020年2月1日（土）～2月15日（土）

　2019年度から実施したカナダホームス
テイ短期留学の特徴は、ホストファミリーと
の時間が長く、バンクーバー到着後すぐ約
２週間のホームステイがスタートします。
　また授業時間も多く、平日は９時から15
時まで語学学校でレベル別のクラス編成
で英語の授業を受けます。
　放課後のアクティビティや日帰り旅行が
充実しており、スタンレーパークやキャピラ
ノ吊り橋、展望台を訪れ、ハイキングがあ
り、また大学訪問では、ブリティッシュ・コ
ロンビア大学（UBC）、サイモン・フレーザ
ー大学キャンパスツアーに参加します。そし
て、滞在中３度の週末の日帰り旅行で、ウィ
スラーや水族館、遊園地など訪れます。

　2019年度からアメリカホームステイ短期
留学も始まり、このプログラムにはニューヨ
ーク訪問が含まれ、メトロポリタン美術館、
グラウンドゼロを訪れたり、ブロードウェイ
ミュージカルを観劇したり、マンハッタン島
のセントラルパークから南のブルックリン
ブリッジまで散策します。
　ニューヨーク市内観光後はホームステ
イが実施されるボストン市内に移動します。
アメリカンイングリッシュを学びます。様々
な国の留学生と知り合いになり、共にコミ
ュニケーション力を高めあいます。午後の
アクティビティには、世界ランキング上位の
マサチューセッツ工科大学（MIT）、ハー
バード大学訪問が含まれ、それぞれ現役
大学生に案内をしてもらいます。

　2019年度オーストラリアホームステイは、
参加した生徒はブリスベンのホストファミリ
ーの家で約２週間過ごしました。英語の学
習はクイーンズランド大学付属の語学学校
（IES）で行われ、IESはブリスベンの中心
部から徒歩20分の閑静でとても安全なとこ
ろにあります。スタッフも親切で、生徒たち
は安心して学校生活を楽しんでいました。
　午前中は語学研修をし、午後はアクティ
ビティで、クリケットやサッカーなどのスポ
ーツをしたり、アボリジナルアートを経験し
たりしました。週末は動物園を訪れ、コアラ
と一緒に写真を撮ったり、固有の動物を見
たり、オーストラリアならではの体験をする
ことが出来ました。

　現在、イギリス・アメリカ・オース
トラリア・カナダの４か国について、
海外大学進学説明会を行っています。
　2014 年度に始まったロンドン大学
UCL（2020 世界大学ランキング８位。
東大は 22 位）の説明会から、年々説
明会の幅も内容も進化を遂げています。
　説明会では、毎年、現地の大学の担
当者に来校してもらい、英国大学入試
制度の説明会の他に、毎年オーストラ
リア大学説明会も行われ、クイーンズ
ランド大学をはじめとするトップ校

（Group of Eight）の大学入試制度の
説明もあります。大使館より担当者に
来校していただき、アメリカ・カナダ
の大学入試制度の説明も行われていま
す。
　模擬講義では、クイーンズランド大
学の先生を招き、中学生・高校生を対
象としたマーケティングの講義などを
実施してもらいました。

　2017 年度より高大連携のホームス
テイプログラムとして、夏のカナダの
バンクーバー研修、冬のニュージーラ
ンドのオークランド研修の２つが始ま
りました。
　夏のバンクーバー研修は高校３年生
で SSC Ⅲ（芝浦工業大学で授業）を
受講している生徒の中から２名が選ば
れ、語学研修に参加します。また冬の
オークランド研修は高校３年生で芝浦
工業大学に進学が決まった生徒の中か
ら１名が選ばれ、学びます。
　両方の研修とも午前中は英語の授業、
午後は任意参加のアクティビティとな
ります。どちらも少人数制なので、一
人一人が自立心を持って、２週間を過
ごします。

 “Living is not breathing but doing.”
　私が海外留学を選んだのは人を知りた
かったからです。世界にはどんな人がい
て自分がどういう人間になりたいかを探
すために留学を選びました。留学に必要
な IELTS は高校二年の夏に初めて受け、
三年の十一月には受験資格基準を超えま
した。受験勉強は高校三年の十二月から
はじめ、二月に受かりました。ここから
もわかるように入学のハードルは高くあ
りません。世界への興味が大切です。皆
さんも是非挑戦してみてください。

　Kings College of London に進学しま
す。今年は、コロナウイルスの流行もあ
り大変な学校生活を送られていること
と思います。今年は海外に行くことは
あまりできないかもしれませんが、世
界中の人とコミュニケーションをとる
ことはとても楽しいです。最近では大
学の友達と自分の国のことを紹介しあ
ったりして楽しい日々を送っています。
こんな時だからこそ世界に目を向けて
進路を考えてくれたら嬉しいです！

　私が海外大進学を考えたきっかけは
在学中に二度参加した、夏季短期留学で
す。様々な国から生徒が集まっており、
各々の文化や価値観の違いを目の当た
りにして、新たな自分の可能性を広げた
いと考え、イギリスの大学への進学を決
意しました。皆さん、人生は一度しかあ
りません。コロナ禍で大変かとは思いま
すが、このパンデミックは、長い人生の
一時にしかすぎません。国内の大学進学
もいいですが、一度海外の大学も候補に
入れてみてはいかがでしょうか？

　現在、私は 10 月の渡航に向けて、英語
のスキルアップをしています。海外進学
を考えたきっかけは研修旅行でのクイー
ンズランド大学見学でした。中高６年間
には進路につながるような機会が多くあ
ります。様々なことに興味を持って生活
すると良いと思います。もし海外進学を
考えたら、先生方に積極的に相談してく
ださい。私もお世話になりましたが、芝
柏には海外進学の知識や経験を持ってい
る先生が多くいらっしゃいます。共に羽
ばたこう！

世 界 を 視 野 に 自 分  の や り た い こ と に 挑 戦 し 、 発 信 す る世 界 を 視 野 に 自 分  の や り た い こ と に 挑 戦 し 、 発 信 す る

４カ国ホームステイ　短期留学４カ国ホームステイ　短期留学

　英語学習の目標設定と日々の学習の
ペースメーカーとして、英検は大きな
役割を果たしてきました。また、大学
入試でも英検を採用するところが増え
ていますし、その重要性は増してきて
いると言えます。本校でも受験生は
年々増える傾向にあります。しかしな
がら、受験者の増加とともに準会場と
して実施するには様々な問題が発生し
ています。土曜日実施のため、試験会
場と試験監督者の確保が難しいことや、
部活動とのバッティングなどもよく話
題になります。受験生が顔見知りばか
りで緊張感に欠けることも準会場受験
の大きなデメリットです。また、学校
行事や本校の入学試験と重なり実施で
きないことも多く、昨年度末をもって
準会場としての登録を終えました。コ
ロナ禍の混乱で皆様にきちんとお伝え
できなかったことをお詫びいたします。

各 部 情 報各 部 情 報各 部 情 報

教 科 情 報教 科 情 報教 科 情 報

イギリス ホームステイ 短期留学

カナダ ホームステイ 短期留学

大学進学説明会・模擬講義

アメリカ ホームステイ 短期留学

オーストラリア ホームステイ 短期留学

SSCⅢ・芝浦推薦ホームステイ

海外に進学する先輩達からも実施したいと考えております。今ま
でに実施したどの説明会も 100 名を超
える参加人数で、多いときは 250 名を
超えました。今後もますます海外進学
に対する関心は高まり、実際に進学す
る生徒数も増えると思われます。

大学所在地 大学名 人数

イギリス

ロンドン大学 UCL 2
マンチェスター大学 1
キングス・カレッジ・ロンドン 1
ロンドン大学クイーン・メアリー 1
リバプール大学 1
ケント大学 1
ブライトン大学 1

オースト
ラリア

メルボルン大学 1
クイーンズランド大学 1
シドニー工科大学 1
クイーンズランド工科大学 1
マッコーリー大学  1
南オーストラリア大学 1

アメリカ ネブラスカ大学 1
合計 15

グローバル委員会グローバル委員会
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科学部

探究特設授業（理系）中学での探究

国際

探究特設授業（文系）

研究者・専門家との交流
SSH における科学部の取り組み

理科系の課題探究の変遷と今中学における探究の取り組み

グローバル人材の育成

文科系の課題研究

JICA オンライン講演会

　本校の科学部の取り組みでは、中高
問わず研究テーマを一人一テーマ持
ち、個人またはグループで活動していま
す。特に、高校科学部では研究に集中し
て取り組める環境を整え、各分野の顧問、
コーチと綿密にコミュニケーションを取
りながら研究に取り組んできました。こ
れまで SSH 再指定 1 年目の SSH 全国
大会では科学部員が学校の代表を務め
ました。この研究テーマは他の発表会
にて評価を受け、最終的に日本の代表
として海外での研究発表 (ISEF2019) に
つながりました。また、去る 2 月の高
校生国際シンポジウムにて最優秀賞を
受賞した 2 名の部員が、今年度はオン
ライン実施となります SSH 全国大会
で本校の代表として発表します。他にも、
多くの研究発表会やコンテストで入賞す
るなど、深い探究内容の求められる場面
において、多くの部員が活躍しています。

　本校では、SSH 指定の第１期（2004
年度から 2008 年度）から 2015 年度まで
の 12 年間、指定終了後も高校２年生の
希望者とともに物理、化学分野の課題探
究に取り組んできました。GS（グロー
バルサイエンス）、GL（ジェネラルラー
ニング）クラス設置をきっかけに 2016
年度からは高校 1 年生にその対象を広
げ、また探究テーマとして生物分野も選
択できるようにしました。そして、今年
度からは探究テーマに地学分野を加え
て実施しています。現在の取り組みをベ
ースにして、これからも課題探究授業の
充実、発展を図っていきます。

　毎年本校では中学２年から高校２年の全
員が、探究活動の一環として全国中学高校
Web コンテストに参加をしています。中
学生は毎週土曜日のＷＤ（ワールドディ）
時間を活用して取り組むのですが、今年度
はコロナによる休校の状況下で、オンライ
ンＷＤによる取り組みをはじめました。オ
ンライン学年集会によるガイダンス、自分
の興味・関心を深めるため、今年度から導
入している Schooltact を用いて、一人ひと
りの探究用マンダラートを作成しています。
　また今年度は初めて、中２・中３が学年
横断で Web コン探究活動を行っています。
参加チームの過半数にあたるチームでは学
年を超えたメンバーが混ざっての編成とな
りましたので、今までにない協力関係が見
られるかもしれません。学校代表の選考も
気になるところですが、まずは全員が今ま
で以上に探究活動に取り組める環境を整え
られればと考えているところです。

　グローバル人材の育成も本校 SSH プログ
ラムの柱の一つです。そのための具体的な
取り組みとして、ベトナム FPT 大学＆ FPT
高校との交流のほか、千葉大留学生との交流
会（年２回程）、芝浦工業大学が主催するグ
ローバル PBL への参加、さくらサイエンス
プログラムによるアジアからの研修生受け
入れを行っています（今年度は新型コロナウ
ィルスのため多くが中止）。また、GS 課題研
究プログラムでは、研究成果を英語で発信す
るためのアカデミックライティング講習が
行われています。今年度からは GS・SS 課題
研究授業担当にネイティブスピーカーのマ
ッケンタイア先生を加え、国際性を備えた
科学人材の育成に一層力を入れていきます。

　本校では 2016 年に設置された GS クラス
にて、初めて文科系の課題研究に取り組み
始めました。2019 年度からは SS クラスで
も文科系への門戸を開き、年々生徒の研究
内容も充実したものになっています。本年
度は 6 月中旬までの休校期間に、Zoom を使
ったオンライン授業や、Google Classroom
を用いた課題のやり取りを通じて、ガイダ
ンスやテーマ設定を行い、例年以上に有意
義な時間を過ごすことができました。吉見
俊哉の言葉を借りれば、理系の学問が、設
定された目標に向かって合目的的な手法を
追求する「目的遂行型」であるのに対して、
文系の学問は、すでに社会に存在する通念
常識を疑い、新たな価値を創出することを
重視する「価値創造型」であると言えます。

「創造性の開発と個性の発揮」という建学の
理念に恥じぬよう、既存の価値を疑い、新
たな価値を提示することを恐れない、知的
な生徒が育つ土壌を整えていく所存です。

　本校 SSH プログラムでは生徒により
高度な学問・研究分野への興味関心を高
めるための取り組みを行っており、これ
まで、ノーベル物理学賞受賞者である梶
田隆章教授をはじめとした専門家による
特別講座やパナソニック株式会社など各
種研究機関への見学会を実施してきまし
た。
　今年度は新たな取り組みとして去る
6 月 12 日にオンライン講演会を実施
し、自粛期間が長引く中で少しでも生
徒に広い世界を見てもらおうとの趣旨で、
JICA 等で活動された日本語教師の宗像
みなみ氏より「世界とことば」との題目
でご講演をいただきました。中学 1 年生
から高校 3 年生まで幅広い参加を得て、
リアルタイムでの質疑応答を含め非常に
活発な学びの機会となりました。今後も
様々な形での研究者・専門家と生徒をつ
なぐ取り組みを積極的に行って参ります。

●●   休校中の本校の教育活動   休校中の本校の教育活動  ●● ＳＳＨの目標と取り組み
　<Creative 新たな価値創造　 Studious 粘り強く困難を乗り越え　Communicative 対話と深化 >
　「創造性の開発と個性の発揮」の理念のもと、本校の SSH も第２期３年目を迎えました。これか
らも探究活動を始めとした様々な主体的な学びの場を提供し、皆さんの持つ創造力・問題解決能力
などの資質を伸ばす教育を実施します。楽しむ心を持って積極的にプログラムに参加し、これから
の社会の中で自らを活かし、夢と希望を持って活躍・自己実現していける力を育ててください。

４月の取り組み
情報部

オンライン卒業生講演会を終えて
38 期卒業生

　新型コロナウイルスの影響で入学式
や始業式は実施できませんでしたが、
生徒たちと担任や授業担当の先生との
繋がりは保ち続けました。
　まず、新入生を含め全生徒の ICT
インフラの整備・確認を行いました。
そして、Google が提供する Gsuite の

５月・６月の取り組み

　４月に引き続き毎朝の健康観察と
HR を Googleclassroom と Web 会議
アプリを使って行いました。生徒たち
は毎日家にこもって生活を送っている
ことで、不安やストレスを抱えている
ケースもあり、担任の先生がこまめに
連絡を取り続けました。

　こんにちは、卒業生の浜中です。卒
業生講演は本来学年末試験が終わった
後に行われるはずだったのですが、昨
今の情勢を鑑みて残念ながら中止とい
うことになっていました。しかし、僕
の方から代替案としてオンラインでの

機能の一つである GoogleClassroom
を使って日々の連絡・健康観察や
Web 会議アプリを利用して HR を実
施してきました。また、新年度の大
切な事柄の一つに個人面談があります。
生徒の所属する学年により面談の内容
は多少異なりますが、生徒の休校期間
中の生活や学習の悩みを担任がサポー
トすることを大切な目的として今回の

開催を先生に提案させていただいたと
ころ、快く引き受けてくださり無事に
開催することができました。在校生や
その保護者の方からも高い評価を頂い
たと聞いております。そして協力して
くれた仲間と準備してくださった先生
方にこの場を借りて感謝申し上げます。
ありがとうございました。

　５月になり時間割が本格的に作られ
ました。生徒の健康面や ICT 環境に
不慣れな生徒に配慮した時間割は、オ
ンライン授業を１日約２時間（30 分
×４コマ）程度にして、残りは配信さ
れた課題等を解く演習の時間に充てら
れ、本来学校で１日に学ぶべき学習時
間を確保しました。Zoom や Meet を

面談は実施されました。
　学習に関しては課題や動画の配信、
スタディサプリを利用した学習の他、
オンライン授業も徐々にスタートさせ
ました。４月は生徒たちの ICT 環境
の確認と様々なアプリの使用に慣れる
ための１か月となりました。

利用した LIVE 授業にもグループディ
スカッションやホワイトボードの共有
を取り入れたり、Google Form を用
いて小テストを実施したり、スクール
タクトを利用してリアルタイムに生徒
同士で解答を評価しあう授業、体育の
オンライン授業では教員とダンスする
など様々な取り組みが行われました。
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■■■■■　新たな門出　■■　新たな門出　■■■■■

　新型コロナウイルス流行により 41
期生は入学式を行えませんでした。そ
こで、登校が始まってから一つの区切
りとしてささやかな入学式を、６月
22 日に学年で行いました。
　新入生（？）は、開け放した体育館
に一定の間隔をおいて着席。全員マス
ク姿で、担任による呼名、学校長告辞、
祝電披露と、本来の入学式の式次第な
がら簡略化したものを短時間で行いま
した。リハーサルなどもせずサプライ
ズ的な実施であったにも関わらず、会
場は本番さながらの引き締まった空気
に包まれました。新入生誓いの言葉を
述べた、代表生徒は、２か月遅れの高
校生活のスタートの夢と意気込みを力
強く宣言してくれました。最後は全員
で椅子を片づけるなど、例年にない特
別な入学式となりました。以下の誓い
の言葉は、一部、４月に読む予定で作
られたために合わないところもありま

　６月 27 日（土）の学年集会で、野村
校長からお話をいただき、『新入生誓い
の言葉』を読み上げた。以下全文──

◆　　　◆　　　◆
　暖かな春の訪れと共に、今日、僕達
一九一名は、芝浦工業大学柏中学校の
一年生として、待ちに待った入学式を
迎えることが出来ました。今日は、僕
達を温かく迎えてくださり、ありがと
うございます。
　僕が、芝浦工業大学柏中学校を志望
した理由は二つあります。
　一つ目は、芝浦工業大学柏中学校が、
国からスーパーサイエンスハイスク
ールの認定を受け、理系に強い進学校
である事です。入学のしおりを開いて、
実験用白衣と、眼鏡を目にした時、益々、
授業に対する期待が高まりました。
　二つ目は、部活環境のすばらしさで
す。きれいに整備された人工芝のグラ
ンドを見て、早くここでサッカーの練
習を頑張り、上手くなって、大会で勝
利を掴みたいと思いました。僕の叔父
は、芝浦工業大学柏高等学校の卒業生
で、野球部の練習を頑張りながら、大

すが、それもまた特別なものなので、
敢えてそのままにしました。

*　　　*　　　*
　『柔らかく暖かな風に舞う桜ととも
に、今日、私たち新入生 317 名はこれ
からの高校生活に期待を膨らませ、芝
浦工業大学柏高等学校に入学しました。
世界に流行している新型コロナウイル
スの影響で様々な判断が迫られる中、
私たちのために入学式を挙行してくだ
さり、先生方ならびに学校関係者の皆
様には大変感謝しております。
　私が芝柏に入学したいと思ったのは、
この学校で自分の能力を高められると
思ったからです。そこには二つの理由
があります。一つ目はこの学校の先生
方がとても熱心な指導をして下さると
聞いたからです。周りの先生方が熱心
だと、それが自分自身の成長につなが
ると思ったからです。二つ目は、学校
見学やパンフレットなどを見て、この
学校の校風がとても良いと感じたから
です。探究心や想像力、コミュニケー
ション能力などたくさんのことを育む

学へ進学をしました。僕のこれからの
目標は、叔父のように文武両道を実践
し、さらに、人生を通じて取り組みた
いと思えるような勉強のテーマを見つ
ける事です。
　現在、世界中で新型コロナウイルス
が猛威を振るっている中で迎える今日
という日は、僕達にとって最高のスタ
ートとは言えないかも知れません。し
かし、このような状況だからこそ、こ
の経験を糧に、成長していきたいです。

*　　　*　　　*
　私が芝浦工大柏中学校に入って頑張
りたいことは四つあります。
　一つ目は、勉強です。毎日勉強には
げんで学校で上位に入りたいです。た
とえ最初はあまりよくなくても、努力
して頑張っていきたいです。
　二つ目は、パソコンによる授業で
す。将来、大人になって仕事をする上で、
早く、正確に効率よく仕事をすること
が求められると思うからです。
　三つ目は、英語です。グローバル化
が進み、今よりもっと必要とされるし、
世界で活躍するためにも大切だと思う
からです。
　四つ目は、学校生活、私生活、部活

ことができることが自分自身の成長に
影響すると思いました。これから始ま
る高校生活はまだどうなるかわからな
いので不安ですが、自分自身の成長の
ために精一杯頑張りたいです。
　今日この日の初心を忘れず、私たち
一年生は先生方のご指導の下、個々の
目標に向かってお互いを高めあい、有
意義な学校生活を送ることを誓います。
　令和２年６月 22 日　
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動などを通して、自分が熱中して取り
組める事を見つけ取り組んでいきたい
です。また、それに基づいて、将来の
夢について考えていきたいです。
　校長先生、先生方、上級生のみなさん、
私達新一年生は、芝浦工大柏中学校で、
新しい道を、それぞれの夢や目標に向
かって互いに協力し合いながら進んで
いきます。三年間よろしくお願いします。

*　　　*　　　*
　私達は、それぞれの目標に向かって
努力することを誓います。
　令和二年四月七日
　　芝浦工業大学柏中学校
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