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今年度の GS・SS 探究授業 千葉大学ゼミ訪問を行いました

　最高学年となり、早くも４ヶ月が過
ぎようとしています。生徒会では生徒
会長を中心に対面式や生徒総会、部活
動予算の準備をしてくれました。学年
ではオンライン＆リアルタイムの増穂
祭に向けて、文化祭実行委員やクラス
会長会を中心にクラス企画の話し合い
が始まりました。また、委員会では委
員長が決まり、Web コンテストは昨
年度同様に中学２年生と合同で作業を
進めていきます。部活動も含め、最高
学年として後輩を引っ張る存在になる
ことを期待しています。さて、明日か
ら夏休みとなります。先ず自分自身と
向き合い何をすべきか考えて下さい。
自分が夢中になれることに時間を費や
すことの出来る人がいる反面、中学校
の勉強の総復習が急務な人もいます。
だらだら過ごすことだけは無いように
自ら課題を探し、その解決方法を考え、
今出来る努力をしてください。夏休み
が終わると７ヶ月後には高校生ですね。

学年情報学年情報
中学１年
楽しく学校生活を過ごしています

中学２年
他責思考、やめませんか

中学３年
中３夏休みをどう過ごすか

　▼２年生になり、学習・友達関係・
部活動の悩みやトラブルが急増してい
ます。みなさんが成長しようとすれば
他者との軋轢も起こります。よく云う

「思春期」の越えねばならない課題で
す。▼みなさんを成長させてくれる「思
春期の壁」も、その登り方次第では無
駄になります。「他責」です。人のせい、
周囲のせい、環境のせいにしておしま
い、という態度です。▼どんな物事に
も単純なものはないと知り、色々な角
度から眺め、理解しようと試みること
が、今のみなさんには必要だと考えま
す。▼現実には、相手に非のあること
も、心情としては受け入れ難いものも
あって、なぜ自分が、と思うのもわか
ります。それでも少し落ち着いて（か
ら）、自分を離れて考える訓練をしてほ
しいです。▼相手に媚びるとか、負け
るのとは違います。「自分の成長」のヒ
ントを見つけ、よりよく生きる術を身
につける方法であり、機会なのです。

　中学生になって３か月、１年生は学
校生活にも慣れてきて、クラスだけで
なく部活動や委員会活動を通じて、新
しい人間関係を築き始めています。最
近の授業内容としては、毎週土曜日の
ワールドデーにおいて、課題研究入門、
そして STEAM 教育を行なっており
ます。STEAM とは、いわゆる教科
横断型の指導のことで、先日は防災に
ついて学ぶことの意義、避難所での課
題やボランティアの心構え、方丈記に
見る過去の災害からの学び等、災害を
多面的にとらえ解決に導く力を育む取
り組みを行いました。夏休みには、社
会科の課題である環境地図、理科の自
由研究などに取り組んでもらいますが、
ただの調べ学習のまとめに終わらない
ように、生徒達が準備する土台になる
と考えています。９月の文化祭では、
保護者の方にこの課題のいずれかをオ
ンラインで観て頂けるよう準備を進め
てまいります。

　日頃より本校の教育方針にご理解ご協
力をいただき誠にありがとうございます。
６月の遠足では色々とご心配をおかけし
て申し訳ありませんでした。混乱させて
しまいましたが、当日生徒たちはとても
楽しんでくれたようで本当によかったで
す。様々な困難を乗り越え、生徒たちは
一人一人が残り少ない高校生活を精一杯
過ごしています。目標は違っても一緒に
過ごせる最後の時をお互い尊重しながら
大切に過ごしているように思えます。
　先日筋トレ大好きな友人が「筋肉は裏
切らない」と言っていました。衝撃です
ね。なるほど。でも裏切られない何かを
持っているというのは強いと思いました。
この夏の戦いを終
えるころには、生
徒たちが裏切られ
ない何かをつかん
でいると信じたい
です。

高校１年
文理選択を控えて

高校２年
中心学年として（2）

高校３年
ラストスパートへ

　この夏で３年生のほとんどがクラブ
を引退し、２年生主体の新体制が始ま
ります。クラスや生徒会においては長
のつく役職や責任を担う新たな生徒が
出てくるようになりました。行事では、
秋に控える文化祭に向けて、目の前の
難題にひとつ１つ向き合いながら精力
的に準備を進めています。生徒たちは
ナビ役の教員に時々軌道修正されつつ
も、教員には思いつかないような多様
なアイデアや工夫を持ち出し、時に高
度なコンピュータ技術を駆使して実行
に移す、そんな姿を見せてくれるよう
になりました。いよいよ大人の手を離
れ、自らの力で自分たちの道を切り開
いていくという姿勢が見えてきたこと
に感慨深い思いです。これからの１年
弱、数値だけでは表せない、41 期生
の総合力、底力を是非とも発揮し、新
たな歴史と痕跡を残してほしい。そう
願いつつ、引き続き遠くから見守って
いきたいと思っています。

　入学してから、新たな出会いや生活に加
え、自学自習研修、球技大会、定期試験に模
試、東京英語村研修と実に忙しい日々でし
た。入学して３ヶ月が過ぎ高校生活に慣れ
た分、入学時の気持ちが少し失われつつあ
るようにも感じています。現在、総合探究
の授業では、自分の興味関心を深める「Web
コンテスト」とこれまでの自分の生い立ち
を振り返りながら未来を考える「自分史」
がスタートしました。今年度はこれらの取
り組みを通して、生徒たちが自分自身と向
き合い、それぞれの進路選択に繋げてくれ
ることを期待しています。志望学部につい
ては、先日返却したスタディサプリ適性検
査と９月に実施する文理適性検査を参考に、
自分の興味関心と適性から検討してくださ
い。志望が早く決まる生徒ほど学習習慣が
向上するという分析結果もあります。秋の
文理選択を前に、この夏はオープンキャン
パスに参加し、学部学科への理解を深め、目
標到達への意欲を高めてください。ご家庭
でもどうぞお力添えをお願いいたします。

　今年度も高校１・２年 GS クラス
全員と GL クラス希望者約 220 名が
探究授業を履修し、課題研究に取り
組んでいます。前期では、Creative, 
Studious, Communicative の三要素の
能力育成を目標に、課題研究準備講
座を開講し、一人ひとりの興味関心
に基づいて研究テーマを設定し、研
究計画を立案するプロセスを重視し
て進めてきています。そのため、研
究分野は多岐にわたり、今年も文理
様々なテーマでの研究が始まってお
り、今後、どのように研究を発展さ
せていくか楽しみです。夏前と秋の
中間発表会、年度末の生徒探究発表
会はオンラインでの実施を予定して
いますので、ぜひ参加していただき、
子ども達と活発な議論を展開してい
ただきたいと思います。

　６月 18 日に、GS・SS 特設授業履
修生８名（高校１年生５名、高校２年
生３名）が千葉大学法政経学部のゼミ
ナール形式授業に参加しました。昨年
度本校でご講演いただいた水島治郎先
生のご厚意により実現した企画で、今
回初めて実施されました。
　生徒たちは、水島先生がご担当す
る「ヨーロッパ政治演習Ⅰ」に参加し、
あらかじめ読んでいった課題文献に関
して、大学生の報告や議論を聴き、大
学生の能動的な学びを実感することが
できました。また、本の内容や大学生
活についての本校生徒の質問に、大学
生が丁寧に答えてくださいました。
　授業のあとには、本校卒業生で千葉
大学に在籍する日影さん（38 期）に
キャンパスを案内してもらいながら、
進路選択や大学生活についていろいろ
な質問に答えてもらいました。
　大学での学びイメージを膨らませる
よい機会になったと思われます。

　「クオレ」は芝浦柏の相談室のこと
です。場所は、保健室の隣にあります。
この「クオレ」という言葉は、イタリ
ア語で cuore と書き、「こころ」とい
う意味があります。さらに「勇気・元気」
という意味も含んでいるそうです。言
葉の意味の通り、生徒のみなさんの心
が元気になるお手伝いができれば、と
思っています。
　クオレは保護者の皆さまからの相談
もお受けしています。相談は予約制と
なっております。できれば前日までに
ご予約をお願いいたします。１回の相
談時間は、60 分を目安としています。
来室が難しい場合は、お電話での相談
もお受けしていますので、ご利用くだ
さい。
　クオレの開室日につきましては、さ
くら連絡網から毎月配信されている

「保健だより」、またはホームページを
ご確認ください。

各 部 情 報各 部 情 報

保健室厚生部事務室
夏季休暇中のお知らせとご連絡「安全の日」講演会夏期期間の校内窓口時間について

研究部 クオレ
相談室「クオレ」の利用について

【保健室の利用について】
　夏季休暇中の保健室は、原則閉室し
ています。登校時に体調不良やケガで
保健室を利用したい場合は、学年の教
員や部活動の顧問の指示に従って利用
してください。養護教諭が校内にいる
場合は、ドアに所在を掲示しています
ので確認してください。
【受診のお願い】
　健康診断の結果、異常や病気の疑い
がある方へ、個別に手紙で通知を行い
ました。該当する方は、夏休み中に医
療機関を受診してください。受診報告
書がついている場合は、結果報告をお
願いします。
【体調管理について】
　夏季休暇中も体調管理に努めてくだ
さい。発熱や風邪症状などがある場合
は、外出や登校を控えましょう。登校
する際は、健康観察の入力のご協力を
お願いします。

　６月 14 日に行われた「安全の日」講
演会では、校長先生から「安全の日」が
設定された経緯と意義について講話が
ありました。その後、丸石製薬「感染
対策コンシェルジュ」の中村公昭さん
から、感染症の歴史や仕組み、マスク
の種類による効果の違い、予防のため
に心掛けることなど、図やグラフ、動
画を用いた解説が続きました。中学生
にも分かりやすく、高校生の興味も喚
起する充実した内容で、講演後の感想
でも「漠然とした知識が明確に整理さ
れて良かった」「ウイルスと微生物の違
いが分かった」「今まで以上に対策に努
めるようにしたい」など改めて感染症
対策を意識する良い機会となりました。

　2021 年度の夏期期間〔7/21（水）
から 8/28（土）〕における窓口受付
時間等についてご案内します。なお、
8/7（土）から 8/16（月）は法人一斉
休暇期間のため、下記のすべての受付
等はお休みとなります。
■事務室：夏期期間の窓口受付は平日

9：30 ～ 15：30 のみ（土日はお休み）。
■図書室：夏期期間の開室は平日・土

曜の 10：00 ～ 16：00 となります。
■カフェテリア：７/21（水）～ 8/3（火）

の平日・土曜 11：30 ～ 13：30 営業。
■売店（エスアイテック柏営業所）

7/21（水）～ 8/3（火）および 8/20（金）
～ 25（水）の平日・土曜 10：00 ～
15：00 営業。

　また、今夏は中学校舎全域の空調入
替工事およびホール棟１階グリーンホ
ールの床面張替工事を行います。期間
中はそれらの施設の利用に制限があり
ますので、ご承知おきください。
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■「海外留学に行きたい・海外の学校生活を知りたい・英語を使って話してみたい」方にお勧め！
■英語力に自信がなくても、事前に交流準備レッスンがあるから安心！

：日本語クラスの生徒との交流って何をするの？
：日本語を学んでいるニュージーランドの生徒は、日本語ネイティブと話してみたいと思っています。

名の少人数のグループで、１人ずつ自分の興味のあることを伝え合います。
現地の生徒が勉強している日本語でニュージーランドの紹介をしてくれたりするかもしれません！
互いの言語や文化について楽しみながら交流していきます。
※グループプレゼンテーション形式の交流もあります※

　６月 12 日（土）に本校グリーンホー
ルにて、海外留学総合説明会を実施しま
した。200 名を超える生徒・保護者の皆
さんに参加していただき、海外留学に対
する関心の高さを感じました。内容は総
合説明会という名の通り、本校のグロー
バル教育の取り組みに始まり、海外大学
進学については、特にイギリスはロンド
ン大学 UCL とオーストラリアのグルー
プオブエイトについての大学選びや、今
年度は実施しませんが、毎年行う予定
のイギリス、アメリカ、オーストラリア、
カナダの４か国夏期ホームステイプロ
グラムについて、また、新たに今年度か
ら実施しますオンラインプログラムに
ついての説明がありました。具体的には
イギリス・北ロンドンの語学学校でのオ
ンラインホームステイプログラム、ニュ
ージーランド現地の中高生との文化交
流、ニューヨーク街歩きなどヴァーチャ
ルツアーやヴァーチャルホームステイ
なども含みます。

 ＜ 2020、2019 年度
芝柏生の海外大学合格状況＞　

（　）内順位は QS 世界ランキング（東
大は 24 位）
【英国】ロンドン大学 UCL（8 位）、マ
ンチェスター大学（27 位）、キングス・
カレッジ・ロンドン（33 位）、ロンド
ン大学（クイーン・メアリー）（126 位）、
リバプール大学（181 位）、ケント大
学（368 位）、ブライトン大学
【オーストラリア】メルボルン大学（38
位）、ニューサウスウェールズ大学 （44
位）、クイーンズランド大学（47 位）、
アデレード大学 （106 位）、シドニー
工科大学（140 位）、マッコーリー大
学（237 位）、南オーストラリア大学

（274 位）、クイーンズランド工科大学
（217 位）、グリフィス大学（303 位）
【アメリカ】ネブラスカ大学

　本校卒業生でイギリスのロンドン大
学 UCL に進学した生徒 2 名が運営に
携わっている PIJAS のホームページ
を紹介します。
　本校はロンドン大学 UCL の入試担
当者が直接本校に来校して説明会が
毎年開かれており、今年で８年目にな
ります。
　PIJAS のホームページは、イギリ
スの大学進学に興味のある生徒向け
で、イギリスの大学進学への疑問や不
安を解消する目的で開設されています。
そのホームページでは、イギリスの大
学に進学したばかりの学生による最新
の進学情報が提供されています。
　ホームページで紹介されている情報
は参考になるものばかりで、具体的に
は、高校を卒業してからイギリスに渡
航するまでにしておくべきことが年間
スケジュールで事細かに示されていま
す。また、現地の大学との手続きを
行う際に役立つメールの書き方につい
ても紹介されています。そして PIJAS
に所属する学生が調べた奨学金の情
報についても案内されています。
　 最 近 の PIJAS の 活 動 と し て
は、オンラインによる座談 会を開催
し、受験生からの質問に答えていま
す。Facebook や Instagram も開設
し、学生のイギリス生活の様子を知ら
せています。また、より多くの人にイ
ギリス留学を身近に感じてもらうため
に、YouTube にて、イギリスの大学
への進学に関する動画も公開していま
す。
　実際に通っている現役大学生なら
ではの目線で 留学に役 立つ 情 報 が
紹 介 されて いま す。
PIJAS のホームペー
ジの QR コードを載
せますので、ぜひ御
覧ください。

　文部科学省主催の留学促進キャンペ
ーン『トビタテ！留学 JAPAN』の派
遣留学生として、本校で初めて、２名
の生徒が選出されました。『トビタテ！
留学 JAPAN』には毎年全国から多数
の応募があり、例年約４倍にもおよぶ
高倍率の選考となっています。１次試
験の書類選考では留学計画書を作成し、
２次選考では留学に対する思いを伝え
るプレゼンテーションを行いました。
　高校２年韓智媛さんはアメリカにあ
る憧れの建築士の建造物に触れる留学
を計画しました。高校２年篠原叶夢さ
んはアメリカの最先端技術を学べるト
ップ大学を訪れる留学を計画しました。
　６月には、全国の派遣留学生が集ま
る壮行会や事前学習に参加し、日本代
表としての自覚やコミュニティ意識を
身につけました。また、将来のグロー
バルリーダーとしての動機付けとなる
講演会にも参加しました。帰国後は事
後学習に参加し、全国の派遣留学生と
留学成果を共有し、他の学生の経験を
聞くことで、自身の留学成果に対する
考えを深めます。

グローバル委員会グローバル委員会

『トビタテ！留学JAPAN』高校生２名が奨学生に！

PIJASのご紹介オンライン留学海外留学総合説明会
グローバル委員会委員長高校球技大会結果報告

● ●  高 校  高 校 球 技 大 会球 技 大 会    ●●

　昨年度に引き続き、コロナ感染対策をしっかりと行いながら、4/30・5/1
の２日間、高校球技大会を開催することができました。種目は、バスケットボ
ール ･ バレーボール ･ 卓球 ･ サッカー ･ ソフトテニス ･ キャッチザディスク ･
ソフトボールの７種目です。室内での種目は観戦 ･ 応援なしなど制約のある中
での開催となりましたが、生徒たちはルール ･ マナーを守りながら、どのクラ
スも力を合わせて、競技に取り組み、仲間に声援（拍手）を送っていました。
また、各種目の部員が審判をしてくれたり、高３有志が「映像チーム」を結成し、
全クラスに中種目（バスケ ･ バレー ･ 卓球）の試合映像をリアルタイムで届け
てくれるなど生徒が主体的に球技大会の運営に関わりました。新しいクラスで
臨む最初のクラス行事はマスク越しではありましたが、笑顔が溢れる２日間に
なりました。また、コロナ禍のため、各学年、AUS 研修旅行や合唱祭など、様々
な行事がなくなる中、この球技大会は学校生活の貴重な想い出となったことと
思います。（※撮影時と運動時のみ、マスクを外しております。ご了承ください。）

総 合 優 勝 ２年５組

総合準優勝 ３年６組
 （長田杯）

総合第３位 １年６組
各種目優勝
　サッカー １年４組
　ソフトボール ２年５組
　キャッチ･ザ･ディスク ２年７組
　ソフトテニス ２年４組
　男子卓球 ３年６組
　女子卓球 ３年５組

　男子バスケ ３年４組
３年７組

　女子バスケ １年７組

　男子バレー ２年１組
２年５組

　女子バレー ２年８組
３年２組

１st
２nd ３rd
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　長いようであっという間に過ぎた母
校での３週間でした。最初は生徒の前
に立つだけで緊張しドタバタしていま
したが、先生方が手厚く指導して下さ
り、生徒の皆さんが温かく迎え入れて
くれたおかげで、最後には自信をもっ
て教壇に立てたと思います。教員とし
ての仕事や教え方の他に、教育に対し
ての向き合い方を学べてとても有意義
な実習になりました。
　この実習で学んだことを活かし、教
員として教壇に立てるようこれからも
頑張ります。最後に自分の教育実習に
携わってくださった先生方、生徒の皆
さん、その他学校の関係者の皆様、３
週間ありがとうございました。

　ICT 教育の先進校である芝浦柏で
の教育実習は非常に実りのあるもの
になりました。授業の際に ICT をど
のように用いるのかだけでなく、ICT
化が進む教育界で、教師に求められる
役割や能力、生徒との接し方等数多く
のことを学ぶことができました。特に
授業に関しては、動画等の授業コンテ
ンツが増えていく中で、教師が直接授
業する意味は何かを考えるべきだとの
ご指摘を通して、生徒と対話する重要
性に気づかされました。実際に教壇に
立つことで多くの学びが得られました。
コロナ禍でも教育実習を引き受けてく
ださったことに感謝申し上げます。

　６月 22 日の５・６時限に生徒総会（議
案編）を実施しました。今回の総会は、
５月に行われた生徒総会（予算編）と
同じく、meet を使ったオンライン形式
で実施しました。総会の内容は大きく
３つの議題（情報端末の使用規定案に
ついて、休日のジャージ登校について、
徒歩通学について）を扱い、総会内で
生徒自ら意見を出して共有したり、意
見書として提出するかの採決をとった
りしました。生徒総会で扱う内容を事
前に公表したので、生徒からの意見は
多く出ました。議題の採決の結果は全
て賛成多数でした。生徒総会で出た意
見を参考に今後、生徒会本部で意見書
を作成して、学校側に提出する予定です。

　昨年度同様コロナ禍のため、様々な
制約の中での活動になりました。始業
式では、生徒への整列の指示出し、司
会進行、対面式の企画運営を行いまし
た。新入生へのプレゼントも例年通り
にするのではなく、生徒会が主体的に
考えてより新入生のためになるものを
選ぼうとしている姿に感心しました。
部活動紹介では、事前に動画を作成し
てもらい、編集したものを新入生に紹
介いたしました。生徒総会予算編では、
予算案交渉を各部活動と行い、お金を
扱うこと・部活動ごとの思いを汲み取
り、全体の調整をする難しさを痛感し
たことでしょう。今後も自分たちで考
え、行動してほしいと思います。

中学

高校

中学生徒会の活動報告

高校生徒総会が開催されました
高校生徒会長

生 徒 会 情 報生 徒 会 情 報

　高校音楽は選択制のため、意欲の高
い生徒が多く、「音楽紹介」の場面で
はそれぞれの推薦曲を詳しい解説と共
に紹介しています。新しい音楽形態や
演奏者との出会いは、より深く音楽を
学ぶ良い機会となっています。中学生
の授業では、感染症対策のため音楽室
と書道室に分かれてリコーダーの練習
をしています。
自分の音をよく
聴いて、音程や
音色を意識しな
がら演奏してい
ます。

　今年度より中学３年生から高校２年
生の英語の授業にて、年間 20 回の予
定でオンライン英会話を実施していま
す。保護者の皆様には、マイク付きイ
ヤホンをご準備いただくなど、ご理解
とご協力を賜りありがとうございまし
た。生徒からも大変好評で、「読んだ
り書いたりできても喋れなかったら全
然意味がないと感じた」との声も聞こ
え、使える英語の重要性を再認識した
ようです。日頃の学習の成果を試す場
として大いに活用してほしいと思いま
す。中学１、２年生、高校３年生は希
望者で実施しておりますので、ぜひご
検討ください。

英語科

音楽科

オンライン英会話～使える英語を目指して～

音楽科活動紹介

教 科 情 報教 科 情 報教 科 情 報 図書室

教育実習を終えて

夏期スケジュール

夏休み期間中のお知らせ
◆開室日時：月～土　10 時～ 16 時
◆閉室日：８/７（土）～16（月）
◆夏期特別貸出：７/７（水）～８/28（土）
☆１人 10 冊まで
◆特別貸出返却日：９/ ６（月）
　４月に新入生を迎え、図書室ガイダ
ンスを行いました。多くの利用を期待
していたら、中学１年生の貸出冊数が
ここ数年の中でダントツの１位を記
録！昼休みのカウンターは中１の長蛇
の列となり、嬉しい悲鳴をあげていま
す。夏休みも図書室開室しています。
他の学年のみなさんも中１に負けず、
どんどん利用してください。

　本年 2021 年５月８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。

〜本年度予算〜
　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。
〜本年度（2021 年度）PTA活動〜
　COVID-19 の影響で、PTA 活動と
して、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
事会等の会合も限定した活動をします。
〜本年度役員〜
　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をしています。
　本年度も昨年同様の活動ですが、来
期に通常活動に戻ることを考え活動を
します。不安定な情勢ですので臨機応
変に、皆様と連携して活動します。
　副会長

　本部役員２年目となります。昨年度
は新型コロナウイルスの影響で活動が
縮小した中、PTA 総会準備や衛生対
策用品購入の議論、私学振興大会の参
加など、貴重な経験をさせて頂きまし
た。また、制限された中で活動内容を
改めて見直す機会になりました。今年
度も生徒達が安心して楽しい学校生活
を送ることが出来るよう、皆様と共に
取り組んでいきたいと思います。
　副会長

　本部に新メンバーが加わり、今年度
は会長以外全員女性となりました。新
メンバーと協力しながら、和気藹々と
活動していきたいと思っています。
　PTA 活動は縮小されますが、少し
でも保護者同士の交流ができるよう、
各クラスの幹事さんの活動をサポート
していきたいと思います。今年度もよ
ろしくお願いいたします。
　副会長

　本部役員 3 年目となり、活動する中
で、役員の皆さんと学年を越えて色々
な話ができるので、とても勉強になり

ます。昨年同様に抑えた活動となり少
し寂しさを感じますが、限られた活動
の中で沢山の保護者の方々に支えられ
て活動出来ることを実感し、感謝の気
持ちで一杯です。今年度も微力ですが、
お手伝いできればと思っております。
皆さんと楽しく活動できると嬉しいで
す。
　会計

　本部役員は初めてでわからないこと
ばかりですが、先輩役員の皆様と一緒
に尽力させて頂きます。昨年度と同じ
く、行事が簡素化され例年の様に活動
できない事もありますが、その中でも
創意工夫しながら生徒たちと共に思い
出に残る 1 年にできたらと願っていま
す。先生方、保護者の皆様と協力し、
生徒たちが楽しく安心して過ごせる環
境を作れるようお手伝いしたいと思い
ます。
　会計

　本年度、PTA 本部の会計を務めさ
せていただくことになりました青木で
す。
　生徒達が楽しく充実した学校生活を
送ることかできるよう、微力ながらお
力添えさせて頂く所存です。また、先
生方と保護者様方の良い関係を築くた
めの橋渡しができるよう、お役に立て
ましたらましたら幸いです。
　１年間よろしくお願い申し上げます。
　書記

　初めて PTA 本部の書記を務めさせ
ていただくことになりました栗野です。
今年は例年と異なり内容を抑えた活動
ですが、子供達がポジティブな気持ち
で充実した学校生活が送れますよう、
先生方とも連携しながら、サポートし
ていきたいと思います。
　書記

　まだまだコロナ禍、非日常の日々が
続きますが、薄ら明るい兆しも見えて
きました。役員の皆さんと協力しなが
ら、少しでも芝柏の子供達や学校のお
手伝いが出来る様に微力ながら皆さん
と頑張りたいと思います。そして、せ
っかく出会えた新たな出会いを大切に、
日々を学びながら気負わずに楽しみた
いと思います。よろしくお願いします。

Ｐ Ｔ ＡＰ Ｔ Ａ 情報情報
2021 年度 PTA活動について

後援部情報後援部情報

　ＰＴＡ後援部は、先生および保護者
から選出された 18 名の後援部員が奇数
月の第一土曜に交流館に集まり、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
って検討し審議しております。
　施設・設備の充実において、先生及
び生徒や保護者からのご要望に対して
校内を巡回して実態把握を行い支援の
可否を判断しております。前号でもご
紹介いたしましたが、最近の主な実績
は、中学棟廊下・階段の塗装と清掃用
具箱、プールＬＥＤ照明導入、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、野球部の
防球ネット交換などです。また、懸垂
幕の支援も行っております。ご来校さ
れる機会がありましたら、是非、後援
部が支援したものをご確認して頂けれ
ばと思います。現在は、構造的に冷房
設備を設置出来ない第二体育館の夏場
の暑さ対策においてベストな設備の検
討、弓道場の修理や環境改善、トレー
ニングマシン修理について、顧問や体
育科の先生と意見調整をして支援の検
討をしております。
　尚、設備・備品で改善を行った方が
良いと気が付いた場合は、担任の先生
や顧問の先生に申し入れをお願い致し
ます。その後、先生方から後援部に支
援の申請をして頂き、後援部で検討を
する流れとなります。全てのご要望を
叶えられるわけではございませんが、
しっかりと検討をしてまいります。今
後も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。引き続き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
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高校男子団体 12 年ぶりに県大会出場

県総体で初！男女共に準決勝進出！

剣道部

弓道部

　こんにちは、剣道部部長の水野史で
す。タイトルにもあるとおり、この度
高校男子が、県総体第 12 地区（柏市・
我孫子市）予選の団体戦において、激
戦を制し、地区代表として県大会に出
場しました。
　先日八日市場ドームで行われた県大
会では惜しくも二回戦敗退となってし
まいましたが、県大会上位入賞、関東
大会出場という目標へ大きな一歩を踏
み出せたと思います。秋に行われる新
人戦や来年の関東予選、総体予選では
更なるよい結果を報告できるよう、部
員一同頑張りますので、今後も応援を
よろしくお願いします。

県総体・県選手権の２冠達成（男子水球）
関東春季大会３位（男子水球）

高校バスケ部　県大会へ

水泳部

バスケットボール部

　６月に県国際水泳場で行われた高校
選手権で４年ぶり２回目、続く高校総体
では２大会連続４回目の優勝を果たし、
この間に開催された関東大会では初の
３位入賞を果たした。キャプテン松尾、
ゴールキーパー釣を中心によく守り、岩
﨑・大見川が確実に得点を重ね、イン
ターハイ予選に繋がる結果となった。ま
た国体関東予選県選抜に３年松尾・釣・
佐藤、２年樋口・加藤が選出された。

　６月 12・13・19 日に行われた千葉
県高等学校総合体育大会にて、男子団
体が予選を６位で通過、女子団体が予
選を 13 位で通過し、見事準決勝進出
を果たしました。男女共に準決勝に進
出したのは、芝柏弓道部創部以来初め
ての快挙です。コロナに負けず、日々
努力を続けてきたことが実を結ぶ結果
となりました。来年度は決勝進出を期
待したいと思います。

春季地区大会出場

第 34 回定期演奏会ご報告

演劇部

吹奏楽部

　今年度の高校演劇春季地区大会は、
例年通りの日程で行うことができまし
たが、緊急事態宣言下ということもあ
り、一般客の観劇はなく、生徒も自校
の上演日に制限され、さらに消毒やマ
スク着用、距離を置くなどの感染対策
を十分にとって行われました。
　本校は「合格ラインがやってきた」
という演目で、一方的に引かれるライ
ンによって分けられる点数たちの心理
を描く不条理劇です。短い練習時間で
したが、役者・音響・照明それぞれが
全力で取り組み、全員で何度も話し合
いを重ねて一つの作品を作り上げたこ
とで、新年度のチームとして好調なス
タートをきることができました。

　４月 25 日に第 34 回定期演奏会が本
校 GH にて開催されました。中高合同
演奏の「A Disneyland Celebration」、
中学生による「紺き空へ、碧き海へ」、
高校生による「銀河鉄道～ The Milky 
Way Express ～」など、精一杯の演
奏をお届けできたと思います。感染対
策のため入場制限をさせていただきま
したが、多くの方にご来場いただき、
温かい拍手の中で無事終演を迎えるこ
とができました。ご来場くださいまし
た方々、ご協力くださいました皆様に
部員一同、心より感謝申し上げます。
　また、現在は次の目標である夏のコ
ンクールに向けて中高ともに練習に励
んでいます。

　関東大会 12 地区予選でみごと第３位と
なり県大会出場権を獲得しました。
　関東大会では 11 年ぶりになります。合
わせて、県総体出場権を得ました。（県総
体は５年ぶり）昨年、コロナ禍で大会が
中止になり、志半ばで引退・苦渋を味わ
った先輩方の思いを胸に、必ず県大会出
場権を手に入れるという強い気持ちで臨
んだこの大会。試合ごとに力を増してい
くチームに勇気と感動を与えられました。
　ここにたどり着くまでに、保護者の皆
さまのご理解とご協力がありましたこと
をこの場をお借
りいたしまして
感謝申し上げま
す。


