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　４月のイングリッシュキャンプ（事
後課題は現在も進行中）、５月の第１
回定期テスト、６月の校外学習と、予
定の行事をやっと終了できました。少
しずつ「俺たちだけなんで…」の機嫌
を直してくれればと思います。
　第２回定期テスト、夏期講習、部活
動の引退、学力推移調査、増穂祭、高
校部活仮入部、運動会、第３回定期テ
スト、総合学力調査、芸術鑑賞会、京
都研修、第４回定期テスト、ケンブリ
ッジ英検、合唱祭。これが７月～２学
期のメニューです。それぞれに準備が
あり当日があります。もちろん、通奏
低音としての日々の授業・予習・復習
があります。
　コロナにせよ、猛暑にせよ、激動の
学校生活を送るには、規則正しい生活・
食事・睡眠を通した体調管理が一番で
す。衣食足りて礼節を知る。ご家庭で
の不断のご尽力に感謝し、引き続きの
ご理解とご協力をお願いいたします。

学年情報
中学１年

セレンディピティの夏

中学２年

山梨研修を終えて

中学３年

１学期を終えて

　中学 23 期生も進級してはや４か月、
先月待ちに待った山梨での宿泊研修も
何とか無事に行われ、生徒達はまた一
歩成長してくれたと感じています。
　一方で２人部屋のバディ決め、バス
でのレク決めなどで気になることがあ
りました。それは仲間との距離感です。
授業中もコロナ禍でコミュニケーショ
ンを取るのがなかなか難しい状況です。
中学２年生といえば、思春期真只中で
すから、友人関係なども浅い深いがあ
るのが自然であるはず。我々としては、
彼らの人間力を取り戻すべく、行事や
道徳、ワールドデーを通して、少しで
も他者である友人との協働を行なうこ
とができるよう、これからも見守りた
いと思います。
　ワールドデーではキャリア教育も進
めています。自分を知り、周囲からの
見え方を学び、自分の適性を見極める
一助になればと思います。

　芝柏での最初の夏休みが始まります。
昨年は中学入試前最後の夏休みでし
たので、ご家族でお出かけされる機会
は取りにくかったことと思います。例
年であれば 5 月に福島（高杖）でのグ
リーンスクール（研修旅行）を経験し
ているのですが、今年度は 10 月の筑
波山登山に変更となりましたので、残
念ながら遠出で得られる刺激はコロナ
禍前に比べ少なくなっております。思
春期の多感な時期に日常と異なる経験
を積むことで感性が磨かれていきます。
この夏休みはご家族でご旅行などに出
かけ、日頃体験できないことを経験し
ていただければと思います。４月の保
護者会でもお伝えした内容ですが、普
段訪れないような知らない（興味がな
い）場所に足を運んでいただいた方が
思わぬ出会いがあります。この夏休み、
皆様に素敵なセレンディピティが訪れ
ることを願っています。

　受験生として、おそらく18 年間で最も
「自分と向き合う」であろう夏休みを迎
えます。夏休みといえば、宿題をためた
まま後半慌てたり、部活動や遊びに夢
中になり、計画通りに学習を進められな
かった苦い経験を持つ人も大勢いること
でしょう。今年は、秋からの理想の学
習計画を見据え、それを遅滞なく始め
られるようこの夏休みにやるべきことを
確実に終える。そんな強い意志を持って
40 日間を過ごしてほしいと思います。こ
の先、希望の光が見えず、目の前の現
実に悩む日々もあるかもしれません。で
も、どんなに落ち込み涙を流しても、絶
対に挫けない、諦めない、楽な方に逃
げないでほしい。単なる精神論ではなく、
一時的な状況や感情だけで、未来の自
分を決めてしまうような判断や行動をし
ないでほしいということ。どうか最後の
最後まで目標に食らいつき、転んでも倒
れても最後には勝つ。この精神だけは
持ち続けて、ともに闘おう。

高校１年

理想の自分を目指して現在を過ごそう

高校２年

旅後贅言

高校３年

誠実に自分と向き合う

　ホテルのバイキングに目を輝かせ
る姿。ラフティングで川に飛び込み凍
える姿。おやつのソフトクリームを何
味にするか逡巡する姿。校長先生にキ
ツネの被り物をかぶってもらおうと
悪だくみする姿。疲れ果てたバスの中
でグッスリと眠る姿 ――
　６月 15 日から 19 日にかけて実施さ
れた北海道研修旅行では、生徒の多様
な側面を見ることができました。コロ
ナウイルスの影響で延期や中止が続
いていた宿泊行事でしたが、旅行業者
と幾度も打ち合わせをし、入念な感
染対策のなかでようやく実施するこ
とができました。保護者の皆様には、
このような情勢のなかでの校外宿泊
行事にご理解とご協力をいただきま
したこと、学年
一同、心より御
礼申し上げます。
ありがとうござ
いました。

　入学から早くも３ヶ月が過ぎました。
高校生活に慣れた生徒も多くいますが、
まだ新たな生活に慣れていない生徒も
いるようです。焦らずシバカシでの生活
に慣れてもらえればと思います。入学直
後のガイダンスや自学自習研修では学習
方法と高校生活のマナーを確認しまし
た。校内でのスマホの使用に関しては
昨年度に議論を重ねて、生徒総会で承
認されたので節度を持ちルールを守っ
て使用してもらえたらと思います。現在、
総合探究の授業ではチームでの協同作
業、LHR では増穂祭に向けたクラス企
画の準備も始まりました。そして、先日
返却したスタディサプリ適性検査や夢ナ
ビプログラム、夏休み明けに実施される
文理適性検査を参考にして、文理選択
や学部学科を決定していきます。高校
卒業後や大学卒業後の理想の自分像を
目指して普段の授業や仲間とのかかわり
を大切に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。

夏休みに向けて夏休みに向けて
中学教頭

　夏休みに向けてお話しする機会をいただきました。夏休みという言
葉は魅力的な言葉です。大人になっても夏休みはありますが、この
夏休みは生徒の皆さんにとって今しか体験できないかけがえのない
夏休みだと思います。なかなか思うように過ごせない現在の社会状況
ですが、中学、高校時代の夏休みをぜひ充実したものにしてほしい
と思います。
　さて、夏休みになると学校の勉強も一段落して、自分自身を振り返
るゆとりが生まれると思います。夏休みは一月余りあります。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・部活・宿題があり普段と変わ
らないという人もいると思います。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周りを見渡してみる。日ごろの生活を再
点検、学習や部活動も含め自分を改めて見つめ直す機会にしてくださ
い。また、この時間で自分の好きなことを少し深めてみませんか。そ
していろいろなことにチャレンジしてください。いつどのようなチャン
スが訪れてくるかわかりません。いろいろな方向にしっかりとアンテナ
を張り、意識をして目の前のチャンスを見逃さずにつかみとりましょう。
皆さん自身が一人一人歩いていく人生の主人公として自分の目標を確
認してください。そしてそれを実現させるためには何をすればよいの

かゆっくり考えてください。芝柏の生徒の皆さんは手帳を持っていま
す。夏休みに関してもこの手帳を有効に活用してください。過去を踏
まえたうえで、先を見据えて計画を立てて過ごしてください。人は多
くの体験を経て育ちます。周り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。また、読書・新聞を読む等、
様 な々文章にふれてほしいとも思います。人生の幅を広げてください。
　もう一つ今年の夏休みは少し体のことを意識してみてはいかがです
か。若くて元気な中高生の皆さんはついつい忘れがちになりますが、
何をするにも体が基本です。親任せではなく、自分で自分の体調を
管理する。健康な体作りを意識することにより自然と学習に対する意
識も良い方向に向かっていくと思います。
　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します。今年の 6 月１３日から川が増水した
際に危険を知らせる情報が変わりました。警戒レベル４の避難指示
に相当する「氾濫危険情報」は今までは河川が氾濫危険水位に達し
た場合に発表されましたが事前の予測に基づいて発表されます。近
年の急激な水位の上昇に対して、これまでの運用より早い段階で警
戒を呼びかけることになります。洪水以外にも台風・猛暑・地震とい
つ起こるかわからない自然災害。いずれも近年は危険の度合いが増
しています。これらに対して防災という意識をもってください。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。

図書室保健室（クオレ）事務室

図書室特別企画展示　和算再び！夏季休暇中の保健室の利用についてとご連絡夏の窓口のご案内　ほか

　2017 年に好評だった「和算の世界」
がバージョンアップ！「和算再び！」
として登場し、図書室展示中です。
～驚きの三大企画～
１．算盤を完全複製、算木と共に体験
２．江戸時代の

和算本大量
展示！

３．算額チャレ
ンジ、和算
問題を解い
てみよう！

夏休み期間中のお知らせ
7/21（木）～ 8/29（月）

◆開室日時：月～土　10 時～ 16 時
◆閉室日：8 ／ 6（土）～ 16（火）
◆特別貸出：７／ 12（火）～８／ 29（月）
　　　　　　☆ 1 人 10 冊まで
◆特別貸出返却日：9 ／ 5（月）

【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。体調不良やケガなどで保健
室の利用を希望する場合は、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。なお、養護教諭が校内
にいる場合は、保健室のドアに所在を
掲示しています。

【医療機関の受診のお願い】
　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
書がついている通知を受け取った場合
は、結果報告をお願いします。

【体調管理について】
　夏季休暇中も規則正しい生活を送り、
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
を控え自宅での療養のご協力をお願い
します。

①夏の事務室窓口時間について
　終業集会翌日の 7 月 21 日（木）か
ら 8 月 29 日（月）の夏季休業中は事
務室の窓口受付時間が変更となり、平
日は 9 時 30 分から 15 時 30 分に短縮、
土日祝日はお休みとなります。また 8
月 8 日（月）から 16 日（火）の間は
法人一斉休暇のため、事務室も終日お
休みとなります。事務室窓口で発行す
る JR 学割証や通学証明書が必要な方
は、窓口受付時間内にお越しください。
②夏の校内工事について
　校内施設・設備の維持管理のため、
夏季休業中に各種工事を行います。主
なものとしてはＰＴＡのご支援による
中央校舎１階ピロティ天井の塗装工事
のほか、ホール棟教室の空調設備更新、
クラブハウス改修工事、第 1 グラウン
ド防球ネット修繕などが予定されてい
ます。工事の際は一部ご不便をおかけ
することがあるかもしれませんが、ご
理解・ご協力をお願いいたします。

各 部 情 報各 部 情 報各 部 情 報各 部 情 報



高校  球技大会 中 3  校外学習（芝浦工大豊洲キャンパス・日本科学未来館）

中 2  山梨研修旅行 高 2  北海道研修旅行
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高校球技大会結果報告
総　合　優　勝 ２年３組
総　合　準優勝 ３年２組
総　合　第３位 ３年７組

各種目優勝
サッカー ３年７組
ソフトボール ３年３組
キャッチ・ザ・ディスク １年５組
テニス ２年３組
男子卓球 ３年２組
女子卓球 １年４組
男子バスケ ３年２組
女子バスケ ３年５組
男子バレー ３年５組
女子バレー ３年７組
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生 徒 会 情 報生 徒 会 情 報生 徒 会 情 報生 徒 会 情 報生 徒 会 情 報生 徒 会 情 報

　日頃より、第 42 期生徒会本部の活
動にご協力頂き、ありがとうございます。
現在、生徒会本部では生徒総会 議案
編で承認された三つの議案（ST Wi-Fi
に関する議案、女子の夏服の指定靴下
に関する議案、制服移行期間に関する
議案）の企画書を作成しています。ま
た、第 42 期生徒会本部発足時より売
店の IC 決済の導入、女子トイレに無料
生理ナプキンの設置、中高合同エンディ
ングセレモニー（原案は後夜祭）の実施、
生徒会則の改正などを進めており、エ
ンディングセレモニーは実現の目処が立
ちつつあります。
　その他にも、申請のあったサークル
への対応や専修大学松戸高等学校 生
徒会本部との交流なども行っています。
いくつかの企画は着実に実現の方向に
歩みを進めており、これからも生徒の皆
さんがより良い学校生活を送る事ができ
るよう、全力を尽くしますのでこれから
もご協力のほどよろしくお願いします。

　今年度の中学生徒会は役員７人、庶
務５人、補助役員 15 人の合計 27 人で
活動しています。中学生徒会はこれま
でに始業式、対面式、新入生歓迎会、
代表委員会、生徒総会予算編などの運
営をして来ました。そして今年度は新
たな取り組みとして、生徒会ホームペ
ージを作成し、フォームで生徒会に生
徒が気軽に意見が言えるような仕組み
を作りました。生徒会役員がその意見
の解決に向けて日々、企画書などを作
成したりと努力しています。また、毎
週火曜日に定例会を開き、その進捗状
況を共有しています。また生徒会広報
誌を毎週更新して、生徒会の状況や行
事などについてコメントしています。
今年度の生徒会文化祭企画では、生徒
会として文化祭を盛り上げたいといろ
いろ考えておりますが、現在苦戦中で
す…。これからも各委員会と協力して、
役員全員で学校を盛り上げて行けるよ
う努めていきたいと思います。

中学

高校

中学生徒会の活動報告
生徒会長

生徒会本部の近況報告
生徒会長　６月13 日（月）、リモートにて中高合

同の安全の日を行いました。今年度は
中根校長の紹介で相田みつを美術館の
館長である相田一人氏を招いて相田み
つをの作品や、生い立ちなどを紹介して
いただきながら「いのち」をテーマに講
演をしていただきました。希望者をグリ
ーンホールに集め、残りの生徒は教室の
ワイードで講演を聞きました。
　相田一人さんは相田みつをの長男で、
子供のころの父親とのエピソードなどを
交えて作品の意味や裏側に込められた
相田みつをの思いを中高生にもわかりや
すく語ってくれました。この講演を行う
にあたって、中高の生徒会の皆さんや、
生徒会顧問の久保先生に協力していた
だき無事終了することができました。

　１つ目の特別講演会として、芝浦工業
大学工学部本田まり教授を本校にお招
きし、「生命倫理と法」と題した科学倫
理講演会を実施しました。安楽死など
のさまざまな諸問題における、生きるこ
とと法律の関係について大変興味深い
お話しをしていただき、生徒からの意見
や質問も時間をオーバーするくらい飛び
交いました。
　また、お風呂博士の異名を持つ日本
薬科大学石川泰弘特任教授による講演
会「スポーツや学力アップのため、入浴
や睡眠を利用したコンディションづくり」
には 138 名が参加し、オリンピック選手
や研究の話も織り交ぜた入浴や睡眠の
科学のお話に、講演終了後も質問が絶
えず盛況のうちに終わりました。

　芝柏での実習はとても充実したもの
でした。先生方の工夫の凝らされた授
業を拝見し、生徒の皆さんと関わる中
で、教育とは、いい授業とは一体どの
ようなものなのかを深く考えました。
実習を通して、自らに対して問い続け、
考え続けることの重要性を学びました。
自らを疑わない限り、自分が唯一絶対
の「正解」を知っているかのように思
い込み、改善も創造もできないのです。
授業前の準備段階だけでなく、授業後
のふりかえりにおいても、際限のない
問に向き合い続ける意志と覚悟が大切
なのだと実感しました。
　この実習は、到達点ではなく通過点
であり、さらに言うなら教員という職
業のスタート地点であると今は思いま
す。3 週間、本当に多くの先生方や生
徒の皆さんに助けていただきました。
実習で学んだことを胸に、良い教師と
して教壇に立てるように頑張ります。
本当にありがとうございました。

　あっという間に梅雨が明け、夏の暑
さが厳しい毎日ですが、みなさん元気
でお過ごしでしょうか。
　私は教育実習生として、３週間芝
柏で過ごさせていただきました。生徒
の皆さんの、授業中ハッと気付いた顔、
真剣に目の前の課題に取り組んでいる
姿、様々な表情を見る事ができ、とて
も嬉しく思いました。そして、それが何
よりやりがいでした。優しい皆さんに救
われた事も多く、学ばせて貰った事も
沢山あります。そんな皆さんとの出会い
は私にとって忘れられないものになりま
した。
　また、先生方にはお忙しい中指導し
てくださった事、心より感謝しています。
芝柏の先生方の、授業や科目に対する
熱い想いが印象的で、私自身、どのよ
うに授業を進めるべきか、葛藤し、考
えさせられる日々でした。
　今後とも芝柏の皆さんのご飛躍をお
祈りし、教育実習生のメッセージとさせ
ていただきます。ありがとうございました。

大学教員を招いてＳＳＨ特別講座開催
わからなさと格闘し続けること

37 期生

忘れられない「出会い」と「感謝」
37 期生

安全の日　講演会

各 種 講 演 会各 種 講 演 会各 種 講 演 会

　本年 2022 年 5 月 7 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】
　平常年度の予算に加え、予備費では
生徒・先生の感染防止・防災の対策費
や購入品などを学校と連携し支出します。
【本年度（2022 年度）PTA活動】
　本年度は、2 年ぶりに平常の活動を
実施してまいります。学校側の一部制
限はありますが、増穂祭（9 月）、文化
講演会（11 月）、クラス懇親会も実施
予定です。衛生対策など実施可能状
況を確認しながらの開催内容も臨機応
変に変更する必要もあります。皆様に
はご理解ご協力をお願いできれば幸い
です。
【本年度役員】
　本年度選出役員 9 名（内 1 名は後援
部長）の所感は下記の通りとなります。
　本年度、よろしくお願いします。
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。
　本年度は、2 年間平常年度の活動が
できなかったため、本部役員を含め保
護者の皆様に平常年度の活動を再開す
る為、活動内容を引き継ぐと共に、本
年度の活動を通じて、次年度以降の新
たな活動方針を本部役員全員で模索し、
皆様が参加しやすいPTA活動になるよ
うに尽力いたします。
副会長
　昨年もコロナ禍でまだ学校行事が少
なく、本部の活動でお役に立てること
があまりなかったように思い、再チャレ
ンジすることにしました。本部の活動を
していると、学年を越えて保護者間の
交流が生まれ、私自身学校で多くのこ
とを学び感謝しています。本年度も先
生方や保護者の方 と々協力し、芝柏生
が毎日楽しく安心して学校生活が送れ
るようお手伝いしたいと思います。
副会長
　本年度は新しい生活様式に合わせた
柔軟な活動ができるようお手伝いさせ
ていただきたいと考えております。また
先生方ともしっかりと連携を図り、生徒
が安心してポジティブな気持で学校生

活を送ることができるよう、保護者のみ
なさまと共に協力しあいながら意欲的に
活動に取り組んで参ります。
副会長
　ウィズコロナで日常が少しずつ戻って
来ましたが、先生方や保護者の皆様と
協力しながら芝柏の子供達のお役に立
てるように微力ながら務めさせて頂きま
す。よろしくお願い致します。
会計
　PTA 活動自体が初めてで、本当に
右も左も分からない中、経験者に囲ま
れて緊張しつつもどうにかこなしていま
す。本年度は各種行事も再開できそう
なので、生徒たちがより良い学校生活
を送れるように、そして保護者の皆様
が生徒たちの学校生活を安心して見守
れるように心を配っていければと思い
ます。
会計
　本部役員は初めてですが、生徒の皆
さんが快適に学校生活を送れるように、
また、学校と保護者の皆様の架け橋役
として、先生方や本部諸先輩方のお力
を借りながら尽力してまいります。
　今年は学校行事も少しずつ元に戻り
つつある中で、新しい在り方を模索し、
未来につなげていけるようなお手伝い
ができればと思います。
書記
　今年は増穂祭もオンラインではない
形で実施ということで準備を進めてい
るところです。正直こんなにやることが
あるとは思っていなくて驚いていますが、
子供たち・保護者の皆さんが楽しめる
文化祭になればいいなと思って活動し
ています。わからないことがたくさんあ
りますが経験豊富な会長のもと、教え
て頂きながら頑張ってまいります。
書記
　PTA 活動へ 初参加で本部役員で
すので、わからないことばかりですが、
芝柏のことを知る良い機会だと捉えてい
ます。コロナ禍も落ち着いてきたとはい
え、まだまだ不安定な状況です。その
なかでも楽しみながら活動に取り組ん
で参りたいと思います。保護者の皆さ
ん、先生方、生徒たち共に盛り上げて
行くなかで一助となれれば幸いです。

※（　）内は、本部役員年数です。

Ｐ Ｔ ＡＰ Ｔ Ａ 情報情報 後 援 部 情 報後 援 部 情 報

　本年度より後援部長を務めること
になりました、石川です。
　さて、後援部は、保護者の皆さま
からお預かりしている PTA 会費の一
部を生徒や教職員の教育環境に役立
つよう、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
います。そのため、主に施設・設備
並びに教育用備品に関する支援につ
いて、中長期的視点をもって検討を
行なっています。
　昨年度は、化学実験室に設置する
システム戸棚、主に小体育館を使用
する剣道部・卓球部の「暑さ対策」
としてスポットクーラー設置、老朽
化に伴なう弓道場の弓道板入れ替え
工事、オンライン授業サポートに向
けたツールとしての iPad フォルダー
導入等、様々な支援活動を行なって
まいりました。本年につきましても、
現在、運動部員の基礎体力向上に向
けた体育館設置用トレーニング機器

（エアロバイク）ほか部活動の本格再
開に伴なう支援、GS/SS 探究授業・
科学部ほか課題研究活動の成果を展
示するためのポスター掲示スペース
の整備、中央棟 1 階ピロティの環境
改善に向けた天井再塗装、頻発する
災害対策としての簡易充電設備導入
等を検討しております。
　学校活動につきましては、これま
でのコロナ下において、数々の制約
がある中での対応を余儀なくされて
まいりましたが、本年は目まぐるし
く人流の活発化が進み、以前通りと
はいかないまでも活動の本格再開が
進んできております。私たち後援部
といたしましても、生徒の皆さんが
思う存分、充実した学校生活を送れ
るよう、また、先生方にも良い環境
になり、教育指導しやすくなったと
実感していただけるよう活動してま
いります。加えて、本年度は増穂祭
にも出展し、皆さまのご意見を広く
聞いていく機会を設けたいと計画し
ております。改めて、後援部の活動
にご理解とご協力をいただきたく、
よろしくお願い申し上げます。

2022 年度 PTA活動について 後援部の活動について
ＰＴＡ後援部部長

◇◇  教育実習生より    教育実習生より  ◇◇
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　柏市春季個人戦において、ベスト
８、第９位、第１４位というすばら
しい成績を収めました。
　以上の結果から、地区代表として、
県大会に出場してきました。精一杯、
戦っていた部員を誇りに思います。
素敵な想い出がまた一つ、増えまし
た。ありがとう。

　３月 28 日（月）柏市弓道場にて
行われました春季学生大会に本校か
ら 6 チームが参加し、芝柏 A チーム
が団体の部で見事優勝しました。今
回の大会には柏地区の高等学校 17
校から 120 チームが参加し、的中を
競いました。＊大

おおまえ

前を務めた長谷部
くんは「この大会を目標にして 3 人
で意識を高く持って練習してきたか
らこそ結果が出て嬉しいです。高校
2 年間の部活動の集大成として仲間
との絆を深めることができた大会と
なって良かったです。」と喜びを語
っていました。

＊チームの流れを作る最も重要なポジション

　アメリカ・アリゾナ州での約 1 年
間の留学を終え、5 月末に帰国しま
した。アメリカでは、Thanksgiving
などの行事を体験したり、学校のチ
ームのフットボール観戦をしたり、
ミュージカルに参加したり、Prom
に行ったり、日本ではできない貴重
な経験をたくさんしました。どれも
新鮮で、私にとってかけがえのない
経験となりました。もちろん、楽し
いだけではありませんでした。英語
の授業で文章の意味がわからなかっ
たり、ホストファミリーと意見の食
い違いで衝突したり、苦しい経験も
たくさんしました。うまくいかない
ときは、先生にアドバイスを求め、
自ら歩み寄る努力をしました。アメ
リカで学んだ私ならではの経験を活
かし、これからの人生を歩んでいき
たいです。

　私はアメリカに 1 年間留学して、
新しいことにチャレンジする度胸と
柔軟性を得たように思います。アメ
リカ生活の中ではマーチングバンド
に参加したことが特に楽しかったで
す。専用の衣装を着てフットボール
スタジアムを行進しながら演奏した
ことは、日本ではできないとても貴
重な経験でした。ホストファミリー
と一緒にニューヨークやラスベガス、
コスタリカなどの旅行先で見た景色
はとても印象に残っています。文化
や風習の違い、言語の壁にもどかし
さを感じることもありましたが、ホ
ストファミリーや友達の助けもあり
楽しく過ごすことができました。

　５月５日（木）子どもの日に、本校
グラウンドにて GW 特別企画「人工
芝グラウンドで遊ぼう ‼」を開催い
たしました。地域貢献イベントの一環
として、中学野球部が主催する形で、
グラウンドやアスレチック用具を貸し
出し、自由に遊んでいただく企画です。
当日は約 80 名の参加者にご来校いた
だき、緑豊かな本校人工芝グラウンド
でのびのびと遊んでもらいました。本
企画の実施にあたっては、用具の貸し
出しをはじめ、様々な方のご協力をい
ただきました。改めて御礼を申し上げ
ます。ありがとうございました。
　以下、参加された方々からの声です。
●「日頃、小学校でもコロナのため校
庭で遊べる日が限られていたり、公園
に行っても人がなかなか集まらないた
め、思いきり体を動かす機会を頂戴し
ましたことに多大なる感謝を申し上げ
ます。本日は貴重な機会をありがとう
ございました。」

国際部国際部

◇◇    GW　グラウンド開放GW　グラウンド開放    ◇◇ 弓道部

中学ソフトテニス部

春季学生大会　優勝！

３ペア県大会へ

人工芝グラウンドで遊ぼう！！

アメリカ留学を終えて
高校３年５組

アメリカでの貴重な体験
高校３年７組

　昨年７月に日本を発った２名の高校生が約 10 ヶ月間のアメリカでの留学を終

え、無事帰国しました。

●「サッカー大好きな息子ですが、野
球も大好きになりました。野球部のみ
なさんが爽やかで子どもたちに優しく
て、素敵でした。イベントは盛りだく
さんで、子どもも終始飽きることなく
大満足の様子でした。素敵な子どもの
日になりました。子どもも『また行き
たい』と言っています。」
●「野球未経験でルールもあいまいで
したが、『野球がやってみたい！』と
宣言するほど満喫させていただきまし
た。学年を越えてのチーム活動、高学
年から指示を受けて学ぶ機会、全力で
走り回る時間……どれも３年間の自粛
で欠けていたもの。子どもの日に、何
よりの贈りものをいただきました。」


