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学校説明会を終えて進路部より生徒部情報

各 部 情 報各 部 情 報各 部 情 報各 部 情 報

　12 月 11 日の入試説明会で今年度の
学校説明会をすべて終えました。
　今年の説明会も、コロナウイルス感
染予防から定員を限定しての開催とな
りました。申し込み開始直後に定員が
埋まる回も多く、大変好評でした。
　増穂祭では、本校の受験を考えてい
る受験生やその保護者の方にも見学し
ていただくことが出来ました。ご理解・
ご協力に感謝いたします。
　また、昨年に引き続き 10 月１日と
10月22 日の２日間、学校見学会を実
施しました。校内案内図を配布し自由
見学の形をとりましたが、参加者か
ら「在校生たちの活動の様子が見られ、
とても良い機会でした」と喜びの言葉
も聞くことができました。
　１月よりいよいよ本校の入学試験が
始まります。説明会に引き続きご理解
ご協力お願いいたします。

　2023 年度入試については昨年度と
大きな環境の変化がなく、全体的な大
学志願者数は減少し、合格者数は増加
の見込みです。つまり大学を選ばなけ
ればいずれかの大学には合格できる状
況になっていますが、当然ながら合格
が最終目標ではありません。大学進学
後や大学卒業後まで考えた進路選択が
一層重要になっています。例えば中学
生のうちから将来の職業を漠然と思い
浮かべることは出来るかもしれません
が、実際にその職業に就くために何を
すべきかまで考えることはなかなか難
しいことです。しかし曖昧な目標に向
かって進むことはひどく困難な作業と
なります。将来就きたいと考える職業
に就くためには今何をすべきかを逆算
して行動を起こすことが大切です。大
学受験まで時間は限られた分しか与え
られませんが、全員に平等に与えられ
ています。この大切な時間を有効に使
ってください。

　先日、下校時の新柏駅ホームに立っ
てみました。階段を上がった場所に立
ち止まらず、混雑を避けて電車を待つ
様子に皆さんのちょっとした気遣いを
感じ嬉しくなりました。
　年間でいくらか苦情のメールや電話
をいただくことがあります。登校時に
ホームから階段を降りる際、駅からバ
ス停に向かう際、横に広がって周囲の
迷惑になってはいませんか。仲間との
会話に夢中になり、ついつい大きな声
になってはいませんか。同じ行為や行
動でも、周囲の受け止め方は様々です。
悩み事があったり体調によっては、電
車内のおしゃべりも気になるかもしれ
ませんね。どれも皆さん得意のちょっ
とした気遣いで難なく解決できそうな
ものです。学内でも他者への配慮を心
掛けて生活することで、皆さんのちょ
っとした気遣いをより磨いていきまし
ょう。

入試広報部進路部生徒部

　毎年 10・11 月には、総合型選抜や学校推
薦型選抜（公募推薦）を受験する高校３年
生希望者への面接指導を担当しています。こ
こでは、面接での所作や回答法などとともに、
回答内容などを一緒に検討します。
　これらの入試形式において、成果につなが
る、すなわち合格を勝ち取る生徒は、次の２つのパターンが主
となります。
①探究活動などで一定の成果を出し、その成果に基づいて大学・

学部を選び、今後もその系統の研究を継続する。
②将来の研究・職種などが明確に定まり、その実現のために適

した大学・学部を選択した。
　近年探究活動の充実のなかで①も増加していますが、②もし
くは②が中心で①の実績もやや加わるというパターンが、現状
でも合格者の多数を占めています。
　この種の入試においては、面接において志望理由がかならず
質問されます。なぜこの大学・学部・学科を選択したかという
内容です。この質問には、①もしくは②がない場合、大学が受
験生に要求している水準の回答にはおよびません。これらの入
試形式では、大学入学後に研究などにおいて能力を発揮できる
生徒の獲得を目的としていますので、面接において各受験生の
能力や意志などを確認し判定材料としています。①においては
自身の研究成果、今後の目標・課題を答えれば回答として成立

し、さらに自身の研究への適応や成長の促進など、大学選択の
理由も加えれば、さらに面接での評価が高まります。
　成果が明確な①に対して、②は面接官にしっかりと今までの
過程と今後の見通しを示す必要があります。②において、職
種・研究に興味を持った契機のみを話す人がいますが、これで
は不十分です。たとえば、看護士を希望して看護学科を受験
する場合、以前自分や家族が病気・怪我により入院し、看護士
にお世話になり、そこであこがれて看護士をめざすという内容
です。これのみを話しても志望動機としての評価は高くなりま
せん。大切なことは、その後自身でどのように看護士について
調べ、どのような看護士をめざすかという現在・未来を語るこ
とです。面接官もその点を重要視しています。以前公募推薦で
国立大学の看護学科に合格した生徒は、地域医療や訪問看護の
実態を調べて関心を深め、その分野で業績のある大学を志願し、
また他の生徒は、海外との看護交流について入念に調べ、海外
との交流で実績がある大学を選びました。両者のように、入試
時点までの学問・職種に対する調査と明確な将来展望により志
望理由を高めていくことが、合格には必須です。
　一般選抜の場合には、志望動機は合否の基準とならないため、
たとえ「なんとなく」という理由で受験しても、合格すること
はあります。しかし、大学・学部の選択は、それでよいのでし
ょうか。大学・学部の選択理由や将来像が不明確な状態では、
大学や職業において充実した日々を迎えることは難しいでしょ
う。上記の入試と同様に、自分の興味関心や将来の職種など明
確な志望理由のもとに、適切な大学・学部を選択することが重
要です。一生を終える時に、人生最高の瞬間が大学合格となら
ないためにも、志望理由を明確にして入試にのぞむことを強く
お薦めします。それがみずからを輝かしい未来に導くからです。

「志望理由」を語れますか？「志望理由」を語れますか？
高校教頭　　松原　誠司

2022 年度夏期短期留学ホームステイ

2023 年１月ベトナム本研修に向けて

高 1新カリキュラム始動

SSCⅢ特別奨学生カナダ留学を終えて
高校３年３組

自分の可能性を試し広げる

「トビタテ！留学JAPAN」奨学生代表！

　今年度は、下記の日程でホームステ
イを実施しました。

イギリス
７月 14 日（木）
～８月１日（月）
　19 日間　37 名

オーストラリア
７月 16 日（土）
～７月 30 日（土）
　15 日間 15 名

カナダ
７月 30 日（土）
～８月 14 日（日）
　16 日間 12 名

アメリカ
８月７日（日）
～８月 21 日（日）
　15 日間 19 名
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　現在、来年１月に予定のベトナム研修に向
けて各種事前研修が行われています。ベトナ
ムでは現地高校である FPT 高校の生徒と探究
発表会に向けた準備や文化交流、スポーツ交
流を計画しています。また、現地日系企業・
ベトナム企業を数社訪問し、橋梁建造、ガラ
ス製品製造、IT まで幅広く見識を深める機会
を設けています。さらに世界遺産であるハロ
ン湾に足を運び、水問題に取り組む方からお
話を聞き、環境問題への関心を深めていきま
す。来年１月の FPT 高校との交流に先立ち、
現在、本校生徒と FPT 高校生徒の間でオンラ
イン交流が進んでいます。この事前交流では

「水問題」をテーマに両校生徒で課題を設定し、
その課題解決のための実地調査や実験を共同
で行っています。FPT 高校の生徒と本校生徒
で数班作り、多少の失敗も含め成功体験を積
み重ねながら、班ごとに英語による話し合い
を少しずつ進めています。将来の科学技術人
材の育成を目標とする SSH 事業の一環として、
将来この生徒の中から、世界で活躍してくれ
る人物が出てくれることを期待しています。

　本年度の１年生より新カリキュラムが始
動した。ＳＳＨ２期５年目を迎え、これま
での知見をもとに、全生徒に高度な探究活
動に取り組んでもらうべく、週に１時間の
総合的な探究の時間を通じて新しいプログ
ラムを実践中である。前期の半年間は、テ
ーマ別のプレ探究を実施し、探究のプロセ
スを学びながら、各生徒がチームで協働し
てリサーチクエスチョンの設定・論文読解・
研究手法等について学んできた。後期から
は、前期の経験を踏まえ、テーマ設定を自
ら考えつつ、似たアイデアを持っている仲
間と協働している最中である。学習指導要
領にあるように、「探究」の時間は、「自己
の在り方生き方と一体的で不可分な課題を
発見し，解決していく」ことを主眼とする。
すなわち、外なる課題と内なる課題とを絶
えずせめぎあわせていく過程で、問題意識
を発展させていくことが求められているの
だ。恐らく、その粘り強い営為の行く末に
は、既存の枠組みにとらわれないアイデア
＝「創造性」と、新たに見出された私＝「個
性」との出会いが待っているはずだ。

　僕自身海外への渡航経験がとても少
なかったため、出発直前まで楽しみに
思う反面不安もありました。しかし恵
まれた環境のお陰で充実した２週間を
送ることができました。このような機
会を与えて頂いたことで自分の視野が
広がり、英語に対する向き合い方も大
きく変化しました。

高校３年３組

　ホストファミリーとの交流、放課後
のアクティビティ、休日の観光、天候
に恵まれとても有意義な２週間を過ご
すことができました。コロナ禍で簡単
に海外に行くことができない時期では
ありましたが、貴重な経験をさせてい
ただきました。

　毎年、芝浦柏では科学オリンピックを
はじめとして様々なコンクール・コンテ
ストに参加する生徒たちがいます。今年度
は中・高合わせ約 20 名の生徒が情報や数
学のオリンピックに参加予定で、日本数学
A-lympiad にも複数チームが参加するなど、
チャレンジする生徒が徐々に増えています。
　また、総合探究では科学に留まらず、
Web コンテストや SDGs 探究アワードな
ど、生徒達が自らの決めた何かに応募し、
取り組んできた探究の成果や、自分の持つ
力を発揮しています。皆が期待通りの結果
になるわけではありませんし、そもそもコ
ンテスト・コンクールの結果が全てではあ
りません。
　それでも生徒達が自分の可能性を試す姿、
また、取り組みを楽しみながら可能性を広
げていく姿には、生徒達の成長を強く感じ
ます。
　「無限の宇宙へ 挑む翼を磨く」
　芝柏の校歌の歌詞に込められた想いを体
現する生徒達に、心からのエールを送りま
す。

　11 月 18 日（金）文部科学省「トビタ
テ！留学 JAPAN」成果報告会にて、本
校高校 3 年生が、全国の奨学生約 700
名の代表として選ばれ、自身の海外留
学体験について発表しました。報告会
には、永岡桂子文部科学大臣や支援企
業の代表の方々が列席されました。韓
さんは、今年の夏、「トビタテ！留学
JAPAN」からの奨学金を得てイギリス
へ短期留学しました。
　当日の様子は YouTube
動画で公開されています。
※「トビタテ！留学 JAPAN」とは、

文部科学省と民間企業が官民協働で
行っている日本最大の海外留学支援
プロジェクトです。

国際部

研究部



中３　奈良京都研修中３　奈良京都研修

中１中１

筑波山登山筑波山登山

中２　科学博物館中２　科学博物館
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文 化 講 演 会文 化 講 演 会
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学年情報

　10 月 27 日（木）、グリーンスクール
の代替行事として日帰り筑波山登山を実
施しました。紅葉の季節にはまだ少し
早くやっと木々が色づき始めた頃合い
で、残念ながら紅葉を愛でるまでには至
りませんでしたが、当日は天気にも恵ま
れ気温も程よく、生徒達も久々の校外行
事ということも相まって、登山を楽しむ
ことができたと感じています。登山コー
スはつつじが丘駐車場から女体山山頂

（877m）を目指す「おたつ石コース」で、
女体山山頂から山頂連絡路を経由して
御幸ヶ原にて昼食をとり、ケーブルカ
ーで下山しました。筑波山は古くから
山岳信仰の対象とされており、山頂に
到達した際の充実感に満ちた生徒達の
顔が神々しく見えたのは気のせいでは
ないかもしれません。当日は本校以外
にも６団体が登山に訪れており途中１
時間ほど行程が遅れる事態が生じまし
たが、大きな怪我もなく無事に行事を
終えることができました。

　中学２年生は入学して２度目の秋シ
ーズンを迎えました。昨年はコロナ感
染拡大により変則日程でしたが、今年
は例年通りの行事日程となり、慌ただ
しい日々を過ごしました。９月の文化
祭では環境や樹海をテーマにクラスで
企画を考え、見事に完遂しました。続
く 10 月の運動会では運動部を中心に
大活躍、11 月には芸術鑑賞会で感性
を育み、科学博物館見学で知性を刺
激しました。そして、12 月の合唱祭
では昨年以上にハーモニーを作り上げ
てくれました。一方で、その合間に定
期考査と模試が行われ、準備がなかな
かできず悶々とする生徒の姿に、本当
に申し訳ない気持ちで一杯でした。冬
休みは新聞切り抜きなど課題もありま
すが、生徒一人一人が自分と向き合い、
足りない部分を補う大切な時間にして
欲しいです。保護者の皆様、是非彼ら
の成長のサポート宜しくお願い致しま
す。

　前号の本欄では２学期の行事を羅列
し、それらを全うするための体調管理・
健康維持のお願いをさせていただきま
した。いま現在、予定の行事をすべて
実施することができています。平生の
ご家庭でのご配慮・ご協力に、改めて
感謝申し上げます。
　とくに先般の奈良・京都研修旅行で
は旅中の大きな病気・事故怪我がなく、
無事に戻ってくることができました。
標題の「帰

き

家
か

穏
おん

坐
ざ

」はいわゆる禅語で、
文字通り無事に我が家に戻りゆっくり
寛ぐことを言います。この言葉を噛み
締めた 11 月となりました。
　さて「帰家穏坐」には「自らの仏性
に気づき、そこに帰着して穏やかな心
境に至る」という解釈もあるようです。
生徒のみなさんには、「仏性」を『自
分らしさ』と置き換えて、中学生活の
残り３か月を、将来に向けた新たな自
分探しの時期として、一段と成長して
ほしいと願っています。

中学１年
筑波山登山報告

中学２年
中学 23 期生、充実の秋

中学 3年
帰家穏坐

高校１年
15 年後の社会を生きるために

高校２年
高校３年０学期を前に

高校３年
学年目標を胸に

　増穂祭、生徒会選挙が終わり、バト
ンを１年生へ渡す時期になりました。
一抹の寂しさを感じつつも、これから
迎える 281 通りの挑戦を前に身が引き
締まる思いです。11 月からの面談で
いよいよ志望校も決まり、12 月には
次年度に向けたカリキュラム選択を終
えました。最近は、授業後に質問を受
けることも多くなり、少しずつ 42 期
生も受験生になりつつあるようです。
　年が明けるといよいよ受験まで１年
を切り、「高校３年０学期」を迎えます。
１月にはベネッセ模試と共通テストチ
ャレンジ、２月は駿台模試と挑戦が続
きますので、まずは明日から一年の　
にあたる 15 日間の冬休みを一日一日
丁寧に過ごしてほしいと思います。自
分自身と向き合うことは苦しさを伴い
ますが、希望進路の実現に向けて励ま
していきたいと思いますので、ご家庭
におかれましても見守っていただけま
すと幸いです。

　大学入試の結果で君の人生や幸福が
すべて決まるわけではない。そういう
意味では、たかが受験。されど、君は
その結果を出すことに価値や意義を認
め、苦しみながら努力を重ねてきた。
だから、最後の１分１秒まで誠実かつ
ひたむきに学び、悩み考え、暗記せよ。
すべてが終わり、すべてを受け入れて
晴れやかな気持ちになったら、あるい
は、現実を受け止めきれず、気まずい
ような誰にも会いたくない気持ちにな
ったら、ぜひ学校に来てほしい。いつ
もの部屋のいつもの席で君の笑顔と泣
きっ面を待つ。忘れるなかれ。君の結
果がどうであろうと、地球はいつも回
っている。誰かの期待など背負うなか
れ。最後までただひたすら己と向き合
い、思う存分、勝手にがんばってこい！

　早いもので入学してから９か月が経
ちました。これまで、生徒たちは高校
卒業後や大学卒業後の理想の自分像を
見つけるために総合探究での協同作業、
夢ナビプログラムや夢ナビライブ、オ
ープンキャンパスへの参加、文理適性
検査など自分と向き合う活動をしてき
ました。特に秋以降は次年度のカリキ
ュラム選択に向けて進路講演会への参
加や担任との面談をおこない、将来に
ついて悩み、考えてきました。特に先
月に行われた本校卒業生の倉部史記さ
んによる『15 年後の社会を生きるた
めの進路づくり』をテーマとした講演
会は大きな刺激となったようです。進
路選びから進路づくりに。将来をどの
ように生きたいのかを考えるのは自分
自身であり、それを実行するのも自分
自身です。15 年後の将来への希望を
抱いて、自らの意志で考え、責任ある
行動が出来る充実した高校生活を過ご
してもらいたいと思います。

後援部の活動について
PTA 後援部長

PTA 活動報告
PTA 会長

　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。本年度は、体育館設置用エアロバイ
ク、サッカー部審判用品、水泳部パーテ
ーション・ロッカー増設など部活動支援の
ほか、課題研究活動の成果展示用ポスタ
ースペース整備、中央棟１階ピロティ天井
の再塗装等を実施してまいりました。現在
は、災害対策として簡易充電設備や、生
徒が図書館に行かなくとも蔵書検索でき
る図書管理システムの導入を検討していま
す。また、増穂祭で出展した「後援部カフ
ェ」には、沢山の方にご来場頂き、施設・
設備に関する様 な々アンケート回答を頂戴
しました。皆さまからのご意見を今後の支
援活動の参考にしてまいりたいと思います。

傾聴からの気づき、親子関係のあり方
文化委員長

　11 月５日、３年振りの文化講演会を
開催しました。講師は明治大学教授、
臨床心理士、上級教育カウンセラー等
の資格もお持ちの諸富祥彦先生。
　テーマは【思春期の子どもへのかかわ
り方～子供の心を「傾聴」できる「本当
の大人」 になる】
　講演はグループワークから始まり、思
春期の子供の心理状態や親としてどの
ように接するべきかをユーモア溢れるト
ークで講演いただき、とても楽しくたく
さん笑って、そして大変勉強になるあっ
という間の 90 分間でした。
　グループワークを通して参加者同士
交流できたことも良かったです。
　参加者からは、早速実践したい、と
ても為になったといった声が多数寄せら
れ大変有益な講演会になりました。

　2020 年からの PTA 活動の制限も緩和さ
れ、本年度は、増穂祭はオンライン開催か
ら入場人数や飲食制限がある中ですが通常
開催ができました。また、PTA 保護者向け
の文化講演会も開催することができました。
　これらの活動を通して幹事の皆さんの学
年を超えた交流も生まれ、本来の楽しい活
動が実施できた事を大変喜ばしく思ってい
ます。
　今回は、各部門長の報告を掲載していま
す。是非、ご一読ください。
◎増穂祭報告◎
『みんなの休憩処』を終えて

PTA 本部

　入場制限や衛生対策をする中で、せめて
生徒の皆さんが自由に飲食できる場所を提
供したい…という考えから、「みんなの休
憩処」を設営しました。おかげさまで多く
の生徒の皆さんに利用していただけました。
ＰＴＡ飲食部門実施のお菓子のつかみ取り
の戦利品を報告し合い分け合っている姿を
見て、密な青春のお手伝いができたようで
嬉しく思いました。また、休憩処で配布し
たシバカッシー缶バッチを今も付けてくだ
さっているのを校内で見かけると、やって
よかったと実感します。増穂祭事務局の皆
様、諸先生方、そして利用してくださった
生徒の皆さん、ありがとうございました。

『皆で作り上げた芝柏 PRコーナー』
PR 部門長

　私自身初めて経験する増穂祭で部門長とい
う大役になり、どのようなことをやるのかイ
メージが持てないまま活動をスタートしまし
た。過去の資料も３年前、状況も違う中で手
探りでの活動でしたが、学年を越え協力し合
う事ができました。掲示物の作成は、まだイ
ベントを行えていない学年もあり、それなら
ばと、普段の子供たちの様子がわかる授業風
景や、施設の紹介、Q ＆ A などを作成し受
験生の方々にも好評でした。人数制限があり、
来場者は限定的でしたが、毎年無料配布をし
ている、芝柏合格定期を嬉しそうに受け取っ
てくれた受験生の笑顔や、掲示物を真剣にご
覧になる保護者の方々の様子に無事に開催で
きた事を嬉しく思いました。

『お菓子のつかみ取りへの挑戦』
飲食部門報告

　高入１年生の保護者として芝柏の文化に
触れたいと思い飲食部門長に立候補しまし
た。今年はコロナの影響で例年行われてい
たホットドッグの販売ができなくなり一か
ら企画をしなくてはならず戸惑いもありま
したが、部門のメンバー 29 名の皆さんが
積極的に協力してくださり無事にお菓子掴
み取りコーナーを開催する事ができました。
　学年の違う保護者の方や先生方と交流が
でき、たくさんの気づきや発見を得ること
ができました。自分も学生時代に戻ったよ
うに楽しむ事ができ、宝物のような思い出
ができました。勇気を出して立候補して本

『コロナ禍の増穂祭バザー』
バザー部門長

　３年ぶりのバザー開催。文化祭未経験の
幹部９名でスタート。商品を制服関連と
書籍だけに絞り、密を避ける為ネットで事
前予約制にした初の試みでした。申込者多
数で抽選を行い通常と異なる環境でした
が、おかげさまで多くの方に購入頂けまし
た。商品の仕分け、制服の採寸や値札付け、
会場設置など積極的に作業をしてくれた
35 名の幹事の皆様には、感謝しかありま
せん。また、品物を提供してくださった保
護者の皆様、担当の先生をはじめ事務室の
方々、本部の担当役員の皆様、そして来場
してくださった皆様のご協力により、会場
の混乱もなく無事に終えることが出来まし
た。この場を借りてお礼申し上げます。本
当にありがとうございました。

当に良かったです。
　今回コロナ禍で増穂祭自体ができるかど
うかもわからない状態で、安全に開催する
為にご尽力くださった先生方、PTA 本部
の皆様に改めて御礼申し上げます。
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　高校ソフトテニス部は、コロナによ
り練習試合などの機会が減少する中、
基本練習を積み上げ、この秋も見事に
男子団体・男女個人２ペアずつが県大
会出場を果たした。特に、女子は 1 年
生のペアが各校の並みいる先輩ペアを
乗り越え、権利を獲得してくれた。県
大会本番では、男子は木更津総合や拓
大紅陵、女子は植草大附属や千葉黎明
という団体でベスト４に入る強豪との
組み合わせとなり、残念ながら悔しい
敗戦となった。近年部員数は徐々に減
少してしまっているが、そのなかで部
長を中心に練習内容を自ら考え、実践
してくれている。この経験をバネにさ
らなる成長を期待している。

　柏市中学校新人大会（9/25･10/1）、
個人戦の部において、1 ペアが準優
勝（※ 142 ペア中）になり、県大会出
場を決めました。また、柏市中学校
新人大会（10/2）、団体戦の部におい
て、柏市 20 校中、第３位となりました。
団体は２位までが県大会出場となるた
め、僅差で出場を逃しました。今後も
試合結果だけで
判断せず、一人
ひとりの「成長
の指標」を優先
し、一歩ずつ前
に進んでいきた
いと思います。

　この夏に行われた千葉県高校１年生
大会にて第３位を獲得しました。準決
勝では惜しくも敗れてしまいましたが、
３位決定戦では快勝し、フレッシュな
パワーを存分に発揮させた大会となり
ました。また、新チームになり、夏の
集大成として挑んだ千葉県高校ジュニ
ア大会では第４位を獲得しました。新
チームとしての成長を実感し、大いに
収穫のある大会となりました。
　どちらの大会も創部以来初の快挙と
なりました。応援していただいた皆様
に感謝申し上げます。今後もチーム一
丸となって、より高みを目指して励ん
で参ります。

　11 月 5 日（土）に行われたセブンパー
クアリオ柏の文化祭に中高演劇部が参加
しました。麗澤、沼南高柳、柏南、柏日体
の各高校との合同公演で演目は「オズの魔
法使い」でした。学校ごと場面で分けて練
習し、最終的には一つのミュージカルとし
て誰でも楽しめる内容となりました。当日
はお天気も良く、公演の合間にはお客さん
として来ていた子供や他校の生徒と一緒
に遊び仲良くなるなど、上演するという経
験以上のものが得られたことと思います。

　今年度は文化祭も対面で実施され、皆
さんに演奏を披露する機会が増えたた
め、吹奏楽部は張り切って活動しており
ます。文化祭では体育館のステージで、

「芝吹ソウル」として「ハリーポッター」
や「マツケンサンバ」などをお届けし、
多くの皆様のご来場をいただきました。
　10 月には柏市音楽発表会で、中学生
が「ミックスナッツ」「ホールニューワ
ールド」を披露しました。また、11 月
の東葛飾地区アンサンブルコンテスト
では、高校金管五重奏で銅賞、高校サ
ックス四重奏で銀賞を受賞しました。
　現在は各パートのアンサンブルを中
心とする 12 月 25 日のクリスマスコン
サートと、４月 23 日の定期演奏会に向
けて、皆さんにさらに楽しんでいただ
ける演奏をお届けするべく、練習に励
んでいます。定期演奏会は３年ぶりと
なる柏市民文化会館での開催を予定し
ておりますので、楽しみにしていただ
ければと思います。

　学校の非公式キャラクターとして活
動してきたシバカッシーが、今年度の
増穂祭でデビューしたのはご存じでし
たか？シバカッシーは、柏餅の妖精で
す。芝浦柏の校舎内で密かに活動して
いたのですが、長い時間を経てシバカ
シの生徒の力で Web コンテンツにな
りました。そして、３D シバカッシー
が LINE スタンプとして頒布されてい
ます。増穂祭後はサイトを閉じてしま
いましたが、インターネットで「シバ
カッシーの日常」と検索すると、LINE
スタンプが購入可能です（下の QR コ
ードからも可能）。また近いうちにお
会いできる日が来るかもしれません。

夏の快挙！

高校女子ハンドボール部

SEVENPARK アリオ柏の文化祭参加 !

演劇部

今秋も県大会出場果たす

高校ソフトテニス部

柏市準優勝！

中学女子テニス部

吹奏楽部活動報告

吹奏楽部

LINE スタンプになりました！
シバカッシー

お 知 ら せ


