PTA 企画室からのお知らせ
①SDGs の番号は、17

パートナーシップで目標を達成

6 月 16 日（水）に 2 年生総進コースと 3 年生運輸科が協力し、JHC アンコールツアーのカンボ
ジア人ガイドさんとの交流をおこないました。カンボジアには日本語を勉強して、日本人観光客向
けにガイドをされていた方がたくさんいらっしゃいます。コロナ禍で日本人観光客が減少したこと
で、仕事がなくなってしまっただけでなく、日本語を使わなくなって忘れてしまうという問題があ
りました。そこで、現地とオンラインでつなぎ、お互いの自己紹介や質問を日本語でおこなうこと
で、子供たちはカンボジアのことを学び、ガイドさんたちは日本語を使うという有意義な時間を過
ごすことができました。

⑤【放送部】

ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト

６月１３日（日）に千代田放送会館（永田町）で東京都大会が開催されました。
〇アナウンス部門 １名 前村知沙樹さん（３年）
〇朗読部門 ３名 岩﨑柚里香さん（２年）・三木愛実さん（２年）・池田怜恩さん（３年）
〇ラジオドキュメント部門 １作品
「想いを引き受けて」
〇創作ラジオドラマ部門 １作品
「私の大切な・・・」
〇テレビドキュメント部門 １作品
「ツイン・リサーチ」
以 上が 決 勝 進 出 者お よ び 作 品 番 組 に な り
ます。
第 ６８ 回 Ｎ Ｈ Ｋ杯 全国 高 校 放 送 コ ン
テスト・ラジオドキュメント部門、番組「想
いを引き受けて」においては、全国大会準
決勝に進出。７月２９日（木）に日本工学
院専門学校・片柳アリーナ（無観客開催）
で決勝進出校が発表になります。

②ロング プログラムの説明会
6 月 19 日（土）に本校における国際交流の目玉の 1 つ
でもあるロングプログラムの説明会が行われました。留学
候補の国や地域に関する貴重なお話に対し、参加した子供
たちは時折メモを取り、目を輝かせながら聞き入っていました。コロナ禍
で海外渡航が制限されている中で、多くの子供たちが海外留学に関心を抱いていることがわかり嬉
しく思いました。将来的に、1 人でも多くの子供たちが海外へ希望と共に飛
び立ってくれることを楽しみにしています。

③【男子ラクロス部】 新宿区小学校

ラクロス体験教室

6 月 21 日・28 日・７月５日に新宿コズミックスポーツセンターにてラク
ロス体験教室を行いました。初めてラクロスに触れる子どもたちが多いので
すが、ボールやクロスを使った練習をするとすぐに上達していきます。とて
も楽しそうに参加していたのが
印象的でした。人数の制限があ
りましたが、多くの子どもたち
が参加してくれました。

④1 学期期末試験
７月７日(水)～１０日(土)まで 1 学期期末試
験が行われました。試験に向けて自習室・カフ
ェテリアを活用して、多くの子供たちが勉学
に励んでおりました。

準決勝進出

⑥1 学期終業式
７月 21 日（水）に感染症対策の一環として校内ライブ放送を活用
し、子供たちは教室内の電子黒板を視聴する形で、1 学期終業式に
参加しました。校長先生からの講話では、夏休みを迎えるための心
構えを説いていただきました。また、夏休みの過ごし方について、
諸注意がありました。さらに、活躍した子供たちへの表彰や応援団
による柔道部の壮行会。生徒会からのお知らせもあり、子供たちも
聞き入っている様子でした。

⑦旅行業務取扱管理者講習
運輸科 1 年生を対象に、７月 26 日（月）～30 日（金）の午前
中、自宅でのオンラインを基本として実施されます。電波状況や
部活などにより、教室で受講する子供たちもいました。８月下旬
には模擬試験も実施されます。資格取得に向けて、有意義な夏休
みにしてください。
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⑧第 1 回

岩倉高校

職域接種

７月 25 日（日）岩倉高校での職域接種が、教育
活動をより安心安全な環境にて行うことを目的と
して、教職員・契約教員・関係業者・保護者の皆様
を対象に厚生労働省武田モデルナワクチン職域接
種（500 人規模）を実施いたしました。当日は、
医療従事者の方々に支えられ子供たちによるボラ
ンティア（保健委員会・将来医療系進路希望者）、
PTA 役員の皆さまにもお手伝いいただきました。
PTA の方には、校門案内から会場受付まで誘導を
していただきました。 （2 回目は 8 月 22 日）

【バスケットボール部】
〇男子 ２回戦進出
〇女子 出場
【陸上競技部（短距離・跳躍・投擲）】
〇東京都高等学校総合体育大会 南関東大会予選会
男子 4×100ｍR 第８位 菅澤智哉さん 三浦泰廉さん 前田汐音さん
走高跳 優勝 上原達哉（南関東大会進出）
【ラクロス部】
〇女子 中高女子ラクロス 春季関東特別大会 グループリーグ敗退
【サッカー部】
〇男子 2 回戦進出
【剣道部】
〇男子 団体戦 出場
個人戦 出場
【バドミントン部】
〇男子 ３回戦進出
〇女子 ２回戦進出
【テニス部】
〇男子 ２回戦進出
〇女子 参加なし
【臨時水泳部】
〇男子 1 名出場予定

大塚正晃さん

『文化部報告』
⑨部活動

大会報告

『運動部報告』
東京都高等学校総合体育大会 兼 全国高等学校総合体育大会(インターハイ)予選等報告
【柔道部】
〇男子 団体戦 ベスト 16
〇男子 個人戦 60 ㎏級 佐藤覇月さん 3 位
81 ㎏級 蓬田湧馬さん ベスト 8
〇女子 団体戦 ベスト 16
〇女子 個人戦 57 ㎏級 村山星花さん ベスト 8
57 ㎏級 新保寿莉さん 3 位
63 ㎏級 田中輝乃さん 優勝
78 ㎏級 坂凛香さん
ベスト 8
【硬式野球部】
〇第 103 回全国高等学校野球選手権記念大会 東東京大会 ５回戦進出
【卓球部】
〇男子 男子 団体戦
ブロック 3 回戦進出
女子 参加なし
【バレーボール部】
〇男子 男子 2 日目進出（東京都ベスト４８、参加校数１９５校）
〇男子 女子 2 回戦進出

PS : 今後 月一回、PTA 活動や子供たちの活躍を紹介していきます

【鉄道模型部】
〇第 13 回全国高等学校鉄道模型コンテスト 8 月 20 日〜21 日
【吹奏楽部】
〇東京都高等学校吹奏楽連盟 第 61 回東京都高等学校吹奏楽コンクール 8 月 10 日〜15 日
【放送部】
①ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト東京都大会[予選進出者および番組］
・アナウンス部門 １名 前村知沙樹さん（３年）
・朗読部門 ３名 岩﨑柚里香さん（２年） 三木愛実さん（２年） 池田怜恩さん（３年）
・ラジオドキュメント部門 １作品「想いを引き受けて」
・創作ラジオドラマ部門
１作品「私の大切な・・・」
・テレビドキュメント部門 １作品「ツイン・リサーチ」
②ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト東京都大会[決勝・全国大会進出者および番組］
・朗読部門 三木愛実さん（２年）/２位
・ラジオドキュメント部門 「想いを引き受けて」/１位
・テレビドキュメント部門 「ツイン・リサーチ」/３位
【書道部】
〇第 37 回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会 大会奨励賞 2 名受賞

