PTA 企画室からのお知らせ
① 11 月 24 日（水） 私学振興全国大会が開催されました
東京・メルパルクホールで「私学振興全国大会」を、日本私立小学校連合会、日本私立小学校中学校高等学校保護者会連合会と共
に開催いたしました。コロナ禍での開催でしたが、当日は、政府・与党国会議員にご来臨賜り、全国の私立学校関係者が集い、文
部省の私立高等学校等関係政府予算に関する満額実現を要請いたしました。
大会は盛会となりました。本校からは田中 弥生 様（父母の会中央連合会 第五支部 婦人部長）が参加いたしました。

② 12 月 18 日（土） 天体観望会を開催しました
PTA 役員の皆様をお迎えし、12 月 18 日（土）16
時より、
校長先生おすすめの天体を反射望遠鏡で観望
する、岩倉高校天体観望会を開催しました。
「木星とダイヤモンド」と題し、12 月中旬の東京の
星空について、
校長先生からプレゼンテーションして
いただいた後、西館屋上にて金星と木星（ガリレオ・
ガリレイによって発見され、
地動説の裏付けの一つと
なった木星の衛星も）
、そして土星を観望しました。
「すごい、綺麗だ」という感嘆の声が上がる中、刻一
刻と輝きの位置を変える星を追いかけるべく、
校長先
生が望遠鏡を操作してくださいました。
接眼レンズの
奥で輝くその形や色彩は、実に鮮やかな姿でした。
今回の催しは、PTA 独自の教養講座等を開講できる
よう、その足掛かりになればとの思いも込めて実施さ
れたものです。夜空に輝く星のように、これからも
PTA 活動が輝き続けられるよう、星に願いをかける
一同でした。

【PTA 役員の声】
・地球は蒼く、空は果てしなく広く、かがやく星は手
には届きませんが、ゆえに限界を決めず手を伸ばし
続け、まばゆい光に無限にある可能性に気づける人
生でありたいとより深く感じた日でありました。
・月にも、花にも、一生に一度という瞬間があるそう
です。校長先生が私たちに見せてくれた、遠く輝く
金星は、皆で見られた一生に一度の瞬間でした。森田校長先生に心よりお礼申し上げます。
・岩倉生も、校長先生の星の授業きっと喜ぶと思います。娘も息子も、私も、岩倉が大好きです。

③ 12 月 18 日（土） 留学ロングプログラム参加者向けの最終オリエンテーションを開催しました
留学ロングプログラムに参加する 4 名の生徒を対象に出国前の最終オリエンテーションを行いました。開会に際して校長先生か
らメッセージをいただき生徒達の顔も引き締まって見えました。
その後学校からの連絡・留学先の国ごとに分かれての説明を受けました。出発時の留意事項や入国時に際しての注意を受け、
「い
よいよ旅立つんだ」という決意を生徒の顔から窺い知ることができ、とても頼もしく感じました。
年内に出国する生徒もいますが、残された時間を少しでも有意義に過ごし、各自の留学の質を高めてほしいと思います。

PTA 企画室からのお知らせ
④ １２月１８日（土） 【放送部】活動報告会を行いました
昨年に続き今年もオンライン配信による活動報告会を実施しました。来校者
をお迎えすることはできませんでしたが、大会出場作品の上映や創作ラジオ
ドラマと朗読の実演を多くの方々に視聴いただきました。

◎『NPO 法人 世界遺産アカデミー主催 第４４回 世界遺産検定 ２級合格者』
【２年Ｂ組】浅川 雅樹 【２年Ｍ組】須藤 剛志
以上 2 名
◎『日本ニュース時事能力検定協会主催 ニュース時事能力検定試験 2 級合格者』
【３年Ｂ組】風間 香凜 【３年Ｊ組】前村 知沙樹 【３年Ｋ組】岡 勇樹 【２年Ｂ組】大﨑 広睦

以上 4 名

◎『第３２回 伊藤園 お～い お茶 新俳句 大賞 高校生の部 優秀賞』 【２年Ａ組】倉持 成実
◎『令和 3 年度 第７０回全国高等学校柔道大会 全国高等学校総合体育大会インターハイ 第３位』 【３年Ｉ組】田中 輝乃
田中さんは、強化委員会特別推薦により、1 月に行われる講道館杯・全日本柔道体重別選手権大会の出場権を獲得いたしまし
た。講道館杯は、体重別柔道日本一を決定する大会です。オリンピックや世界選手権の選考会も兼ねています。

⑤ 12 月 24 日（金） 2 学期終業式
体育館で終業式を実施しました。会場の密集を避けるため、今回は 2 年生のみが体育館で終業式に参加しました。1 年生と 3 年
生は各 HR クラスで終業式の状況をライブ配信で参加しました。校長先生からはチャレンジすることの大切さについて教えていた
だきました。表彰に関しては、検定取得者、柔道部、放送部と吹奏楽部、生徒会の美化委員から 3 年 C 組が表彰されました。
式終了後、上野警察署から防災についての講話がありました。生徒会からは新たな活動、ピア・サポート活動が紹介されました。

◎『生徒会美化委員会から』
年間清掃確認 優秀クラス 【３年Ｃ組】 年間平均９．７点（10 点満点中）
●放送部
◎『東京都高等学校総合文化祭 放送部門・中央大会決勝』
・総合 第２位 代表【２年Ｂ組】浅川 雅樹
・朗読部門 第２位【２年Ｄ組】岩﨑 柚里香
第６位【２年Ｄ組】三木 愛実
・オーディオメッセージ部門 第１位 「ミツバチとともに」 代表【２年Ｊ組】逆藤 春蔵
・ビデオメッセージ部門 第２位 「鶯谷所印」 代表【２年Ｄ組】北村 文人
・オーディオ ドラマ「インフォームド・コンセント」部門 第１位 代表【２年Ｌ組】大川 紗典
◎『第６８回 ＮＨＫ杯 全国高校放送コンテスト「ラジオ ドキュメント」部門 制作奨励賞』 代表【３年Ｊ組】寺内 美晴
●吹奏楽部
◎『第６１回 東京都高等学校 吹奏楽コンクール A 組 金賞』 代表【３年Ｄ組】白戸 遥華
◎『第６１回 東京都高等学校 吹奏楽コンクール B 組 金賞 最優秀賞』 代表【３年Ｊ組】秋池 祥太
◎『第６１回 東京都高等学校 吹奏楽コンクール C 組 金賞 最優秀賞 』 代表【３年Ｇ組】長谷川 日向

2 学期終業式での表彰生徒一覧 【敬称略】
◎『一般社団法人 全国旅行業協会主催 令和３年度 国内旅行業務取扱管理者試験 合格者』
【２年Ｊ組】池竹 慶彦、逆藤 春蔵、佐々木 陸登、小糸 玲王、田中 夏美 【２年Ｍ組】大坂 亮介、佐藤 英敏
椎名 大和、須藤 剛志、平山 拓空 【１年Ｊ組】桜庭 翼、山口 純、吉岡 宏通 【１年Ｋ組】 遠藤 光、若槻 大地
【１年Ｌ組】上田 巡
以上 １６名
◎『公益財団法人 日本英語検定協会主催 ２０２１年度 実用英語技能検定 準１級 合格者』
【３年Ａ組】難波 りな、西間庭 桃子
以上 ２名
◎『公益財団法人 日本英語検定協会主催 ２０２１年度 実用英語技能検定 ２級 合格者』
【３年Ａ組】髙橋 幸之介、須賀 常滋、田中 太晟、生井 達也、安藤 匠音、柴﨑 駿、髙橋 秀平、田﨑 日彩
【３年Ｂ組】蔡 瑩、松山 里緒菜、田島 綾乃、細金 はるか、細野 大斗 【３年Ｃ組】髙見澤 賢一
【３年Ｄ組】菊池 航大、高橋 志歩、松下 和佳奈、柳沢 悠生、市橋 泰暉、倉持 成実、竹節 礼歌、寺口 慶翼
【３年Ｇ組】小林 光啓 【２年Ｂ組】市川 颯人 【２年Ｃ組】石井 凛太郎、田口 祐大 【２年Ｅ組】廣瀬 師直
【２年Ｊ組】岡本 淳
以上 ２８名
◎『公益財団法人 日本漢字能力検定協会主催 日本漢字能力検定 ２級合格者』
【３年Ｊ組】島田 勇 【３年Ｋ組】鶴見 侑樹 【２年Ｂ組】温井 美咲 【２年Ｅ組】石﨑 まゆ、飯塚 陽翔

以上 ６名

PS : 今後 月一回、PTA 活動や子供達の活躍を紹介していきます

