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〇 6月の学校
1か月まるまる学校生活があった6月は、1
学期の中心として充実したひと月となりまし
た。授業が進み、委員会や部活動でも、めざ
すものが徐々に形になってきたところです。
例年なら1学期の行事である球技大会や合
唱コンクールがメリハリをつけますが、今年
はあらかじめ1学期に全校行事を置くことを
避けたため、「6月は長いな」という印象も
あったかもしれません。
行事の代わりに設けたのが各学年2回のレ
クリエーションデーです。1年生は4月にオリ
エンテーションとして行い、5月・6月の2～3
年生は、学年の結束の機会として、また1学
期の中間地点での気分転換として、生徒と学
年の先生たちの企画で行いました。
内容は、2年生(5/31)がボッチャ、フリー
スローゲーム、リレー、学年内球技大会。
ボッチャはご存じパラリンピックの正式種目
で、誰もが楽しめる競技です。テニスボール
にカラーテープを巻いたボールを手づくり
し、丸くはならなかったボールが思わぬ方向
に転がるのが面白く、予想以上に沸く戦いと
なりました。午後の球技大会はAB組がバレー
ボール、CDE組がポートボールで、本来は球
技大会でやる種目です。
3年生(6/1)がフリースローリレー、器具リ
レー、全員リレー、AB組のバレーボール大
会。スポーツ推進委員が中心となり、当日に
エントリーを決めてスタートしていました。
フリースローリレーは、CDE組がゴールマン
となり、ポートボールの要素が入っていま
す。密にならないように大きめの器具でのリ
レーでした。
2年生、3年生とも、AB組とCDE組が一緒に
なって過ごす時間を、心から楽しみました。
何気ない声のかけ方や応援が、「（相手に
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とって）ちょうどいい」タイミングや距離の
取り方で、日頃からのつきあいによるものな
のだとわかります。校外学習に出ると、より
はっきりわかるのですが、たとえると、意識
下に自分以外、友だちの存在を入れることに
慣れている、という様子でしょうか。
〇

デジタルと対話
コロナ禍以降、対面を避けてデジタル機器
を通しての対話形式が進み、学校でも、授業
でクロームブックを使うほか、委員会内のコ
ミュニケーション手段といえば、クラスルー
ムというアプリを通じて行うことも多くなり
ました。学年・クラスを越え、委員会内の情
報の周知や意見の集計などに便利です。
一方、水曜日の7校時「探究科」の生徒と
担当の先生とのやり取りは、クロームブック
を使いながらも、対話が重ねられます。特に
2年生の個人探究は、アドバイザーの先生が
「教える」ものではなく、探究する本人の
「問い」の設定から始まり、「気づき」が深
まって成り立っていくものだからです。5～6
人のグループで、または1対1で、お互いの考
えに対する批評・批判を言ったり聞いたりし
て、それぞれの探究に新たな展開を見出す、
貴重な時間です。はっきりとした正解に向か
う教科の授業とは異なり、今、6月はまだ、
調べながら・考えながらの、「もやっと」感
がある段階です。やがて霧が晴れるように
「答え」が形になるまで、まだ時間はかかり
ます。掘り起こされていく潜在力は、「対
話」の積み重ねがあってこそのものです。
デジタル機器でのコミュニケーションには
功罪の両面が見出されています。大人であっ
ても、デメリットとなる部分の回避には気を
遣います。それが子どもであれば？メリット
があるがゆえに、思慮があっての利用である
べきです。この問題には深く十分な対話が欠
かせません。
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（ＡＢクラス）
１年生 「ゼミ活動スタート」
自然科学、人文・社会科学などの分野から興味のあるテーマを選択し、
担当の教員が出す課題を通して、探究の基礎力を養うのがゼミ活動の主
な目的です。以下に、今年度のゼミのテーマを紹介します。
NO! 人種差別 今後の課題
世界に存在するさまざまな人種差別はなぜ起こるのか。最近の事例や
ヘイトスピーチ・国や団体の取り組みから今後の改善策を探ります。
数字から考察、SDGｓ
グラフなどの統計資料から、現在の問題点を探ります。気候変動などに
おいては、数学的に今後を予測します。
燃料電池について
燃料電池のしくみを実験を通して理解し，普及に向けての課題や問題
点を探ります。
MOTTAINAI！ 身の回りの食品ロスを減らせ！
食品ロス問題の現状と、解決に向けた様々な取り組みを調べ、身の回り
の食品ロスの実態を調査し、改善策を考えます。
中学校における傷害(怪我)の発生要因と防止
～自己管理能力、危険回避能力を高めるためには～
中学校における傷害の実態を調べ、傷害の発生要因を探ります。
また、けがをしないための自己管理能力や危険回避能力について考
え、けが防止策を提案します。

２年生 「個人探究の取り組みの様子」
５月下旬から新しいグループで「個人探究」を進めています。新しく担当となった先生はアドバイ
ザーとして、今後、個人探究やプレゼンテーション発表に向けて生徒たちに助言をしていきます。現
在は、このほど導入した、『課題研究メソッド 2nd Edition』という高校レベルのテキストを活用
し、各自のテーマについてマンダラートチャートなどを用いて知識を確認しながら「リサーチクエス
チョン」を導く作業をすすめています。「リサーチクエスチョン」とは、「個人探究全体で明らかに
したい問い」のことです。「問い」を立てる→身近な情報源を用いて既存の資料を通して答えを見つ
ける→新たな「問い」を立てる、というサイクルをくり返すなかで、探究テーマに関する知識や理解
を広げ、深めていき、明らかにしたい問いにたどり着くことを目ざしています。また、調べていく過
程で思考ツールを活用することで、知識の整理にも取り組んでいます。ご家庭でも、どのようなテー
マでリサーチクエスチョンを導いているか、ぜひ話題にしてください。
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クラフト
壁などに掛けて使用する装飾
品を作成中。様々な工程に意
欲的に取り組んでいます。は
んだごては特に集中力を必要
としますが、生徒たちの好きな
工程の一つです。

（ＣＤＥクラス）
今学期も残り１か月。１年生も
すっかり慣れてきたところで、
各コースの様子を紹介します。

器楽
学園祭での発表に向けて練習
をしています。コードが速く変
わる曲に取り組んでいますが、
初めはスムーズにできなかった
ものの徐々にできるようになり、
皆、上達を実感しています。

被服
パッチワークをしたピースをキ
ルティングして、トートバッグを
作成します。縫い目をきれいに
見えるようにするのが難しいと
生徒たちは言っていましたが、
それがまた、楽しいそうです。

陶芸
デザインの段階から自分たちで
アイデアを出し、皿の制作をし
ています。学園祭で展示をした
あと、実際に自宅で自分が使う
ことを今から楽しみにしている
ようです。

切り絵
学園祭に向けた作品づくりはもう
少しあとのことになります。現在は
基礎練習を通して、カッターナイ
フの基本的な使い方などをマス
ターしています。とはいえ、細かい
作業はまさにカミ(?)技。

絵画
「あ じ さ い」な ど の テ ー マ
から自分が描きたい作品を
選 び、個人 で作業 を進め て
い ます。山 を立体 的に見 せ
る ため、新 聞紙を ちぎっ て
貼 り、着彩 をする などの 工
夫も見られました。

コンピュータ
1年生ではローマ字入力の基礎
から練習しますが、3年生とも
なると指の使い方も身につ
き、タイピングのスピードも
グッとアップします。現在、
ワープロ検定の練習中です。
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６月の部活動試合結果
野球部

バスケットボール部
●東京都中学校体育連盟バスケットボール部 101地区夏季大会

●第10ブロック中学校野球選手権大会（6/6 国分寺五中）
1回戦 対 国分寺五中

(5/30 立川三中）
男子

2回戦 対 立川三中

35-72

負

女子

2回戦 対 小金井二中

24-40

負

卓球部

1-2

負

●第10ブロック中学校野球夏季大会（6/26 昭和中）
1回戦 対 小金井南中

3-8

負

陸上競技部

●令和3年度10ブロック夏季卓球大会

●第72回多摩東部陸上競技大会 兼東京都大会予選3、4日目 入賞者

（男子団体・シングルス） （6/6 立川四中）
（女子団体・シングルス） （6/6 立川四中、6/13 立川七中）
男子団体

1回戦

対 桐朋中

0-5

負

女子団体

1回戦

対 副島中

2-3

負

個人戦 男子

３回戦まで

3年三浦くん

個人戦 女子

優勝

3年三島さん（都大会進出）

３位

2年渡辺さん（都大会進出）

（6/12、13 上柚木陸上競技場）
3年早坂くん

3年100m

11”97

8位

3年御子柴さん

3年100m

13”46

8位

3年村松さん

3年100m

12”98

3位

※３名は東京都大会進出
●第60回東京都総合体育大会兼関東、全国大会選考会 入賞者

（6/26,27 江戸川陸上競技場）
硬式テニス部

3年村松さん

●東京都中学校テニス選手権大会予選第8ブロック大会（団体の部）

(5/30 男子小金井一中 女子小金井二中、6/16 国分寺三中)
男子団体
女子団体

1回戦

対 立川国際中

4-1

勝

2回戦

対 上水中

1-3

負

1回戦

対 小金井二中

0-5

負

1回戦

対 小金井緑中

14”50

3位

共通走幅跳

5m14

4位

共通走幅跳

6m16

6位

※村松さんは全国大会出場決定
ダンス部
●東京私立中学高等学校協会第46回創作ダンス発表会

●多摩大会順位決定戦（6/12 小金井緑中）
男子団体

3年早坂くん

共通100mH

1-4

負

（6/20 昭和女子大学人見記念講堂）
作品：「運命の扉」

（今回審査は なし）

本校卒業生の村上茉愛さん（第27期生）が、このたび東京オリンピック体操競
技の日本代表メンバーに内定しました。5月15日のＮＨＫ杯で、3年ぶり3回目の優
勝を果たし、この結果から、東京オリンピックの切符を手にしました。前回のリ
オオリンピックに続いて2大会連続出場の快挙となります。
村上さんは中学生時代に、東中女子団体を全国優勝へと導いたひとりです。全
国団体優勝を2連覇、個人総合でも2連覇を達成しています。本番では実力を思う
存分に発揮し、日本女子体操界のけん引役として活躍されることを期待していま
す。

