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●3年生 横浜鎌倉学習 ●1年生1日校外学習    

●38期友愛会報告会  ●SDGs Day      

●英語スピーチコンテスト 

 

ＨＩＧＡＳＨＩ 

   ＣＯＭＰＡＳＳ 

一歩前進 

  

校長 菊地 知恵子 

 

〇 3月の学校生活 

 3月は1年間あるいは3年間のまとめや振り

返りの月です。3年生は長かった受験の日々

を終え、最後の校外学習である横浜・鎌倉学

習へ。1年生は職業体験を兼ねてお台場での

一日校外へ。その間に2年生も学年レクリ

エーションで楽しい時間を過ごしました。こ

の3年間、コロナ禍での校外学習計画は計画

通りにはいかず、中止、延期や行先の変更を

重ねながらも必要な経験を積み重ねるために

工夫をしてきました。特に3年生は在学中の2

年間は宿泊での校外学習に行けなかったこと

から、今年度は3回（CDE組は4回）の校外学

習を実施し、卒業を目前にした今回はことさ

ら思い出深い校外学習になったことと思いま

す。学年が一体となって同じ経験ができるの

は、学校という場がもつ豊かさです。1年間

の学校生活を経て、みな1学年分、大人にな

りました。ひとつやり終えた安心感、未来を

見据えての希望と決意、明るい表情に満ちた

学年末も、いよいよ締めくくりです。 

 

〇自分の中を見る 

 東中の教育の真髄は、自分の（自分たち

の）力でやりきる力をつけることです。いつ

も言うことですが、成功体験を積むことも大

事、しかし失敗や挫折も、今経験しておかな

ければならないことです。大人になっていく

日々に経験しているのは、否応なく自分自身

を見ること、セルフモニタリングです。何か

うまくいかないことがあった時に、ちょっと

ごまかしてしまったり、その場を取り繕って

しまったとしても、自分の心に嘘はつけませ

ん。何が問題だったのか、安易な答えをださ

ずに、自分の中を見ることができるかどう

か。苦しいことですが、その葛藤は自分自身

にしか解決できません。大人になるとは、自

分を客観的に見ることができる力を得ること

だと言ってもいいでしょう。3年生は進路選

択という大きな課題に向き合い、自分という

ものをしっかりとつかみました。1年生や2年

生にも、日々の葛藤の中に、「一歩前進」の

成長がありました。セルフモニタリング、そ

してセルフマネジメント。自分で解決するこ

となのか、誰かに相談することなのか、その

判断ができるようになるのも大人への一歩で

す。周りの大人が「先回り」して答えを与え

てしまってはいけませんし、しかしある時に

は真剣に向き合わなければなりません。何が

本質かを見極め、心の中の自己対話の質を一

歩、高めてほしいと思います。 

 

〇 世界への視点 

 ところで、13日のSDGs DAYには、今年度は

国連WFP(世界食糧計画)の方に講演をしてい

ただきました。自分たちにどんな行動がとれ

るか意見を出し合うワークショップ方式は考

えを深められ、とても新鮮だったようです。

昨年度のSDGs DAYにはUNHCR（国連難民高等

弁務官事務所）協会の方による講演を行いま

した。世界の出来事は「自分ごと」になって

いく。知識だけではだめで、行動しなけれ

ば。生徒たちの感想にはそんな思いが見られ

ました。 

 

 明日は38期生の卒業式です。この学校で学

んだことを胸に、この先の社会でいろいろな

人と出会い、ともに暮らす社会を作り上げて

いくこと、世界中の人とともに生きるために

考え続けていくことを切に望みます。 

   38期卒業生の人生に幸多かれ。  

   卒業、おめでとう。 
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 学年としての最後の校外学習であった今回は、暖かい陽気で天候にも恵ま

れました。初日のメインイベントは劇団四季のミュージカル「アナと雪の女

王」の観劇と、クルーズ船マリーン・ルージュでのディナーを楽しみまし

た。２日目は新江ノ島水族館でイルカショーを楽しむなど、盛り沢山の２日

間でした。特に初日の劇団四季の観劇とディナークルーズは印象深かったよ

うです。以下、生徒の感想です。 

「劇団四季のアナ雪は、セットや服装が次々と変わり、歌も、映画の歌をア

レンジして歌っていたりして、とても面白かったです。」  3年Ａ組 Ｍ.Ｍ  

 

「イルカショーでは、飼育員の方々の盛り上げが上手く、ダイナミックな

ジャンプは圧巻でした。」                3年Ｂ組 Ｃ.Ｗ 

 

「最も思い出に残っていることは、船の中でディナーを食べたことです。普

段食べない豪華な魚やお肉の上品なフレンチの味で、横浜と東京の夜景と

マッチしていた、ディナークルーズでした。」       3年Ｅ組 Ｓ.Ｙ  

 今回は「フジテレビのお仕事」の職場体験学習を中心にフジテレビのスタ

ジオ、日本科学未来館の見学にも行ってきました。「めざましテレビを作ろ

う」にはA～E組の１０人程度の横割り班で、サブ（制作・技術）、スタジオ

（制作・技術・キャスター・ナレーター）の仕事を事前に分担して臨みまし

た。実際の機材の扱い方をマンツーマンで習い、リハーサルを行い、本番に

入ります。その流れは非常にスピーディー且つ正確で実際のTV番組作りの緊

張感も味わいました。ほんの数分間の番組制作体験ではありますが、多くの

人が関わっていることだからこそのチームワークの必要性も感じたところで

す。また湾岸スタジオ内の美術倉庫や実際の番組セットが組まれたスタジオ

の見学、TVで見る大きさとの違いや番組の裏話も聞くことができました。 

 職業体験以外に日本科学未来館、スタジオの展望台も班活動となりまし

た。それぞれ興味が違う班員も互いに気遣い、声を掛け合いながら見学をす

る、時間を意識した行動は来年度以降の校外学習でも活きる力となってきま

す。今回は日帰りでの活動でしたが、お互いを知り絆も深まる時間を過ごす

ことが出来ました。 

  

 １年間の友愛会活動の振り返りとして、第38期友愛会の報告会が行わ

れました。どの委員会も昨年度の活動をただ踏襲するのではなく、今年

度ならではの工夫を凝らしたり、斬新なアイデアで新たな試みをやって

みたりと、38期生のカラー溢れる活動が行われてきたことが、各専門委

員長から報告されました。また「SDGsの学びを行動に移す」という今

年度の方針についても有志によるSDGsプロジェクトがリーダーシップ

をとって形にしてきました。生徒が主体となって学校生活を盛り上げる

伝統が、また次の代へと受け継がれていきます。 
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１年間の英語学習のまとめとなるスピーチコ

ンテストを3月15日に行いました。各学年･ク

ラスで行われた予選を経て、19名の代表者が

本選出場を果たしました。各学年のテーマは

(1学年)My Favorite、(2学年)My Memory 

 (3学年)My Opinion on SDGsです。発音な

どの英語力はもちろん、聞き手により伝わり

やすくするため、話す速さや強弱などの工夫

もみられました。中でも３年生は特に表現力

に優れ、下級生の模範となっていました。優

秀賞は各学年で１名に与えられますが、特別

選考枠*の生徒が対象となった場合は、もう

１名が一般枠から選ばれます。 

 ＊(特)…特別選考枠。英語圏からの帰国生または英語   

          の学習環境 にあった生徒の中から選出。 

＜祝 優秀賞＞  

１年生：山本くん・江口くん 

２年生：市川さん・江渡くん 

３年生：増田さん 

クラス 氏名 タイトル 

1年 山本くん Special subject for me 

1年 吉村くん Oceans & the Waves 

1年 富川さん My favorite internet culture 

1年 廣川くん Kendo 

1年 江口くん 
Improving skills while having 
fun makes better 

1年 高梨さん Drawing pictures 

1年 牧野さん Gamers 

2年 池田さん Family Trip 

2年 浅田くん My Trip to Nagasaki 

2年 江渡くん My birthday 

2年 市川さん First Time on Stage 

2年 鈴木さん The stage that changed my life  

2年 黒崎さん Halloween 

2年 赤池くん Kiyosato staying 

3年 平工さん Stand up for Children 

3年 増田さん Global Medical Disparity 

3年 石井さん Poverty and Disabilities 

3年 山本くん High Quality Infrastructure 

3年 山本くん Working Children 

＜本戦出場者（発表順）＞ 

３月１４日、今年度2度めのSDGs Dayが開催されました。第一部ではプロジェクトの生徒が、①「国連WFP（世

界食糧計画）」に関するクイズ、②「FSC（森林管理協議会）」について、③「風力発電」についてそれぞれ発表

を行いました。第二部は、国連WFP協会の方の講演。『SDGsと国連WFPの食糧支援～飢餓ゼロを目指し私たち

にできること～』と題して、飢餓の状況、国連WFPの活動内容、SDGs とWFP の活動の関係性、食品ロスの問題

などについてのお話を伺いました。続いて「食品ロス削減と飢餓ゼロのためにどんな具体的なアクションができる

だろう？」というテーマでグループワークを行い、課題解決に向けた具体的なアイデアを班のなかで発表し合いま

した。今回の講演会は、様々な発問をもとに生徒たちに考えさせるという授業のようなスタイルで、生徒たちも積

極的に自分の考えを発表

していました。いま、世

界で起きていることを知

ることができ、自分たち

にできる具体的なアク

ションについて考える貴

重な機会となりました。 

 

SDGs  DAY    国連WFP（世界食糧計画）の講演とワークショップ 
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 ２年生が１年間をかけて取り組んだ個人探究作品の校内審査がおわ

り、以下が優秀賞・奨励賞・入選となりました。 

 氏 名 タ イ ト ル 

優 

秀 

賞 

藍原さん   
日本の生活保護制度の実態について～貧困は自己責任？「最後のセーフ

ティーネット」とは～ 

市川さん   身近な環境負荷の見える化～電気自動車って本当に環境に優しいの？～ 

伊藤さん   これからの家～江戸時代の家から住み続けられる家を考える～ 

菊地さん   海洋プラスチック問題から考える生分解性プラスチックの「可能性」 

橋本さん   表紙絵で内容を伝えるには ～近代文学小説をリニューアル～ 

横石さん   中学生の片付けと身につく力 

奨 

励 

賞 

奥川さん   オノマトペの可能性 

黒崎さん   髪が痛みにくいヘアカラーの利用方法～ダメージを減らすには～ 

小林くん   昆虫に優しい農業～地球を救う虫たちをもうムシできない！～ 

戸塚くん   新プラスチック～牛乳から作るプラスチック～ 

長尾さん   コートジボワールでICT教育は普及できるのか 

入 

選 

池田さん   児童虐待を根本的になくすためには 

伊藤さん   猫の慢性腎臓病～治療継続のためには～ 

早川くん   色で変わるポスターの印象 

万城目さん   ソシオパスを生まない生育環境 


