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創立７０周年式典を新形式で
校長

平川

恒美

今週末11/6(土)に創立７０周年式典を迎えます。
緊急事態宣言解除のおかげで、現時点では全校生徒
が一堂に会して実施できそうです。大変恐縮です
が、保護者の皆様の参加はご遠慮いただき、限定さ
れた来賓の皆様をお迎えし、制作してきた映像を活
用して新形式で行います。生徒たちには歴史の節目
に立ち会う儀式的行事として位置づけ、自覚を高め
させたく存じます。式典は生徒に体験させる儀式と
して、学校教育で大切な時間と空間をともに過ごす
機会の一つです。黙って座っていることができる、
周囲に合わせて一列に並べる、といった行為は法令
のどこにも書いてありませんが、体験しないとでき
ないのです。その時になったらできる、と考えたい
ところですが、実は難しいのです。集団の中でしか
学べない、貴重な体験です。先日10/29(金)式典練習
第1回を実施しましたが、コロナ禍で歌唱指導自体
の機会がなかったためか、校歌が歌えなくなってい
ました。音楽科と生徒指揮者伴奏者の指導で見る間
に進歩しましたが、まだまだこれからです。
展示物として、古い収蔵資料を当日エントランス
と会議室、メディアセンター図書室周辺に展示しま
す。ご参列の来賓の皆様は、生徒会誌「高陵」バッ
クナンバーや、校舎模型など興味深い資料をご覧い
ただけます。これまでの麻布未来写真館写真パネル
と合わせて、一部はしばらく展示しますので、来賓
の皆様はじめ、ご来校の際はどうぞご覧ください。

式典は短時間で終了しますが、もともとの目的
は卒業生・地域の絆を結び直すことです。卒業年
度の同窓生の横のつながりはおそらく存在してい
るでしょう。式典をきっかけにSNS等を活用して
縦のつながりを創造していってもらうことを計画
しました。すでにFacebook「港区立高陵中学校
未来創造プロジェクト」で投稿を作成しておりま
す。社会に開かれた学校を目指し将来に継続発展
を期待したく、管理に関わっていただく生徒・地
域保護者の皆様のご支援をお願いいたします。

式典式次第 11/6(土)10:00-11:10
会場1体育館 会場２多目的室
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開式の言葉
国歌斉唱
校長式辞
来賓祝辞

【司会 副校長】

・港区教育委員会教育長
浦田 幹男 様
・港区長
武井 雅昭 様
・港区議会議長
清原 和幸 様
一 学校歴史紹介
一 卒業生インタビュー
卒業生 シンガーソングライター田口 花 様
卒業生 東北福祉大学野球部(前花咲徳栄高校野
球部) 綱脇 慧 様
卒業生 Jリーガー徳島ヴォルティス宮代大聖 様
コーディネイター 元PTA会長・
関西学院大学客員教授 大崎麻子 様
在校生 生徒会長FR・生徒会副会長SY
一 ギター部演奏 「I SEE THE LIGHT」
一 校歌斉唱
指揮:3-3FR 伴奏:3-1SY
一 閉式の言葉 実行委員長 渡邊 光太郎 様

生徒・地域からの意見の実現企画
１

式典紹介動画 YouTube に投稿
→後日短縮版を限定公開で実行、全記録を DVD
化して生徒・関係者に配布
2 キャラクターデザインを募集・決定
→3-1IM 原作。紹介動画、印刷物掲示物に活用
3 航空写真撮影
→掲示・記念誌・記念クリアファイルに使用。
4 麻布総合支所連携写真パネル展を実施
→更新しながら継続的に校内掲示。地域へ協力
依頼とともに期ごとの同窓会等へ同窓会会場提供
5 インスタ映えスポットの設定
→カウントダウンボード設置、学校銘板更新
6 生徒実行委員会の組織化
→記念誌担当生徒企画(共通テーマ「校内で一
番好きな場所は?」)
→映像担当による学校歴史紹介動画制作
7 記念横断幕の設置
→４月から校舎に掲示「歴史を伝え、未来には
ばたけ」卒業生 MK 3-2NS 発案テーマ

記念事業
1

令和３年度・新標準服採用
新デザイン上衣、選択自由なスラックス・スカー

ト・ネクタイ・リボン・ニットベスト・ポロシャツ
の採用(２．３年生の希望者も着用可、１年生の旧
標準服の着用可等)
2

学校設備更新

令和２～３年度

校庭改修、冷水器更新、ピロティ周辺施設改修
(床材・植栽・ベンチ・植栽桝・隣地境界壁等)

１年生日本文化体験

10/4(月)
本校らしい文化の香り高い貴重な機会です。ご
指導いただく講師の皆様のお陰で、今年も充実し
た内容を展開していただきました。講師の皆様に
心から感謝申し上げます。本物の道具に触れられ
るのもなかなかすごいことです。
２年生キャリア講話発表10/5(火)12(火)16(土)
3回にわたって発表を全員が体験しました。7月に
実施したキャリア講話について、自分が体験した
講座の発表を他の友達に行うという内容です。順
調な成長ぶりです。相手意識、目的意識を明らか
にして、一層の進歩を期待しましょう。
小中合同あいさつ運動10/7(木)
高陵アカデミーの本村小学
校、笄小学校正門に中学生が出
かけて実施しました。元気なあ
いさつの声が響きます。みんな
でやると大きな声でおはようご
ざいますの声が出せますね。

東京都の英語能力向上事業
日本英語能力検定協会作成のテストを港区教育
委員会の支援で、本校で全員の生徒が受験しまし
た。生徒たちは真剣に取り組んでいました。
10/12(火)３年 10/13(水)１年 10/14(木)２年

学校公開週間

10/11(月)-11/16(土)
分散したご参観にご協力ありがとうございます。
以下に紹介する盛りだくさんな内容でした。

デジタル教科書フィージビリティ研究
10/15(金)、文部科学省調査に協力している本校の
デジタル教科書使用の実態調査がありました。各教
科でのデジタル教科書使用の実態を多視点からカメ
ラに収めて検証しようという試みです。その後意見
交換の場を設定して代表教職員から生の声を集め今
後のデジタル教科書使用の貴重なデータとします。

中学校英語スピーキングテスト
（ESAT-J）10/16(土)3年生が実施
令和４年度（現２年生）から都立入試で導入され
ますが、一時は本年度入試から導入予定だった３年
生は確認プレテストとなりました,外部から12名の
運営員が円滑に進めてくださり無事終了しました。
合同防災訓練を新形式で 10/16(土)
笄小学校地区防災協議会・麻布総合支所の皆様と合
同防災訓練を実施しました。感染症対策のため、今
年は中学生達のタブレット端末から「東京防災」ア
プリを活用した防災シミュレーションを見学いただ
き、校長が防災拠点としての中学校1施設説明を巡
回しながら行う、という形式で実施しました。

生徒会グリーンプロジェクト
3年生旧生徒会役員はじめ有志の皆さんが公約を
実行して植栽を修正し、たくさんの有志の生徒たち
が集まり、無事に終了しました。科学部指導員の岡
田の園芸支援のもと、綺麗に仕上がりました。
進路説明会ハイブリッド型(ZOOM)
10/23(土)配信も実施し、体育館ご参加の皆様は1
年3名、2年14名、3年25名の合計42名、オンライン
でのご参加は71名でした。今年度は出願が個人での
郵送となるなど、新しい対応が多く、特に3年生の
保護者の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
合理的配慮の基本は 10/27(水)
校内研修を行い、青山特別支援学校から特別支援
コーディネイター飯干真先生をお招きして、合理的
配慮の基本を改めて確認し、事例への対応を学ぶ機
会としました。いわゆるわからない生徒への支援の
認識は、見方を変えれば対応が変わり、知識を深め
て備えることで、生徒の可能性を広げられます。

高陵中学校生徒の活躍

部活動新人大会

皆様の応援を心の中でお願いします!
バドミントン部大健闘!
10/3(日)女子個人戦 会場:三田中
女子ダブルス 優勝 1-3KR 1-1FR組
女子シングルス 優勝 2-1MR
女子シングルス 準優勝 1-3TU
女子シングルス 第3位 1-2MＦ
10/10(日)男子個人戦 会場:青山中
男子ダブルス 第3位 2-2KK 2-1KH組
10/17 (日)港区中学校バドミントン団体戦
女子 会場:本校 優勝
男子 会場:青山中 第3位

男女バレーボール部はブロック大会へ
男子10/17(日)会場:港南中 ●慶應中 〇高輪中
10/24(日) 会場:港南中 ●芝中⇒港区４位
10/31(日)ブロック大会会場:大森一中 ●大森一
女子10/10(日)会場:高陵中 対戦校棄権⇒１位
10/24(日)会場:港南中 ●慶應中 〇対戦校棄権
⇒港区２位
10/31(日)ブロック大会会場:高陵中 ●大森七中

バスケットボール部は継続中

男子・女子10/31(日)会場:白金の丘学園
男子 ●広尾学園
女子 〇広尾学園⇒
11/3㈷会場:白金の丘学園 VS青山中

港区交通安全ポスターコンクール
表彰式は区長出席のもと、10/29(金)港区役所で行
われるとのこと、おめでとうございます。港区配布
の資料などでポスター原画が紹介されていますので
ご覧ください。
(中学生の部) 銀賞 1-1TY 「命を守る交通ルール」

PTA実行委員会で意見交換10/16(土)

薬物乱用防止ポスター・標語コンクール

保護者の皆様との貴重な直接の意見交換が行われ
ました。修学旅行代替行事の検討、行事の目的と
教育課程上の位置付けなどご理解いただけたかと
存じます。保護者の皆様から、ツィッターのフォ
ロワーになる危険性や対策についてご意見をいた
だき、ありがたい限りでした。

東京都薬物乱用防止推進協議会・みなと保健所
が主催するコンクールに入選です。おめでとうご
ざいます。 標語の部 優良賞
「悪魔の囁き 聞かないで」 2-2KN
編集後記 式典まであと
５日です。HP・ツイッタ
ー・FB・学校だよりなど
へのご意見がありました
ら 校長・副校長までお
知らせください。

麻布未来写真館写真パネル展を更新10/20
麻布総合支所のご支援で、新しいパネルと以前の本
校周辺の関係深いパネルと合わせて展示していま
す。式典の後もしばらく展示を続けますので、ご利
用ください。

