

いまだ江戸時代の伝統や習慣が
残っていた明治時代初期において
は、こうした吉祥模様が、日常的に
用いられていたのです。
（家政学部教授 長崎巌）

とができました。
幼稚園では、毎月行う避難訓練で、
毎回様々な企画を取り入れています。
月 日（木）には、警戒宣言が発
令されたことを想定し、保護者の方
が緊急連絡を受けて出来るだけ徒歩
で幼稚園にお迎えに来る引き取り訓
練を実施しました。 月 日（月）
には、消防署の方に来ていただき、
地震時の行動の仕方などの紙芝居を
見たり、日常生活の中に潜む危険な
行動などをカードや人形などを使っ
てお話しいただいたりしました。
なお、本学園では、平成 年 月
日（月）付で千代田区と防災協定
を締結し、協力体制を強化していま
す。今後も学園を挙げた取り組みを 進めてまいります。
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巻頭インタビュー

3

9

つの講堂に
込められた想い

聞かせ願えますか。
理事長：現在はどちらの講堂も学
生・生徒・園児の学内行事等で活用
していますが、特に八王子講堂につ
いてはもっと近隣の方々や、近くの
小中学生に来ていただけるような行
事も増やしていきたいと考えていま
す。中でも、ウィーン少年合唱団の
公演には特に力を入れていきたいと
思っています。一昨年までは神田一
ツ橋と八王子で隔年実施していまし
たが、昨年初めて両キャンパスで実
施しました。今年も両キャンパスで
行うことにしています。多くの方々
に彼らのすばらしい歌声を聴いてい
ただきたいですね。
─理事長のお話をうかがって、共
立女子学園が講堂を大切にしている
理由が良くわかりました。キャンパ
スに講堂を持っていることの幸福を
噛みしめていきたいと思います。

大学・短期大学では、平
成 年 月 日（木）
、神
田一ツ橋キャンパス 号館
において、授業時間中に地
震と火災が発生したことを
想定した緊急避難訓練を実
施し、また 月 日（土）
には、本館において防災訓
練を実施しました。グルー
プ毎に起振車体験や消火器
体験、消火栓や非常用電話
の実地説明、
炊き出し、
防災
備蓄品の確認等を行い、
実
際に体感する形で防災意識
を高める機会となりました。
中学高等学校および第二
中学校高等学校では、 月
日（月）に各キャンパス
で全校生徒を対象に防災訓
練（避難訓練）を実施しま
した。中学高等学校では防
災頭巾を、第二中学校高等
学校では防災用ヘルメット
をつけ、校舎内からグラウ
ンド等へ整然と避難するこ
9

鼠平絹地糸巻巻絹
模様着物
明治時代・ 世紀

19

「いき」の美意識を背景に町人女性
の間で流行した鼠色が、さらに洗練
されたもので、模様表現も江戸時代
のそれより一層細やかなものとなっ
ています。
表されている模様
は、立木に糸巻きから
ほどけた絹糸が絡みつ
き、幹の周囲には友禅
染の反物が散らされて
います。
古代以来貴重品で
あった絹の反物は、江
戸時代おいては、その
価値ゆえに吉祥の意味
を与えられていまし
た。また繋ぎ目がなく
長い絹糸も、
「永遠」
をイメージさせること
から、吉祥のモチーフ
とされていました。

9

24

25

25

2

濃い鼠色の平絹地に友禅
染と刺繍で模様が上品に表
わされているこの着物は、
その特徴から明治 年代の
作品と推定されます。
この時期の着物の特徴
は、濃い鼠色や、これにわ
ずかな色味を含んだ色を地
色とし、裾の部分に風景模
様あるいはそれに近い模様
を表す点で、それは成人女
性の着物だけでなく、若い
女性の振袖にも見られまし
た。そして模様は友禅染を
基調に、刺繍をわずかに加
えて繊細に表現されます。
地色は、江戸時代後期に

9
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学校法人共立女子学園
学園長・理事長 石橋義夫

─共立女子学園には、神田一ツ橋
と八王子の両キャンパスに立派な講
堂があります。共立講堂と八王子講
堂ですが、これは学校法人としては
大変珍しい事だと思いますが。
理事長：そもそも神田一ツ橋キャ
ンパスに共立講堂を作ろうと発案し
たのは創立者の一人である鳩山春子
先生です。先生は「学校教育の中で
講堂というものは重要である。そこ
に学生・生徒を集めて勉強会や講話
をすることが教育上とても重要なこ
とである」として自らも進んで講話
をしておられたようです。共立講堂
が落成したのが昭和 （1938）
年のことです。

避難訓練・防災訓練等への取り組み
共立女子大学コレクション

八王子講堂内部

への情熱が共立講堂を生んだという
例年になく寒さが続く 月中旬、 ことですね。八王子講堂はどのよう
学園長室において石橋義夫学園長・ な経緯で生まれたのでしょうか。
理事長にインタビューを行いました。
理事長：八王子キャンパスにつき
ましては、昭和 （1963）年ご
ろから校地を取得し始めました。当
時、
八王子には卒業生が割合多くて、
是非八王子に来て欲しいとの声もあ
り、
何かと協力していただきました。
その後時間をかけてキャンパス整備
に注力してきました。八王子講堂が
完成したのは昭和 （1986）年
です。私は当時常務理事としてかか
わっていましたが、新しいキャンパ
スにもやはり神田一ツ橋と同様の教
育上の配慮が必要だと思っておりま
したところ、鳩山春子先生の講堂へ
の思い入れを八王子の地でも実現す
べきだと思い至りました。
幸いにも、
多くの方々のご尽力を賜り完成にま
でこぎつけることができました。
38
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─今後の講堂の利活用についてお

共立講堂と本館
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─鳩山春子先生の並々ならぬ教育
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学校法人共立女子学園は
平成 （2016）
年に
創立130周年を迎えます 。
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共立女子短期大学

文科長

岡部隆志

1

岡田悟

1

生活科学科長

文科は平成 年度から 年生の必修
科目として「キャリアデザイン演習」
を設けました。この科目は、 年次後
半から始まる就活や編入に向けての対
策を正課を通して行う授業です。特に
就活対策の授業では、グループワーク
によって学生同士が互いにコミュニ
ケーションを取りながら、自己分析、
履歴書の書き方、面談対策等実践的に
学んでいきます。
正課外においても、文科助手や有志
の学生が「就活交流会」という組織を
作り、 年生と 年生の就活や編入に
向けた相互の交流会、あるいはOGを
呼んでの交流会などのイベントを開催
しております。
また、文科の独自な修学支援施設と
して「読書室」
「自習室」
「コミュニケー
ションルーム」があります。いずれも
小さな部屋ですが、文科の学生の自主
的な学びを支援する場所として設けら
れました。
学生の就職活動も、文科のリテラ
シー教育の成果がやはり問われると考
えております。そのためにも、正課や
正課外の教育以外に、学生が自主的に
学ぶ場を作り、
また、
コミュニケーショ
ン能力を鍛える機会や場を整えること
が必要です。学生が協働して学んでい
く環境はまだま
だ充分ではあり
ません。新年度
を迎えるにあ
たって、文科と
しては、そのよ
うな環境作りに
取り組んでいき
たいと思ってお
ります。

1

各学部科における新年度へ向けた教育研究への取り組み
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今年のソチでの冬季オリンピックは
大変盛り上がりましたが、2020年
オリンピックの東京開催決定も大きな
ニュースでした。その招致活動の中で
「お・も・て・な・し」という言葉が
使われ、流行しました。
さて、
「もてなす」
「もてなされる」
という関係で言えば、子供の頃は、も
てなされてばかりだったでしょう。し
かし、短大で学ぶに連れて自分にもて
なす力がついてきて、誰かを助けるこ
とができる立場になっていることに気
付くと思います。
卒業後社会に出て、周囲の方々から
信頼を得、仕事を任され、収入にも繋
げることができるようになるには、誰
かを助けて、即ち、おもてなしをして
あげなければなりません。その準備の
ためにも短大での学習は大切で、生活
科学科の教育はこうした背景を基に行
われています。
また、生活科学科では、早い時期か
ら情報教育に力を入れるなど、新しい
時代を切り開く人材を育てることに努
めてきましたが、一方で、日々の食事、
衣服、住まい、あるいは、生まれ育ち
老いていくというライフサイクルと
いったいつの時代にも人々の生活を支
えるのに欠かせない条件について深く
考える人になっ
てほしいという
一貫したテーマ
を持ってきまし
た。こうした両
方の性格を兼ね
備えた教育を平
成 年度も行っ
ていきます。
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2

看護学部長代行・看護学科長代行
矢野章永

平成 年度に開設された看護学部は
順調なスタートを切り、 年目を迎え
る本年、より一層の飛躍を目指してい
ます。
共立女子大学の建学の精神は、教養
を身につけ職業の基礎づくりをするこ
とにより、社会的自立を目指すことで
す。これは現代においても重要なテー
マであり、看護学部・看護学科にも受
け継がれています。
本学の学生たちは、全国の看護教育
施設の中でも屈指といえる多彩なライ
ンナップを持つ本学ならではの教養教
育科目と、最新の教育システムを率先
して導入し高い学習効果を目指してい
る専門教育科目の双方を体系的に学び
ます。さらに、多数の実習施設での経
験を重ねて看護の多様性を理解してい
く中で、広く看護を展望できる力を養
うことができます。長い時間をかけて
たくさんの人々が共立で育んできた伝
統と風土が、新しい時代に学ぶ学生た
ちの意欲を支えています。
平成 年度は、短期大学看護学科と
して最後の学年となる 年生が国家試
験に挑む年となります。すべての学生
が一心に学び成長し、持てる力を存分
に発揮して充実した学生生活を送れる
よう、教職
員一同、力
をあわせて
新たな看護
教育の伝統
をつくって
行きたいと
願っていま
す。
2

3

共立女子大学
国際学部長

2

仁科克己

文芸学部長

国際学部は仕組みを変えて 年目に
はいります。 ～ 年生が専攻プログ
ラム制の学生ということになります。
学部の歴史を振り返ると、
アジア・ヨー
ロッパ・アメリカのように地域を横糸
でグループ化していた時代がまずあ
り、次に様々な縦糸となる分野を文
化・社会という大きな括りでグループ
化していた時代があります。今回の専
攻プログラムには縦糸的なものと横糸
的なもの、さらには縦横のある範囲に
着目したものなど多種多様なものが含
まれています。多種多様であるので新
入生がすぐにどれにするかを見つける
のは難しいのですが、授業を受けなが
ら少しずつ学びの方向をつかんでいく
こと自体が有意義なことであると思い
ます。また、本年度より単位修得につ
ながる海外研究旅行の機会が増加しま
した。こういった機会を通して国際感
覚が磨かれることを期待しています。
就職については、有名大企業を推奨
するわけではありませんが、この 月
の卒業生は有数な企業から早い時期に
内定をもらった学生が驚くほど多かっ
たのは明るい兆候です。ただし、冬の
時代の反動の要素もあり、油断すると
景気に陰りが出た折に難儀します。採
用される可能性が極端に低い企業に
100社応募し
て疲れ果てるパ
ターンは避けた
いものです。
経済情勢同
様、国際学部の
学生に明るい時
代が続くことを
祈念いたします。
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池上公平

家政学部長

先般、
興味深い出来事がありました。
多くの人々の感動を誘い、メディアで
も大きく取り上げられていたある作曲
家の音楽が、他の作曲家による代作で
あったという出来事です。これについ
ては非難や弁護、メディアの責任追及
など、
さまざまな声が聞かれます。
「裏
切られた」という声も多いようです。
そうした反応は十分に理解できます
が、しかし私は少し違う見方をしてい
ます。
問題の作曲家の作品がどのようなも
のであれ、それに感動した人々がいた
という事実は疑いえません。そこにメ
ディアが作り上げた物語が含まれてい
るとしても、です。つまり、作品の良
し悪しや作者が誰であるかにかかわら
ず、音楽はすべて、人を感動させる力
を秘めているのです。芸術の他のジャ
ンルや文学についても同様です。ここ
に文学や芸術の不思議があります。そ
してそこに危うさがあることも明らか
です。今回に関しては、メディアの果
たした役割に注目すべきでしょう。
このような文学や芸術の力とその源
の解明、メディアを含むその受容や伝
播の有様の解明、その危うさの認識、
そしてこれらを通じて客観的、批判的
に物事をとらえる力を養うこと。これ
らは文芸学部の教育が目指すものにほ
かなりません。この出来事はまさに、
文芸学部が取
り組む教育に
おいて、まこ
とに有益な
数々の教訓を
含むものと言
わねばなりま
せん。
2

村上昌弘

新年度に向けて、家政学部では以下
の通り教育･研究に取り組んで行きます。
被服学科では、時代の変化に対応し
得る能力向上をめざし、カリキュラム
を大きく変更します。具体的には、近
年、増加が著しいファッション関連企
業に就職する学生にとって、よりきめ
細かく、志望の方向性と適性にあわせ
た履修ができるよう、科目の見直し、
および新設科目の追加を図ります。
食物栄養学科では、新年度より家政
学部共通科目に配置していた基礎科学
領域の科目（化学、生物）を学科専門
教育科目の必修科目に位置付け、基礎
科学領域の充実を図ります。これによ
り、専門領域である食物・栄養領域の
理解が深まることが期待されます。
建築・デザイン学科では、実務で生
かせる考え方や手法を各演習科目の中
で習得できるようにシラバスを組み立
て、与えられたテーマを総合的に捉え
社会に提案できる力を養っています。
そして、提案されたモノを実践で活躍
されている建築家やデザイナーに講評
していただき、さらに腕を磨く実践的
教育を行っています。
児童学科では、幼稚園教育実習、保
育教育実習に加え、新たに小学校教育
実習を開始します。学生への指導・支
援体制を一層充実させることをめざし
ます。また、共立大日坂幼稚園、付設
発達相談・支援
センター、保育
者として働く卒
業生のネット
ワーク等との連
携強化を通じ、
学科の活性化を
図ります。
1
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総合文化研究所の取り組み
所長 長崎巌

共立女子中学高等学校
校長 渡辺眞人

リベラルアーツ
完全中高一貫体制に移行し
て 年目に入り、今春には第
期生が卒業していきまし
た。共立女子中学高等学校で
は精神的に大きく成長する
年間に、様々な場面に対して
の適応力を育成するため、基
礎力養成を行いながら、本質

小弥芳紀

共立女子第二中学校高等学校

校長

平成 年度へのスタート
月にふった100年振り
の大雪の痕跡が、うず高く
残っている状態の中、共立女
子第二中学校高等学校の平成
年度へ向けてについて記し
たいと思います。
月の記録的な大雪は、こ
の自然環境を一つのアピール
共立大日坂幼稚園
園長 上野純子

ポイントとしている本校において、想
像を絶する影響をもたらしました。公
共交通機関の最寄駅から、校地のある
月夜峰までの足であるスクールバスの
運行が出来ない結果となり、臨時休校
を 日程しなければならない事態とな
りました。
（ここに当時の様子を判っ
てもらえる写真を合わせて掲載しま
す。
）自然環境のもつ良さだけに気を
とられていた私共は、自然の持つもう
一つの顔である厳しさを突きつけられ
ることとなりました。
このことは自然環境だけのことでは
なく、我々が高校 年、中学が 年の
間行ってきた教育においても言える点

を見つめた深みのある授業を展開して
います。受験指導に偏ることなく、主
要教科以外の教科にも時間を十分配分
しバランス良く配置して、多様な啓発
を実現させています。
具体的にはホームページのインタ
ビューで、卒業生の芥川賞作家である
鹿島田真希さんが述べています。そこ
では「受験に関係ない教科で、ものす
ごくレベルの高い授業が実施されてい
て、共立の底力を感じる」とあるよう
に、本校の考える学力とは、知識の習
得やそれらを線としてつなげるだけの
学力ではなく、解なき社会で、課題を
自ら解決する発想と、その自分で見つ

ご っ こ、 お 祭 り
ごっこ、銀行ごっ
こ、警察ごっこ、
セコムごっこ、誕
生会ごっこ、プラ
ネタリウムごっ
こ、 劇 ご っ こ
⋮⋮。
実に様々な、
まだまだ書ききれない遊びが繰り広げ
られていることに気付きます。現代な
らではの遊びもあれば昔からある遊び
もありますが、いずれにしても幼稚園
生活を含めた日常生活の中の経験をよ
く取り入れて、役割分担し遊びを進め
ています。

があるのではないでしょうか。即ち教
育の質的良さに自信を持ち取組んでき
たことが、時代の要望に答えられてい
ないという厳しさを突きつけられてい

けた解を実現していける論理的思考力
を養うところにあるからです。
ジョブからキャリアへ
数年前にアメリカの研究で、小学校
入学生が就職するときにその ％は、
今の時点では
存在しない職
業に就くだろ
うという予想
がありまし
た。アメリカ
にある、マカ
レスター・カ
レッジのブラ
イアン・ロー

30

総合文化研究所

月より総合文化研究所の所長を拝
命した長崎です。これまでに時間をか
けて築かれてきた本研究所の活動理念
を大切に守りつつ、今後も活発に様々
な活動を行っていきたいと考えていま
す。
平成 年度も、
研究助成と出版助成、
及び展示・講演会に対する助成が活動
の中心となります。研究助成に関して
は、共同研究 件、個人研究 件、海
外共同研究 件の、合わせて 件が決
定しており、出版助成も 件行われま
す。共同研究に関しては、昨年度の申
請状況から看護学部への研究助成が多
くなっていますが、他学部教員の皆様
からも積極的な応募をお待ちしており
ます。
また本研究所主催の展示・講演企画
では、 月に「フランフォーニの多様
性」
（仮称）と題し、フランス語圏の
文化の多様性を紹介する講演会が開催
され、 月には「宝塚歌劇の100年
の軌跡」
（仮称）と題して、宝塚歌劇
に関する展示及び講演が行われます。
総合文化研究所では、今後もこうし
た様々な企画に加え、研究所が独自に
企画する展示やシンポジウム・講演な
ども積極的に行っていきたいと考えて
います。
ように幼稚園で繰り広げている遊びの
一つに、
「○○ごっこ」と呼ぶものが
あります。何かになりきって遊ぶもの
ですが、 その種類を書き出してみる
と、ままごとからレストランごっこ、
アイスクリーム屋さん、果物屋さん、
お寿司屋さん、ピザ屋さん等のお店屋
さんごっこ、怪獣
ごっこ、魔法ごっ
こ、戦いごっこ、
忍者ごっこ、白雪
姫 ご っ こ、 小 鳥
ごっこ、宇宙戦艦
ごっこ、ごみ収集
車 ご っ こ、 学 校

44

6

幼稚園では、教育の質の向
上をめざし、遊びを通して
様々な力を伸ばそうとしてい
ます。この遊びについては、
心身の調和のとれた発達の基
礎を培う重要な学習であると
教育要領にも重要性が記され
ています。
子ども達が大好きで毎日の

教員は今この遊びに何が必要かを瞬
時に判断し、言葉を掛けたり、材料を
揃えたり、加わったり、時には方向性
を示したり、見守ったり、様々な関わ
りをしています。
近年、年少組から年長組の子ども達
が一緒に遊ぶ姿がよく見られます。小
さな集団の中で異
年齢の繋がりがさ
かんに見られ、こ
こでも多くの学び
を感じます。
伝統的に子ども
達の主体的な活動
としての遊びを大

るように思います。教育のもつ本質は
教育基本法によって定められていま
す。しかし、より具体的な方法をとっ
て示して行かなければ理解されないこ
とになってしまいます。
このことをふまえ、本校は学園中長
期計画の基本方針に沿ったかたちで教

ゼンバーグ学
長は「大学卒
業後に任意の
ジョブを処理
できるよう
に、必要なス
キルを教える
必要がある」
と述べていま
す。
今後はジョブからキャリアへと、時
代が求める職業感が変化する状況に対
応する必要があります。 世紀型スキ
ルとして、将来どんな職業に就いても
転移可能な高度な能力を養成する必要

切に考える本
園では、この
他にも様々な
遊びが広がっ
て、子ども達
の創造力や表
現力、
集中力、
達成感、協調
性等、目には見えにくい力が育ち合う
場となっています。
平成 年度も遊びを通して子ども同
士が繋がり、保護者の方、卒園生の
方々、地域の未就園の方々など多くの
方とも繋がって豊かな教育をしていき
たいと考えています。

育研究活動を推し進め、社会に貢献で
きる人材の育成をすることで、社会で
の認知の再確認をしてもらえる学校へ
とリスタートします。
そうすることが、
本校を巣立っ
て行った卒業
生及び学んで
いる在校生や
これから本校
での学びを考
えている人達
への、学校と
しての社会的
責任であると
考えています。

があります。すぐに陳腐化する知識注
入型の教育から、課題について考える
ことが、自分のどういう能力を伸ばす
ことになるのか、才能に気づくことに
なるのか、
生徒一人ひ
とりの才能
を引き出す
教育への転
換が必要で
す。そこに
リベラル
アーツの重
要性があり
ます。
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各校における新年度へ向けた教育への取り組み

65

21

1

中学高校美術部

1

高校写真部

19

ボート部
21

写真部

24

平成 年 月 日（水）～ 日（土）
に、戸田オリンピックボートコースで
行われた全日本大学選手権大会（シン
グルスカル）で予選を突破しました。
また、 月には艇庫の改築が完了し、
使いやすくてきれいな艇庫となりまし
た。
8

華道部古流

1

古流の伝統的な定型である
「お生花」
と、自由な発想で生ける「現代華」を
稽古しています。定期的に本館 階ロ
ビーにお花を生けています。また、留
学生に生け花を体験してもらう活動も
行っています。
季節ごとに撮影会を実施したり、学
内写真展を開催しています。ほとんど
初心者から始める部員が多いですが、
撮影だけでなく、写真を活用したデザ
イン全般の創作も活動範囲としていま
す。また、各種行事の記録撮影も行っ
ています。

1

25

12

手話サークル薫会
手話や聴覚障害について
の知識を深めながら、手話
の学習を中心に活動してい
ます。手話の講師を招いて
講習会も行い、手話検定の
合格を目指しています。ま
た、共立祭では優秀企画団
体にも選ばれました。

美術部は中学高校とも油彩画制作中
心の「美術班」とCGやイラストレー
ション制作中心の「デザイン班」に分
かれ、それぞれ美術室・コンピュータ
室で活動しています。例年、全日本学
生美術展に出品し、高い評価を得てい
ます。今年度も落合梨乃さん（高 ）
が特選、濱野友里さん（高 ）佐野晴
香さん（高 ）が佳作となりました。
本人のコメントも併せてご覧ください。

1

高校1年 落合梨乃さん『静物』
「木の表面の描き方を工夫しました」

高校1年 濱野友里さん『風景』
「散歩中に見たこの景色を、絵に描いてみたいと思い
ました」

高校1年 佐野晴香さん
『思ひ出』
「子どもたちの仲の良い様子をあたたかい色合いで
表現するように意識しました」

2

25

「滝修行」
毎日写真コンテスト 入賞
高校2年 小池優美子さん

「写真部撮影会」
道のある風景写真コンクール
高校2年 呉 碧媛さん

金賞

高校写真部は 、 年生
合わせて 人で活動してい
ます。月に 回ほど東京近
郊へ撮影に出かけたり、写
真展・美術展見学も行って
います。撮った写真は共立
祭展示のほか、外部の写真
コンクールに応募。平成
年度は のコンクールに合
計 人が入賞しました。「写
真部撮影会」は部長の呉さ
ん撮影、道のある風景写真
コンクールで金賞を受賞。
「滝修行」は 年小池さん
撮影、毎日写真コンテスト
に入賞。どちらも長野県白
馬村での夏合宿の時の、高
校生らしい生き生きとした
活動風景を切り取りました。

11

38

2

2

中学高等学校

Kyoritsu Kaleidoscope

大学・短期大学

Kyoritsu Kaleidoscope
学生・生徒・園児達が輝きを増す
日々のサークル活動・部活動・創作活動から─
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行事の製作
季節の行事に合わせて、
クリスマスの飾りや羽子
板、お雛様などを作ってい
ます。学年によって、素材
や形を工夫しながら取り組
んでいます。節分の鬼作り
は、クラス全員で協力して
作りました。

日常の遊びから

日々の遊びの中で、子ども
たちの発想から生まれた製作
物には色々なものがありま
す。カラフルなバトンは年中
児が妖精に変身したり、踊り
をおどる時に使っています。

卒園に向けて

テープを切って（こばと）

茶道部

3

平成 年 月 日（日）
、神奈川芸
術劇場で開催された「日本の心と美の
祭典 全日本きもの装いコンテスト・
装道きものフェスティバル 関東大
会」へ茶道部として参加し、中学 年
生が袴の着装に出場しました。
鏡のない舞台で、一人で数分で着装
する技術とその美しさ、装道の修得度
を競う大会です。審査の対象は、装い
の美しさと技術や早さ･容姿･立居振
舞･情緒･言葉使いなどとなっていま
す。
この大会で、袴の着装において第三
位に入賞
し、平成
年 月 日
（日）に
NHKホー
ルで開催さ
れる世界大
会への出場
権を獲得し
ました。

お雛様（おひさま）

共立大日坂幼稚園

Kyoritsu Kaleidoscope

12

バスケットボール部
平成 年 月 日（日）
、共立女子
第二中学校高等学校体育館で、JCN
テレメディア杯「八王子ミニバスケッ
トボール大会」が開催されました。
当日は晴天に恵まれ、約250人の
子供達が本校の体育館に集まり、日頃
の練習の成果を存分に発揮しました。
午前中に行われたバスケットボール
教室では、
元全日本選手が講師となり、
子供達は真剣な表情で少しでもスキル
アップしようと熱心に取り組んでいま
した。午後の男女別オールスター戦で
は、小学 年生が最後の試合というこ
ともあり、楽しみながら、それぞれが
最高のパフォーマンスを見せてくれま
した。ハーフタイムには、小中学生で
編成され八王子市内を活動拠点とする
チアリーディングチーム「マルベリー
ズ」によるショーが行われ、試合に華
を添えました。
バスケットボール部の生徒達は、運
営スタッフとして、大活躍でした。
なお、
当日の様子は、 月 日（土）
・
日（日）に、八王子地域のケーブル
テレビ局JCNテレメディアにて放送
されました。
9

ゴルフ部

平成 年 月 日（水）
・
日（木）に静岡カントリー
浜岡コース＆ホテル（高松
コース）にて行われた「平
成 年度 関東高等学校ゴ
ルフ選手権冬季大会・全国
大会予選」において、第二
高等学校 年の松崎麻矢さ
んが 位に入り、平成 年
月 日（水）
・ 日（木）
に瀬田ゴルフコース（滋賀
県）において開催された「文
部科学大臣楯争奪 平成
年度（第 回）全国高等学
校ゴルフ選手権春季大会」
への出 場 権 を獲 得 しまし
た。また、第二高等学校
年の宮田成華さんも 位タ
イながらも、昨夏の全国大
会 位の実績から、シード
選手として、同全国大会へ
出場しました。
月の予選では、海から吹きつける
冷たい風が午後になると強まる厳しい
コンディションの中、松崎さんは 日
目ハーフ終了まで首位争いをする活躍
ぶり。宮田さ
んも 日目は
スコアをまと
め、シード選
手として立派
なプレーを見
せてくれまし
た。
26 9

25

2

34

26

6

26

25

3

5

バトン
（おひさま）

紙ひこうき

ペンダント

おもいで・表紙

お別れ会

おもいで・スウィートポテト作り

お雛様（こばと）

豆まきの升、裏側まできれいでしょ

みんなで描いた
「劇・もうはるですよ」の背景

クリスマスの飾りとお正月の羽子板
おにはそと！ふくはうち！

26

31

2

26

6

第二中学校高等学校

Kyoritsu Kaleidoscope
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お雛様
（こばと）

共立音楽祭

81

15

幼稚園

20

共立祭

平成 年 月 日
（月）
から 日
（金）
までの 日間、
昼休みや夕方の時間に、
本館及び 号館の 階ロビーで、共立
音楽祭が開催されました。日頃から音
楽を楽しんでいる全 組 名の学生・
教職員等が演奏や歌の腕前を披露しま
した。

11

1

11

年度

20

5 25

3

平成

19

6

共立講堂にて、年少組は「はとぽっ
ぽ体操」
、年中組は「花の電車」を脚
色したお遊戯を発表致しました。年長
組は、すずらんテープで作ったポンポ
ンを持って華やかに「ポンポンマー
チ」を踊りました。その後、高校生の
お姉さま方に中学校と高等学校を案内
して頂き、学園祭のお店巡りも楽しむ
ことができました。

白亜祭
年度

2

大学・短期大学
平成 年度共立祭が神田一ツ橋キャ
ンパスで 月 日（土）と 日（日）
に開催されました。学生の日頃の活動
成果が発表され大変賑わいました。学
生・教職員による企画評価の結果、優
秀企画として展示部門「田中ゼミナー
ル」
、パフォーマンス部門「フラダンス
サークル」など 団体が選ばれました。

平成

台風の影響で 日目の午後の発表が
中止となったのは残念でしたが、生徒
達は、
「花鳥風月」をテーマとして豊
かな自然に囲まれた校舎でそれぞれの
役割を果たし来場者の方々をおもてな
ししました。大賞は、染色や葉脈のし
おり、自家製のお茶など自然を体験で
きる発表を行った野外研究部が受賞し
ました。
中学 年生の校舎の四季をモザイク
画にした作品も好評でした
また、大学サークルの参加も 年目
となり雰囲気を盛り上げてくれました。
2

中学高等学校
中学高等学校の共立祭では、各団体
における企画、準備および運営のほと
んどを生徒達自身で行います。そのた
め、今年も熱の入った活気溢れる文化
祭となりました。
講堂発表・教室展示・食堂・校庭縁
日・スタンプラリーなど、様々な催し
物が行われ、本校生徒、ご家族の方々、
卒業生や一般のお客様で大変に賑わっ
ていました

25

1

25
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センチュリーロイヤルホテル

新潟市

新潟東急イン

₈ 月₃₀日（土） 石川県

金沢市

ホテル日航金沢

₉ 月 ₇ 日（日） 静岡県

静岡市

ホテルアソシア静岡

₉ 月₁₄日（日） 宮城県

仙台市

仙台国際ホテル

₉ 月₂₀日（土） 福島県

郡山市

郡山ビューホテル本館

₉ 月₂₈日（日） 山梨県

甲府市

古名屋ホテル

₁₀月 ₅ 日（日） 群馬県

高崎市

高崎ビューホテル

₁₀月₂₅日（土） 福岡県

福岡市

ホテルオークラ福岡

₁₁月 ₂ 日（日） 広島県

広島市

ホテルJALシティ広島

₁₁月 ₉ 日（日） 長野県

長野市

長野第一ホテル

₁₁月₂₂日（土） 茨城県

水戸市

三の丸ホテル

₁₁月₃₀日（日） 愛知県

名古屋市 名古屋国際ホテル

家政学部児童
学科では、学科
開設当初から
か月～ 歳未就
園の親子を対象
とし、教員、学
生と親子が共に
ゆったりと遊ぶ
グループ
「 さく
らんぼ」
を行っています。平成 年度
は、 グループ延べ 回の活動を行い
ました。
学生が主体となり、
音楽活動や
ペインティングなど子どもたちの興味
関心や発達に合わせた活動を実施して
います。
参加した親御さんの感想では、
家庭の中でなかなかできない遊びがさ
くらんぼで経験できて、子どもが普段
見せないのびのびとした身体表現をし
ていたなど、嬉しい感想をたくさんい
ただきました。また 月からの子ども
達との出会いを楽しみにしながら保育
実習室の準備をしているところです。
（家政学部教授 白川佳子）

﹁さくらんぼ﹂
の活動

国際学部海外研究旅行報告

平成 年 月
日（土）
、（株）
タカラトミー社
長室共用品推進
課係長、高橋玲
子氏による講演
「共に生きる、
共に遊ぶ︱コミュニケーションメディ
ア と し て の 共 遊 玩 具 」 が 催 さ れ、
227名の学生が熱心に聴き入りまし
た。印象的だったのが、共遊玩具は障
害をもつ子供もそうでない子供も一緒
に且つ自信をもってコミュニケーショ
ンする為のツールという言葉。講演後
の学生アンケートには「目が見えない
ことをハンデとせず、とても前向きに
生きていらっしゃる姿に感動しまし
た」
「先回りしすぎることだけがいい
ことではなくて少しの手伝いから可能
性が広がるのだと感じました」など、
学生の瑞々しい感性が光り、総じて大
変有意義な会となりました。
（文芸学部准教授 大島十二愛）

文芸学部文芸メディアコース企画
月例研究集会 高橋玲子氏講演

平成

年度後期国際学部講演会

国際学部で
は、学生の視
野を広く世界
に向け、学的
関心・興味を
高めるため、
様々な分野で
国際的に活躍
されている専
門家をお招き
して各種の講
演会を実施しています。
平成 年度後期に実施した講演会を
紹介しますと、 月 日（木）に西川
恵氏（毎日新聞社 外信部専門編集委
員）に、
﹃饗宴外交──食文化と国際
政治﹄というテーマで、外交の場にお
ける饗宴の細部に込められたメッセー
ジや、饗宴が駆け引きを繰り広げなが
らも各国首脳が信頼関係を築く重要な
場であることについてお話しいただき
ました。学生たちには国際関係・外交
を読み解く面白さを発見する貴重な機
会となりました。
また、 月 日（木）には、武本俊
彦氏（前農林水産省農林水産政策研究
所長）から﹃世界の食料問題とTPP
交渉の行方﹄をテーマに、
ウルグアイ・
ラウンド農業交渉・日本政府交渉担当
官のご経験を踏まえた、臨場感のある
解説をいただきました。 学生には、
快適な食生活を実現した
「食」
のグロー
バリゼーションが不安定な国際政治・
経済に大きく影響される脆弱性や、人
間の生存に直接かかわる農業のあるべ
き姿などを、改めて考える契機になり
ました。
さらに、 月 日（月）には駐日ア
イルランド大使 ジョン・ニアリー氏
より、
﹃アイルランドの現在︱その国
際関係とグローバルな挑戦﹄のテーマ
で、アイルランドの文化・経済・国民
性・女性の生き方ほか、日本との関係
も含めて詳しくご紹介いただき、学生
たちは熱心に耳を傾けていました。
（国際学部教授 吉竹広次）
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発達相談支援センター乳幼児親子グループ

文芸学部フランス語フランス文学コース

ウルトラマン人形から音を出す
実演を交えて話をする高橋氏

セルビアのJICAバルカン事務所にて

平成 年 月
日より 日
間、 年生から
年生まで 名
の参加を得て、
バルカン地域、
北イタリアへの
研究旅行を実施
しました。セルビアでは、ベオグラー
ド大学日本語学科の学生との交流会
や、ODAの現場視察を行い、その後、
ボスニアを経てミラノまで、陸路にて
約2000kmを走破しました。様々
な文化の違い、 つの世界遺産、紛争
の爪痕などを直に見ることにより、異
文化や平和について考えることがで
き、得るものの大きかった研究旅行と
なりました。
（国際学部教授 黒澤啓）
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講演会
﹁華麗なるヴェルサイユ宮殿﹂

平成 年 月
日（ 水 ）
、長
い間パリで研究
生活を送った新
進気鋭のフラン
ス文学研究者、
滝沢明子さんを
お招きして「華
麗なるヴェルサイユ宮殿」と題したフ
ランス文化紹介の講演会を行いまし
た。宝塚の﹃ベルばら﹄の舞台となっ
たヴェルサイユ宮殿しか知らなかった
学生たちも、ルイ 世が築いた壮麗な
宮殿で繰り広げられた美食、ファッ
ションや演劇など、フランス宮廷文化
の光と影、香りと味わいまで感じ取る
ことができたことでしょう。
（文芸学部教授 塩川浩子）
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学位記授与式・卒業式・卒園式
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※平成 年度まで本学家政学部教授
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3月15日（土）大学院・大学・短期大学

公益社団法人インダストリアルデザ
イナー協会が主催する本展は、首都圏
の大学からプロダクトデザインを学ぶ
学生が集まり、ワークショップ形式で
デザインした成果を、プロの工業デザ
イナーと同時に展示するデザイン展で
す。2013年のテーマは「CSV～
共有価値創造～をめざして」で、自然
エネルギー・社会システム・日用品・
家電・輸送機器などで、社会問題の解
決と企業競争力向上を両立させる次世
代のエコデザインが提案されました。
小鹿野茜さんは、とっさの雨にも対
応できるエコ
バ ッ グ「
」で
優秀賞を、中村
未緒さんは、傘
のシェアサービ
ススタンド
「CASAS」
で奨励賞を受け
ました。
（家政学部非常勤講師 大竹美知子）

6

共立点描

札幌市

₇ 月₂₀日（日） 新潟県

大学・短期大学
在学生家族懇談会

₆ 月₂₂日（日） 北海道

学長 入江和生

早春のうららかな陽気の中、各校に
国際交流活動について
おいて、学位記授与式・卒業式・卒園
式が厳かに執り行われました。
異なる価値観や異文化に対する理解
を育み、その上で自己の意見を発信で
きる視野の広い人材を育成するため、
本学の国際交流活動を推進してまいり
ました。平成 年度も海外の協定校と
教員同士の学術交流を継続、学生の長
期・短期海外派遣を実施いたします。
中学高等学校は、ニュージーランドと
カナダへ、第二中学校高等学校は、
ニュージーランドへ、語学研修として
生徒を派遣いたします。
更に大学では、ヨーロッパとアフリ
カ・アジアからの学生 名を交換留学
生及び特別留学生として受け入れ、日
本語と専門教育の指導を行っている他、
フルブライト教育委員会からのデリ
ゲーションによる共立女子学園の視察 ﹁ Next Eco Design
展﹂２０１３で︑
を受け入れ、交流を深めています。
家政学部 建築・デザイン学科デザイン
最後に、平成 年度に新たに取り組
コースの学生が優秀賞・奨励賞を受賞
むプログラムを 点紹介します。ひと
つは協定校であるペンシルべニア大学
へ、英語上級者を若干名派遣する方向
で検討しています。もうひとつは、英
語圏からの留学生を迎え入れるため、
ホストファミリー制度を構築いたしま
す。 点目は、スウェーデンの高校と
本校との間に、メール交換等の教育交
流を開始いたします。これらの新企画
は、すべてグローバルキャンパスの構
築を目指す新たな方策です。
（国際交流委員会委員
生活科学科教授 植木武）
宇都宮市 宇都宮東武ホテルグランデ
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₆ 月 ₇ 日（土） 栃木県

3月17日（月）第二中学校高等学校 3月18日（火）中学高等学校
中村未緒さんの傘のシェア
小鹿野茜さんの
サービススタンド「CASAS」 「Rain Guard Bag」
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千代田区 共立女子大学・短期大学本館

3月16日（日）幼稚園
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₆ 月 ₁ 日（日） 東京都

大学・短期大学

在学生家族懇談会も年毎に会場を増
やしながら今年で 年目になります。
おかげさまでご家族の方々の熱心なご
参加を得て、楽しい、有意義な年中行
事となってきています。私もできるだ
け参加するようにしています。
いつも就職の決まっている卒業年次
生に就活体験談をしてもらうのです
が、
これがとても好評で、
決まって「素
晴らしい学生さんですね」との感想を
いただきます。
「まあ、うちの学生は
だいたいあんなものです」と謙遜だか
自慢だかわからない受け答えをしなが
ら、嬉しさで自分の顔が崩れてくるの
を意識しないではいられません。教師
冥利につきる瞬間です。
言うまでもなくこれは在学生のご家
族へのサービスなのですが、これを行
う意義はそこにとどまるものではあり
ません。
大学はかつては社会から隔絶した存
在で、そこに大学としての存在意義を
見出していたとも言えるのですが、そ
の考えは既に根底から否定されてい
て、大学は社会に対して開かれた存在
でなければならないというのが一般的
な考えです。本学も社会に対して門戸
を開くべく努力をしていますが、今日
ではさらに進んで、ただ門戸を開くば
かりでなく、大学は自ら社会へ向かっ
て歩き出さなければならないというふ
うになってきています。在学生家族懇
談会は、本学が社会に向かって歩き出
していることの表れでもあるのです。
これからは、各方面のご協力をいただ
きながら、この側面を強化すべくさま
ざまな工夫をこらしてゆきたいと考え
ています。
平成26年度 在学生家族懇談会会場一覧（予定）

平成 26 年 4 月 1 日（火曜日）
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中学１・２年 東京国立近代美術館見学

天文教室は
毎年 月から
月にかけ
て、本校の理
科の授業の一
環として中高生を対象に実施していま
す。宇宙に関心のある生徒が多く、毎
回 名近くの希望者が参加します。赤
道儀付きの天体望遠鏡 台を用いて最
終下校後 時ごろまで校舎屋上で観測
しています。光の影響が少なく空気も
澄んでいるため、月や惑星（土星・木
星）
、すばる、オリオン大星雲などが
よく見られます。これまで流星群や金
環日食、彗星の観望会も実施してきま
した。

第二中学校高等学校 天文教室
幼稚園 春と秋の遠足

390,000円

256件

12,666,000円

合計（目標額1.5億円）

27件

3,750,000円

652件

119,873,300円

家政学部 教授
「発熱繊維」
について
八王子
10／25
（土） 大野亮
キャンパス 13：00︲16：30 生活科学科 准教授 ストリートファッションにみる日本
渡辺明日香
の装い

₄ ．名簿整理には慎重を期しておりますが、万一、まちが
いがありました場合はご連絡ください。

公式Twitterアカウント〈大学・短期大学〉@kyoritsu_wu

公式faceboookページ〈大学・短期大学〉http://www.facebook.com/kyoritsu.wu 〈第二中学校高等学校〉http://www.facebook.com/kyoritsu.js2

多民族国家アメリカの女性たち
～多文化社会のなかで生き抜く強さ
と厳しさ～

国際学部 教授
谷中寿子

看護学部特別講演会︵映画上映会︶

平成元年に始まった
美術館見学も 回目を
迎え、今回は 月 日
（土）～ 日（火）に
﹃ジョセフ・クーデル
カ展﹄と所蔵作品展を
鑑賞しました。クーデルカは、英仏を
拠点に活動し、世界的に評価されてい
る、チェコスロバキア生まれの写真家
です。所蔵作品展では、日本画、洋画、
版画、水彩・素描、写真など、館所蔵
の一万二千点の作品から選ばれた、近
代日本美術史を代表する約200点の
作品を前に真剣に鑑賞しました。
（美術科教諭 上田祥晴）

高校 マスタリーコンサート

14件

平成 年 月 日
（木）
、看護学部特別講
演会﹃病気は回復過程
である︱ナイチンゲー
ル「看護覚え書」より
︱﹄
を開催しました。
短期大学看護学科 年生と大学看護
学部 年生を中心に、170名を超え
る学生と教員が参加し、近代看護の基
礎を築いたとされるナイチンゲールの
思想の先進性を感じるとともに、高度
医療と在宅医療の進む現代社会におい
ても生き続ける「看護の本質」につい
て考える時間を持つことができました。

﹁平成 年度生活 科 学 科
卒業研究・卒業制作発表会﹂

晴山誠也）

奨学資金（目標額5千万円）

詳細は学園HP
（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/social/extension/index.html）
で
ご覧いただけます。
お問い合わせ・資料請求・申込先：学生課 共立アカデミー TEL 03︲3512︲9981

募金についてのお申し込み・お問い合わせ先：TEL（03）3237︲2816（募金事務室）ホームページ：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp

（第二中学校高等学校教頭

107,207,300円

文芸学部 教授
塩川浩子

手軽に出来る健康体操Ⅱ
簡単なストレッチと無理のないト
レーニング
有名建築から読み解く
「住まいの居
心地」

396件

研修
センター
杉並寮

3,360,000円

住まいと地殻

生活科学科 教授
岡田悟
9／20
（土）
13：00︲15：30 文科 准教授
中島早苗

手軽に出来る健康体操Ⅰ
簡単なストレッチと無理のないト
レーニング

₃ ．平成₂₂年度税制改正に伴い、所得税に係る寄付金控除に
ついて、適用下限額が ₅ 千円から ₂ 千円に引き下げられ
ました。

食生活を考える

13件

9／27
（土）
13：00︲15：00
神田一ツ橋
キャンパス 10／4
（土）
13：00︲15：00

＝ 寄付金控除額

2千円

活字文化特別セミナー
﹃活字で養う女性力﹄

平成22年9月1日～平成26年1月31日

手軽に出来る健康体操Ⅱ
簡単なストレッチと無理のないト
レーニング
フランス流女性の生き方
～専業主婦はどこへいった？～

その年に支払った
－
特定寄付金の合計額
（その年の総所得金額等の₄₀％を限度とする）

﹃天声人語で２００字作文﹄

平成 年 月 日（月・振休）
、講
師に作家・脚本家の内館牧子氏を招き、
本学共立講堂において、共立女子大学
活字文化特別セミナー﹃活字で養う女
性力﹄を開催しました。内館氏の基調
講演に続き行われたトークセッション
﹃デジタル時代の活字離れ﹄では、内
館氏と文芸学部・山本聡美教授、国際
学部・佐藤雄一教授のほか在学生 名
も加わって活字に親しむことへの熱い
想いを語り合い、約1100名の方に
ご来聴いただきました。

共立女子大学コレクション
学内展示・学外展示のお知らせ

募金応募状況（平成25年8月1日 平成26年1月31日受付分及び累計）

家政学部 教授
瀬戸美江
6／21
（土）
13：00︲15：30 文科 准教授
中島早苗

教育研究振興資金（目標額1億円）

血圧の疑問

ズバリ解説

タイトル

講
師
家政学部 教授
川久保清

時

日

場所

テキスタイルをテーマに「素材」や「ファッショ
ン」についての講座を予定しています。

八王子キャンパス講座

６月は「健康」
、９月は「住まい」をテーマに
した講義とエクササイズを組み合わせ

研修センター杉並寮講座

手軽に出来る健康体操Ⅰ
簡単なストレッチと無理のないト
レーニング

累計

│第二中学校高等学校の取り組みから

₂

6／14
（土）
13：00︲15：30 文科 准教授
中島早苗

平成25年8月1日～平成26年1月31日受付分

2

₃

平成26年度 公開講座

『さらなる教育力の向上をめざして』募金報告とお願い
（大学・短期大学）

12

朝日中学生ウィークリーで連載に│

₂₆

家政学部 教授
堀啓二
9／13
（土）
13：00︲15：30 文科 准教授
中島早苗

募金事務室よりご寄付を頂きました皆さまへ
₁ ．寄付者ご芳名の発表は『個人情報の保護に関する法律』
に基づき、ご寄付のお申し込みの際にあらかじめ同意さ
れた方のみを掲載しています。匿名を希望された方でご
芳名発表の変更をご希望の場合は、募金事務室までご連
絡ください。なお、申込書（払込取扱票）の匿名希望欄
にレ印の記入のない場合にはすべてご芳名発表とさせて
頂きました。
₂ ．₂回以上にわたってご寄付くださった方は、合計金額を
掲載いたしました。

3

1

神田一ツ橋キャンパス講座 女性の生き方をテーマにアメリカ、フランス、
それぞれの国の女性のライフスタイルについて
の講座を予定しています。

ここに、平成₂₅年 ₈ 月 ₁ 日から平成₂₆年 ₁ 月₃₁日までの寄
付の応募状況及び、寄付者ご芳名を掲載させて頂きます。多
方面のたくさんの方々からご寄付頂きましたことを、心より
厚くお礼申し上げます。今後ともより多くの皆々様のご協力
ご支援を賜り、教育研究支援資金の充実を図りたく、よろし
くお願い申し上げます。

「さらなる教育力の向上をめざして」募金活動を平成₂₂年
₉ 月 ₁ 日より行っています。この募金は教育研究活動をより
活発に推進することを目的としています。教育研究活動の進
展に伴い必要な教育環境の整備や、教育研究活動支援、国際
交流、奨学事業など、学生のための積極的な教育活動支援資
金として活用されます。

毎年、保護者付き添
いのもと全園児と職員
で、春は新宿御苑、秋
は明治神宮へと遠足に
行きます。
その季節ごとに自然
を楽しみながら皆で一緒に歩いたり、
青空の下でお弁当をいただいたりして
過ごします。
芝生の上を思いきり走っ
て遊ぶ時のお子さんのお顔は、キラキ
ラ輝いていますし、それを見守る保護
者の方のお顔もとても嬉しそうに見え
ます。
また、学年間での関わりも見られ、
お子さん同士で手をつないで散策に出
かけたり、普段関わらないお子さんと
遊ぶ様子も見られ、その後幼稚園でも
関わるきっかけになっているようです。
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25

︿学内展示﹀
桜の園でお花見を
期 間：平成 年 月 日（土）
～ 月 日（木）
︿学外展示﹀
明治の皇后
─明治天皇と歩まれた昭憲皇太后─
期間：平成 年 月 日（土）
～ 月 日（水）
場所：明治神宮文化館 宝物展示室
貸出品：昭憲皇太后 御大礼服
点
24

28

4 15

この行事は音楽系の
大学を目指す生徒のた
めに、人前での演奏に
慣れさせることが目的
で始まりました。
近年、
音大に進学する生徒は
減りましたが、オーディションを通過
した生徒により、全校生徒の前で、レ
ベルの高い演奏を披露しています。今
年度は 月 日（金）の全校集会後に
名が出演し、古典から現代までの名
曲を見事に披露して、共立生の資質の
高さを示しました。
（音楽科教諭 本間正治）

高校 体育祭

12

2

﹃朝日中学生ウィークリー﹄
（毎週日
曜日発行）平成 年 月 日号より、
「 天声人語で₂₀₀字作文 」という
コーナーの連載をスタートしました。
朝日新聞のコラム「天声人語」を素材
に、中学生が₂₀₀字で意見を書き、
編集部に応募するという読者参加型の
企画です。
この連載は、私が第二中学校高等学
校で継続してきた朝学習課題「新聞記
事を教材とする₂₀₀字意見文」の実
践記録を発展させた形となっています。
初回は見本として、第二中学校の生
徒（ 年生 名）が作文を書きました。
以降は、
読者応募作品を掲載予定です。
コラム「天声人語」は入試問題に頻
出することもあって、学校現場では学
習の素材としてよく使われます。私は
「書き写す」「要約する」
だけではなく、
「自分なりの問題意識をもつ」
「他者
に意見を伝える」力を伸ばしてほしい
と考えました。このコーナーが「全国
の中学生が意見をシェアできる場」に
育つことを願っています。
（国語科教諭 伊藤久仁子）

3

平成 年 月 日
（日）
、生活科学科卒
業研究・卒業制作発表
会が行われました。
年生が卒研・卒制の成
果を発表し、多くの
年生が聴いて来年度の卒研・卒制を選
択するのに役立てました。終了後、学
生食堂で教員、学生が集まってパー
ティーが行われ、発表者を祝福して記
念品が贈られ、また、発表会運営に協
力してくれた 年生スタッフの労をね
ぎらいました。

文科﹁英語スピーチコンテスト﹂
﹁千字エッセイコンテスト﹂

月 日（日）に共立女子第二中学
校高等学校グラウンドにて体育祭が行
われました。当日は、
天候にも恵まれ、
全てのプログラムを無事実施すること
ができました。
特に体育祭当日に向け、事前より練
習を重ねていた 年生の「 人 脚」
、
年生のダンス「TO MUSIC」
、
年生のダンス「荒城の月」などでは、
各々が力を合わせてすばらしい成果を
発揮し、観衆に感動を与えてくれまし
た。
（保健体育科教諭 数馬寛人）
1

19

₂

9

文科では正課外にお
けるリテラシー教育の
一環として つのコン
テストを行っていま
す。「英語スピーチコン
テスト」の入賞者から
は都短協主催英語スピーチコンテスト
の出場者が選ばれます。「千字エッセイ
コンテスト」
の入賞作品は、
「優秀作品
集」
に掲載されます。
これらのコンテス
トの参加者・入賞者にはリテラシーポ
イントが与えられ、たくさんのポイン
トを獲得した学生は表彰されます。

6

4

3

29

5

10

3 2

30

₃

11 25

20

19

2

2

2

1

19

12

12

2

1

2

11

26

26

7

25

1

25

26
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