東大附属在校生が学校情報を発信します
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ごあいさつ
こんにちは！私は東大附属の現在校生（５年）です。
この東大附属Ｎｅｗｓ

Ｌｅｔｔｅｒでは、在校生の私が、
学校内の情報を生徒目線でお届けしていきます！

大人ではなく生徒だからこそわかること・感じることを発信していけるように頑張ります。１年間よろしく
お願いします！

東大附属ってどんな学校？
あなたは東大附属についてどのくらい知っていま
すか？学校名は知っていてもそれ以上はあまり知ら
ない、といった方も多いでしょう。ここでは、主に
２０２１年度にはどのような行事があるのかについて
紹介します。

（国立）東京大学教育学部附属中等教育学校
・東京都中野区南台に位置し、男女共学
・教育に関する研究の場 （双生児研究など）
・中学校と高校がまとまった「中等教育学校」
（中学生：前期生

高校生：後期生）

２０２１年度の行事
４月

入学式［１年］

１０月 終業式・始業式

始業式［２～６年］

三者協議会

健康診断

宿泊行事［１・３年］

遠足［１～４年］（※中止）
５月

芸術鑑賞教室［２・４・５年］
１１月 生徒会長選挙

生徒総会

音楽祭［１～３年生］

体育祭
前期中間考査

１２月 後期中間考査

避難訓練

副会長・総務議長団選挙
６月

スキー実習［５年］

三者協議会
宿泊行事［２・４・５年］
芸術鑑賞教室［１・３・６年］
５年

７月

９月

１月

卒業研究テーマ決め［４年］
卒業研究中間発表会［５年］

長崎宿泊研修

歌舞伎鑑賞教室［４・５年］

前期末考査

２月

公開研究会

３月

学年末考査

卒業研究発表会［６年］

総合学習発表会［１・２年］

銀杏祭

課題別学習発表会［３・４年］
銀杏祭

９月～１１月、そして３月はイベントがいっぱい！
今後いろいろなイベントについて詳しく紹介していきますので、
お楽しみに！

生徒総会
卒業式
校内競技大会［１～５年］
芸術祭
終業式

東大附属の魅力って？

在校生にとっての東大附属の魅力はこんな感じです。
生徒が楽しそう

学校名がかっこいい

みんなフレンドリー
自由！

生徒会が活発

話し合いが得意になる

プレゼン能力がつく

個性的な人が多い

生徒が主体性を持てる

先生と生徒の距離が近い

などなど…

東大附属の特色 「総合学習」

東大附属の特色の１つ、総合学習について少し紹介します。現在設定されているものは次の通りです。
１・２年生

総合学習入門

：身近な課題に目を向け、自ら学ぶ基礎をつくる

３・４年生

課題別学習

：指定された課題について研究し、総合的な学習を身に着ける

５・６年生

卒業研究

：自分で決めたテーマについて、自分の力で研究する

第一回三者協議会

今回はオンライン開催

６月１２日（日）、２０２１年度になって１回目

そもそも三者協議会とは？

の三者協議会が開催されました。新型コロナウイル

三者協議会とは、生徒・教員・保護者の３つの立

ス感染対策のため、今回はｚｏｏｍでの開催でした。

場の人たちが集まり、あるテーマについてそれぞ

今回の三者協議会のキーワードは「対話（他者と

れの立場からの意見や思いを共有する場です。

向き合って話すこと）」でした。ここでは、テーマ

一つの答えを出すことだけに重点を置かず、話し

と議題、そしてどんな内容を話し合ったのかに注目

合うこと、共有することを大切にしています。

していきます。
オンライン開催ならではの工夫も
Ｇｏｏｇｌｅ

Ｊａｍｂｏａｒｄの活用

ふせんを使った意思表示

意見や考えを文字などに残しておくことができ

通話中に一斉に話してしまうと誰が質問や意見

るので、考えを整理しやすく、話し合いの円滑

がわからなくなる、そんな状況を回避できまし

化につながりました。

た。

テーマと議題について
テーマ

新型コロナウイルス禍における課外活動
今回のテーマは、全校（生徒・教員・保護者）から公募されました。
「部
活をしたい・させてあげたい」という声が多く、生徒会としても「部
活を再開してあげたい」という思いがあり、このテーマに決定されま
した。

議題①

現状について

議題②

課外活動の意義を踏まえた
課外活動の「これから」

新型コロナウイルスの感染拡大により、現在は

新型コロナウイルスが流行する前の課外活動は

部活などの課外活動が出来ていません。課外活

どうだったのか、課外活動ができることによる

動をしたい・させてあげたいのか、感染リスク

良いことは何だったのか、そして「課外活動の

はどうなのか…。生徒・保護者・教員それぞれ

意義」とは何か？…。コロナ禍以前は「あるの

の抱える思いや考えと現在の状況を共有しまし

が当たり前」に思えていた課外活動。思うよう

た。

に実施できていない現在、もう一度課外活動の
意義を見つめなおしました。

とあるグループでの話し合いから…
１．課外活動をしたい／させてあげたいか？

２．活動による効果って何だろう？

試合があるので練習したい （生徒）

良いこと

感染経路不明が多く、不安 （生徒）

学年を越えてつながることができる

やらせてあげたいが、帰宅が遅くなり電車が混

日々の楽しみになる、学校の充実

むのが不安 （保護者）

経験を積める
悪いこと
感染リスクが高まる

３．これからの課外活動を考える
学年を越えたつながりの場を作る
感染対策を徹底し、リスクの少ない活動の再開
オンラインでの集まりを増やす

人によって意見はそれぞれ。立場の
違いも意識しながら、お互いの意見
を聞き合うことができました。

三者協議会後、緊急事態宣言が解除された６月下旬からは部活
などが再開し始めました。緊急事態宣言下の活動に関しても、感

․•․‣ 年度第一回三者協議会のご案内‒

染対策のガイドラインを作成・徹底することを条件に行うことが
可能となりました。

今回のテーマ：‒

「コロナ禍における課外活動」‒

議決権を持たず、今後どうしていくかを実際には決めることの

参加場所：自宅––⁰‒
申し込みはこちらから–‒



できない三者協議会ですが、情報共有や話し合い、そして意見を

日時； 月 ‣․ 日‚土‛‣‣～••：‥•‒

出す場としての存在はとても大きいのです。
↑生徒会副会長が作成したフライヤー

令和３年度体育祭が開催されました
５月１５日（土）
、令和３年度体育祭が開催されました。昨年度
に続き今年度も生徒と教員のみでの開催となりましたが、例年のよ
うな盛り上がりを見せました。コロナ禍の「今だからできる唯一無
二の体育祭」を目指した今年度の体育祭、その様子を紹介します。
※当日の様子は学校公式ホームページにも掲載されています。そちらもご覧ください。
東大附属の体育祭

Ａ組、Ｂ組、Ｃ組の６学年混成３チームで優勝を争います。中高生
が学年を越えて１つのチームになって戦えるのは、中高一貫校なら
ではの光景です。
運営は主に体育祭実行委員の生徒が中心となって行います。これに
ついては、先のページで詳しく紹介します。

↑応援団のスローガン幕

今回のスローガンは… 「完全燃焼～灰になるまでｈｉｇｈになろう～」
このスローガンには、「コロナ禍でたまった不安やストレスを、体

育祭で出し切ってほしい」といった思いが込められています。この
体育祭が、感染対策をしつつ、不安やストレスを発散し、完全燃焼
してｈｉｇｈになれる場所になっていたらと思います。

↑朝は雲多めでしたが、す
ぐに晴れて体育祭日和に。

コロナ禍でも楽しめるように。実施された競技はこんな感じ

コロナ禍であるため、騎馬戦など密になるような競技は実施できません。
そんな状況の中、実施することのできた競技をいくつか紹介します。
混合リレー

前期／後期

雪合戦

参加：前期生／後期生

参加：後期生

体育祭の定番・リレーです。

雪玉に見立てた玉を投げ合い

今年は体育祭のスタートを飾

ます。生徒からは人気な競技

りました。

です！

部活対抗リレー

大玉送り

参加：部活代表

参加：全校生徒

部活同士の熱い戦いが繰り広

毎年行われる東大附属唯一の

げられます！

全校競技です！今回はコロナ

運動部・文化部ともに力強い

で競技内容が変わりました。

走りを見せてくれました！

６学年の協力は必須です！

ファイナルレース

障害物リレー

参加：６年生

参加：前期生

毎年６年生が自分たちで競技を考えます。６

様々な障害物を乗り越えなが

年生の最後の活躍が見られます！

らゴールを目指します！今年

色別リレー

は借り物（人）競争もありま

女子／男子

した！

参加：各クラス男女２名

どの競技も楽しそうですね！

体育祭のラストを飾ります！
スピード感のある展開で、そして得点が最も
高い、生徒が１番注目する競技です！

定番の競技から東大附属独自の競技まで
合計１２競技を実施しました！

緊急事態宣言が発令されている中での開催。感染対策は…？

生徒や保護者、そして学校周辺の方々に安心していただくため、次のような感染対策を行いました。
①マスク・軍手の着用

マスクは応援時・競技中（リレー
をのぞく）に関わらず常に着用
すること、軍手は競技中のみ着
用することを徹底させました。

②観戦席（生徒席）に消毒液を設置
観戦席のテント付近に消毒液を複数
設置。競技に出る前や戻ってきた後
など、こまめな消毒を呼びかけまし
た。

実行委員だけでなく、各クラ
スの応援団も感染対策の呼び
かけに協力してくれました！

③競技数の削減

④退場門の新設

⑤応援はスティックバルーンで

例年はおよそ１５競技を実施し

例年は競技終了後に各自戻るこ

声での応援は飛沫感染のリスク

とになっていましたが、それで

を考え禁止としました。代わり

は密になる…。そこで今回は退

に１人２本のスティックバルー

場門を新たに設置し、動線を１

ンを配布することで、大きな音

本に。また距離を取って移動さ

での一体感のある応援を可能に

せることで密を避けました。

しました。

ますが、今回は時間短縮のため
１２競技に削減しました。
コロナ禍でも体育祭を無事開催する
ために動いてくださった先生方や、
実行委員の皆さんには感謝です！

体育祭実行委員ってどんなことをしてるの？

体育祭の運営を担当する体育祭実行委員。実
際どのような仕事をしているのでしょうか？
今年度の委員の動きを一部紹介します。

１月

競技決め

体育祭実行委員会

生徒会の組織の１つ。委員長、
幹部
（副委員長・会計・
書記）、委員（各クラス２名）で構成される。体育
祭の運営を行う。

実行委員長と幹部が決まったら、実際にどのような競技を実施するのか考
えます。ルールはどうするか、どうしたらより面白くなるのか、コロナの
感染リスクはどうなのか、参加する競技数に偏りはないか、…などを話し
合います。

スローガン決め

体育祭のスローガンを考えます。いくつかの案を出し、語感や込められた
意味から、どの案を採用するのか話し合います。

４月

タイムスケジュール

競技が決まったら、当日の流れを考えます。競技の特性や、競技間の準備
時間・手間などを考慮して決定していきます。

委員会スタート

２０２１年度が始まり、今年度の委員が各クラスで決められます。毎週月
曜日の放課後に委員を集め、
体育祭に向けてのいろいろな説明を行います。

応援団募集
エントリー入力

応援団を各クラスから募集します。
（※応援団長になれるのは５年生のみ）
生徒の誰がどの競技に参加するのかを各クラスで決め、委員が名簿に入力
していきます。当日はこれを使って確認をするため、とても重要な作業で
す。

５月

生徒総会・体育祭予行

５月始めの生徒総会で、全校生徒に対して体育祭の競技や生徒総会後の予
行についての説明をします。
予行では、主にルールの変更があった競技や新しい競技を試します。

体育祭

予行での問題点を改善し、いよいよ体育祭当日です。委員長と幹部は主に
指示などの運営側の仕事を、委員は審判の仕事をしました。

６月

反省会

体育祭準備期間から当日まで、どんな問題が発生したのか、どう改善した
らよいのかなど、来年度を見据えて話し合います。

最後に…
上のように、体育祭当日に向けて実行委員は
いろいろな仕事をこなし、どの学年のどの生
徒でも楽しめる体育祭にできるように全力で
働きます。そんな体育祭実行委員をまとめる
実行委員長からのコメントを紹介します。

体育祭実行委員長より
コロナ禍での体育祭ということもあり、競技中はも
ちろん、観戦席での感染対策を取らなければいけな
く、開催に至るまでたくさん幹部や応援団と話し合
い、工夫を凝らしました。
体育祭終了後、周りの人が「体育祭すごく楽しかっ

体育祭実行委員の皆さん、

た！」と言ってくれて、体育祭をすることが出来て

お疲れさまでした！

本当に良かった、と思えました。

次回の東大附属 News Letter は９月２２日発行予定です
今回の東大附属 News Letter はどうでしたか？
あなたのご意見・ご感想をお待ちしています！
こちらから→https://forms.gle/sbhtqe49x1DQkQxv9

東京大学附属中等教育学校

学校公式ホームページ

https://www.hs.p.u-tokyo.ac.jp/
東京大学附属中等教育学校
http://tofu-seitokai.com/

生徒会ホームページ

