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9 月２２日（金）に年次別の遠足がありました。各年次とも、クラスメートとの親睦
を図り、思い出に残る楽しい遠足になりました。

１年次「都内散策」
事前学習では、オリンピック・パラリンピック
の開催予定会場について調べ、当日は東京の文化
や風土に触れることで、地域社会について考えを
深めました。また、初めての学校外での班行動で
したが、計画通りに活動し、自主性や協調性を養
うことができました。楽しい思い出ができました。

２年次「羽田・横浜」
２年次の遠足は、羽田空港とみなとみらいの観光
でした。空港から班行動で、まずオービィ横浜とい
う施設に行った後、各班それぞれのコースで観光し、
最後は横浜みなと博物館でチェックを受け解散しま
した。１月には修学旅行に行きます。この遠足での
活動を、活かしてくれることを期待しています。

３年次「東京ディズニーランド」
３年次はディズニーランドへ遠足に行
きました。途中から雨となりましたが、
仲間とのコミュニケーションを深め、デ
ィズニーランドの「ホスピタリティ」を
感じながら、1 日満喫することができま
した。

４年次「東京ディズニーシー」
今年も曇りがちな天候のためか、
ディズニーシ―は空いていました。集合
から解散まで十分満喫できたようでし
た。解散の時の大雨には驚きましたが、
それも良い思い出です。

部活動・同好会紹介

部活動・同好会の詳しい
情報は HP を見てね♪

卓球部

男子バスケットボール部・女子バスケットボール部

初心者と経験者が仲良く一緒に練習しています。大会で好成績を残していま
すが、高校になってから初めてラケット
を握った人もいます。外部コーチや卒業
生から技術指導を受けることもでき、
他校との合同練習も行っています。
今年は女子団体が定通制全国大会で
優勝しました。男子も「女子に続け！」
と、都大会上位入賞・全国大会出場を
目標に頑張っています。
活動実績

“楽しく、真剣に”週６日練習を行っています。基礎練習から
実戦形式まで幅広い練習を行うことで、技術の向上だけでな
く、“心の成長”も目指しています。
男子は昨年度、創部以来初となる『全国大会出場』という目
標を達成することができました。全国大会はベスト８という結
果に終わりましたが、今年度も男女が協力し、大会での上位進
出を目指して日々練習に励んでいます。
活動実績
【男子】
●平成２８年度全国定時制通信制大会 ベスト８
●平成 29 年度東京都春季大会 ベスト８
【女子】
●平成 29 年度東京都春季大会 出場

●全 国定時 制通信 制卓球 大 会

女子団体戦

優勝

●東京都定時制通信制卓球大会

女子団体戦
男子団体戦
女子個人戦
男子個人戦

優勝
女子ダブルス戦
優勝
男子ダブルス戦
第３位
第３位

優勝
準優勝

フットサル部
短時間ですが週 5 日の練習を行っています。練習では、テーマを決めて、取
り組んでいます。人数は少ないけど楽しく活動しています。一緒にフットサル
を楽しみましょう。
活動実績 ●夏の高校生フットサル大会 2017 出場

バドミントン部
バドミントン部は少人数ながら、毎日のように活動し、春季大会や夏季合同
合宿に参加しました。今の目標は総合体育大会で好成績を収めることです。

テニス部
秋～冬にかけて大会が続きますので、興味のある方は参加お待ちしています。
活動実績●春季テニス選手権大会
男子ダブルス 第 3 位
●定時制通信制総合体育大会 男子シングルス 優勝

女子バレー部
日々の基礎練習をはじめに、他校との練習試合もたくさんやっています。
男子部員も募集中です！

ダンス部
毎日活動！元気なダンス部です。ダンス部では、お休みすると心も体も離れ
てしまうので、そこのところはみんなでつながるよう努めています。踊ること
は心のつながりが大事だからです。基礎練習や先生のレッスン、発表に向けて
の作品創りを行っています。ヒップホップだけでなく、創作することを心がけ、
テーマのある作品を目指しています。顧問の先生の他ブレイクダンスやヒップ
ホップを教えてくださるコーチにも恵まれ、仲よく充実した活動をしています。

柔道部
週４回練習を行っています。柔道の練習はもちろんのこと、
トレーニング室で筋力アップに取り組んでいます。少人数の活
動ですが、全国大会の団体メンバーに選出され、夏に講道館で
行われた全国大会に出場しました。
活動実績 ●東京都定時制通信制春季大会
個人 男子 90 ㎏以下級 第３位
●全国定時制通信制柔道大会
男子団体 東京 A チーム 第 3 位
●平成２９年度総合体育大会 柔道の部
男子団体 第３位
男子個人 有段の部 第２位

剣道同好会
週２回剣道練習、週２回トレーニングを行っています。人数
は少ないですが、各大会に向けて日々練習。全国大会前には、
全国大会を２連覇した東京チームとの合同強化練習会に参加
し、技術を高めています。
活動実績
●全国定時制通信制剣道大会出場

水泳部
春から体力づくりを行い、６月末からプールシーズンが始ま
りました。8 月 11 日に辰巳国際水泳場で開催された江東区民
大会に出場したくさんの賞状をもらってきました。１０月に定
通総体江東区体育の日大会に出場し上位を目指します。
活動実績 ●平成 28 年度通制総合体育大会水泳競技
女子 総合 第 2 位
●その他 個人・リレー多数表彰

文化祭日程：１１月３日（金）１１：００～１５：００ ・ ４日（土）１０：００～１５：００
イラストレーション部
週 2 回、昼部間に活動しています。
好きな絵を描いたり、お題に沿っ
て描いたり、基本的に緩く自由に
やっています。イラスト部では、
年３回部誌を発行しており、文化
祭では毎年部誌を無料配布しま
す。その他にも、ポストカードや
毎年変わるテーマで描いたイラス
トなどを配布・展示します。
合唱部
週４日程度、昼部間と
夕部間に練習を行って
います。学期に１回、
アトリウムでランチタ
イムコンサートを行っ
ています。大きな活動
は文化祭での発表で、
人数は少ないですが楽
しく活動しています。

美術部
校舎 4 階の美術室前にて週
1 回のミーティングと、空い
ている時間に自主制作をし
ています。文化祭では正門ア
ーチを部員８名でグループ
制作しました。個人作品は、
飛翔祭で展示後、東京都高等
学校文化連盟 美術・工芸部
門の中央展に出品します。

軽音楽部
毎週月曜日～金曜日までの昼部間
と夕部間に活動を行っています。ラ
イブに向け個人練習や、学校にある
スタジオでバンドメンバーと合わ
せ練習を行っています！月一度の
ミーティングを開いて部員全員が
部の状況を把握できるようにして
います。バンドメンバー関係なく、
先輩後輩仲良く活動しています！

サイエンス部
月・水・金曜日の昼夕部間
活動を行っています。活動内
容は、部員それぞれが考え
た、研究や実験を行っていま
す。飛翔祭にて活動報告や体
験展示等を行います。共同研
究も、個人での活動も可能な
ので、自分の好きなスタイル
で活動できます。

和太鼓部
部員全員、仲良く活動し
ています。平日は、基礎
打ち、個人練習を中心
に、卒業生からの指導を
受けながら練習してい
ます。今年の文化祭で
も、発表をするので、是
非、見に来てください！

ボランティア部
週 2 日学校周辺の清
掃活動を行っていま
す。また、依頼に応
じて、校外のボラン
ティアにも参加しま
す。人数は少ないで
すが、無理せず自分
のペースで楽しく活
動しています。

箏曲同好会
週１日、練習を行っ
ています。大きな活
動は文化祭で の発
表で、人数は少ない
ですが楽しく 活動
しています。箏に向
かって集中し てい
ると、日常を忘れ、
癒されますよ。

ブラスバンド部
今年度は、夏に東京都高等学校吹奏楽コンク
ールに出場し、Ｃ組銅賞をいただきました。
来年は金賞を目標に、日々活動を続けていま
す。今年の秋には文化祭に続き、東京都立高
等学校定時制通信制課程芸術祭にも参加いた
します。今後は、校内外での演奏活動の機会
をさらに増やし、たくさんの方々に喜んでい
ただけるような演奏を行い、地域の方々に親
しまれるような部活動を目指しています。

写真同好会
週２回活動していま
す。各自撮影してき
た作品データをパソ
コンに取り込み、プ
リントアウトしてい
ます。フィルムカメ
ラでの撮影と、暗室
ワークも行っていま
す。

園芸同好会
水やりは当番制ですが、土づ
くり・種まき・収穫などの活
動は予定を合わせて不定期
で行っております。少人数で
も、先輩後輩の分け隔てなく
楽しく活動しています。今は
校門前に植えたコスモスが
咲き、道ゆく人の目を楽しま
せています。

