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学 校 だ よ り  

https://shibuya.schoolweb.ne.jp/haragaij 
 

  

Olympic and Paralympic Games TOKYO 2020  

                                                            校 長  駒 崎  彰 一 

  新型コロナウイルス感染症の影響で 1 年の延期となった Tokyo２０２０大会。様々な議論を経て、間もなく

開催となります。 

学校からメインスタジアムであ

るオリンピックスタジアム（新国立

競技場）まで、とても近いこともあ

り、スタジアム周辺の装飾や交通

規制など、大会が近づいてきてい

ることを肌で感じることができるよ

うになってきました。 

 大会直前となりましたので「ホス

トシティ」の一員として！  Tokyo

２０２０大会の基本的な事項につ

いて再度確認しておきたいと思い

ます。 
 

正式名称     第 32回オリンピック競技大会／東京 2020パラリンピック競技大会 
 

        開催期間     オリンピック     2021年 7月 23日（金）～8月 8日（日） 

                     パラリンピック   2021年 8月 24日（火）～9月 5日（日） 
         

        競技数       オリンピック     33競技 

                         https://olympics.com/tokyo-2020/ja/sports/ 

                     パラリンピック   ２２競技 

                       https://olympics.com/tokyo-2020/ja/paralympics/sports/ 
         

       大会ビジョン    スポーツには世界と未来を変える力がある。 

1964年の東京大会は日本を大きく変えた。 

2020年の東京大会は、 

「すべての人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」、 

「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」、 

「そして、未来につなげよう（未来への継承）」 

を 3つの基本コンセプトとし、史上最もイノベーティブで、 

世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。 
 

        大会モットー    United by Emotion TOKYO2020 
                          大会モットーとは大会ビジョンを研ぎ澄ました東京 2020大会が世界と共有したいメッセージ。 
 

新型コロナウイルスの感染拡大をコントロールして、日本中・世界中に興奮と感動を呼び起こし、「記録」と「記

憶」が人々の心にいつまでも残るすばらしい大会になることを願っています。 

https://olympics.com/tokyo-2020/ja/sports/
https://olympics.com/tokyo-2020/ja/paralympics/sports/


3度目のオンライン土曜授業日 

  本年度は、前半（４月から６月）に「土曜授業日」を多く設定していた関係で、この時期に緊急事態宣言と

なったことから、3度目のオンライン土曜授業日を 6月 5日に実施しました。（本年度、区内で一番オンライン

授業を実践しています。） 皆さんも 3 回の経験によりオンライン授業のコツをつかんだのではないでしょうか。 

第 1 回（５月８日）は接続・通信環境の試行やオンライン全校朝礼からスタートして、第 2 回（５月１５日）

で学級単位の授業、第 3 回（６月５日）で学年単位の授業を展開することができました。先生方も、今回は

「学年」や「教科」といったチームで「オンライン授業づくり」に取組みました。 

今後、どんな状況になったとしても「学びを止めない」体制づくりの準備が確実にできたと考えています。 

 

ＰＴＡ主催「高校説明会」 

PTA 主催の保護者対象「高校説明会」を 6月 14日（月）中間考査の午後に実施しました。毎年実施し

ておりますが、本年度は緊急事態宣言下であったため感染症対策を充分に行っての実施となりました。 

本校に一番近い東京都立青山高等学校の小澤哲郎 統括校長、区内にある関東国際高等学校の黒澤

真爾 副校長より「都立高校」と「私立高校」の違いを中心に自校の取組を含めて説明していただきました。

保護者 90名（1年 25名、2年 26名、3年 39名）の参加があり、生徒向けの録画も行いました。 



避難訓練 

コロナ禍で全校が一堂に集まることができない状況にありますが、毎月 1回避難訓練を実施しています。 

今月は地震を想定した訓練を実施。1 年生のみ体育館に避難する訓練となりました。（本年度はまだ 1 度も

全校で集まることなく学校生活を送っています。） 

 
 

先生方も「学び」を深めています 

 

現在、日本全国の学校で「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」をテーマに校内での実践

研究が進められています。 6月 23日（水）「知識構成型ジグソー法」を用いた理科と社会の模擬授業を先

生方が生徒役となり実際に体感しました。生徒の皆さんが主体的に（自分から）「学びたくなる」授業づくり

を目指していきたいと思います。 

 

道徳授業地区公開講座 

   

6月30日（水）にはコロナ禍により公開は中止となりましたが道徳授業地区公開講座を実施しました。後

日、本校 Web サイトにて実施の報告をする予定です。各学年の道徳授業後には、先生方での意見交換会

（研修会）として元全国中学校道徳教育研究会長の峯川一義先生の講演がありました。 
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※ 感染症拡大防止のため、土曜日授業の公開はありません。

≪表彰等≫
○美術部○ 「はたらく消防の写生会」

写生画の部 優秀賞（消防総監賞） 3年 福田一太 1年 𠮷田文子

入選 （消防署長賞） 2年 若原希幸 小宮照晃 坂本百花 1年 野沢虎央

ポスター画の部 優秀賞（消防総監賞） 2年 相川瑞生桃

入選 （消防署長賞） 1年 三浦和千 間野目萌

未来画の部 優秀賞（消防総監賞） 3年 三浦和真 榎本葵

入選 （消防署長賞） 2年 杉山由季乃 成瀨衣舞 1年 松田尚子

○男子バスケットボール部○ 渋谷区中学校夏季選手権大会 第3位

優秀選手賞 3年 山根悠陽

○女子バスケットボール部○ 渋谷区中学校夏季選手権大会 優勝 都大会出場

優秀選手賞 3年 武冨芽瑠 糸賀珠希

○陸上競技部○ 地域別（区部西部）陸上競技大会

３年 溝口瑛士 共通四種競技 第４位

３年 佐藤史裕 ３年１００ｍ 上位記録により都大会出場

○野球部○ 東京都中学校野球部選手権大会 第２ブロック 新宿・目黒・渋谷区予選 第３位

○卓球部○ 渋谷区中体連夏季卓球大会

男子シングルス 第５位

３年 中島一理 都大会出場

※感染状況等により予定は変更になることがあります。


