
イベントスケジュール

学園祭会場に個別相談コーナーをもうけています。
10月1日（土）10：00～16：00　10月2日（日）10：00～16：00
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今年度から受験生に向けて配布している「トシコーパスポート」。
その名のとおりパスポートサイズの小さな冊子ですが、
質問やクイズに答えるとトシコーのことをもっとよく知ることができます。
トシコーパスポートは説明会でお配りしていますので、みなさん是非手に入れてください！

学校説明会＆帰国生入試説明会（要予約）
都市大付属の教育を、見て、聞いて、感じてください。在校生による受験生へのエールや校内見学・個別相談もあります。

過去問チャレンジ（要予約）
入試さながらの雰囲気を体験してみよう！

同時開催：第1回入試説明会＆帰国生入試説明会

※学校説明会などの予約は本校ホームページ
　http://www.tcu-jsh.ed. jp/でできます。

★随時学校ご案内も可能です★
（要電話予約）11月20日（日）10：00～12：30

※校内見学・個別相談もあります。

※小学６年生対象

土曜ミニ説明会＆帰国生入試説明会（要予約）
少人数でじっくり、ゆっくり本校の魅力を感じてください。授業見学もできます。 9月3日、9月24日、10月15日、10月29日、

12月3日、1月14日、1月21日

※校内見学・
　個別相談もあります。

全日
10：00～11：30

祭柏苑祭柏苑 ようこそ未来のトシコー生。
小学生たちの、1日トシコー体験！

「柏苑祭」は、すべてを生徒が作り上げる
トシコーの文化祭です。文化部の展示や執行委員の
新企画、学年ごとの展示に運動部の招待試合など、
生徒が趣向を凝らし自分たちで作り上げます。
トシコー最大のイベントに、ぜひお越しください！

10/1 2日土
第58

回

トシコーが１番盛り上がる2日間！！

学・個別相談も

生徒の投票で選ばれた
柏苑祭のポスター。
今年のポスターデザインは
高校2年の滝田君の作品！ できたて手作り屋

台に

舌つづみ！ 大盛り上がりのステージイベント！ 宴夜祭で迎える大フィナーレ！

9月11日（日）10：00～12：30

トシコー名物の
鉄道研究部！

トシコーパスポートに

シールを貼ってもらお
う。

シール5枚で、

「としまろ。カンバッジ
」をプレゼント！

「としまろ。カンバッジ
」をプレゼント！

「としまろ。カンバッジ
」をプレゼント！

「としまろ。カンバッジ
」をプレゼント！

トシコーを知っ
て

トシコーシールを
集めよう！

説明会へ行って
トシコーパスポートを手に入れよう！

三角定規とストローだけで、
校舎の高さを測ってみよう!

校舎の高さを測ろう！

フラッグを
取られないように

、

レッツトライ！

フラッグを
取られないように

、

レッツトライ！

道具は三角定規と、スト
ロー！？道具は三角定規と、スト
ロー！？

レッツ図書館探検！

課題にそった本を探し出そう！

図書館探検隊

フラッグフットボールを
楽しもう

誰でも簡単に楽しめる

フラッグフットボール
を体験！

生命の
神秘を観察！
生命の
神秘を観察！

オープンスクールのプログラムを一部紹介！

たった3ｍｍの小さな体から驚くほどのまばゆい“光”が！

生物実験「ウミホタルの発光をみてみよう」

Vol.

生徒がつくる広報誌

★ オープンスクール2016　
★ ティーチャーズ・プレゼン合戦 オープンスクール篇
★ 中学体育祭 虎の巻　★ トシコートピックス　
★ 業あり先生　★ 第58回柏苑祭告知　★ 各種説明会のお知らせ
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吹奏楽部吹奏楽部

毎年人気の高い鉄道研究部体験。レールに流れる電気
で動く、本格的な鉄道模型の運転体験や、部員た
ちが撮影した鉄道写真の展示など、鉄研の魅力
を存分に体験してもらいます。
しかし、それだけで終わらないのが鉄道研究
部。オープンスクール開場時の誘導や、来校し
てくれた小学生や保護者の方々に校内のご案
内をしました。部活体験の域を超え、オープン
スクールの担い手の一人として参加者をもて
なす、頼もしい部員たちが自慢です！

今年でついに10年目を迎えたオープンスクールの卓球部体験。本プ
ログラムは毎年好評を博し、参加者のうち何人もの受講者が、入学後
卓球部に入部しています。
卓球部のプログラムの魅力、それは「参加者と生徒の距離の近さ」です。
体験プログラムでは、部員による模範演技披露の後に、実際に参加
者に卓球を体験してもらいますが、卓球経験が全くなくても大丈
夫。ラケットの握り方やボールの打ち方など、部員が手取り足
取り丁寧に教えています。

受験生とその保護者で超満員となったアルママタホール。
吹奏楽部は、不安と期待を抱える受験生を前に、学校説明会での
オープニングアクトを務めました。学校説明会は受験生にとって

本校を知る大切な場。吹奏楽にはオープンスクールの演奏
を見て受験を決めたという部員も数多くいま

す。ステージでは演奏の他に、吹奏
楽部の中学1年生が彼らに向け
て本校の魅力を語りました。心
に響く演奏とエールで、受験
生のやる気に火をつけます。
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6/4（土）に行われた中学
体育祭。

今号のスタートラインでは
、今大会からの新種目であ

る「棒引き」「ムカデリレー
」をピックアップ！

新種目のワンポイントアド
バイスをご紹介します。

虎の
巻中学体育祭中学体育祭

吹奏楽部の演奏に

心打たれ、受験を
決めた生徒もいます

！

伊藤 拓先生
中高卓球部顧問

管野 裕之先生
吹奏楽部顧問小村 達彦先生

鉄道研究部顧問

トシコー
ＯＢ生からの
アドバイス
選抜リレーはこう

戦え！

ムカデリレー

棒引き

鉄道研究部
参加者との距離が、
とにかく近いです！部活体験の枠を超え、

オープンスクール全
体の

運営にも携わります！

卓球部

足紐はとにかく強めに結ぶべし
！

新種目「ムカデリレー」の勝
負の鍵は、実は足紐です。

どんなに息を合わせた走
り方の練習をしても、本番

で紐

がほどけてしまえば大幅な
タイムロスは避けられませ

ん。

リレー直前には、足紐をで
きるだけ強く結ぶように声

を

かけ合いましょう！

スタートダッシュで勝負を決める
べし！ 

棒引きは力と力のぶつかり
合い。お互いに一歩も譲ら

ないじりじ

りとした引き合いになる前
に、走りが得意な生徒がひ

とりで棒を

取ってきてしまうことで、試
合を有利に運ぶことがで

きます。ス

タートダッシュを制するもの
が、棒引きを制す！

難波 真生先生
教育実習生

新種目はこう戦った！

ティーチャーズ・プレゼン合戦ティーチャーズ・プレゼン合戦
オープンスクールで

大人気の部活動を大特集。

顧問の先生が語る

「うちの部活動はココがすごい！」

オープン
スクール篇

うちの部活動はココがすごい！

新聞委員会メモ
6月19日（日）に帝京中学校で開催された「第11回東京都中学校少林寺拳
法大会」において、中学少林寺拳法部が「男子総合優勝」を果たし、2連覇を
達成しました。この結果、7月18日に本校で開催された「関東中学校少林寺
拳法大会」と、8月14、15日に大阪府守口市で開催される「全国中学生少林
寺拳法大会」への出場権を獲得しました。全国大会へは3年連続6度目の
出場です。

東京都中学校少林寺拳法大会
2年連続総合優勝！

6月18日（土）、キャリア・スタディの一
環である「業あり先生」が開催されまし
た。「業あり先生」は、毎年本校OBを中
心に、人文・自然科学分野など、職種を
問わず様々な現場で活躍する社会人を
お招きし、具体的な職業そのものにス
ポットライトをあてたお話を伺っていま
す。生徒たちは、興味のある職業の先生
の講義を一つ選択し、他では知る機会
のなかなかない、現場の貴重なお話を
聞き、広い社会に出て働くことの意義や
やりがい、苦労についてを学びます。講
義の内容をもとに、「自身の将来＝キャ
リア」をイメージすることが、「業あり先
生」の大きな目的です。

自動車部
東日本大会優勝4連覇！
6月25日（土）に、栃木県・ツインリンクもてぎで開催された、
手づくりの自動車の燃費を競う「HONDAエコマイレッジチャ
レンジ 第８回もてぎ大会」（東日本大会に相当）の中学生クラ
スで、中学自動車部が優勝を果たしました。今大会では、中学
2年生の関虎太郎君がドライバーを務めたマシンが、ガソリン
1リットルあたり613.537kmの記録を出し優勝を飾りまし
た。同部としては、第5回の大会以降、4年連続の優勝となりま
した。次の全国大会（10月）では、記録更新を狙って、マシンの
改良・整備に取り組みます。

中学フラッグフットボール部
南関東大会出場権獲得！
5月29日（日）、日本フラッグフットボール協会主催の春季オープン大会南関東地区予選が
開催されました。本校中学フラッグフットボール部は、同大会で3連勝し予選大会を突破。
南関東大会の出場権を獲得しました。
フラッグフットボールとは、アメリカンフットボールを起源にしたスポーツで、タックルの代
わりに選手の両腰につけた「フラッグ」を取る、近年注目の新しいスポーツです。トシコーで
は、東日本大会出場を目指して、日々練習に励んでいます。

今回のスタートラインはいかがでした
でしょうか。私もオープンスクールに参
加しましたが、来校者の皆さんの喜ん
でいる表情を見て、やりがいがあった
なと思いました。

今回の特集は中学体育祭、オープンス
クール、キャリア・スタディです。今回は
僕たち新聞委員が写真の撮影から構成
まで考え、先生方と調整を重ね、発刊す
ることができました。生きいきとしたトシ
コーの学校生活を隅 ま々でご覧ください。
また、10月1・2日には本校最大のイベ
ント「柏苑祭」が行われます。皆様のご来
場、心よりお待ちしております！

業あり先生が開催されました！
キャリア・スタデ

ィ

女性自衛官の髙橋咲恵先生の講義を受け
ました。講義のタイトルは「これからの時代
は、自生力だ！！」。先生の半生を振り返りな
がら、私たちが将来を考えるうえでのアド
バイスを受けました。
なかでも、『自分の未来、進路を自分で決め
られることはとてつもなく幸せなこと』とい
う言葉がとても印象に残りました。私たち
は、特に疑問を抱くこともなく、進路を自分
で選択しますが、色々な事情でそれができ
ない人もいることに気がつきました。“自
分の当たり前”が崩された瞬間でした。
ない人もいることに気がつきました。“自
分の当たり前”が崩された瞬間でした。

中3 吉田 周祐君

高１ 上野 志月君

中3 植木 優人君

バトンを渡す手・受ける手を統
一すべし！

皆さん体育祭お疲れ様でし
た。体育祭を通じて、クラス

がひとつになる

瞬間を味わえたかと思いま
す。さて、今号の企画は中学

体育祭「虎の巻」

ということで、私からは目玉
種目であるリレーのアドバイ

スを送ります。

リレーではバトン渡しをス
ムーズに行えるかどうかが

、勝負の明暗を分

けます。2つのポイントを意
識して練習しましょう。

①バトンを受ける手、渡す手
をクラスで統一

②バトンを受ける前から加速
し、スピードに乗った状態で

受け渡す

この2つをたくさん練習し
て本番に臨んだら、あとは

仲間のために応援

あるのみ！声援が力に変わ
るくらい、一丸となって声を

出し切りましょう！


