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東急大井町線「下神明駅」徒歩３分

総合的な学習の時間 代表生徒によるレポート発表会

2/13(月)13:10 ～

三浦記念ホール

テーマ「 私 と 音 楽 の 関 わ り 」

平成 28 年度
1/14( 土 )より、各学年別で一人ずつ総合的な学習の
時間レポート発表を行い 、先生と生徒が評価しました 。
以下の生徒が各コースの代表に選ばれ、優秀賞を受賞
しました。どの発表も興味深いものばかりでパワーポ
イントや様々な音源を使用してわかりやすく、音楽や
アンケートなどの工夫もあり、プレゼンテーション能
力の高さも感じさせてくれるものばかりでした。発表
を聞いて 、「音楽」は人間が生きていく上で、必要不
可欠なものであり、心や身体に様々な影響を及ぼすと
いうことが分かりました 。また 、人間が創った「 音楽 」
ばかりでなく、波の音などの「自然音」も人間に大き
な影響があるものであるということも分かりました。
＜三浦記念ホールでの発表の様子＞

［選ばれた優秀賞作品］
１年：幼児教育コース「今でも心に残るあの歌 」（ I..A.さん）
音楽コース
「私のエナジー 」（ S.Y.さん）
バレエコース 「もしも音楽が消えたなら 」（ H.M.さん）
舞台芸術コース「音楽の不思議な力～健康との関わり～ 」（ N.C.さん）
２年：幼児教育コース「知られざる童謡～童謡は怖い？～ 」（ Y.K.さん）
音楽コース
「波の音 」（ T.N.さん）
バレエコース 「音痴 」（ K.M.さん）
舞台芸術コース「勉強と音楽について 」（ T.M.さん）
３年：幼児教育コース「伝説を歌う楽器 」（ S.A.さん）
音楽コース
「『 音楽と福祉』～心に響く時間～ 」（ N.N.さん）
バレエコース 「 Sound of Music の音楽 」（ T.M.さん）
舞台芸術コース「寄り添う音楽 」（ K.C.さん）

※左記の優秀賞作品の
レポート発表で先生と
生徒が評価した結果、
選ばれた『最優秀賞』
作品１点の発表ならび
に表彰は、３月３日(金)
の全校集会で行います 。

［ バ レ エ コ ー ス ］の 特別レッスン
「合同オープンレッスン」 2/14(火)①～③
講師： 堀内 充先生 (ﾀﾞﾝｻｰ･振付家･大阪芸大准教授)

「ジャイロキネシス」 2/7(火)・ 9(木)③～
講師： 鈴木 真由先生 (本校バレエコース卒)

ピアノ伴奏
（榎本真弓先
生）付きレッ
スンで､音楽
や空間に対す
る意識・技術
やスタイルの
進化・レッス
ンの意義等々
を学ぶことが
できました。

今回は、２
年生を対象に
ジャイロキネ
シスの基本概
念の理解と実
践のレッスン
を実施しまし
た。１年生は
２年生の修学
旅行中に実施
予定です。

［幼児教育コース］
「パネルシアターを学ぶ」 1/21(土) ③
講師： 柏木麻衣子先生

「ゆたか児童センター交流企画」 1/30(月)

柏木麻衣子
先生は 、現在 、
一般企業に勤
務しながら、
出張講演やパ
ネルシアター
の公演活動を
行っていま
す。今回は、
パネルシアタ
ーの技術向上
と子どもたちへの声のかけ方や話の進め方を学ぶこ
とができました。最後に、３年幼児教育コースが卒
業公演で行うパネルシアターの実演に対して、アド
バイスをしていただきました。

第６回：最終回一年間の成長のまとめ
「１年間が
あっという間
でした。今日
たくさんの『 あ
りがとう』を
いただきまし
たが、こちら
こそ倍以上の
学びと気付き
を得ることが
でき、大変感
謝しております。先生の言葉にもありましたが、高
校生の皆さんも我が子たちもパパ・ママも様々なご
縁の中で成長していくのだ思います。貴重な機会を
ありがとうございました 。」 ： 保護者のアンケートより

「 校内研究授業 」

「 父母と教師の会 年度末総会 」

2/1(水)④

本校では、教師の授業力向上に向けて、年に３回
研究授業を実施しています。今回は、国語科の奥山
先生が１年幼児コースの研究授業を行いました。
宮澤賢治の
小説「なめと
こ山の熊」を
使って、文章
の要約の仕方
についての授
業でした。空
き時間の先生
方が参観する
ことができま
した。

［ ダンスの授業ミニ発表会 ］ 2/17(金)⑥

2/18(水)

11:30 から１号館小ホールにて年度末総会が開催さ
れ、次年度の「父母と教師の会新役員」が承認、小
川会長から永德屋新会長に引き継がれました。これ
からも新体制
のもとよろし
くお願いしま
す。終了後、
視聴覚室にお
いて送別会が
開催され、和
やかな雰囲気
の中で親交を
深めることが
できました。

＜コンクール・コンテストの結果＞

幼児教育
コ ー ス ( 1~3
年 )・音楽コー
ス(3 年)が履
修している
「ダンス」の
授業のまとめ
としてミニ発
表会を行いま
した。インフ
ルエンザで欠
＜楽苑ホール：幼教コース１年＞ 席せざるを得
ない生徒もいましたが、それぞれに工夫された見応
えのある創作ダンスの発表となりました。

音楽コース
○東京春のコーラスコンテスト 2017（ 春こん ）

････････････････････････････････････････

○第１９回 日本ジュニア管打楽器コンクール
2/14(火)：非公開 CD 審査
予選通過本選出場 フルート(３音 :ＫＭ さん)

＜ 部 活 動 ＞

2/5(日)：北とぴあ さくらホール

銀賞 女声合唱曲集『自然と愛と孤独と』より
「沼は秘密があって楽しいが」
「悲しみのようにひそかに」
指揮：松田乃利子 伴奏：小川教子

○第 32 回全日本ジュニアクラシック
音楽コンクール （東京Ⅳ予選）
2/5(日)： 府中グリーンプラザけやきホール
予選通過本選出場 トランペット(１音 :ＭＭ さん )
曲目：「 オリエンタル」バラ作曲
本選： 3/5(日) 会場：ムーブ町屋
曲目「エレジー」アルチュニアン作曲

・ダンス部
［ 卒業生による特別ワークショップ ］
曲目：「 ソナチネ」バートン作曲
本選： 3/29(水) 会場：バリオホール
1/24(火)15:50 ～ 17:00
講師 ： テーマパークダンサー（ 本校 H21 年度卒 ） ･････････････････････････････････････････
安齋あかね さん・田中もえ子 さん
＝保護者の方へ＝
プロダンサーとして求められる資質、ダンス
や表現のスキルを感じ取ること、また、今後の
ダンス部の発表活動、生徒自身の表現や進路に
活かすことを目的として実施しました。

本校のホームページをリニューアルしました。たくさん
の情報が掲載されています 。「在校生・保護者の方へ」は、
パスワードが必要です。生徒への配布物でお知らせしてあ
ります。ご確認ください。

