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文京区立茗台中学校

運動会に向けて

昨年同様、 新型コロ ナウイルスの 影響から 、学年別での 運動会に なります。今 年度も ミ ニ
運動会に様々 な制限は ありますが、 昨年度か らパワーアッ プしてい る 種目もあり ます。昨 年
度は、全員リ レーのみ のミニミニ運 動会でし たが 、今年度 は短距離 走 や全員リレ ー、綱引
き、そして学 年種目と ４種目を行う ことにな ります。学年 種目は、
１ 学 年 心 の縄を ひとつに 結べ

～Oh, now our smile～

２ 学年 走 って、 奪って、 守れ！ 王様しっ ぽ取り
３ 学年

Jet Speed Eight

定期考査が終 了し、運 動会練習も再 開しまし た。また６月 ３０日か ら朝練も始ま り、校庭
から元気な声 が聞こえ てきます。各 クラス、 運動会実行委 員を中心 として当日最 高のパフ ォ
ーマンスをす るために 試行錯誤しな がら頑張 っています。
昨年度は保護 者の皆様 に参観を御遠 慮いただ きましたが、 今年度は 各家庭１名の みにはな
りますが参観 可能とな ります。その 際は、後 日配布されま す参加確 認票と名札の 御持参お 願
いします。

新型コロナワクチン接種が進む中で、、、
新型コロナ ワクチン 接種が、厚生 労働省よ り 12 歳以上 も接種対 象となること が決定し た
という、区か らのお知 らせを すでに 御覧にな られたことだ と思いま す。そのお知 らせの中
に、コロナ禍 における 問題でよく取 り上げら れている 偏見 や差別に ついて書かれ てありま し
た。コロナが 流行し始 めた頃は、感 染者や医 療従事者への 差別問題 が挙げられて いました
が、ワクチン 接種が広 がるにつれて 、「打た ない」人たち への差別 感情も大きな 問題にな っ
ています。

・ワクチンの接種は強制ではないこと。
・周囲にワクチンの接種を強制してはいけないこと。
・身体的な理由等様々な理由によって、ワクチンを接種することができない人や接種を
望まない人がいること。また、その考え方は尊重されるべきであること。
・ワクチン接種の有無を話題としないこと。
上記の内容については、学校において指導してまいります。
現在本校の生徒達は 、コロナ禍において様々な制限がかかりながら、学校の教育活動に
対して、一生懸命に取り組んでいます。そこには、仲間への差別や偏見がなく、お互いに
協力し合い助け合いながら、勉強に部活動に、そして様々な行事に、 とても熱心に取り組
んでいます。今後も生徒や教職員 は、保護者や地域の皆様から御協力を賜りながら、 この
状況を乗り越えていきたいと思います。御協力をよろしくお願いします。

■web https://www.bunkyo-tky.ed.jp/meidai-jh/

■twitter

@bun_jh_meidai

副校長より

７月の行事予定

～主体的な活 動に向け て～
６月２２日（ 火）から ２４日（木） ま
での３日間で １学期期 末考査 が行わ れま
した。それに 先立ち定 期考査前自習 室が
１週間開催さ れ約５０ 名の生徒が参 加
し、学習に励 んでいま した。 また、 数学
や美術など教 科別で補 習も放課後行 われ
ています。そ して体育 では授業中に 計測
したスコアよ りさらに 良いスコアを 出し
たい生徒のた めに、授 業時間外に再 チャ
レンジできる ようにし ていました。 英検
（実用英語技 能検定） の２次面接試 験に
向けた対策練 習会も開 かれ ました。
これらの活動 は強制的 に 参加したわ け

７日（水）水曜学習室
８日（木）学年別 運動会
９日（金）学年別 運動会（予備日１）
１０日（土）学年別 保護者会
１２日（月）避難訓練
１３日（火）学年別 運動会（予備日２）
１４日（水）水曜学習室
１５日（木）専門委員会・中央委員会
１６日（金）防災体験（２年）
※今年は宿泊ではありません
１９日（月）大掃除
２０日（火）終業式・学習相談
２１日（水）夏季休業日（始）
三者面談（始）

ではなく、生 徒が自ら 主体的に参加 しま
した。中には 最初参加 すること に躊 躇す
る生徒もいま したが、 友達や先生か らの
アドバイスを 受けて参 加を決めたケ ース

夏季水泳教室（始）
２９日（木）夏季水泳教室（終）
３０日（金）三者面談（終）

もありました 。活動後 生徒はとても いい
表情をして帰 っていき ました 。夏休 みは
いろいろな教 科で補充 教室が 行われ ま
す。（後日生 徒向けにお 知らせが配布 され

都立高等学校入学選抜について
今年度も新型コロナウイルス感染症への
対応に伴い、以下の変更点が発生しており

ます）
将来、生徒一 人一人が 別々の世界に 進
み、その進ん だ先で活 躍できるため の土
台作りをこの 茗台中学 校で できれば と考

ます。
・入学願書等の書類は原則郵送により提出
・推薦に基づく検査は原則１日で実施
・合格発表は、都立高校内に掲示とともに

えています。

ウェブサイトへも掲載
・推薦に基づく検査で集団討論は実施せず

八ヶ岳移動教室の日程等について

・文化・スポーツ等特別推薦の基準に「実

９ 月 ６ 日 （ 月 ）・ ７ 日 （ 火 ） の 一 泊 二 日

績等を証明する書類の写し」の提出を求

１年生・２年生合同で実施

めない

（現地での行程は別々です）

等が発表されました。詳細については９月

となりました。ただし、今後の新型コロナ

公表予定の令和４年度東京都立高等学校入

ウイルスの感染状況により、再度変更にな

学者選抜実施要綱・同細目等に定められる

る可能性もあります。御理解のほどよろし

そうです。

くおねがいします。行程等の詳細は後日各
学年から連絡があります。

■電話

03-3811-2969

■FAX

03-5689-4559

