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制服について

校長 清水 ゆかり

本校はもともとこの地にあった忍岡高校と、商業科と生活文化科をもった上野忍岡高校が、
都立高校改革推進計画により統合され、新しく平成 18 年に開校しました。
二つの学校を統合するにあたり、「忍岡」という校名とその歴史、校舎、そして校歌は忍岡
高校のものを引き継ぎましたが、普通科と生活科学科の二つの学科をもつ単位制高校として新
しいスタートをきる、新たな伝統をつくっていくということで校章と制服は改めました。校章
は蓬莱園にある銀杏の木と池に遊ぶカモをデザインしました。この地から、たくましく世界に
向かって羽ばたいていくという意思を表しています。
制服は、生徒の皆さんに忍岡高校生としての自覚をもってほしい、うちの学校の生徒である
ことに自信と誇りをもってほしいという思いを込めてつくりました。30 年以上前に単身でパ
リに行き、日本人モデルとして活躍し、帰国後デザインを手掛けるようになった山口小夜子さ
んにデザインを依頼し、スマートで都会的な制服となりました。世界でひとつしかない、うち
の学校の制服です。
制服は英語ではユニフォームと言いますが、ユニには「ひとつからなる」という意味があり
ます。本校は二つの科があり、教育課程は異なりますが、忍岡高校生としてはひとつになって
行事や部活動に取り組んできました。その結果、今年の体育祭、文化祭はこれまでにない素晴
らしいものとなりました。しかし、皆さんには現状に満足せずもっと素晴らしい行事を皆がひ
とつになってつくってほしい、そしてその過程で、一人一人がより大きく成長してほしいと思
います。
最近、残念なことに、一部の人ではあるけれども、制服を着用しないで登校したり、きちん
と着用していなかったりする人が見られます。制服をきちんと着ましょう。そして気持ちを一
つにして、学習に、部活動に、学校行事に取り組みましょう。

芸術鑑賞教室 TRY―TONE を迎えて
10 月 9 日(金)本校の体育館に 5 人のア・カペラ
ユニット、TRY-TONE の皆さんを迎えて芸術鑑賞教
室が行われました。楽器を使わないコンサートを
初めて体験した生徒がほとんどのようでしたが、
全員でア・カペラに挑戦したり、生徒たちが舞台
にあがって一緒に楽しむ時間もありました。忍生
のチョイスによる「12 星座テーマ曲メドレー」な
ど、全 12 曲の美しいハーモニーと楽しい構成でと
ても良い時間を過ごすことができました。

～ア・カペラコンサート

大学教授による出前授業行われる

11 月 14 日(土) 〔1 年次生・進路〕

11 月 14 日の土曜日に、1 年次生が大学の出前授業を受けました。大学の授業を体験する機
会をこれからの進路選択に活かしてほしいと思います。翌週の 16 日(月)6 時間目の『キャリ
アガイダンスⅠ』の授業では、進路が決定した 3 年次生の先輩から話をきく「先輩講話」も行
われ、いつになく真剣に話に聞き入る 1 年次生の姿を見ることができました。
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『英語は変？それとも面白い?』
『心理検査をやってみよう』
『日本の中の貧困問題』
『電気ひずみを測る』
『絵本・昔話の劇化、世界の児童・青少年演劇、
ドラマによるワークショップ』
『絵画と遠近法』
『世界の音楽家たち～大学で音楽を学ぶことと
は～』
『色によるイメージの表現』
『牛乳から作る手作りチーズ』
『保育の魅力を考える ～絵本とことば』

授業「フランス語」 交流
９月１８日(金)、本校の授業「フランス語」の選択者が、本校に隣接しているリセ・フラン
コ・ジャポネの日本語を学んでいるクラスの生徒たちと交流を行いました。担当の波多野先生
が引率してくださり、「つるし雛」（Poupées suspendues）の紹介などをして、日本の伝統
工芸を紹介してきました。この交流はリセ・フランコ・ジャポネのホームページにも紹介され
ましたので、ごらんください。今後も様々な形の交流を企画していますので、ご協力をお願い
致します。
生徒の感想◎フランス人学校の生
徒が１２人もいて、最初とても緊張
した。◎年下の生徒もいたけれど、
とても大人っぽくみえた。◎フラン
ス語が聞き取れないところもあった
けれど、フランス人学校の生徒たち
は冗談を言い合ったりしていて、と
ても仲が良い様子だった。◎「なぜ
フランス語を選択したの？」「フラ
ンス人の男の子は好き!?」など質問
攻めにあった。

「奨励賞」を受賞
～ 2009 年度 東京都高等学校文化祭演劇部門地区発表会

〔演劇部〕

20A 浅川琴音 私たちは今季の東京都高等学校演劇連盟主催、城東地区大会におきまして、
畑澤聖悟作『修学旅行』という劇で奨励賞をいただくことができました。この物語は、沖縄に
修学旅行で来た、とある高校の宿舎の中、偶然同じ班になった女子生徒 5 人の部屋の中で繰り
広げられる等身大の恋模様とともに、戦争という難しい内容を主題にしています。戦争の虚し
さについて女子生徒たちの他愛ない論争と戦争の様子が、だれの身近にも起こりうる情景を背
景に描かれている劇だと、私たちは捉えました。今回の舞台に置かれていたのは、人数分の布
団やカバンなどの荷物だけでしたが、その際に舞台をより広く使えるよう、布団のおき方など
に工夫をしてきました。本番まではインフルエンザの流行があるなど、苦労は絶えませんでし
たが、そんな中でも皆がひとつの目標に向かって頑張ってきたことが、今回の結果に繋がった
のではないかと私は思います。今後もさらなる高みを目指してこれまで以上に精進していきま
すので、これからも応援をよろしくお願いします。

授業評価委員会開催される

～生徒による授業評価をもとにして

11 月 11 日(水)16:00～17:30 に、会議室で生徒 11
名、保護者 3 名、教員 7 名、東部学校経営支援セ
ンター学校経営支援主事 1 名の参加で、授業評価
委員会が開催されました。7 月に実施した「生徒
による授業評価」の結果を参考にしながら、生徒、
教員、保護者それぞれが授業についての意見を活
発に交換しあいました。

東京都産業教育振興会 平成 21 年度作文コンクール 入賞
１９Ｆ 寺澤 美咲 「作る喜び、作る楽しさ」
生活科学科 3 年次生の寺澤美咲さん（19F）の作文「作る喜び、作る楽しさ」が東京都産業
教育振興会の作文コンクールで佳作に入賞しました。家庭科の専門学科である忍岡高校に来て
からの 3 年間で、被服を中心に学んでファッションショーなどでも活躍した寺澤さんの、製作
を行った時の苦労や気持ちの変化がつづられた文章です。将来の目標を明確にもち、充実した
高校生活を素直に表現したところが評価された結果ですね。

本校の渡辺綾子(19F)さんが IFA Tokyo Collection に出演

19F 渡辺綾子 先生から紹介をもらい、高校生代表のモデルとして選抜されてコレクショ
ンに参加しました。最初は軽い気持ちで始めたけど、ウォーキングの教室に通うにつれて大き
なことなんだと意識が高まっていきました。履いたことのない 10cm ヒールに慣れるために学
校後のウォーキング教室に加えて家に帰ってからも 2 時間程歩いたり、身体的にも精神的にも
とても疲れてしまいました。辞めようと何度も思いましたが、諦めなかったことで今までの高
校生活では体験できない空気に触れることができました。活躍しているデザイナーさんの服を
近くで見ることもでき、とても勉強になりましたし、良い経験ができてよかったです。

「東京都専門高校学習成果発表会」に参加します。ぜひご覧下さい
〔生活科学科〕 ～ 12 月 13 日(日) 於教職員研修センター

IFA Tokyo Collection とは・・・・・
ファッション・美容関連ビジネスや
「ショービジネス」の振興をはかる
社団法人 IFA が、パリコレクション
で活躍中のデザイナーを東京に招
聘して行った 2010 年春夏コレクシ
ョン。今年は 10 月 26 日から 1 週間
にわたって草月ホール、セルリアン
タワー東急ホテル、セルリアンタワ
ー能楽堂で行われました。

12 月 13 日(日)13:30～17:00 に、東京都専門高校学習成果発表会が行われます。都立の専門
高校（農業・工業・商業・産業・家庭・福祉）の特色や取り組みを中学生や保護者をはじめ、
広く都民に紹介するために行われるもので、本校は学習に関する発表とファッションショー
（15:45～）を行います。場所は水道橋駅から 3 分ほどの東京都教職員研修センター・地下２
階視聴覚ホールです。参加申込書は東京都教育委員会のＨＰからダウンロードできますので、
ご覧下さい。

５日 （土）学校説明会
13 日 （日）学習成果発表会（生活科学科）
21 日 （月）エイズ予防講話（１年）
22 日 （火）全校集会
23 日 （水）天皇誕生日
24 日 （木）冬季休業日開始～1 月 8 日
図書館開館日：24 日・25 日・28 日

12 月の予定

サルビア
と蓬莱園

1 月の予定
６(水)～8(金)
センター入試直前講習
11 日 （月）
成人の日・学校説明会
12 日 （火）
全校集会・避難訓練
16･17 日（土・日） 大学センター試験
22 日（金）
５ターム考査
～26 日（火）
27 日（水）
推薦入学選抜

