
別紙２ 【活動計画】〔 演劇 〕部 

◇ 年間目標 

(1)学校の教育目標を受けた目指す生徒像：「自主自律」「文武両道」を方針とする本校において、高

い目的意識と自ら実践する強い行動力をもって、目標を達成すべく日々努力を重ねる。 

(2)コンクール・研究発表会の具体的到達目標： 都中央大会進出、さらに上位大会（関東大会・全国

大会）への出場を目標とする。 

(3)特色ある目標：他校との合同練習やワークショップ参加を通して多くの人達と出会い、交流を深

める。 

◇ 部員数 ◇ 顧問名・部活動指導員名・外部指導員名 
 

 男子 女子 合計 

１年 ２ ９ １１ 

２年 ２ ６ ８ 

３年 ２ １ ３ 

合計 ６ １６ ２２ 
 

岡田 淳 

香川 睦子 

菅野 麗子 

 

 

◇ 活動日と活動場所 

【活動日数】 ４～５ 日/週  【休養日】   毎週 火曜日 と 土・日曜日（大会前はあり） 

【活動時間】（平日） １時間  （週休日等）  ３．５～６時間 

【活動場所】視聴覚室、工芸室 他 

◇ 活動予定 

主な活動予定 

４月 公演 

５月 練習期間 

６月 練習期間 

７月 練習期間 

８月 大会 

９月 公演 

10月 練習期間 

11月 大会 

12月 公演 

１月 大会 練習期間 

２月 練習期間 

３月 公演 

参加予定大会 
新人デビューフェスティバル、地区大会 ・ 都中央大会〈目標〉 

春の演劇フェスティバル 

◇ 主な実績 

29年度 地区大会奨励賞 

28年度 地区大会優秀賞、都中央大会進出 

 

 



別紙２ 【活動計画】〔  吹奏楽  〕部 

◇ 年間目標 

＊ 吹奏楽の練習を通して、豊かな音楽性と人間性を養う。 

＊ 基礎基本を重んじ、丁寧な音楽作りの下に豊かなサウンド作りを目指す。 

＊ 依頼演奏・訪問演奏を通じて地域や異校種交流を深める。 

＊ 毎年 3月の定期演奏会を年間の集大成と位置づけ、質の高い演奏を目指す 

◇ 部員数 ◇ 顧問名・部活動指導員名・外部指導員名 
 

 男子 女子 合計 

１年 ４ ２１ ２４ 

２年 ４ １９ ２３ 

３年 ５ １７ ２２ 

合計 １３ ２３ ７０ 
 

野々村 正 

浅川幾子・井上弘一・垣内佑哉 

小松史彦・峯村幸恵 

藤田 大地 ( 外部指導員 ) 

 

◇ 活動日と活動場所 

【活動日数】  ５日/週  【休養日】   毎週  木曜日 と  土曜日午前 

【活動時間】（平日）  １時間  （週休日等） ６時間 

【活動場所】 各教室 他 

◇ 活動予定 

主な活動予定 

４月 新入生歓迎会・部員勧誘・楽器決め・部員懇親 

５月 新パート始動・保護者会開催 

６月 合宿・コンクール準備 

７月 ひなた村「フレッシュコンサート」・夏季合同合宿 7/21～25 

８月 ホール練習・高吹連コンクール参加・文化祭準備 

９月 文化祭公演  

10月 高文連地区大会準備・成瀬台地区「サタデーコンサート」訪問演奏 

11月 高文連地区大会公演（11/11）アンサンブル・定期演奏会準備 

12月 クリスマスコンサート（部内）公演 アンサンブルフェスタ TAMA2018参加 

１月 高吹連アンサンブルコンテスト参加・定期演奏会準備 

２月 定期演奏会準備 

３月 第 40回定期演奏会（於 町田市民ホール） 

参加予定大会 
フレッシュコンサート・芝生コンサート・サタデーコンサート・クリスマスコンサー

ト・定期演奏会・アンサンブルコンサート・高吹連コンクール・高文連地区大会公演 

◇ 主な実績 

29年度 
高吹連コンクール A組銅賞 

高吹連アンサンブルコンテスト木管 5重奏銅賞･打楽器 4重奏銀賞 

28年度 

高吹連コンクール A組銅賞 

アンサンブルフェスタ TAMA2017サキソフォーン 4重奏銀賞 

高吹連アンサンブルコンテスト木管 5重奏金賞・金管 8重奏銀賞 

 



別紙２ 【活動計画】〔  陶芸  〕部 

◇ 年間目標 

①生徒一人一人の個性を活かしながら、陶芸に関する知識・技術の伸長をはかる。 

②個々の制作が中心の活動であっても、折に触れ、集団行動の大切さを学び、他者を思いやり、切磋

琢磨できる仲間づくりができる活動を目標とする。 

◇ 部員数 ◇ 顧問名・部活動指導員名・外部指導員名 
 

 男子 女子 合計 

１年 ０ １ １ 

２年 １ １ ２ 

３年 ０ ０ ０ 

合計 １ ２ ３ 
 

志村 郁代 

松永 康文 

佐藤 里香 

久保田 信一 ( 外部指導員 ) 

 

◇ 活動日と活動場所 

【活動日数】 ４日/週  【休養日】   毎週水曜日 と 土曜日または日曜日 

【活動時間】（平日） １時間  （週休日等）  ３時間 

【活動場所】 化学室、美術室、他 

◇ 活動予定 

主な活動予定 

４月 制作準備期間 

５月 作品制作 

６月 作品制作 

７月 作品制作 

８月 作品制作 

９月 発表展示 

10月 作品制作 

11月 作品制作 

12月 作品制作 

１月 作品制作 

２月 作品制作 

３月 作品制作 

参加予定大会  

◇ 主な実績 

29年度  

28年度  

 

 



別紙２ 【活動計画】〔  和太鼓  〕部 

◇ 年間目標 

１）太鼓の技術習得はもちろん、協働や礼儀など人間的な成長をめざす。 

２）年間を通して継続的な活動を行う。 

３）「文武両道」を方針とする本校において、学習と部活動のバランスを取りながら活動を行う。 

４）校内外での公演にむけて、真摯に練習に取り組む。 

◇ 部員数 ◇ 顧問名・部活動指導員名・外部指導員名 
 

 男子 女子 合計 

１年 ３ ３ ６ 

２年 ２ ７ ９ 

３年 ２ ４ ６ 

合計 ７ １４ ２１ 
 

池田 一寛、 畑 結里 ( 外部指導員 ) 

曾田 隆紀 

岸元 みどり 

佐藤 里香 

隅  幸子 

◇ 活動日と活動場所 

【活動日数】  ５日/週  【休養日】   毎週火曜日 と  日曜日 

【活動時間】（平日）  １   時間  （週休日等）    ３  時間 

【活動場所】（平日）３-１教室      （週休日等）視聴覚室など 

◇ 活動予定 

主な活動予定 

４月 公演会（町田市桜まつり） 

５月 練習期間 

６月 練習期間 

７月 公演会（フレッシュコンサート） 

８月 練習期間 

９月 公演会（文化祭） 

10月 練習期間 

11月 公演会（サタディコンサート） 

12月 練習期間 

１月 練習期間 

２月 公演会（アンサンブルコンサート） 

３月 練習期間 

参加予定大会 
町田市桜祭りにて演奏（４月）、フレッシュコンサート（７月）、藤の台団地夏

祭り（７月）、サタディコンサート（１１月）、アンサンブルコンサート（２月） 

◇ 主な実績 

29年度 

町田市桜祭りにて演奏、フレッシュコンサート（ひなた村） 

藤の台団地夏祭りにて演奏、サタディコンサート（成瀬）、 

アンサンブルコンサート（校内） 

28年度 
町田市桜祭りにて演奏、フレッシュコンサート（ひなた村） 

藤の台団地夏祭りにて演奏、サタディコンサート（成瀬） 

 

 



別紙２ 【活動計画】〔  管弦楽  〕部 

◇ 年間目標 

・基礎固めを徹底し、音楽性豊かな町高オーケストラを目指す。 

・管弦楽を通して、地域の幅広い年齢層の方々との交流を深める。 

・第２４回定期演奏会で、さらに充実した企画と質の高い演奏を目指す。 

・平日は部活動終了後、自習棟や家庭での学習を、休日も学習時間を確保し、勉学との両立に努める。 

◇ 部員数 ◇ 顧問名・部活動指導員名・外部指導員名 
 

 男子 女子 合計 

１年 ０ １９ １９ 

２年 ４  ９ １３ 

３年 １ ７ ８ 

合計 ５ ３５ ４０ 
 

〈顧問〉浅川幾子・垣内佑哉・隅 幸子・高木春光 

峯村幸恵・森崎正晴 

外部指導員 

〈外部指導員〉窪川真依子・山崎明子・榎本あい 

中島静芳・小谷和秀・津吹 真 

◇ 活動日と活動場所 

【活動日数】 ５日/週  【休養日】   毎週 水曜日 と 土曜日 

【活動時間】（平日）    １時間  （週休日等）  ６時間 

【活動場所】音楽室、大講義室、視聴覚室、その他教室等 

◇ 活動予定 

主な活動予定 

４月 練習期間 

５月 練習期間 

６月 練習期間 

７月 公演・夏季合宿 

８月 公演 

９月 公演 

10月 練習期間 

11月 大会 

12月 練習期間 

１月 大会 

２月 練習期間 

３月 公演 

参加予定大会 

ひなた村フレッシュコンサート(7月)、老人ホーム交流コンサート（8月） 

高文連地区大会（東京都文化祭音楽部門）(11月) 

高文連中央大会（東京都文化祭音楽部門）(1月)、定期演奏会（昭和音楽大学ユリホ

ール）(3月) 

◇ 主な実績 コンクールやコンテスト形式の大会に出場していないため、実績なし 

29年度  

28年度  

 

 



別紙２ 【活動計画】〔  美術 〕部 

◇ 年間目標

①生徒一人一人の個性を活かしながら、美術に関する知識・技術の伸長をはかり、目標を持って意欲

的に大会に臨むことで、その成果を得る。 

②個々の制作が中心の活動であっても、折に触れ、集団行動の大切さを学び、他者を思いやり、切磋

琢磨できる仲間づくりができる活動を目標とする。 

◇ 部員数 ◇ 顧問名・部活動指導員名・外部指導員名

男子 女子 合計 

１年 １ ４ ５ 

２年 ０ ５ ５ 

３年 ０ ３ ３ 

合計 １ １２ １３ 

石川 浩一 

石毛 直人 

池田 流生 

鬼頭 真弓 

◇ 活動日と活動場所

【休養日】  毎週火曜日 と 日曜日 

（週休日等） ４時間 

【活動日数】  ５日/週  

【活動時間】（平日） １時間  

【活動場所】美術室 

◇ 活動予定

主な活動予定 

４月 制作準備 

５月 制作活動 

６月 制作活動 

７月 夏季合宿・大会出品 

８月 制作活動 

９月 制作活動・町高祭発表 

10月 制作活動 

11月 制作活動 

12月 制作活動・大会出品 

１月 制作活動・大会出品 

２月 制作活動 

３月 制作準備 

参加予定大会 

「学展」日本学生油絵会 出品（２年）、「明るい選挙」東京都 出品（１年）、「中央展」

東京都美術工芸部門（全国大会予選）出品（１、２年代表）、「町田展」町田地区高校生

美術展（全員）、「全日本学生美術展」 出品（１、２年代表） 

◇ 主な実績

29年度 

第 62回全日本学生美術展（主催 全日本学生美術会）、『推 奨』（最高位賞）受賞 １名・

佳作受賞 １名・入選 ４名、町田地区高校生美術展 実行、運営、出展、東京都明るい

選挙ポスターコンクール、町田市優秀賞２名、佳作１名  

28年度 

「学展」（日本学生油絵会）入選 2名 

東京都明るい選挙ポスターコンクール 

町田市優秀賞１名、佳作２名  



別紙２ 【活動計画】〔  生物   〕部 

◇ 年間目標 

（１）生物部の活動を充実させるために、野外観察と室内実験の両方が必要なテーマを設定して活動

する。 

（２）理数研究校としてテーマを設定して活動をする 

◇ 部員数 ◇ 顧問名・部活動指導員名・外部指導員名 
 

 男子 女子 合計 

１年 ３ ４ ７ 

２年 ２ １ ３ 

３年 ３ ３ ６ 

合計 ８ ８ １６ 
 

京本 隆 

佐藤 理香 

若木 美千代 

 

 

◇ 活動日と活動場所 

【活動日数】  ２日/週  【休養日】   毎週火・水・金曜日 と土曜日、日曜日 

【活動時間】（平日） １．５ 時間  （週休日等）      時間   

【活動場所】 生物室 

◇ 活動予定 

主な活動予定 

４月 新入生勧誘   磯の生物の観察会  畑仕事 

５月 研究活動    畑仕事 

６月 研究活動    畑仕事 

７月 研究活動    夏季合宿（長野県）  畑仕事 

８月 文化祭発表準備 畑仕事  

９月 文化祭発表   畑仕事 

10月 研究活動    科学の採点準備    畑仕事 

11月 理数研究校発表 科学の祭典      畑仕事 

12月 研究発表    理数研究校研修旅行（福井県立恐竜博物館） 畑仕事 

１月 野鳥観察会   畑仕事 

２月 研究発表    畑仕事 

３月 研究活動    畑仕事 

参加予定大会 科学の祭典 国際生物学オリンピック 

◇ 主な実績 

29年度  

28年度  

 

 

 



別紙２ 【活動計画】〔  茶生花  〕部 

◇ 年間目標 

１）裏千家茶道、池坊華道の技術の習得を目指す。 

２）美しい立ち居ふるまいを身につける。 

３）年間を通して継続的な活動をし、日本の四季を感じる。 

４）部活動と学習の両立をめざす学校の中で、バランスを取りながら活動を行う。 

５）文化祭や校外での茶会の活動などを通して、町田高校の茶生花部としての自覚を持つ 

◇ 部員数 ◇ 顧問名・部活動指導員名・外部指導員名 
 

 男子 女子 合計 

１年 １ １ ２ 

２年 ０ ３ ３ 

３年 ０ ２ ２ 

合計 １ ６ ７ 
 

佐藤 雅美 

木村 麻千子 

山本 紗暉 

高橋 直樹 

 

◇ 活動日と活動場所 

【活動日数】 ３日/週  【休養日】   毎週火・木曜日 と 土曜日、日曜日 

【活動時間】（平日） １時間  （週休日等）      時間 

【活動場所】 和室 

◇ 活動予定 

主な活動予定 

４月 練習・準備期間 

５月 練習・準備期間 

６月 練習・準備期間 

７月 公演参加 

８月 練習・準備期間 

９月 公演 

10月 練習・準備期間 

11月 練習・準備期間 

12月 練習・準備期間 

１月 練習・準備期間 

２月 練習・準備期間 

３月 練習・準備期間 

参加予定大会 厚木茶会 

◇ 主な実績 

29年度  

28年度  

 


