
新：新宿中本部役員さん
広：市 P連広報委員会

広：昨年 11 月に「新宿祭 2021 〜ウィズ
コロナ〜」を開催されたと伺いました。

　どのようなものだったのですか ?
新：授業参観の日に併せて、3 つのイベン

トを開催しました。
　一つが、「新宿中クイズ王バトル」。今年度

から生徒一人1台配布されたギガタブを活
用して、オンラインゲーム「ラウンジ」のア
プリを使い、テレビのクイズ番組風にクラ
ス対抗のゲーム大会を行いました。

　もう一つが「新宿スライドショー」。こち
らもギガタブの写真機能を活用し、生徒
たちに「私の学校」というテーマで学校
内の好きなものを自由に撮ってもらい、
参観日当日、保護者に見てもらえるよう
スライドショーにして学年ごとにテレビ
モニターを設置して流しました。　

　最後に「物品販売」。今年は「制服リサイ
クル」と特別学級の制作物に限定し販売
しました。

広：ありがとうございます。このコロナ禍
で開催を断念する学校も多い中、開催に
至った経緯をお聞かせください。
新：令和 2 年度は例年のバザーが中止にな

り、令和 3 年度も開催が中止になるだろ
うと足踏み状態でした。そんな中、二年
目の役員や 3 年生の子供を持つ役員から

「やめるのではなく、やれる方向で考えて
いかないか ?」「思い出作りの場として提
供したい」という声が上がり、そこから、
本部としても「何ができるか、子供達が
楽しめるものは何か ?」、「コロナ禍で頑
張る子供達のために」というテーマで考
えていきました。

広：そうだったのですね。その結果 3 つの
イベントが決まったのですね。
新：はい。従来の対面や密集を伴うバザー

形式では開催困難との声が多く挙がった
ので、コロナ禍での制約を決めた上で何
ができるかを意見しました。いくつか挙
げられた中で、精査した結果この 3 つの
イベントが決定しました。

広：なるほど。では、この 3 つのイベント
をどのように進めていったのですか ?
新：企画運営は本部役員 11 名のみで行い

ました。
　例年は学年役員、クラス役員、おやじの

会を中心とした構成なのですが、今回は
コロナ禍における開催方法の懸念や学校
との調整、準備などのスケジュール面も
タイトな状況が見込まれた為、本部役員
11 名をイベントごと「クイズ」「スライ

ドショー」「物販」の 3 つのグループに
分けました。

　この 3 つのグループにそれぞれ「副会長」
「会計」「監査」「書記」をそれぞれ分けて
構成しました。

　各グループで企画書を作成し、それをもと
に学校と打ち合わせを進めていきました。

広：各グループで進行されていたのですね。
それでは、まず「新宿中クイズ王バトル」
についてお伺いします。オンラインゲー
ム「ラウンジ」を活用されたということ
ですが、詳しく教えてください。
新：役員の方から「ラウンジはどうか ?」

と提案がありました。正直　クイズとい
うとアナログ形式しか思い浮かばず（笑）
一度役員でやってみようということで親
睦もかねてオンライン会議ツールを用い
て「ラウンジ」を事前にやってみました。
とても楽しくて、これなら子供達も楽し
んでくれる ! ということで活用すること
にしました。

広：「ラウンジ」楽しそうですね ! クイズの
内容はどのようなものでしたか ?
新：テレビ番組でよく見る早押しクイズと

パネル式手書きクイズです。早押しクイ
ズは先生方からも問題を提供していただ
きました。

　各クラス担任のギガタブ一台を使い、ク
ラスの代表が交代しながら回答するとい
う形式で行いました。各自ギガタブを
使って一人ひとりが回答するというこ
とも考えたのですが、通信上の問題等考
え、各クラスでギガタブ一台にテレビモ
ニターを接続して全員参加する形式行う
ことしました。皆で一つの画面に集中し、
クラス全員が一丸となり協力して行えた
ので良かったです !

広：クイズの参加賞があるとのことでした
が ?
新：はい。学校側からヒントを頂き、参加

賞はギガタブを用いた授業に使用できる
よう「タッチペン」にしました。また、
表彰状も用意しました。当初は上位 3 位
までとしていましたが、こちらも学校側
との打ち合わせの場で「コロナ禍でイベ
ントが無くなり、子供たちが表彰状をも
らう機会が減ってしまった。全クラスに
渡してはどうか ?」との提案がありユー
モアを交えたネーミングの表彰状を全ク
ラスが授与できるようにしました。表彰
状をもらえとても盛り上がったと後日、
先生から聞きました !

広：続いて「新宿スライドショー」ですが、
こちらはどのようなものですか ?

新：生徒たちに各自のギガタブを使って「私
の学校」というテーマをもとに、自由に

「写真」を撮ってもらい「タイトル」と
「メッセージ」を付けたものを提出しても
らいました。それを各クラスの担任の先
生協力のもと、まずはクラス単位に編集
し、次に学年単位に 20 分程度のスライ
ドショーに編集しました。

　参観日当日は、学年ごとにスライドショー
が見られる教室とテレビモニターを用意し
保護者の方に見ていただきました。

広：生徒たちへの説明はどうされたのですか?
新：学校側の協力が大きかったです。企画提

案はこちらからしたのですが、実際取り組
んでいただいたのは学校の先生方です。写
真の撮り方や編集などについては授業時間
の中に取り入れていただき、生徒全員が期
限までに提出できるよう進めていただきま
した。また編集に関しても各クラスの先生
方に行っていただきました。

広：学校側がとても協力的だったのでね。
新：はい。学校側の協力は大きかったです。

何に対しても「NO」という答えはなく、
むしろさまざまな提案を交えて一緒に考
えていただけました !

広：「物品販売」ですが、規模を縮小して開
催されたということですが工夫された点
などありますか ?
新：今回は要望が多かった「制服リサイク

ル」と特別学級の創作物の販売に限定し、
また対象は保護者のみにしました。会場
設営もコの字型に商品を並べ、密になら
ないことと、動線も一方通行になるよう
にしました。

　リサイクル品の回収に関しては、案内の手
紙を10月中旬に配布しました。しかし回収
日初日はゼロでした・・・。それを受け学
校側がすぐーるで再度案内を送信。なんと
二日目はたくさんの制服が集まりました。す
ぐーるは、案内を確実に伝える事ができる
ツールだと実感しました。

広：開催してみてどうでしたか ?
新：学校側の協力体制のおかげで PTA と

先生、生徒が一体となって成功できたと
思います。　また、規模も運営もすべて

「ミニマム」だったことで短期間かつス
ピーディに進めることができたのではな
いかと思います。今後本来のバザーの形
へ戻す事を理想としていますが、ギガタ
ブやすぐーるの活用など今回のイベント
を通じて新たな可能性を見出すことがで
き、今後、何かの踏み台となれば良いな
と思っています。

　やってよかった、やれてよかったです !

ミニマムからの大成功！【新宿祭2021withコロナ】〜新宿中学校〜



物品販売関係（制服）

物品販売関係（特別学級創作物）

新宿中クイズ王バトル（本部スタッフ）

【参考画像】

新宿スライドショー

新宿中クイズ王バトル（生徒１）

新宿中クイズ王バトル（生徒２）



例年と今年度のバザー開催違いについて

例年 今回

主旨

子供たちのために
PTA活動の理解促進
保護者間の交流
地域との交流
収益確保

コロナ禍で頑張る子供たちのために
収益度外視

企画者
PTA学年役員、クラス役員、おやじの
会を中心とした構成。本部役員はサ
ポート役として参加

本部役員のみで構成

参加者

生徒
教職員
保護者
地域

生徒
教職員
PTA本部役員
に限定

形式
体育館、武道場を中心とした企画展開
（物品販売、ゲーム、飲食）

密回避を目的とした企画展開
１）オンラインゲーム企画（ラウンジ）
２）フォト企画
３）物品販売、制服リサイクル
＊体育館への集合を回避し、各クラス
や特別教室で展開

飲食 有り 無し

金銭授受 有り
無し
＊但し、保護者に限定し制服販売、一
品寄付の販売を縮小しながら実施



 
 
 
 
 
昨年は残念ながら中止となりましたが、今年は感

染症対策を徹底し開催いたします。 
多くの方のご来場をお待ちしています。 

 
日 時：11月6日(土) 8:45～12:30 
場 所：新宿中学校 武道場 
販売品：制服リサイクル、拠出品他 
対象者：保護者のみ 

 
【ご来場の際の注意】 
●エコバッグの持参をお願いいたします。 
●ご入場の際には手指消毒、マスクの着用をお願い
いたします。 

 保護者の皆様には日頃より PTA活動にご協力いただき、ありがとうございます。
新しい生活様式が求められる状況下で、少しでも、生徒、保護者、先生方との
コミュニケーションを持てるきっかけを作れたらと、11月 6日の授業参観
の当日、以下のイベントを企画いたしました。

新宿祭 2021～ウィズコロナ～開催のお知らせ

◆◆◆新宿中クイズ王バトル◆◆◆

いま流行りのオンラインゲーム『ラウンジ』は知ってるかな？

今年はギガタブを使って、クラス対抗のゲーム大会を開催！

新宿中にまつわるレアな問題が出るかも？！

素敵な参加賞もあるので、クラス全員で協力して優勝を

目指そう！！！

新宿スライドショー
生徒たちに『私の学校』というテーマで自由に写真を撮ってもらいました。参観日当日、15 分程度のスライドショーにして流します。
お子様が普段、親元を離れている時間、学校生活でどんなことを感じ過ごしているか、垣間見れる良い機会となれば幸いです。

令和 3年 10月 18日

千葉市立新宿中学校
P　T　A　本　部

新宿中学校保護者の皆様

時間：　昼食後１３：００～　　米１５：００完全下校

場所：　各教室

生徒対象！



 

令和 3年 10月 18日 

新宿中学校保護者の皆様 

新宿中学校 PTA本部 

制服リサイクル ご協力のお願い 

 

紅葉の季節、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素より PTA 活動にご理解・ご協力をいただき厚く

御礼申し上げます。 

 

 さて、11月 6日(土)は恒例の PTAバザー開催日です。昨年度は新型コロナウィルス感染拡大によりやむを得

ず中止となりましたが、今年度は感染症対策を施し、また、新しい生活スタイルを念頭に趣向をこらし「新宿祭

2021～ウィズコロナ～」としてイベントを開催いたします。 

 

つきましては、イベント開催に伴い物品販売品の一つである制服リサイクルにつきまして、ご自宅に眠っている

制服等がございましたら、出品いただけますようご協力をお願いいたします。 

出品内容や受付日時、注意点等は下記をご覧ください。また、お知り合いの方がいらっしゃいましたらお声がけ

いただけますようお願いいたします。 

多くの皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

受付品目 ： 制服(ブレザー、スラックス、スカート、ネクタイ、リボン）、ワイシャツ・ポロシャツ 

受 付 日 ： 令和 3年 11月 1日(月)～2日(火) 

受付時間 ： 登校時間内(7:40～8:０５) 

受付場所 ： 1年及び 2・3年生の昇降口 

 

※出品は、生徒が持参していただいても構いません。 

※当日は本部役員が立ち合っております。 

※本件またはイベント内容につきまして、ご不明点等ございましたら本部役員またはメール

(shinjuku.pta@gmail.com )にてお問合せください。 

 

 

・制服は、クリーニング済みのものを提出してください。 

・ワイシャツ・ポロシャツは、未使用品に限らせていただきます。 

・氏名等の記載がありましたら、予めマーカー等にて消していただくようお願いいたします。 

・本部役員にて預かり品を確認いたします。やむを得ず販売できない場合には責任をもって破棄させてい

ただきますことを予めご了解ください。 

出品時の注意点 
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