


はじめに

新入生の皆さん、東大寺学園へようこそ！

この冊子は新入生の皆さんが「どんなクラブがあるの？」「あのクラブはいつ、

どこで活動しているの？」「この委員会って何しているの？」などといった質

問に答えてくれる机上常置間違いなしの便利本です。

入学から数日経つとクラブの勧誘ポスターが教室前に貼られます。上級生か

ら声を掛けられることもあるかもしれません。「ここ面白そう！」と思ったら、

この冊子も参考にしながら見学や仮入部をしてみましょう。

また、「どうせなら運営に関わりたい！」という人は、広報委員を始めとする

生徒会役員になってみるのも面白いかもしれません。

一度しかない中学生活です。たくさん思い出を作らなきゃ損ですよ？

                                                                                    

　　　　　　　　　　平成２３年度生徒会長　　　　　石井 康貴
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活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－剣道部－サッカー部－ －柔道部－卓球部－

木曜日以外の１５：３０～１７：３０まで練習

日曜日は基本的に練習試合

月、水、金曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　剣道場 月、水、金曜日のうち 2 日または 3 日～１７：４５　　剣道場

土曜日（月に一度ほど希望者対象）　　～１６：００

上グラウンド駐車場側

年間対外試合は 100 試合を超える

松田美智代先生の指導のもと練習しています。

個人戦・団体戦のほか、段位の取得もしています。

捌き、打ち込み、投げ込み、立技、寝技、乱取り

入部当初は約半分が素人であり、他のチームに比べると個人の能力は劣っていますが、受験で

培った『集中力』を武器に毎年好成績を残しています。

月・水・木曜日　～１７：３０（１８：３０）　

土曜日　　　　　～１５：００または

　　　　１５：００～１６：３０（１７：３０）

体育館

中高ともに定期的に開催される公式戦に向けて練習する。

また、年５～６回他校との練習試合を行う。

日々公式戦で勝利することを目標に練習しています。中学では県内上位を、高校では近畿大会出

場を目指しています。初心者の方でも経験豊富な上級生と練習することができ、みるみるうちに

上達します。入部希望の方はぜひ体育館まで。大歓迎です。

部費はなし。ただし夏休みの合宿代は別途徴収。

また、ラケット、シューズは各自購入。ユニフォームは必要に応じて各学年で購入。

特になし。

サッカー部

剣道部 柔道部

卓球部

剣道着、防具一式の購入が必要です 約 1万円（柔道着費用）

部費：３０００円

部費：３０００円

高校卒業までにもう一度柔道着を買い換える必要がある場合が多い

師範は数々のオリンピックメダリストを指導されてきた天理の先生です。力ではなく、捌き、技

で投げる本物の武道柔道が学べる貴重なクラブです。先輩後輩が仲良く過ごしています。

是非柔道部へ !!
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活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－テニス部－バスケットボール部－ －中高軟式野球部－

月～金曜日　～１７：３０

土曜日　　　～１６：００　　

月～金曜日　１５：４０～１７：３０　日曜に試合があれば月曜は休み

土曜日　　　１３：３０～１６：３０　

下グラウンドテニスコート（４面）

上グラウンド

上記の時間、場所での基礎的な練習。

対外試合は６回。練習試合は１～３回

テニス部は、先輩とのつながりが少なく厳しい練習もあまりないクラブですが、テニスを本気で

うまくなりたい人にとっては充分な環境です。是非テニス部へ！

月曜日以外

日曜日は不定期

毎日１５：４０～１８：００頃

週に一回の休養日。日・祝日は主に練習試合

体育館

下グラウンド

上グラウンド

練習試合（回数不定）、公式戦は数回

夏に合宿もあります

「進学校」の「軟式」野球部ではありますが、しっかり「高校野球」をやっています。２００４年以来、

通算４度目の全国大会出場を目指しています。

部員数１２名

初めての人でも大丈夫。先輩や先生が優しく教えてくれます。練習は楽しいし体力もつきます。

体育系のイベントでも活躍できるようになること間違いなし

興味のある方は仮入部へ来て下さい。

野球経験者の入部を歓迎します。

バッシュ、短パン代など１万円程度 葯３万円（主に用具購入費）

部費３０００円程度 葯３万円（遠征費その他）

部費：３０００円 ユ二フォーム代１万～２万円

部費：３０００円

バスケットボール部 高校軟式野球部

テニス部 中学軟式野球部
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活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－バドミントン部－バレーボール部－

火・水・金曜日　～１７：３０

土曜日　　　　　～１６：３０

体育館

公式戦は高校・年 5 回、中学・年 10 回、その他練習試合。

ＯＢ会や他校との合同夏合宿、ＢＢＱパーテｨーなどもあります

バドミントン部は中一から高三までが集まり、楽しく、一生懸命バドミントンを練習するクラブ

です。体育館に一度見学に来てみて下さい。

月・水・金曜日　　　～１７：３０　　　　　　　　体育館
土曜日　　　　　　　～１６：３０

月・火・木・金曜日　～１７：３０　　　　　　　　下グラウンド
土曜日　　　　　　　～１６：３０

中学生は年８回の公式戦。高校生は年７回の公式戦と練習試合

高校のみ夏休み、冬休みにＯＢ会を実施

ハンドボールの基礎＆応用練習。年に数回の公式試合。多数の練習試合があります。

ＯＢ会や合宿を実施

全員が初心者ですが、練習するほど上達します。

部員が少ないです。どんどん入部して下さい。

明るく、楽しい部活です。先輩と後輩との距離が近く、練習にも活気があります。公式試合でも

毎年好成績を残しています。

中学入部費：５００円（ユニフォーム代積み立て）

高校年間６０００円（５００円×１２回）

部費：５０００円

年間６０００円 部費：５０００円

部費：２０００円

ラケットやシューズなど 1 万円程度

二、三年部費：４０００円　四、五年６０００円

その他ユニフォームや用具など各自

バドミントン部

バレーボール部 ハンドボール部

－陸上競技部－ハンドボール部－

月～金曜日　～１７：３０

土曜日　　　～１６：３０　

上グラウンド

主な大会は県中学総合体育大会や県インターハイなど

ＯＢ会（８月）や強化練習会（１２月末）、合宿もあります。

他のクラブのように、団体種目ではなく、個人競技なのが陸上です。なので一人一人が主役とな

ることができます。中高一緒に練習するので、先輩たちとも仲良くなれます。陸上は走ることが

全てじゃありません。よかったら入って下さい。

部費：４０００円

スパイクやユニフォーム代など

部費：４０００円

スパイクやユニフォーム代など

陸上競技部
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活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－囲碁将棋部－園芸部－ －科学部－音楽部－

土曜日　１３：００～１６：００　　　　　　　　　温室周辺

火、土曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生物室

育苗、水やり、温室の管理

理科全般についての実験・観察　　　　　　野外観察

文化祭での展示・演示実験　　　　　　　　他校との交流

園芸部では、苗を育てて植えたり、水や肥料を与えています。また、灯油の補給など温室の管理

もしています。文化祭では、植えた苗などを販売したり、無料で差し上げています。秋や冬には、

たき火をして焼き芋を楽しんでいます。

和やかな雰囲気で上級生とのつながりができます。小学生の時にやってみたかった実験、高度な

実験のいくつかができます。実験を安全に行う姿勢、自主的に実施する姿勢が養えます。

平日　１５：３０～１７：３０　　　　　　　　　　音楽部室、４－Ｃ

土曜日　１３：００～１６：００

部室で週二回程度のバンド練習

４－Ｃで週２回パートの基礎練習

年間２０回ほどの他校との交流ライブ

年間１００００円

機材の修理などで臨時に別途徴収

なし

活動費１２００円

合宿費３００００円

活動費１２００円

合宿費３００００円

なし 音楽部は、中学棟地下の部室を拠点として現在４０名で活動しています。音楽部という名前では

ありますが、室内楽部とは異なり、ロック・ポップ・メタルなどを演奏するいわゆる軽音楽のク

ラブです。文化祭だけでなく、他校との交流ライブも頻繁に催され、技術が向上したり、バンド

としてまとまったりすれば本当に楽しいクラブになります。礼儀や挨拶がきちんとできる人であ

ればたとえ楽器が未経験であっても大歓迎です。

※中学の間は入部できません。

園芸部

科学部

音楽部

必要費用

月・木・土曜日の放課後　　　　　　　　　　　　　生徒集会室

月～金曜日の昼休み

囲碁を打ったり、将棋を指したりしています。

将棋部門では順位戦を設けています。

囲碁将棋部では、先輩後輩の厳しい関係もなく、互いに誘い合って穏やかなムードで囲碁を打っ

たり、将棋を指したりしています。

部費：０円

大会出場費は５００円程度

部費はなし

大会出場費は５００円程度

囲碁将棋部
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活動曜日・時間

活動曜日・時間

活動場所

活動場所

活動内容

活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 －クイズ研究部－写真部－

月、木、金曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　演習室 C

週三回の放課後練習に加え、年数回の対外試合があります。

クイズ研究部では、早押し機を使って中高合同で楽しくクイズをしています。運動部との兼部も

できます。是非来て下さい。

暗室作業は主に土曜日　　　　　　　　　　　　　　暗室。

撮影はいつでも！　　　　　　　　　　　　　　　　校外での撮影会もあり

一週間かけて撮り溜めた写真を現像、プリント

月に一回程度校外での撮影会

近総文・全総文を中心に他校と合同の撮影会、研修会

今はモノクロフィルムで撮り、暗室でフィルム現像からプリントまで作業をしています。東大寺

で撮影し、本校の暗室で現像した写真が奈良県の代表に選ばれ、全国総合文化祭に出場しました。

一方でデジタルの撮影もしています。コンパクトデジカメから初めてもＯＫです。

モノクロフィルムからデジタル一眼まで写真に興味のある人は是非写真部へ！

カメラ代とフィルム

白衣代（５０００円程度）

部費：３００円

部費：３００円

写真部

クイズ研究部

－室内楽部－

火・木曜日：合奏　　　　　　１５：３０～１７：３０

水曜日：弦楽　金曜日：管楽　１５：３０～１７：３０

有志でハンドベル　曜日は月、金曜日を予定

月・土曜日にも自主練習可

他校との合同演奏や演奏会本番は日曜日になることもあり、　菁々祭直前にはほぼ毎日となる。

活動曜日・時間

活動場所

活動内容

必要費用

音楽室・音楽準備室・圓融館・演習室

４月　中学校・高等学校入学式での演奏、新入生歓迎演奏会

９月　定期演奏会、ＰＴＡコーラス伴奏　菁々コンサート（有志）

１１月　奈良県中学校音楽大会、奈良県高等学校総合文化祭器楽部門

２月　奈良県高等学校音楽大会、高等学校卒業式での演奏

３月　中学校卒業式での演奏

※全国高等学校文化祭連盟主催の全国大会にも過去２度出場（２０１２年度については懸案中）

初年度、次年度以降ともに弦楽１２０００円、管楽４０００円程度

５年に関しては前期分のみ（上記の半額）

「室内楽」と言う言葉を耳にしたことがある人は少ないのではないでしょうか。主にオーケスト

ラの楽器を使った合奏のことです。クラシックやポップス、民族音楽など演奏曲のジャンルは多

岐にわたり、入学式、卒業式では校歌の演奏もしています。

部員のほとんどが入部してから楽器を始めたので楽器経験がない人でも歓迎です。兼部も可能な

ので、興味のある人は気軽に見に来て下さいね。

室内楽部
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活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－書道部－歴史部菁史会－

月、水、木、土曜日　　　　　　　　　　　　　　　書道室

書道部掲示板用の作品や、各種展示会、文化祭への出品作品の作成

書道以外には、拓本、篆刻などをしています。博物館や美術館の見学会をしたいと思います。

不定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不定

修二会の見学。遺産や神社、博物館などの探訪

文化祭展示活動など

東大寺を中心に、お寺の常時や文化財の見学を行っています。具体的には東大寺二月堂で行われ

る修二会でのお松明拝観、堂内での内陣参拝などです。文化祭展示もあるので興味があれば見に

来て下さい。

寺や神社の拝観料

寺や神社の拝観料

部費：０円

筆や篆刻用石材は自費負担

部費：０円

筆や篆刻用石材は自費負担

書道部

歴史部菁史会

－百人一首部－電子工作部－

月、火、木、金、土曜日の放課後　　　　　　　　　和室

通常の活動日は練習のみ

個人戦の大会は年４～５回程度。団体戦は高校選手権

百人一首部は、百人一首の競技カルタをしているクラブです。日々の練習や他校との交流も行っ

ています。百人一首を覚えていない人でも大丈夫です。

火、木曜日　放課後　　　　　　　　　　　　　　　高校棟６Ｃ前地下倉庫

電子工作

年２回の大会（中学生創造アイディアロボコン、ロボカップジュニア）

ロボットの製作や、電子工作等を行っています。興味のある方は是非。

部費：５００円

必要に応じて別途徴収

部費：５００円

必要に応じて別途徴収

百人一首部

電子工作部



16 17

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－新聞部－鉄道研究部－ －美術部－漢文同好会－

水、土曜日　放課後　　　　　　　　　　　　　　　渡り廊下にある新聞部室

必要に応じて臨時に行う

水、土曜日放課後　　　　　　　　　　　　　　　　美術室

年５，６回の「菁々新聞」の発行、配布

菁々祭では小冊子「番茶党」を配布

デッサン、油絵、その他

校内新聞「菁々新聞」を発行しています。優しい先輩がいっぱいの愉快な職場です。

不定（週一回程度）　　　　　　　　　　　　　　　　主に４年階 不定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４Ｂ

旅行の計画や文化祭準備 漢文についての研究、実地調査など

毎回楽しい雰囲気で集会をしています。鉄道に調味のある日てゃ、マニアでもそうでなくても入っ

てみてください！！

のんびり楽しく学びます

部費：５００円

冬旅行代

なし

部費：５００円

冬旅行代

なし

なし なし

用具は原則自己負担

なし なし

新聞部 美術部

鉄道研究部 漢文同好会
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活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－ＭＧＡ同好会－情報同好会－

火、水、金、土曜日　放課後　　　　　　　　　　　職員室前掲示板参照

ボードゲーム

ＭＧＡとはモデル・ゲーム・アニメの略ですが、実際はゲームしかしてません。ゲームといって

も皆さんが期待しているようなゲームではなく、ボードゲームです。ＲＰＧとボードゲームが好

きな人は是非入って下さい。

水、土曜日　放課後　　　　　　　　　　　　　　　情報教室

基本的にプログラミング

いつもプログラミングなどをしています。プログラミングに限らず、パソコンに興味のある方は

是非。門戸を開けてお待ちしております。

部費：０円

必要時に徴収

必要時に徴収

０～２００円

０～２００円

MGA 同好会

情報同好会

－数学研究会－チェス研究会－

相談して決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談して決定　　

決まった本を読んだり、先輩の話を聞いたりしています。

数学が好きだという部員があつまり、数学を研究しています。

「数学研究会」と言う名前から堅苦しいイメージを持たれるかも知れませんが、いつもとても明

るく、楽しく活動しています。毎回決まった担当者が予習をし、その内容を他の部員の前で発表

しています。分からない部員がいてもフォローしあいながらみんなで数学を楽しんでいます。

火、金曜日　放課後　　　　　　　　　　　　　　　未定

チェスの定跡などの研究

対外好試合は年三回

関西にチェスのクラブがあるのは全部で三校。そんな貴重な部、もとい同好会に来てみませんか？

ルールなどが分からない人も大歓迎

部費：０円

部費：０円

０円

チェス研究会

数学研究会
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活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－登山同好会－文藝同好会－

集会の曜日、時間、場所は随時連絡

２週間に１度の集会。月に１度の日帰り登山

夏休みの合宿 ( ３泊４日）

私たち登山同好会では１～２週間に一度集会を開き、そこでよく話し合った後に月に一度の日帰

り登山に行きます。夏休みには３泊４日の合宿も行っています。登山では心身を鍛錬するととも

に、毎回行われる炊事などで仲間意識を作り上げています。

月、水、金曜日　１５：３０～　　　　　　　　　　不定

年三冊の漣の発行

文士求ム

つらつら小説を書いています。フィクション、ノンフィクション、ＳＦ、ファンタジー、ホラー

なんでもこい！

心の中に秘めた思い、拳固うんにぶつけてみませんか？

なし

なし

登山靴、ザックなどの登山用品の購入

なし

登山同好会

文藝同好会

－マジック同好会－旅行同好会－

木曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２Ｄ

マジックの練習

二年生がほとんどで文化祭などに向けて熱心に練習しています。

不定期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不定

旅行の計画、立案

旅行を愛するもの立ちが集う研究会です。不定期ですが、旅行も有志で行います。お気軽に門戸

を叩いて下さいね。

部費：０円

部費：０円

部費：０円

部費：０円

マジック同好会

旅行同好会
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活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動曜日・時間 活動曜日・時間

活動場所 活動場所

活動場所 活動場所

活動内容 活動内容

活動内容 活動内容

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。） 初年度必要費用（一年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。） 次年度以降費用（二年生～五年生の時にかかる費用の目安です。）

クラブ紹介 クラブ紹介－社会情勢研究会－イラスト同好会－

火・水・金曜日　～１７：３０

土曜日　　　　　～１６：３０

通常時 : 不定期（月に 1 回程度）　　　　　　　　　　四年階

文化祭前 : 週に 2 回～ 3 回

会誌の発行　社会見学

現代の混迷を極め、多様化する社会を一緒に論じてみませんか。政治、経済から情報まで幅広い

分野における活動ができます

月、火曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４年階

イラストを描き、互いにうまくなるように意見の交換など

アニメ、イラストが好きな人が集う同好会です。新入生の皆さんも是非入って絵を描いてうまく

なりましょう！！

部費：０円

部費：０円

部費：０円

部費：０円

社会情勢研究会

イラスト同好会

－世界文化研究会－

水、土曜日　放課後　　　　　　　　　　　　　　　四年階

世界の料理作り（年に５～６回）立体模型の作製。

会誌の作成や日帰り～２泊３程度の小旅行

学期につき２００円。ただし、新入生限りはじめの１無料

（料理 の費用は別途かかります。１回につき、２００円～４００程度）

学期につき２００円。

（料理 の費用は別途かかります。１回につき、２００円～４００程度）

当会は、世界の文化を中心に様々な側面から活動しています。社会が好きな方はもちろんのこと、

勉強は嫌いだけれども料理は好き（作るのはちょっと・・・という方も）とか、ハードなクラブ

はちょっと・・・という方、是非見学に来て下さい。もちろん他のクラブとの兼部も可。

詳しくはポスターをご覧下さい。

世界文化研究会

記載はしていませんが他にクラブ活動はルービックキューブ同好会があります。



24 25

生徒会活動 －生徒会の活動としくみ－

●生徒会活動って？
新入生、特に新中学生の皆さんには馴染みが薄いかもしれませんが、中学校や高校には、「生徒会」

という組織があります。生徒会とはなんでしょうか。広辞苑には「( 略 ) 生徒の自治活動により、

学校生活の改善・充実、各種の生徒活動の企画・連絡調整などを行う。( 略 )」と書かれてあります。

ここでは、特に東大寺学園での生徒会活動について、説明したいと思います。

●東大寺学園の生徒会
東大寺学園の生徒会の正式な名前は、「東大寺学園高等学校・中学校生徒会」です。その名の通り、

東大寺学園高等学校と中学校の生徒全員を会員として、生徒会は成り立っています。つまりこれ

を読んでいるあなたたち一人ひとりも生徒会員ということになります。

●生徒会の予算について
生徒会では会員一人あたり月額 500 円、年額にすると 6000 円を会費として徴収し、そのお金

などを使って運営されています。昨年度の歳入が約 890 万円であり、そのお金から、文化祭予

算として約 170 万円、クラブの活動費として約 400 万円が支出されています。これらの生徒会

予算の編成の補助と執行を行うのが、総務委員である「会計委員長」を中心とした「会計委員会」

です。

●生徒会の活動について
生徒会では実にさまざまな活動を行なっていますが、その一部を紹介します。

●生徒会則と規定
生徒会の仕組みを定めているのが、「生徒会則」です。国の憲法のようなものです。それに基づき、

具体的な活動について定められているのが「規定」であり、これらがいわゆる法律になります。

●生徒大会

「生徒大会」は生徒会の最高の議決機関です。会則の改正や予算・決算の議決、会費の変更など

の重要な事項については、代議委員会で議決された後、この生徒大会で議決する必要があります。

年度のはじめ、予算が代議委員会で審議された後には、必ず生徒大会が開かれ、そこでは生徒会

長、総務委員などの新しい生徒会役員の紹介も行われますので、ぜひ楽しみにしてください。

生徒大会に代わる議決方法として「分散投票」があります。生徒大会を開く時間がないときに、

それに代わって投票をおこなって議決をとるものです。

●代議委員会
「代議委員会」は、会員である生徒の声を反映した議決機関で、国会にあたります。代議委員会は、

中学生、高校生の中からそれぞれ 6 人ずつ委員が選挙で選ばれる「中央代議委員会」と、各ク

ラスから 1 人ずつ委員が選挙で選ばれる「学級代議委員会」の 2 つがあり、それらが、規定の

制定や改正を議決したり、生徒会長の信任投票を行ったりします。

●生徒会長
生徒会は、毎年度のはじめに行われる選挙で選ばれた「生徒会長」を中心に活動を行います。生

徒会長は生徒会活動の中核を担う「総務委員長」を任命します。

生徒会活動－生徒会の活動としくみ－

●総務委員会
総務委員会は、生徒会長の補佐として生徒会活動の中心となる機関です。生徒会長に任命された

総務委員長を中心に、それぞれの「総務委員」が与えられた活動を行なっています。

●文化祭実行委員会
総務委員である「文化祭実行委員長」を中心として、文化祭の企画・立案を行なっています。こ

の文化祭の活動資金となるのが、生徒会から支出された菁々祭予算です。

●広報委員会
総務委員である「広報委員長」をはじめとする「広報委員会」が、その名の通り生徒会活動のこ

とについて広報する、いわば生徒会のスポークスマンとして活動をおこなっています。その仕事

は主に 3 つあります。

・生徒会室前の掲示板の更新

2 階の中学棟と高校棟をつなぐ渡り廊下に生徒会室はあります。その前の掲示板には、いろいろ

なポスターや、部活動の活動実績などが掲示されています。それらを、随時最新のものに更新す

る仕事です。

・生徒会広報の発行

毎週 1 号、生徒会では生徒会広報を発行しています。それの執筆、及び編集を委員で分担して

行なっています。

・生徒会ホームページの管理

生徒会ホームページ (http://tdjseito.web.fc2.com) の管理を広報委員会で行なっています。ホー

ムページでは、生徒会での最近の活動報告や生徒会則、過去の生徒会広報を閲覧することができ

ます。

●渉外委員会
私たちの仕事は学校外の方々と交渉すること、一般的に言う外交業務を行う昨年度作られた新し

い委員会です。昨年度は「渉外委員」やその長である「渉外委員長」が関西生徒会連盟の会議に

参加することがほとんどでした。

・関西生徒会連盟

関西生徒会連盟とは関西にある高校の生徒会で構成される組織です。現在の加盟校は灘、甲陽、

星光、開明、東大寺の五校です。連盟の主な目的は各校の生徒会組織間の情報交流であり、特に

生徒会の現状や文化祭についてのことは盛んに話されます。また容易にお互いの学校行事を見学

出来ることも渉外委員の強みだと思います。

また、年に１、２度ではあるがボランティア活動の手伝いやイベントも行います。昨年度は芦屋

市の芦屋市総合公園で行われた芦屋サマーカーニバルという花火大会というイベントにボラン

ティアとして参加し、ゴミの処理や入場客の整理などを行いました。

情報交換や連盟のあり方について話し合うのが総会と呼ばれる会議です。またイベントを行う際

はその内容をここで話し合い、総会は加盟校が持ち回りで開催します。

●専門委員会
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上記の他に、生徒会には以下の 4 つの「専門委員会」があり、それぞれが活動を行なっています。

・生活委員会：校内や通学路の清掃活動、ゴミ箱の洗浄もします

・文化委員会：生徒会誌「群聲」の編集と発行、とてもやりがいのある仕事です

・体育委員会：中学校で行われる運動会や各学年で行われる球技大会の準備と運営です

・図書委員会：図書館の環境向上、「図書館だより」の編集と発行。自分の好きな本を全校生徒

に紹介することができます

また、専門委員が学級係としての仕事を行うこともあります。専門委員会は、各学級から委員会

につき 2 名ずつ選ばれる委員で構成されています。

●会計監査委員会
「会計監査委員会」は、会員である生徒全員のお金である生徒会予算が正しく使われているかど

うかを監査し、それを生徒大会に報告します。会計監査委員会は、選挙で選ばれた「会計監査委員」

で構成されています。

●選挙管理委員会
生徒会長や中央代議委員の選挙などを公正に実施するのが、選挙で選ばれた「選挙管理委員」で

す。選挙管理委員は、候補者の紹介を行う選挙公報の発行や、選挙の投開票などを行います。

●学級会
学級内で物事を決めるのが学級会です。HR 委員長はじめ HR 委員、学級代議委員や各専門委員

を決めます。HR 委員長や HR 委員は学級内での活動が多く、学級代議委員は学級の代表者とし

て学級の意見を生徒会に反映させるための活動が多くなります。

●部と同好会の結成について
皆さんの学校生活の中でとても重要になるのが部と同好会の活動ですが、こちらも生徒会活動の

ひとつです。各団体についてはここでは書きませんが、部と同好会の結成方法について説明しま

す。

同好会は登録制であり、顧問の先生を置いて会計委員長に設立を申請するだけで結成することが

でき、年一回の更新で継続して活動することができます。それに対し部は、設立から 5 年以上

経過し、一定の条件を満たした同好会が部長会議、代議委員会の承認を経て設立することができ

ます。

2 つの差の主なものとして、部は毎年生徒会から活動費として予算をもらえるのに対し、同好会

は基本的に予算をもらえない点があります。かわりに同好会はとても作りやすいので、ぜひ友達

と誘いあって作って楽しく活動してほしいと思っています。

●最後に～生徒会へのお誘い～
このように、生徒会はたくさんの先輩がさまざまな活動をおこなって成り立っています。そして

それら活動はそれぞれ楽しく、とてもやりがいがあるものばかりです。また、学級やクラブとは

違った、別の友人や先輩、後輩に出会えるチャンスでもあります。新入生の皆さんには、ぜひ生

徒会活動に積極的に参加していただき、素晴らしい経験をしてほしいと思っています。選挙に出

て、生徒の代表として頑張るのもよし。文化祭に青春を捧げるのもよし。あるいは図書委員会で、

生徒会活動 生徒会活動－生徒会の活動としくみ－ －生徒会の活動としくみ－

大好きな本に関わるのもよし。渉外委員で、人脈を広げるもよし・・・生徒会との関わり方は数

えきれません。その中で、自分に一番向いているものを探して、学校生活を楽しんでほしいと思っ

ています。


