TOKYO METROPOLITAN
HIROO HIGH SCHOOL PTA

2019 年９月４日

ＰＴＡだより
第３回運営委員会
東京都立広尾高等学校ＰＴＡ

開催日時：2019 年９月４日（水）16:00
開催場所：広尾高等学校 大会議室
参 加 者 : 佐藤校長 島岡副校長
教務部 仲野先生 進路部 小西先生 総務部 及川先生
１学年主任 鈴木(周)先生
３学年主任 中村先生
学年委員 広報委員 厚生委員 運営委員
司
会：武田（ＰＴＡ副会長）
議
題：１ 挨拶 ２ 各委員会報告 ３ その他

１

挨

拶

◆ 生田会長
皆さまこんにちは。お集まりいただきありがとうございます。
先生方も、お忙しい中多数ご出席いただき、感謝申し上げます。子供たちの様子などお
話いただければと思います。
夏休みはいかがお過ごしでしたか？無事に２学期がスタートして安堵しています。しか
し、他方では様々な事故のニュースを耳にしました。起きてからでは遅い、しかしもっと
注意を促すことが出来たのでは？ということも多々あります。高校生ともなれば、親との
行動は減りますが、手は離しても目は離さず、常に家庭・学校・地域が連携しての見守り
や声かけは、重要だと改めて感じた夏休みでした。ＰＴＡ活動もその手助けになればと思
っています。
広尾祭も目前です。皆さま準備ありがとうございます。ワクワクしています！私たちも
楽しみたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。
◆ 佐藤校長
本日も運営委員会に御参加いただきありがとうございます。
まずは夏休みを無事に終え、生徒に事故や大きなケガなどもなく、全員で２学期を迎える
ことができたのは大きな喜びです。来週末には、早くも広尾祭（文化祭）が開催されま
す。ＰＴＡの皆様にも、バザー等で例年通りの御協力をいただきます。よろしくお願いを
いたします。
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さて、本日は教員の参加も多いので、私からは１点だけ、御礼と情報提供をさせていた
だきます。来年度、本校は開校 70 周年の記念式典を開催いたします。その会場につきまし
ては、会長をはじめとしたＰＴＡの御尽力のおかげで、第１希望の渋谷区内の公共施設を
お借りできそうな状況です。あらためて、御礼を申し上げます。当たり前のことですが、
本校の 70 周年の行事は、１回しかありません。事前の準備や当日の運営など、いろいろと
大変でしょうが、学校とＰＴＡと同窓会が一体となって、楽しみながら乗り切りたいと思
います。
◆

島岡副校長
夏休みの最後の週に、城南予備校による受験英語集中演習（少人数）を３日間行いました。
生徒は１日だけの参加で８時 45 分～16 時 30 分くらいまで集中して演習するものです。い
わゆる英語漬けの１日というわけです。１・２年生計約 50 名の参加がありました。英語は
受験の要であることはいうまでもありませんが、英語だけに限らず長い時間集中力を切らさ
ない訓練が必要かと思います。模試もその役割を担うのですが、普段から特に受験に必要で
あろう科目については意識した訓練を行った方が良いかもしれません。まずは得意な科目の
勉強を 90 分程度集中してやってみるよう声掛けをしてはどうでしょうか。３年生はできる
と思いますが、１・２年生はなかなか難しいものです。やり切ったあとはそれなりの達成感
が得られると思いますので是非挑戦してみるよう勧めてください。

◆

渡辺経営企画室長（欠席のため原稿をいただきました）
皆さんこんにちは。２点、連絡いたします。
１点目は、積立金の納入についてです。積立金の納入につきましては、ご協力ありがとう
ございます。
１年生は、入学時の前納金と７月から引き落としの６回払いとなっております。９月 30
日、10 月 31 日、12 月２日のあと３回、各 9,000 円をゆうちょ銀行口座から引き落としと
なりますので、よろしくお願いします。２年生は、５月から 12 月までの８回払いとなって
おり、１年生と同じく９月 30 日、10 月 31 日、12 月２日のあと３回、各 10,000 円をゆう
ちょ銀行口座から引き落としとなりますので、よろしくお願いします。３年生は、５月７日
の１回の引き落としで終了となっております。
模擬試験、教材購入などの積立金です。特に、２年生は修学旅行を控えておりますので、お
忘れのないようにお願いいたします。
２点目は、例年夏季に行っている室内化学物質の測定結果です。今年も５つの教室を抽出
して行いました。いずれも異常なかったことをご連絡いたします。
２学期もどうぞよろしくお願いします。

◆ 教務部

仲野先生

いつも本校の教育活動にご協力を賜り、大変にありがとうございます。
２学期が始まりました。
文化祭が終わると、いよいよ勉学の秋です。３年生はもちろん、１・２年生は、来年の高
校生活や自身の進路に向けて考える大切な時期を迎えます。気持ちを勉強に切り替え、集中
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して取り組めますよう、ご家庭からもご協力いただければ幸いです。今月 28 日には、１学
年、２学年の保護者会が開催されます。
教務部も保護者会に参加をさせていただき、来年度の進級後にお子様が履修する選択科目と、
２年生については高校を卒業して進学した後の奨学金制度についてお話をさせていただきま
す。今後ともご協力の程、重ねて宜しくお願い申し上げます。
◆ 進路部 小西先生
３年生の進路活動が本格的にスタートしました。ＡＯ入試・推薦入試受験希望者は出願
書類作成に励んでいます。また、進学だけでなく、民間就職・公務員希望の生徒も受験準
備を順調に進めています。
2021 年度入試からの新テストについては、情報収集に努めており、１・２年生に向けて
最新の情報を伝える事が出来ればと思っています。
◆ 総務部 及川先生
施設見学会（８/17）は國學院大学の大教室を借りて、午前２回、午後２回の会を盛況で
終える事が出きました。(来場者 1500 名以上)
夏休み後半の自由見学日(５日間)も 1000 組以上の来校があり、昨年度、一昨年度と比較
して大幅に数を増やしました。今後も広報活動へのご支援よろしくお願いいたします。
◆ １学年主任

鈴木(周)先生

１学年の生徒達は、夏休みを越し、たくましさを増してきました。現在は文化祭の準備
に各クラス取り組んでいます。一致団結し、文化祭を成功させてほしいと思います。
さて、いよいよ文理選択をする時期になってまいりました。来年度、どの授業を選択する
かによって、文系理系のどちらに進むかが決まります。人生を左右する選択と言っても過言
ではないと考えています。しっかりとご家庭で話し合って、決めていただきたいと思いま
す。自らのキャリアプランをしっかりと考えて、授業を選択して欲しいと思います。
◆ ２学年主任 大元先生（欠席のため原稿をいただきました）
２学年担任は夏期休業中に、模擬試験（７月実施）の結果をしっかりと分析し、２学期
以降の進路指導や、学習向上のためのアドバイスをどのようにしていくかを話し合いまし
た。その取り組みのひとつとして、９月から個人面談を始めています。面談の内容は、学
力・学習習慣結果から生徒一人ひとりに合わせてアドバイスをして向上・改善をしていく
こと、苦手克服・成績伸長につながる学習項目を成績推移と合わせて一緒に確認し、２学
期からどのような学習をしていくか考えること、オープンキャンパスなどから志望校を決
めていくことを中心に話をしています。
この学年から大学入試制度が変わります。詳しくは保護者会でお伝えしますので、お忙
しいとは存じますが、どうぞ御参加ください。
◆ ３学年主任 中村先生
高校生活最後の夏休みも終わり、文化祭という大きな行事も目前ですが、いよいよ受験
本番をむかえようとしています。中にはＡＯ入試ですでに受験している生徒もいます。指
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定校できるように教職員一同、保護者のみなさまと協力してサポートしていきます。よろ
しくお願いいたします。
２

各委員会報告
◆ ３学年委員会
７月 24 日 卒業記念品を USB に決定
(生徒会からのものと被らないよう依頼しました)
業者さんへの仮発注
７月 31 日 口座開設
口座開設に必要な規約及び年間活動報告の作成
８月中

卒業を祝う会案内状(教職員の方向け、及び保護者向けの２種)の文面作成
配布に向けての諸準備と作業日の調整

９月 ４日 第３回運営委員会出席
祝う会告知、回収の流れを副校長先生と経営企画室に確認
祝う会案内状配布に関わる材料の在庫確認
◆ ２学年委員会
７月 13 日 学園祭で販売するパンと個数について打ち合わせ
８月 23 日 パン屋(奥沢 コモス)に、仕入れの内訳についてと注文
９月 ４日 第３回運営委員会出席
◆ １学年委員会
７月 3 日
９月 ４日

広尾祭 飲料発注先のコカ・コーラへ注文アイテム連絡
(数量確定は一週間前に実施予定)
第３回運営委員会出席

◆ 広報委員会
７月 ２日

第３回編集会議、体育祭ページ他写真振り分け

７月 12 日

思春期講話の取材

７月 11 日

野球部写真取材

７月 16 日

野球部写真取材

７月 18 日

広高だより 126 号配布の為の振り分け作業

９月 ４日

第３回運営委員会出席

◆ 厚生委員会
レクリエーション班
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７月 ６日

現地確認・当日スケジュール確認

７月 ９日

親睦観劇会案内原稿作成・本部への確認

９月 ４日

親睦観劇会案内印刷・配布
第３回運営委員会出席

バザー班
７月 19 日

バザー品の回収、ポスター作成・印刷・掲示依頼

９月 ４日

第３回運営委員会出席

◆ 運営委員会
６月 29 日
７月 ３日
７月 ５日
７月 ６日
７月 30 日
７月 31 日
８月 ６日
８月 27 日

９月 ４日
３

「ＰＴＡだより第２回運営委員会」作成
ホームページ掲載
キャビネットスペアキー作成
鍵管理台帳作成
渋谷郵便局へ口座代表者名義変更
アスクル振込み、劇団四季振込み
収支確認作業
三役打合せ
広報誌印刷代振込み
臨時役員会出席
渋谷橋郵便局へ口座代表者名義変更
周年行事積立金振込み
物品購入費積立金振込み
収支伝票処理作業
第３回運営委員会出席

その他
広尾祭について（生田会長）
バザー売り上げ金の使用方法について、前回運営委員会にて皆さまに打診しました。ご
意見と臨時役員会での話し合いを元に、広尾高校Ｔシャツ製作案がまとまり、校長先生に
もご許可いただきました。ＰＴＡ及び学校への貸与分と販売分を製作する予定です。広尾
祭に間に合うようにしたいと思います。今後のことについてはお任せいただけますでしょ
うか。（出席者拍手で承認）
広尾祭について【プリント補足】（武田副会長）
＊前日準備の９月 13 日（金）
大会議室は、15 時 30 分頃まで生徒の待機場所として使用いたします。
早くに着かれましても 15 時 30 分前には入室されませんようお願いいたします。
使用可能になりましたらお知らせ致します。
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＊文化祭両日早朝の来校について
本部、委員、係りの人は他の保護者等が並ばれている昇降口からでは無く８時 30 分以降に
恵比寿門から必ずＰＴＡ名札着用のうえ来校お願いいたします。

会計について（会計：田島）
交通費につきまして、前期分を精算させていただきたいと思います。広尾祭開催時、
14.15 日に本部に待機しておりますので会計までお願いいたします。その際終了間際になり
ますと、売上金などの精算もありますので、少しお時間を頂くことになるかと思います。
ご協力お願いいたします。各委員販売につきまして、ジュース、パン等の支払いにつきま
しては、事前にご連絡いただいた上で会計にて用意いたします。よろしくお願いいたしま
す。

運営委 員会開催予 定日
第４回運営委員会 2020 年１月９日(木)16:00 ～
第５回運営委員会 2020 年３月 16 日(月)16:00 ～
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