TOKYO METROPOLITAN
HIROO HIGH SCHOOL PTA

2018 年６月 18 日

ＰＴＡだより
第２回運営委員会
東京都立広尾高等学校ＰＴＡ会長
荻原 弘樹

開催日時：2018 年６月 18 日（月）16:00
開催場所：広尾高等学校 １階 大会議室
参 加 者：佐藤校長

深澤副校長 渡辺経営企画室長

教務部小西先生 総務部及川先生

１挨

司

会：和田豊子（ＰＴＡ副会長）

議

題：１挨拶 ２各委員会報告

３その他

拶



荻原会長
皆様こんにちは。
日頃よりＰＴＡ活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。子供達は一学期のビッ
グイベントの体育祭も終わり、次のイベント広高祭に向け動き始めているようです。私達保護者も
子供達に後れをとらぬよう、厚生委員会のバザー班、学年委員会のカフェ、広報委員会の取材担当
等、関係している委員の方々はしっかりと計画していただき、準備をよろしくお願いします。本部
もサポートさせていただきますので、広高祭を盛り上げ、子供達と一緒に楽しい思い出を作りまし
ょう。
また先日、学校運営連絡協議会及び防災教育推進委員会に出席させていただきました。出席者の
方々と、広尾高校の防災訓練のことや進学に向けての学習指導の話をしました。出席者の方々が、
広尾高校のことや生徒のことを真剣に考えていただいていると肌で感じることができ、とても嬉し
く思いました。今年度はあと数回開催が予定されているので、ご報告できるようなことがあればさ
せていただきます。
それでは、本日の運営委員会もよろしくお願いします。



佐藤校長先生
ＰＴＡの皆様には、今年度もお世話になっております。特に、先日の体育祭では、水分補給のた
めの飲み物をご提供いただき、おかげさまで熱中症の生徒もでずに、終えることができました。
また、昨年度の進路指導用の書籍（赤本等）購入に代わり、今年度は大学生のコーチングスタッ
フの交通費の補助の御支援をいただき、こちらも感謝いたします。何とか予算枠を使い切るよう、
努力したいと思います。
さて、本日（18 日）から、ローソンによる昼休みの出張販売が開始になりました。数年来の生徒
の要望が、かなうかたちになります。毎日のお弁当つくりも大変だと思われます。時にはお休みを
いただいて、出張販売を利用することも良い方法かと思います。ぜひ有効に御活用ください。
それでは今年度もよろしくお願いをいたします。
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深澤副校長先生
いつも大変お世話になりまして、誠にありがとうございます。
部活動について、御報告いたします。男・女バスケットボール部につきましては、春の大会でベ
スト 32 まで進出しました。男子は強豪校の京北高校を破ってのベスト 32 です。ベスト８を目標に
大会に臨みましたが、残念ながら 16 決めで私立の強豪校と対戦して敗れました。しかし男女ともに
加盟校の非常に多い中でのベスト 32 ということで生徒たちの健闘に敬意を表したいと思います。
また、野球部につきましては、選手権の抽選会が 16 日（土）に行われ、対戦相手と日程が決まり
ました。１回戦の相手は都立浅草高校等４チームの合同チームで、７月７日（土）８時 30 分から神
宮第二球場で行われます。御都合がつきましたら応援をしていただけますと大変ありがたいです。
他の部につきましても頑張っておりますので御声援のほどお願いいたします。
次に、生徒の学習状況ですが、本校の生徒が目標としているレベルの志望大学に合格するために
は、家庭学習の確保が欠かせません。高校で、部活動に参加している生徒にはまとまった時間を確
保するのは難しく、10 分、15 分の空き時間や部活動の練習の待ち時間等も含めた家庭学習の確保に
ついて生徒に指導していきます。また、７月３日からは期末考査が始まります。こちらも御承知お
きください。



渡辺経営企画室長
皆さんこんにちは。前回は欠席しましたので、ここで改めまして、今年度もどうぞよろしくお願い
いたします。
今年度、経営企画室は、事務１名、司書１名の異動がありました。今年度も昨年度に引き続き事務
４名、司書１名体制で、生徒のために精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、国の事業である就学支援金や奨学のための給付金、昨年度、都の事業として新たにできた給
付型奨学金について、制度の概要等をお話しします。
まず、就学支援金についてですが、高等学校に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料
に充てる費用として国が就学支援金を負担し、家庭の教育費負担を軽減する制度です。就学支援金は、
授業料に充てる費用ため、保護者に支払われるものではありません。対象世帯は、区市町村民税及び
都道府県民税の所得割額の合算が 507,000 円未満の世帯（平成 30 年７月からこの額に変更）です。
次に、奨学のための給付金についてですが、授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学のため
の給付金を保護者に支払い、家庭の教育費負担を軽減する制度です。就学支援金とは異なり、認定さ
れた保護者の口座に直接給付金が振り込まれます。対象世帯は、生活保護受給世帯、区市町村民税及
び都道府県民税の所得割額が非課税の世帯です。
おしまいに、昨年度、新たにできた給付型奨学金についてです。給付型奨学金は、模擬試験や検定
試験、勉強合宿などの学校で定める教育活動への参加費用を、東京都が保護者に代わって支払い、家
庭の教育費負担を軽減する制度です。対象世帯は、生活保護受給世帯、区市町村民税の所得割額が
51,300 円未満の世帯です。
以上が３つの支援制度の概要となります。
申請書類提出のお知らせは、その都度、お子さんを通じて、又は、該当すると思われる保護者の方
に直接、郵送などでお知らせしますので、書類の提出等よろしくお願いします。
就学支援金、奨学のための給付金、給付型奨学金について、ご不明な点などございましたら、遠慮
なく経営企画室にご相談、お問合せください。事務担当は今年度から朝倉が担当しております。
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教務部 小西先生
昨年より担当をさせていただいております。
教務部は
①昨年に引き続き、生徒の実情に沿った教育課程の見直しの検討
②２年生への、来年度の選択科目履修についての説明
③夏期講習のとりまとめ
以前は理数フロンティア校ということで、理数系の進学希望者が多かったのですが、ここ数年は
文系の方が多くなっております。一例ですが２年生の段階で古典と化学に分かれてしまって、２年
生になっても古典を勉強しないというのは少し不都合があるのではないかということが起こってき
ています。生徒の進路実現に向けて教育課程の見直しを行っています。



総務部 及川先生
南葛飾高校に１３年間いて、この春異動してきた及川です。ＰＴＡ歓送迎会ではＰＴＡの皆さん
に温かく迎えていただきありがとうございました。
私が所属する総務部は、主に学校の広報活動を担当する部署です。先日も江戸川区の中学生対象
の進路フェアに行ってきましたが、広尾高校からは遠い地域の中学生でも、ピンポイントで広尾に
興味があると言ってくる
中学生が何人かいました。今後も広尾高校の広報活動に力を入れていきたいと思います。



保健部 橋本先生
日頃より本校の学校保健活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
毎年行っております定期健康診断は学校保健安全法に基づき実施しており、その施行規則により
６月 30 日までに行うこととなっております。
今年度は４月 19・20 日に腎臓・糖尿病１次検診（尿検査）を、その他の項目を４月 26 日に実施
し、その結果については個別に通知させていただきました。受診についての指示があった場合は、
お早めに医療機関を受診されるようおすすめいたします。また、受診の結果、学校生活で何か配慮
が必要なことなどありましたら保健室へお知らせください。
なお、視力については、裸眼・矯正合わせて 50％の生徒がＣまたはＤのため要受診、19％の生徒
が視力Ｂのため要経過観察となりました。授業で黒板の細部が読めなかったり、運動時や外出時に
重要な情報や危険を捉えきれなかったりすることも考えられます。お早めの対応をおすすめいたし
ます。
また、歯科については齲歯（うし。むし歯のことです。）がある生徒が８％おり、その他の異常と
合わせて計 20％の生徒が要受診となりました。また、齲歯まではいきませんが、むし歯になりかけ
ている歯がある生徒が 15％おり、正しい歯みがきを行うことで進行を止めたり健全な歯に戻せたり
する場合があります。今回の通知は本数のみであり、具体的な歯の位置まではお知らせしておりま
せんが、保健室で確認することができますので、知りたい場合はお申し出ください。

２各委員会報告
 第３学年委員会
６月 ９日
６月 16 日
６月 18 日

第２回委員会・卒業記念品検討、保護者会の出欠確認、茶話会準備

保護者会・お茶の配布
第２回運営委員会出席、記念品及び祝う会の原稿提出
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 第２年学年委員会
６月 18 日




第１年学年委員会
５月 29 日
５月 31 日
６月 ４日
６月 14 日
６月 16 日
６月 18 日
広報委員会
５月 23 日
５月 26 日

５月 28 日
６月 １日
６月 ２日
６月 ５日
６月 ６日
６月 ９日

６月 18 日


厚生委員会
レクリエレーション班
５月 末日
６月 １日
６月 初め
６月 ４日
６月 ８日
６月 18 日
バザー班
５月 26 日
６月 16 日
６月 18 日

第２回運営委員会出席

保護者会出席者人数確認
保護者会お茶注文
保護者会出席者最終人数確認
お茶納入
保護者会
第２回運営委員会出席

教職員撮影
第２回編集会議・体育祭実行委員長への原稿依頼、部活動報告について、
作成進行の進んでいるページについて写真選びなど、情報共有のため
進行状況整理と資料提供体育祭当日についての確認や連絡事項につい
て準備
教職員撮影、体育祭関連の注意事項などについて連絡を流しました
体育祭取材撮影（７割程度の委員が参加しました）
第３回編集会議・作成進行中のページについて、写真チェックと確認、
担当者へ修正依頼などの連絡
教職員撮影
教職員撮影
第４回編集会議・体育祭のページの写真選び、進行中のページに関して、
再度チェッ ク、提供された部活動報告原稿と写真のチェック、各ページ
の作成担当者への連絡事項まとめ、学校側学年委員への写真提供準備中
第２回運営委員会出席

観劇チケット追加予約
委員会
親睦会案内の原稿作成
親睦会案内の原稿確認を本部に依頼
原稿確認終了
印刷、配布 担当:石井、三澤・第２回運営委員会出席

『バザーのお知らせと提供品のお願い』印刷・配布
第 1 回バザー提供品回収
第２回運営委員会出席
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運営委員会
５月 26 日
５月 31 日
６月 １日
６月 ７日
６月 12 日
６月 16 日
６月 18 日

運営委員会について副校長と打ち合わせ
年間活動計画案（６月分）作成
ホームページテストサイト使用しての最終打ち合わせ
第２回運営委員会準備 及び 進行表作成
学校運営連絡協議会 及び防災教育推進委員会参加（会長）
第１回運営委員会ＰＴＡだより作成
体育祭ドリンク代振込
ホームページ制作会社『ムーンフォックス株式会社』と覚書締結
パソコン廃棄代振込・第２回運営委員会出席

３その他
 文化祭について・他連絡事項（生田副会長）
年間行事予定表にあるように９月 15 日・16 日に開催されます。一般公開は 15 日 10 時から 15 時、
16 日９時 30 分から 14 時 30 分となっております。厚生のバザー班、カフェ班として１・２年生の学
年委員会の皆様に、前年度の引継ぎを元にすでに準備を進めていただいております。
学校の担当は加賀谷先生です。今年度は混乱を防ぐため、学校への問い合わせ窓口を統一し、私の
方で掌握してからに加賀谷先生に確認させていただきます。何かございましたら個別で学校に問い合
わせするのではなく、私の方に Gmail か電話でお願いします。また、文化祭は学校行事ですので、開
催日の活動についての交通費支給はございません。その他の準備に関しては交通費の支給対象になり
ます。仮払金にて精算をお願いします。
次回の運営委員会に第１回選考委員会を開催します。３学年委員長の家光さんが選考委員長で、
１・２年にもそれぞれ委員がおりますので、よろしくお願いします。
第５回運営委員会の日程変更です。３月 18 日（月）が学校行事の合唱祭と重なっている為、３月
15 日（金）に変更します。
 ホームページについて（和田副会長）
ホームページが本日リニューアルしました。一部（年間の行事）がスマートフォンでは表示の乱れ
がございますが、それ以外は完成しております。ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

運営委員会開催予定日
第３回運営委員会

2018年９月28日（金）16:00 ～【予定】

第４回運営委員会

2019年１月11日（金）16:00 ～【予定】

第５回運営委員会

2019年３月15日（金）16:00 ～【予定】
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