TOKYO METROPOLITAN
HIROO HIGH SCHOOL PTA

2018 年 10 月 10 日

ＰＴＡだより
第３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９月 28 日（金）16:00
開催場所：広尾高等学校 大会議室
参 加 者：佐藤校長 渡辺経営企画室長
生徒指導部 岩崎先生 総務部 及川先生
学年委員 広報委員 厚生委員 運営委員

１

挨

司

会：西澤直子（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
皆さん、こんにちは。
日頃よりＰＴＡ活動にご理解とご協力いただき、ありがとうございます。そして、先々週の広尾祭
には多くのバザー品の提供、当日の運営とありがとうございました。
熱の入った装飾や展示、劇や体育館での公演では、一生懸命に準備、練習した結果を見させてもらい
ました。子供たちの楽しんでいる笑顔を見ることができ、私としてもとても楽しい二日間でした。
また、同窓会の方々とは今までなかなかお話をする機会が無かったのですが、この広尾祭中にお話
ができ、そして記念写真も撮っていただき大変よい思い出になりました。今日はバザー班、学年さん
には広尾祭での感想や意見を聞かせていただければ嬉しいです。
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
先日の広尾祭お疲れ様でした。
天候に恵まれませんでしたが、結果的には例年並みの 3000 名以上の方に御来校いただき、安心し
ました。当日にケガをされた生徒さんにはお気の毒でしたが、内容についても、私が見た三年間の中
で一番素晴らしかったと思います。
さて、その文化祭も終わり３年生はいよいよ受験シーズンが本格化します。本日も第２回目の指定
校推薦の選考会議もありました。今週はセンター試験関係の手続きも行われています。３年生ばかり
ではなく１・２年生も大きな行事が終わり、勉強にも熱が入ってきたと先生方から報告を受けていま
す。３年生は来春に、１・２年生は１年後と２年後に、それぞれ希望の進路が決定することを願って
います。
また、秋には本校でも学校説明会を行います。中学生の模試の結果を見ると、広尾高校のレベルは
上がってきていますが、女子の志望状況がやや芳しくないようで気がかりです。お知り合いに高校を
受験する方がいらっしゃれば、男女を問わず本校の良さをお伝えいただければ助かります。
本日の運営委員会を含め、ＰＴＡ活動を引き続きよろしくお願いいたします。
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◆ 深澤副校長先生（出張で欠席のため、原稿をいただきました。）
先日行われました文化祭におきましては、多くの保護者の皆様に御来校いただきまして、ありがと
うございました。会議室での喫茶やバザーも盛況で、その他にも校内各所で文化祭の成功に御尽力い
ただきまして、大変感謝しております。ありがとうございました。文化祭が終わり、このところ落着
いて勉強する生徒の姿を多く目にするようになりました。３年生にとっては行事に関してはこれで一
区切りとなり、本格的な受験態勢に入ってまいります。目標の進路を叶えるために最後まで頑張って
くれることを願っております。学校としても全校を挙げて受験生としての３年生をしっかりとサポー
トしていきます。２年生は、行事や部活動においても学校の中心として頑張ってくれています。今後
は１月の沖縄修学旅行へ向けての準備も本格的に進めていきます。１年生は、入学して半年が過ぎて、
広高生としての生活がすっかり板についてきました。10 月 19 日（金）から 20 日（土）にかけては、
校内で宿泊防災訓練を行います。
お子様の学校生活つきまして、お気づきの点がございましたら担任又は副校長まで御連絡をお願い
いたします。
◆ 渡辺経営企画室長
皆さんこんにちは。文化祭、お疲れ様でした。２点、連絡をお願いします。
１点目は、学校徴収金の積立金の納入についてです。１年生は入学時の前納金と７月から 11 月ま
での６回払いとなっております。10 月１日、10 月 31 日、11 月 30 日のあと３回、各 9,000 円をゆう
ちょ銀行から引き落としとなりますので、よろしくお願いします。
また、２年生は４月から 11 月までの８回払いとなっており、１年生と同じく 10 月１日、10 月 31
日、11 月 30 日のあと３回、金額は各 10,000 円をゆうちょ銀行から引き落としとなります。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、よろしくお願いしま
す。
２点目は、例年夏に行っている室内化学物質の測定結果についてです。７月に５つの教室を抽出し
て行いましたがいずれも異常はありませんでした。以上、２点の連絡です。
今学期もどうぞよろしくお願いします。
◆ 生活指導部 岩崎先生
９月 15 日（土）16 日（日）に行われました第 67 回広尾祭につきまして、ご協力ありがとうござ
いました。3019 名の来場者を迎え行うことができ、生徒もやりがいを持ち活動できたかと思います。
また、ＰＴＡの皆様もバザー等行っていただき、生徒と共に作り上げる広尾祭になり大変感謝してお
ります。これからの大きな行事としましては、３月 18 日に行われます合唱コンクールに向け準備し
ていくこととなりますが、こちらについてもご協力いただければ幸いです。
広尾祭も終わり落ち着いて学習する時期となりました。その所を生活指導部としては見ていきたいと
思っております。その他生活指導的なご相談等ありましたら、担任または岩崎までご連絡いただけれ
ば幸いです。よろしくお願いいたします。
◆ 進路指導部 齋藤先生（欠席のため原稿をいただきました。
）
今現在の進路指導の様子をお伝えします。
９月は３年生にとっては受験活動の本格的なスタートになります。センター試験の申込みや指定校
推薦の申込み締切りが９月中にあります。ですから自分の進路についてはっきりと意思決定しなけれ
ばなりません。10 月になると面接講習会が開催され、ＡＯ入試や推薦入試で面接が必要な生徒に対
して、面接マナーや発音発声などの基本的スキルを指導いたします。
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10 月 31 日(水)13 時 30 分から成蹊大学の北川浩学長による学長講演会が開催されます。今年のテ
ーマは「超ＩＴ社会を生き抜く力」でとても興味深い内容となりそうです。
後日ご案内兼参加申込書を配布いたしますので、保護者・同窓会の方で参加ご希望の方は、参加申込
みをお願いいたします。
模試も年５回実施しており、昨日９月 27 日(木)に模試分析会を行いました。今後 10 月と１月にも
模試分析会を予定しており、生徒の学力分析を通して、授業および進路指導の充実と生徒の希望実現
に向けて頑張っていく所存ですので、保護者の皆様からのご理解とご協力をお願いいたします。
◆ 総務部 及川先生
総務部の主な業務は生徒募集関係ですが、夏休み中の施設見学会と自由見学日については、昨年と
ほぼ同じ内容で無事終了いたしました。日程変更や國學院大學の会場の収容人数の関係で昨年より若
干人数は下回りましたが、盛況に終えることができました。野球部や女子バスケットボール部、生徒
会の役員たちも参加し、広尾の良さを中学生や保護者の皆様に伝えることができたと思います。
今後も外部での説明会や本校での学校説明会が行われますが、引き続き広尾高校のいいところをア
ピールしていきたいと思います。
またＰＴＡの皆様のお力をお借りする場面もあるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいた
します。
◆ 保健部 橋本先生（出張で欠席のため、原稿をいただきました。）
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。猛暑の夏を終え
秋らしさも感じるようになってきました。この時期は天気が変わりやすく寒暖差が激しいため、体調
をくずしやすくなります。少しでも快適に過ごせるよう、毎日天気予報を確認して室温や服装をこま
めに調整してください。
さて、毎年流行するインフルエンザですが、今年はすでに都内で学級閉鎖が行われた学校もありま
す。罹患を防ぐには予防接種が有効とされていますので、流行前の秋の内に是非ご検討ください。特
に受験生のいるご家庭では、試験当日にこれまでの努力の成果を十分に発揮できるよう、ご家族全員
で予防に励まれることをお勧めいたします。

２

各委員会報告

 第３学年委員会
９月 ８日
９月 28 日

第３回学年委員会、卒業記念品決定、「卒業を祝う会」案内状作成及び印刷
第３回運営委員会出席、選考委員打合せ会出席、
「卒業を祝う会」案内状封入作業

 第２学年委員会
６月 27 日
６月 28 日
７月 ３日
８月 ―日
９月 14 日
９月 15 日
９月 16 日
９月 26 日
９月 28 日

販売品下見・打合せ（奥沢パン工房 COMUS）
食品販売価格記入表提出
バザー＆カフェのプログラム原稿提出
広尾祭シフト作成・1 学年と情報共有、COMUS さんへ発注
広尾祭準備・販売のレイアウトと装飾準備、お金の受け渡し
広尾祭 パンとおにぎり販売
広尾祭 パンとおにぎり販売、会計へ返金、片付け・スリッパ拭き手伝い
保護者会参加予定人数とお茶の保管場所確認、お茶発注
第３回運営委員会出席
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 第１学年委員会
６月 29 日
７月 19 日
７月 21 日
７月 ８日
８月 22 日
８月 29 日
８月 31 日
９月 ２日
９月 10 日
９月 14 日
９月 15 日
９月 16 日
９月 18 日
９月 28 日
 広報委員会
６月 23 日
７月 ７日
７月 ９日
７月 11 日
７月 13 日
８月 １日
８月 20 日
８月 23 日
８月 24 日
９月 １日
９月 ８日
９月 14 日
９月 15 日
９月 16 日
９月 28 日

コカ・コーラ単価確認、ドリンクストッカー（どぶづけ）２台の予約
学校に体育準備室冷凍庫の使用許可
飲み物の銘柄決定、商品発注の日程相談
氷発注
コカ・コーラ商品確認
コカ・コーラ最終確認
ＰＯＰ作成
シフト作成
氷発注最終確認
前日準備、コカ・コーラ支払い
広尾祭 ドリンク販売
広尾祭 ドリンク販売、氷代金支払い
コカ・コーラドリンクストッカー返却（経営企画室へ依頼)
第３回運営委員会出席

第５回編集会議、体育祭ページ他完成チェック、委員会内校正１回目
第６回編集会議、委員会内校正２回目、学校側へ校正依頼
本部へメールにて校正依頼
学校校正・閲覧終了
写真差し替えなどの詳細確認、作成担当者ごとに修正作業
第２稿を副校長先生へ提出
最終学校校正終了
ラクスルヘ入稿
緊急手直し再入稿（月末に学校に到着）
配布作業
後期活動開始 125 号の内容・構成担当者決め、広尾祭取材について
近隣学校への交換便発送
広尾祭前日準備取材
広尾祭 取材
広尾祭 取材（両日でほぼ全員が参加）
勉強合宿と文化祭実行委員長への原稿依頼
第３回運営委員会出席

 厚生委員会
レクリエーション班
６月 20 日
「親睦観劇会」劇団四季へのチケット代振込を本部に依頼
６月 20 日～７月 13 日 「親睦観劇会」申し込み受付、名簿作成、メール返信
７月 15 日
抽選
７月 23 日～７月 25 日 当選結果連絡（落選者はキャンセル待ち順位）
７月 25 日～
振込確認、返信、キャンセル対応
８月 13 日
劇団四季よりチケット受領、受領書返送
８月 26 日
現地確認、役割分担、当日スケジュール確認、レストラン側との打ち合わせ
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９月 ５日
９月 15 日
９月 28 日
バザー班
７月 20 日
７月 24 日
８月 27 日
９月 ４日
９月 ５日
９月 14 日
９月 15 日
９月 16 日
９月 22 日
９月 28 日
 運営委員会
６月 27 日
６月 30 日
７月 ３日
７月 ９日
７月 14 日
８月 25 日
９月 １日
９月 ７日
９月 ８日
９月 14 日
９月 15 日
９月 16 日
９月 19 日
９月 20 日
９月 28 日

３

校長、副校長、ＰＴＡ会長の懇親会出欠確認
本部役員と打ち合わせ
第３回運営委員会出席
第２回バザー提供品の回収、提供品仕分け作業
ポスター掲示依頼（町内会へ広尾祭ポスター掲示のお願い）
ポスター掲示
宅急便提供品の受取り
宅急便提供品の回収
前日準備、商品仕分け、提供品の受付け
広尾祭 販売
広尾祭 販売、片付け、売上集計
宅急便でのバザー品提供者へ礼状送付
第３回運営委員会出席

加賀屋先生と広尾祭の打ち合わせ
会計伝票作成・入力
「ＰＴＡだより」ホームページ掲載
「親睦観劇会」劇団四季へ代金振込
三役打ち合わせ
三役打ち合わせ
臨時役員会、広報誌発送用封筒発注
卒業記念品代金振込
会計伝票作成、広報誌発送用封筒受取
広尾祭前日準備、広尾祭関連現金仮払・精算
広尾祭
広尾祭、広尾祭関連現金精算
岩手県大槌町への寄付金振込
三役打ち合わせ
運営委員会、本部役員交通費支給、各委員会交通費・活動費仮払・精算

その他

 ＰＴＡ会則の追記について（ＰＴＡ会長）
学年主任の先生方には、毎回運営委員会へのご出席をお願いしておりますが、生徒対応等でご出席
が叶わないことも多く、今年度は各部からより多くの先生方に生徒の様子をお話しいただきたいと役
員会で学校に申し入れをし、ご承認いただきました。本日もご出席及び原稿をいだいております。そ
のため、委員会の構成を「ＰＴＡ会則 第２章 第 10 条」と「組織概要」に追記させていただきまし
た。
運営委員会は総会の代行も担っておりますので、こちらでご承認いただけますでしょうか。
『学年委員会は生徒の組ごとに選出された委員および各担当教員、もしくは運営委員会担当教員をも
って構成し、事業のうちその学年に必要な事業または行事を企画し、その執行にあたる。』
本日お集まりの委員の方々に、拍手にて承認いただきましたので、本日より正式運用といたします。
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 各委員会から広尾祭の感想
運 営 委 員 会：二日間大盛況に終わり、皆様のご協力に感謝しております。
厚生委員バザー班：たくさんの提供品をありがとうございました。皆様のご協力により完売する
ことができました。
第 ２ 学 年 委 員：二日間おにぎりとパンを販売させていただきました。皆様のご協力により完売
することができありがとうございました。
第 １ 学 年 委 員：飲み物の売れ行きがよく、皆様のご協力により二日間とも完売することができ
ました。ありがとうございます。

運営委員会開催予定日
第４回運営委員会 2019年１月11日（金）16:00 ～
第５回運営委員会 2019年３月15日（金）16:00 ～
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