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ＰＴＡだより 

第４回運営委員会 
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会長 荻原 弘樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 挨 拶 

◆ 荻原会長 

明けましておめでとうございます。昨年は校長先生をはじめ各先生方や、委員の方々にはＰＴＡ活

動にご理解とご協力いただきありがとうございました。今年も引き続きよろしくお願いします。 

昨年の 10 月に第２回学校運営連絡協議会及び防災教育推進委員会が行われ、第１回後からの学校

運営と、10月 19日～20日にかけて行われた宿泊防災訓練の報告がありました。そして、年度末まで

の生徒への指導と防災対策を委員の方々と意見交換しました。少しでも「学校と生徒のためになるよ

うに」という思いが伝わってくる意見が沢山出ていました。時期的に進学に関する意見も多かったで

す。 

今年度も残り少なくなり、来年度につながるＰＴＡ活動にしていきたいと思いますので、本日の運

営委員会もよろしくお願いします。 

※ 学校運営連絡協議会の内容は、学校ＨＰの「校長から」→「学校経営」→「学校運営連絡協議会 実施報告書」で年度毎に確認 

いただけます。（下記ＱＲコードをご利用ください） 

                      

 

◆ 佐藤校長先生 

あらためまして新年明けましておめでとうございます。本年も引き続きよろしくお願いいたします。

本日はＰＴＡの運営委員会と模試の分析会とが重なり、教員の出席が少なく申し訳ございません。 

まずはお礼ですが、来週の「しぶやニュー駅伝」では出場選手やボランティア生徒への交通費を、

２月の持久走大会では３年生のお手伝いの生徒の交通費を、それぞれ援助していただき感謝しており

ます。さらに、コーチング・スタッフの交通費もご支援をいただき重ねて感謝しております。来年度

もご支援を依頼すると思われますが、どうぞよろしくお願いたします。 

開催日時：2019 年 1 月 11 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 総務部及川先生 

       学年委員 広報委員 厚生委員 運営委員 

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 
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さて、３学期となり３年生はいよいよセンター試験を迎えます。今年の３年生は熱心に学習に取り

組んでいると聞いていますので、大きな成果が期待できると思います。「しぶやニュー駅伝」の日は

高等学校文化連盟の行事があり今年は応援ができませんが、センター試験の初日には今年も応援に行

こうと考えています。 

来週２年生は沖縄へ修学旅行です。当初は私も引率する予定でいましたが、人事関係の出張の関係

で、副校長先生に泣く泣く代わりました。無事に終えてほしいと思います。 

３年生はおそらく全員が無事に卒業できると思います。１・２年生も全員が進級することを期待し

ています。私は応援することしかできませんので、どうかご家庭でもご指導をいただき、学年末に少

しでも良い成績を取ることを願っております。３学期は短い期間ですが、体調に注意をして過ごすこ

とができるよう保護者の皆様のご協力をあらためてお願いいたします。 

 

◆ 深澤副校長先生 ※欠席のため原稿をいただきました 

平素から大変お世話になっております。 

来週の 16 日（水）から 18（金）まで２泊３日の日程で、２年生の沖縄修学旅行に８名の先生方と

ともに生徒たちを引率してまいります。安全で楽しく思い出に残る修学旅行となるように最後の準備

をしておりますので、ご家庭におかれましてもご協力のほどお願いいたします。 

３年生は受験に向けての最後の追い込み中で、毎日真剣な表情で勉強しています。今月の 19 日

（土）・20 日（日）はセンター試験が行われます。本校からは 180 名の生徒が５か所の会場に分かれ

て受験します。体調管理には十分気を付けて、持っている力を全て出し切ってもらいたいです。 

１年生は、来週 16 日（水）の５・６限にオリンピック・パラリンピック教育の一環として、パラ

リンピアンの花岡伸和氏を講師にお招きして講演会を開催します。保護者の皆様にもご参加いただけ

ますので、ご都合がつきましたら是非、ご参加ください。 

お子様の学校生活でお気付きの点がございましたら、学級担任、各分掌主任又は副校長までご連絡

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 

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。 

寒さが深まる中、３年生におかれましては「大学入試センター試験」が 19 日と 20 日の両日に行わ

れます。日頃の成果が十分発揮できるよう祈っております。 

さて、都立高校の入学選抜もいよいよ始まります。本校では再来週の 23 日（水）が推薦に基づく

願書の受付、２月６日（水）と７日（木）が学力検査に基づく願書の受付となっております。なお、

検査日や採点日につきましては、受検生以外の外部の方の学校への出入りは原則できませんので、ご

協力をお願いします。 

入学選抜が終わると３月７日（木）の卒業式と３学期はあっという間です。 

保護者の皆さまにおかれましては健康には十分留意され、お子様のために頑張っていただきたいと

思います。あっという間の３学期ですが、今学期もどうぞよろしくお願いします。 

 

◆ 教務部 小西先生（欠席） 

 

◆ 進路指導部 齋藤先生（欠席） 

 

◆ 生活指導部 岩崎先生（欠席） 



TOKYO METROPOLITAN 

HIROO HIGH SCHOOL PTA 

 

3 

 

◆ 総務部 及川先生 

総務部では生徒募集のための施設見学会、学校説明会等を担当しています。 

今回発表された広尾高校第一志望の人数（倍率）が大きく下がっていることを残念に思っています。 

ここ数年高倍率が続き、都立第一志望の生徒には広尾は勧めにくいという塾の先生方の声もあり、ま

た、募集人数が５学級から６学級に増えたことも大きな要因になっていると思います。まだ時間があ

るので、今後、学級増になったことを広く宣伝していきたいと思います。その際にはＰＴＡの皆様の

口コミの力もお借りしたいと思いますので、なにとぞよろしくお願いいたします。  

 

◆ 保健部 橋本先生 ※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。 

現在、寒く乾燥した日が続いており、風邪やインフルエンザの流行が心配な状態です。校内でのイ

ンフルエンザについては、今年度は 12月下旬に各クラスにおいて数名ずつの罹患が報告されました

が、幸いなことにすぐに連休や冬休みに入ったため、大流行には至りませんでした。 

今週から３学期が始まりましたが、再びインフルエンザの兆しが見えています。来週には２年生の

修学旅行を控えており、非常に心配な状態です。無事に全員が参加し、健康に帰ってこられることを

願っております。 

なお、インフルエンザは学校で予防すべき感染症となっており、診断された場合は学校保健安全法

に基づき「出席停止」となります。出席停止期間の基準は「発症した後５日を経過し、かつ、解熱し

た後２日を経過するまで」とされています。 

本校では、他の生徒へうつさないよう、登校を再開する際は医師記入の治癒証明書等を提出してい

ただくことにしています。記入様式は、生徒手帳や学校のホームページにも載せています。 

なお、現在は医師記入の治癒証明を求める体制を取っておりますが、今後の流行状況によっては、

医療機関やご家庭の負担も考え、保護者の方の署名により出席停止解除を認める体制を臨時的にとる

可能性もあります。その際には文書で保護者の皆様へお知らせいたします。ご理解、ご協力をよろし

くお願いいたします。 

 

２ 委員会報告 

◆ 第３学年委員会 

11月10日 第４回学年委員会 先生方への祝う会案内状配布、当日の進行確認 

12月15日 第５回学年委員会 当日の係担当決め、会場下見、台本校正 

※本年度の祝う会出席者数 先生を含め、66名（予定） 

１月11日 第４回運営委員会 出席 

  ＜次期役員選考委員会＞  

第３学年委員長には次期役員選考委員会 委員長を兼ねていただいております。 

10月20日 第１回選考委員会 開催 

10月22日 「ＰＴＡ役員・委員選出書」配布 

11月10日 役員選出用紙の回収 

１月11日 第２回選考委員会 開催 

 

◆ 第２学年委員会 

９月29日 保護者会時お茶の準備 
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随時、来年度の２年学年委員会への引き継ぎファイルの準備 

１月11日 第４回運営委員会 出席 

 

◆ 第１学年委員会 

１月11日 第４回運営委員会出席 

  

◆ 広報委員会 

９月29日 第２回編集会議 

10月６日 親睦観劇会 取材 

10月７日 恵比寿文化祭 取材 

10月13日 第３回編集会議 

10月19日 宿泊防災訓練 取材 

10月27日 第４回編集会議 

10月31日 学長講演会 取材 

11月10日 第５回編集会議 

12月１日 第６回編集会議 

12月15日 第７回編集会議 

１月11日 第４回運営委員会 出席 

各取材において、必要に応じて原稿依頼をさせていただいております。 

編集会議ではそれぞれのページ構成にあわせ写真選びや原稿チェック、内部での校正作業の他、次の 

取材などの打ち合わせをしております。 

 

◆ 厚生委員会 

レクリエーション班 

10月２日 親睦観劇会参加者へのリマインドメール送付 

10月５日 参加者集計、名簿作成 

10月６日 親睦観劇会（劇団四季「ライオンキング」） 

会計、キャンセル者への返金 

参加者へのメール送付（お礼と意見・感想を募集） 

11月24日 反省会 

１月３日 報告書作成 

１月11日 第４回運営委員会 出席 

バザー班（文化祭以降活動なし） 

 

◆ 運営委員会 

10月６日 親睦観劇会 会長挨拶 

10月７日 ＰＴＡだより 作成 

10月11日 ＰＴＡだより ＨＰへアップ 

10月13日 前期会計監査 

10月20日 次年度役員選考打合せ 

10月24日 学校運営連絡協議会（会長出席） 
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11月６日 三役打ち合わせ 

12月15日 臨時役員会 コピーカウンター報告 

12月27日 広報委員会会計との打合せ 

１月11日 第４回運営委員会 

委員会の皆様には、活動報告を事前にメールにてご提出いただきありがとうございます。あらためて

お礼申し上げます。ＰＴＡだよりの作成がスムーズにでき、大変感謝しております。 

もう一点お願いですが、来年度の引き継ぎに向けて作成している各委員会活動の資料を、一部本部へ

もご提出していただきたいと思います。 

本部が委員会活動の概要を把握させていただき、様々な行事をスムーズに行うためです。次回運営委

員会にて提出をお願いします。 

 

３ その他  

・ 本部会計より 

３月 15日運営委員会の時に交通費・活動費の精算をいたします。その後の活動で発生した費用は 

都度、現金精算いたしますのでよろしくお願いいたします。 

・ 文化祭ＰＴＡバザー売上金の活用法について 

本年度も売上金より岩手県大槌町（2011年東日本大震災以降）に寄付し、残金をバザー売上口座に 

入金しました。残金の使い道として、生徒への還元、学校名（校章・ロゴ等）入りグッズ製作等、次

回運営委員会までに各委員会からもご提案をお願いします。 

・ 次期委員選考について 

３月 22日の新入生保護者会における委員選考の手伝いについて質問がありました。詳細は後日メー

ルにて連絡いたします。 

 

 

運営委員会開催予定日 
 

 

 

 

 

第５回運営委員会 2019年３月15日（金）16:00 ～ 


