
TOKYO METROPOLITAN 

HIROO HIGH SCHOOL PTA 

 

1 

 

2020年１月９日 

 

ＰＴＡだより 

第４回運営委員会 
 

東京都立広尾高等学校ＰＴＡ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 挨 拶 

◆ 生田会長 

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いたします。 

先生方も、始業式翌日のお忙しいところ、ご出席ありがとうございます。 

皆さまはどのような年末年始をお過ごしでしたでしょうか？広尾高校としては、事故もなく、穏や

かに新しい年を迎えられてほっとしています。 

そして今日も生徒の皆さんの元気な挨拶の声が響いていました。子供たちにとっても実り多い一年

であることを願っております。 

また今年は、オリンピックイヤー、なんと言っても東京での開催です。学びの機会を増やしていた

だけるよう、ＰＴＡとしても学校にお願いしているところです。まずは、２月のオリンピアンの講演

会を共催し支援いたします。後ほどお話しさせていただきますが、ご意見いただければと思います。

本日もよろしくお願いいたします。 

 

◆ 佐藤校長先生 ※欠席のため原稿をいただきました 

新年あけましておめでとうございます。また、第４回の運営委員会ですが、出張で終日不在のため、

申し訳ございませんが欠席いたします。 

さて、新聞等の報道で御存知かと思われますが、都内の中学校３年生の志望校調査の結果が発表さ

れました。本校の今年の結果は比較的好調で、応募者数に関して復調の兆しが見られます。もちろん

大切なことは、本校に入学した生徒さんを、３年間でどのように成長させるかということです。その

ため、応募倍率には本来は一喜一憂すべきものではないのでしょうが、正直嬉しいものです。今年は、

本校も 70 周年を迎えます。その記念すべき年に、幸先の良いスタートが切れたのではないかと考え

ます。 

昨年までと同様に、ＰＴＡからは様々な御支援をいただくことになると思います。本年も引き続き

どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

 

開催日時：2020年 1月９日（木）16:00 

開催場所：広尾高等学校 大会議室 

参 加 者：島岡副校長 教務部 仲野先生 総務部 及川先生 

     ２学年主任 大元先生 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：西澤（ＰＴＡ副会長） 

議  題：１ 挨拶 ２ 各委員会報告 ３ その他 
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◆ 島岡副校長 

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いたします。 

また本日校長の佐藤が出張のため、欠席させていただきます。まずはお礼ですが、ダンス部全国大

会出場の横断幕をはじめとして、校内の環境美化活動の補助や２月に予定されているオリンピアンで

ある伊藤華英（水泳）選手の講演に関する補助についてのご検討やその他数々のご支援をいただき大

変感謝しております。 

さて、３年生は来週のセンター試験を皮切りにいよいよ受験本番を迎えます。体調管理には十分気

を配っていただき、全力を出し切れるようご家庭でも応援をお願いいたします。 

１、２年生につきましては２年の修学旅行、部活動単位等でのしぶやニュー駅伝への参加、持久走

大会、合唱祭等とまだまだ学校行事等が続きます。学習面では２年は３年０学期といわれるようにい

ち早く受験モードに切り替えられるかが大学入試における勝負の分かれ目になってきます。 

３学期は短い期間ですが、子供たちの様子を改めて見守っていただき、進路決定、卒業、進級と無

事に良い結果が残せるよう皆様のご協力をお願いいたします。 

 

◆ 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 18日と 19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願っております。 

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 22 日（水）が推薦に基づく

選抜の願書受付、２月５日（水）と６日（木）が学力検査に基づく選抜の願書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立ち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６日（金）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 仲野先生 

教務部では現在、来年度の入学者選抜に向けて準備を進めています。より良い新入生に入学しても

らうことが、現在在学しているお子さんにとってもよいことになると思いますので、しっかりと取り

組んでいきます。 

また、来年度の年間行事についても大枠を作り終え、微調整を行っています。お子さんの充実した

高校生活のために、工夫を重ねていきます。 

 

◆ 総務部 及川先生 

生徒募集関係について 

夏の施設見学会〜第２回学校説明会まで順調に広報活動を行うことができました。応募倍率の復調

に向けての手応えを感じています。今後も御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

◆ １学年主任 鈴木（周）先生 ※欠席のため原稿をいただきました 

男子は、幼さを感じる部分もあるが、素直な生徒が多いです。女子は、各クラスに数人、服装指導

の必要な生徒が出てきたが、総じて素直な生徒が多いです。 
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１学年ではテストごとに振り返りノートを作っています。そのため、勉強のリズムが分かってきて

いるのではないかと思います。一方でチャイム等、時間を意識していない生徒も増えてきました。時

間に対する指導を継続して行っていくので、保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 

総仕上げの３学期、進級に向けて手を入れていきます。また、大学受験についても教えていきたい

と考えています。 

 

◆ ２学年主任 大元先生 

２学年は 14日（月）から３泊４日で沖縄へ修学旅行に行きます。ひめゆりや糸数壕で沖縄戦線の実

相に触れ、戦争の悲惨さと平和の大切さを実感して学びます。 

またシーカヤックや伊江島サイクリングなどの体験学習、首里城や座喜味城、美ら海水族館で沖縄

の文化や自然環境について理解を深めます。高校生活の中でも大きな行事となりますので、充実した

時間を過ごして最高の思い出を作ってほしいと思います。 

 

◆ ３学年主任 中村先生 

３学期に入り、３年生の授業もあとわずかとなりました。１月 16 日（木）までが平常授業で、17

日（金）より自宅学習となります。センター試験も来週に迫り、ついに受験本番です。現在の進路状

況は、40名弱の生徒が指定校推薦、ＡＯ入試、公募推薦等で合格を得ていまいす。いわゆるＧＭＡＲ

ＣＨにＡＯで合格した生徒や、国家公務員試験に合格した生徒もいます。一般受験者も含めて、皆が

よい結果を持って卒業式をむかえられることを願っております。 

 

２ 委員会報告 

◆ 第３学年委員会 

９月15日 「卒業を祝う会」保護者向け招待状の印刷、封入、配布準備、先生向け招待状印刷 

９月28日 選考委員会打ち合わせ出席 

９月30日 卒業記念品(USB)と外箱デザインの検討、確定、支払い手続き 

11月２日 選考委員会にて役員選考手紙の印刷、配布準備 

11月16日 「卒業を祝う会」先生向け招待状配布、内容等打ち合わせ 

12月５日 「卒業を祝う会」先生方参加票回収 

12月９日 「卒業を祝う会」会場との打ち合わせ 

12月上旬 保護者からの振り込み確認、参加票との擦り合わせ、未納の方へのリマインド 

12月中旬 今年度の卒対予算の見直し依頼検討、本部会計への依頼 

１月９日 第４回運営委員会 出席 

 

◆ 第２学年委員会 

９月13日 広尾祭のパン注文最終確認、選考委員について、会場設営 

９月14日 広尾祭出店手伝い 

９月15日 広尾祭出店手伝い、保護者会配布用お茶発注について、打ち合わせ 

９月16日 パン屋（コモス）へお礼の挨拶 

９月28日 広尾祭の反省会 

９月28日 ２学年保護者会にてお茶と資料の配布 

１月９日 第４回運営委員会出席 
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◆ 第１学年委員会 

９月５日 広尾祭ドリンク最終発注、当番表作成、選考委員連絡係決め 

９月13日 広尾祭前日準備（設営、ドリンク受け取り、エプロン、Ｔシャツ受け取り等） 

９月14日 広尾祭販売対応、上期交通費精算 

９月15日 広尾祭販売対応、上期交通費精算 

９月28日 保護者会ドリンク配布 

９月30日 広尾祭振り返り（本部へ内容送付） 

10月18日 宿泊防災訓練見学 

10月21日 宿泊防災訓練報告書提出 

１月９日 第４回運営委員会出席 

 

◆ 広報委員会 

９月７日 第４回編集会議、127号内容確認 

９月14日 広尾祭取材 

９月15日 広尾祭取材 

10月５日 第５回編集会議、127号内容確認 

10月18日 宿泊防災訓練取材 

10月19日 第６回編集会議、127号最終確認 

11月21日 配布作業 

12月14日 第７回編集会議、128号内容確認 

１月９日 第４回運営委員会出席 

 

◆ 厚生委員会 

レクリエーション班 

９月30日 観劇参加申込み受付、メール返信、名簿作成 

10月５日 抽選、役割分担、当日スケジュール確認 

10月６日 当選者と落選者へメール送信 

11月９日 親睦観劇会（劇団四季「キャッツ」） 

11月18日 キャンセル者への返金 

１月９日 第４回運営委員会出席 

 

バザー班 

９月４日 広尾祭ポスター掲示（町会・校内）、バザー提供品 宅配分受け取り 

９月13日 広尾祭前日準備 

９月14日 広尾祭販売 

９月15日 広尾祭販売 

９月16日 バザー提供お礼状郵送 

９月28日 ＰＴＡＴシャツ・エプロン返却 

１月９日 第４回運営委員会出席 
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◆ 選考委員会 

11月２日 次期役員推薦用紙の配布作業 

11月22日 回収（回収枚数18枚） 

１月９日 第２回選考委員会、第４回運営委員会出席 

 

◆ 運営委員会 

９月13日 広尾祭前日準備 

９月14日 広尾祭手伝い 

９月15日 広尾祭手伝い 

10月５日 三役会 

10月11日 第３回ＰＴＡだよりＨＰ掲載 

10月18日 宿泊防災訓練見学 

10月19日 前期会計監査 

10月23日～28日 広高だより校正 

11月８日 ダンス部全国大会出場横断幕寄贈 

11月９日 ＰＴＡ親睦会（会長出席） 

11月14日 学校運営連絡協議会＆防災教育推進委員会（副会長代理出席） 

11月21日 三役会 

12月９日 三役会 

12月14日 臨時役員会 

12月21日 会計伝票処理・各種振込 

１月９日 第４回運営委員会出席 

 

３ その他  

 広尾祭について 

いくつかのご意見をいただきました。抜粋してお話いたします。 

＊当日役員、委員会の方へ登校時指定した門が施錠されて入れないと多数連絡をいただき都度門を開け

に行く事がありました。次年度は今一度確認し改善してまいります。 

＊ＰＴＡバザー10時 30分開場を毎年楽しみにされている方々から学校を入ってから 30分の待ち時間

が長いと多数のＰＴＡスタッフにオープンの催促がありました。前日準備を終えている事から次年度

は学校開場時間と合わせて開場と改善してまいります。 

その他のご意見、改善点につきましては次年度広尾祭委員会を設けご担当の先生もご一緒に事前打ち

合わせ情報の共有をしてまいります。 

 

 本部会計より 

＊広尾祭売上について 

ジュース、パン・おにぎり、バザーの売上利益 35,222円 

ＰＴＡロゴ入りＴシャツ売上利益 20,100円 

利益の一部は宿泊防災訓練で交流のあります東日本大震災の被災地、岩手県大槌町へ 10,000円、昨

年は関東地方でも台風被害などありましたので日本赤十字社へ 10,000円を寄付いたしました。 



TOKYO METROPOLITAN 

HIROO HIGH SCHOOL PTA 

 

6 

 

皆様の熱心なご活動の成果を有意義に使わせていただくことができましたことをこの場でご報告い

たします。ありがとうございました。 

 

＊各費用の精算について 

３月 16日の第５回運営委員会で行います。使用明細を添付の上残金をご返金ください。以降の年度

内の費用は都度現金払いで対応します。 

 

 予備費について 

ダンス部全国大会出場横断幕寄贈及び生徒支援、オリンピアン講演会共催支援、卒対費と入学記念品

（校章）費の増税による支出分等を予備費より捻出します。 

 

 連絡事項 

３月 24 日（火）に新入生説明会があります。各委員会の説明や、新１年生の委員決めのお手伝いを

お願いいたします。詳細は後日メールにてお知らせいたします。 

 

 

 

 

運営委員会開催予定日 
 

 

 

 

第５回運営委員会 2020年３月16日（月）16:00 ～ 


