
 

 
TOKYO METROPOLITAN HIROO HIGH SCHOOL PTA 

 
東京都立広尾高等学校 第２回運営委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 挨 拶  

 

矢野会長 

今年度の第二回運営委員会を開催することが出来ました。 

３年生の委員の皆様におかれましては卒業式も終わりましたが、引き続きご協力いただき有り難うご

ざいます。新年度本部役員候補の目途もつき、本日、新入生説明会にてＰＴＡ活動について説明致しま

した。５月の総会まで皆さまのお力をお借りする場面もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

２ 先生からの報告  

 

１） 校長 

ＰＴＡや委員会を久しぶりに学校で開けることを嬉しく思います。これまでの広尾高校の活動を２、

３点報告できればと思います。 

３月５日に第 70 期生の卒業証書授与式を無事挙行することが出来ました。コロナ禍の折、在校生の列

席は見送り、各家庭保護者２名まで、来賓として同窓会およびＰＴＡから２名のみの列席という制限の

ある式でしたが、子どもたちの演出が非常に感動的で、退場時には、生徒がクラスの保護者を囲んで一

言挨拶をして帰るという演出をしました。 

今年度もコロナの影響により修学旅行が中止となり、代替行事として、２年生は３月 21 日にお台場に

てホテル一泊の旅行を予定していましたが、蔓延防止措置最終日に当たり、実施することが出来ません

でした。ただし、その代替策として、東京湾クルーズでシンフォニー船をチャーターし、船中でテーブ

ルマナーを学びつつ、残りの時間を展望デッキに上がりながら東京湾を楽しむ事が出来ました。 

天気にも恵まれ、久しぶりに子供たちの晴れやかな顔を見る事が出来ました。 

 また、本日は２年生の球技大会があり、昨日は１年生の球技大会ありました。 

部活動は、本日、吹奏楽部が目黒区中小企業センターで 18 時から定期演奏会を開催し、明日 12 時か

らは、軽音楽部が本校音楽室で公演します。さらに 17 時から目黒区中小企業センターでダンス部公演が

行われるなど、感染防止対策をしながら部活動の発表の場を作っています。 

来年度につきましても、コロナ禍でどうなるかは分かりませんが、学校としては、感染対策しつつ、

高校生としての学校生活を守ってゆきたいと思っています。 

今年度もＰＴＡの皆さまには様々なご支援を頂きました。皆さまにはなかなか校内に入って生徒の生

活を見て頂く機会を十分に提供できませんでしたが、生徒のために後方支援を頂きありがとうございま

した。 

お帰りの際に見て頂けると思うのですが、玄関を入って直ぐ左手にスロープのその先にチューリップ
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のプランターがいくつか有り、これはＰＴＡの方からご支援を頂いたものです。生徒たちは、チューリ

ップロードとして、春にスロープの両サイドにチューリップが咲いたら良いな、と思い育てております。

今やっと 10 センチくらい芽が伸びてきました。 

このような活動に対して「ボランティアで積極的に何かしらためになることは是非やろう」と言う生

徒たちが非常にたくさん居る学校です。４月に新入生が入学したとき、花咲く演出をしたいと思ってい

ます。 

来年度も引き続き広尾高校は、東京都教育委員会から色々な推進校としての指定を受けることになり

ます。正式に決定致しましたらまたご連絡いたします。また今年度、進学実績がまた一つ上がりました。

71 期生、72 期生においてもこの状況を引き継げるように、学校全体で取り組みたいと思っています。 

本年度は、どうも有り難うございました。 

 

２） 副校長先生 

日頃より本校の教育活動に御支援をいただき、誠にありがとうございます。 

令和３年度も明日の修了式を残すのみとなりました。令和３年度の進路実績は昨年度以上の実績を超

える見通しとなり、グラフにしてみますと、上昇傾向が続く結果となっております。それもＰＴＡの皆

様方の支え、具体的には赤本やコーチングスタッフの支援があってのこその子供たちの成長の結果かと

思います。 

年度が変わりますが、with コロナの状況であっても可能な範囲でコロナ以前の教育活動の展開をと

考えておりますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

欠席 

各部 主任の先生方は、本日新入生説明会などがあり欠席です。 

 

３） 進路指導部 進路主任 大元先生 （欠席のためご寄稿頂きました） 

進路指導部主任の大元でございます。保護者の皆さまには、今年度も本校の教育活動におきまして、

多大なる御支援を頂戴いたしましたことに、心から感謝申し上げます。おかげさまで多くの 70 期生が

希望進路を実現し、この３月に卒業していきました。 

簡単に内訳を申し上げますと、大学進学が 91％（うち四年制大学進学者の一般選抜受験は 56％）で、

GMARCH 以上のいわゆる難関大学と日東駒専の中堅大学の合格者数は、延べ 234 名でした。70 期生は６

学級で例年より卒業総数が多いとはいえ、大変喜ばしい結果となりました。詳しい進路結果につきまし

ては、４月発行予定の「進路のてびき」に掲載する予定でございます。 

 

３ 各委員会活動報告  

 

・各委員会より提出のあった内容を記載。 

 

2021年度 １、２学年委員会 活動報告 

 

〇  運営委員会出席 

７月 10 日(土) 10時 30 分～ 出席者５名 
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・ 委員長(連絡窓口)、会計決め 

・ 委員同士の交流 

・ 引き継ぎ(本部役員より) 

 

〇  ２学年保護者会お茶配布 第二体育館にて 

９月 25 日(土) 10 時～ 出席者２名 

・ 学校側に当日の参加人数を事前に確認し、発注→120 本(５ケース) 

  ※保護者会出席予定者 118 名 

・ 学校自販機業者 レイカ 03-5284-6100(請求は東京都立広尾高等学校ＰＴＡ宛) 

・ 納品は前日 24 日、経営企画室にて受け取り(事前に経営企画室にお願いする) 

・ 当日、体育館入り口にて配布 (担任の先生にもお渡し) 

・ 余りのお茶は小会議室で保管 

  学年委員が２名でしたので、ＰＴＡ本部より３名の方にお手伝い頂きました 

 

〇  運営委員会出席 

10 月 23 日(土)14 時～ 出席者２名 

・ 保護者会にてお茶配布の件、報告 

 

〇  ＰＴＡ役員選考作業 小会議室にて 

11 月 1 日(月)11 時～ 出席者３名(１，２学年委員２名と３年選考委員長) 

・ 《2022 年度ＰＴＡ役員、委員の推薦、自薦の選出書》作成、印刷、ホッチキス止め、配布》 

・ 事前に返信用封筒の購入 

 

〇  ＰＴＡ役員選考作業  小会議室にて 

11 月 15 日(月)14 時～ 出席者５名(１，２学年委員４名と３年選考委員長) 

・ 《2022 年度ＰＴＡ役員、委員の推薦、自薦の選出書》の回収、集計 

候補者が少数だったため、入学時に提出いただいた《ＰＴＡ活動のご協力のお願い》の 

アンケートの中から選出 

候補者への連絡は、３年学年委員にお願いいたしました 

 

〇  運営委員会出席 

   ３月 24 日(木)14時 30 分～ 出席者２名 

 

2021年度 ３学年委員会 活動報告 

 

10 月 23 日  運営委員会参加、卒業祝い品の打ち合わせ 

11 月 22 日  卒業祝い品決定 

        モバイルバッテリー240 個を発注 

12 月 23 日  卒業祝い品（追加分）決定 
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       チョコレート 240 個を発注 

２月 26 日   納入品を各クラス 40 個に袋詰め作業 

 

2021年度 広報委員会 活動報告 

 

〇６月 体育祭は学年毎の開催により、都度学校に入らせて頂き先生方の協力により、近い位置でそれぞれ

撮影を行いました。 

〇９月 文化祭は、撮影に際し先生方のご協力を頂き、その際に交流することが出来ました。 

また、広報誌「広高だより」130 号、131 号が完成、無事納めさせて頂きました。 

コロナ禍でなかなか集まれない状況でも手探りではありましたが、協力しあって活動することが出来ました。 

撮影時は先生方にも近くで撮影できるよう協力頂きました。次年度以降もできる事をしっかりと行ってゆ

きたいと思います。 

 

2021年度 厚生委員会 活動報告 

 

コロナ禍のため、学校行事が縮小、中止となった一年でした。厚生委員会の活動場所である｢文化祭｣も中止

となったため、主だった活動もありませんでしたが、下記に今年度の活動を報告いたします。 

 

１． 委員会について 

１年（３名） ２年（４名） ３年（４名） 

２． 活動について 

令和３年７月 10 日 委員会(長・会計決定、引き継ぎ、委員同士の交流) 

   ９月 25 日 小会議室 キャビネット整理（田中・冨樫・儀間） 

   10 月 23 日 運営委員会出席（田中・冨樫） 

令和４年２月５日 運営委員会中止 

     ３月 24 日  運営委員会（田中・冨樫） 

３． 会計報告（別紙参照） 

４． 来年に向けて 

活動を継続する予定の委員もあります。 

 

４ 本部活動報告  

 

上期の決算に関し、監査も滞りなく終えることが出来ました。先ほど校長先生のお話にありましたが、チュ

ーリップの球根。プランター等の購入もいたしました。４月入学式に間に合うようにチューリップが咲くこと

を楽しみにしております。ご来校の際は是非ご覧頂きたいと思います。 

３年学年委員さんのご報告にもありましたが、次年度の役員候補についてご協力もあり、目途がつきました。 

 本日、新入生説明会があり、その際の配布資料の手配、配布も行いました。また、次年度のＰＴＡ保険の加

入説明を受け、契約内容も確定しました。 

以上 

 


