TOKYO METROPOLITAN
HIROO HIGH SCHOOL PTA

2018 年 ５ 月 19 日

ＰＴＡだより
第１回運営委員会
東京都立広尾高等学校ＰＴＡ会長
萩原 弘樹
開催日時：2018 年５月 19 日 15:00〜
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
学年委員 広報委員 厚生委員 運営委員
司
会：生田京子（ＰＴＡ副会長）
議
題：１ 挨拶 ２ 各委員会報告 ３ その他

１ 挨

拶

◆ 荻原会長
総会で承認いただき会長を務めさせていただくことになりました。不慣れな点も多く皆様にご迷
惑をおかけすることも多いと思いますが、新体制になった広尾高校ＰＴＡ並びに本部の活動に、今
年度もご理解とご協力をよろしくお願いします。
ＰＴＡホームページの運用も開始し、ＰＴＡの活動や運営委員会の議事録をアップしております
ので、ぜひこの機会にご覧ください。
それでは、今年度５回の運営委員会を有意義なものにしたいと思いますので、ご協力のほどよろし
くお願いします。
◆ 佐藤校長先生
今年度委員になられた皆様、１年間よろしくお願いいたします。
最初に、今年度当校は東京都教育委員会より「東部支援センター特別指定校」「スポーツ特別強
化校（女子バスケットボール）」「文化部推進校（文芸部）」の指定校となりました。また、文部科
学省（国立教育政策研究所）より、「教育課程研究指定校（国語）」「実践研究協力校（国語）」の
指定を受けたことをご報告いたします。
併せて、コーチング・スタッフ（学習支援ボランティア）を募集しております。そのことを含め新
しい入試対応として、今の１年生からClassi（※）を全員導入しました。目的は２つあります。
ひとつ目は、２年後の入試システム変更への対応です。一番大きな変更点が調査書です。今までは
Ａ３用紙１枚で特記事項の欄も少なかったのですが、基本的にその制限がなくなります。ポート量
（蓄積していった特記事項）をネットで出せるようなシステムになります。おそらく大学もAOと推薦
入試に,活用していくかたちになると思います。その対応として都立高のほぼ半分以上が、すでに
Classiを導入しています。本校もそれに乗るかたちになっています。
ふたつ目の目的としては、単なる動画学習とは違い双方向性であることです。昨年までのリクルー
トのスタディサプリ（動画学習）は、かつては全員が入っていましたが、やり取りが一方通行のため
利用率が悪く、現在は希望者だけになっています。Classiも動画授業を見られますが、それだけでは
なく、担任から色々なメッセージが送られてきたり、通知文やアンケートの送付もClassiを通じてで
きるようになります。単なる動画学習、単なる調査資料としてだけでなく、学校のようすをホームペ
ージやツイッターと併せてお知らせしていこうと思っていますので、是非ご活用ください。
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セキュリティに関しても、メールではなくネットにアクセスするかたちになっていますので、より
安全になっています。
なお、昨年の後半に試行いたしましたBBスクールに関しては、参加率が悪かったため、非常に残念
ですが休止し、Classiに移行することといたします。２・３年生には申し訳ないですが、例年通りリ
クルートのスタディサプリを希望者が導入するかたちで考えております。
今後も新しい入試対策を色々と考えていきますが、保護者の方で情報をお持ちの方は、私か副校長
までお知らせいただければ実行していこうと思っています。
進路のことばかりお話ししましたが、部活動等もさらに頑張っていこうと思っていますので、是非今
年１年間、広尾高校をよろしくお願いいたします。
※ 「Classi」＝ 全国高校の40%以上で利用されている、学習データを活用し、先生、生徒、保護
者がつながる学習支援プラットフォーム
◆ 深澤副校長先生
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
私からはこの後の大きな学校行事についてお話いたします。
現在夏休みに開催される勉強合宿の募集をしております。もしお手元に資料が届いていないようで
したら、私のところに直接来ていただければ申込書をお渡しいたします。この機会に多くの生徒が参
加できるよう、どうぞよろしくお願いいたします。
６月12日(火)から16日(土)まで授業公開があります。一般の中学生やその保護者の方もいらっしゃ
いますが、もちろん本校の保護者の方も是非お越しいただいて、お子様の様子を見ていただけたらと
思います。時間割等はお子様に聞いていただくか私にご連絡を頂いても結構ですので、こちらもどう
ぞよろしくお願いいたします。
６月１日(金)は体育祭です。こちらはセキュリティ上一般公開を保護者の方のみにしておりますの
で、もしお時間がございましたら是非ご来校ください。
ＰＴＡの皆様には、例年飲み物等のご援助をいただいておりますが、この場をお借りして御礼申し上
げます。体育祭の担当は保健体育の教科主任の岩崎主任教諭ですが「私が担当した体育祭は、これま
で１回も雨になったことはない」と豪語しております。どうなるかはわかりませんが、今年も晴れて
くれることを期待しております。
体育祭に関してはすでにいくつかご意見をいただいておりますが、ほかにお気付きの点がございま
したら、遠慮なくご連絡いただければと思います。
風通しのよい広尾高校でありたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

２

委員会報告
◆ ３学年委員
４月 28 日
５月 19 日

委員長・副委員長決め、新旧引き継ぎ、分担決め
総会・第１回運営委員会・歓送迎会 出席

◆ ２学年委員
４月 28 日
５月 19 日

委員長・副委員長決め、新旧引き継ぎ、分担決め
総会・第１回運営委員会・歓送迎会 出席

◆ １学年委員
４月 28 日
５月 19 日

委員長・副委員長決め、新旧引き継ぎ、分担決め
総会・第１回運営委員会・歓送迎会 出席
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◆ 厚生委員会
レクリエーション班
４月 28 日
委員長・副委員長決め、新旧引き継ぎ、分担決め
５月 14 日
親睦会の日程調整
５月 19 日
総会・第１回運営委員会・歓送迎会 出席
親睦会日程決定（10 月 6 日）、劇団四季観劇チケット予約
５月 23 日
親睦会ランチ会場予約・観劇チケット予約 完了
バザー班
４月 28 日
５月 19 日
◆

◆

委員長・副委員長決め、新旧引き継ぎ、分担決め
総会・第１回運営委員会・歓送迎会 出席

広報委員会
４月 21 日
５月 ２日
５月 ７日
５月 10 日
５月 19 日

委員長・副委員長決め、新旧引き継ぎ、第１回編集会議
原稿依頼と部活動の担当確認
原稿依頼再提出、部活動班も原稿依頼
誌面作成担当と発行日・スケジュール・印刷所に関して打ち合わせ
総会・第１回運営委員会・歓送迎会 出席
（総会終了後、ＰＴＡ役員写真撮影）

運営委員会
４月 ７日

平成 29 年度決算書報告、会計監査
歓送迎会会場打合せ
入学式参列
総会資料 作成・印刷
新規購入パソコン設置
臨時役員会
新２・３年生の委員用 書類作成・印刷
ＰＴＡホームページ打ち合わせ
２・３年生委員選出
総会資料 追加印刷
役員会（委員長決め 準備）
委員会・委員長決め、新旧引継ぎ、交通費精算
体育祭用ドリンク発注
臨時役員会
歓送迎会会場 最終確認
新旧三役 引継ぎ
パソコン廃棄（業者へ引き渡し）
総会・第１回運営委員会・歓送迎会 出席

４月 ９日
４月 14 日
４月 17 日
４月 21 日

４月 27 日
４月 28 日
５月 １日
５月 ７日
５月 13 日
５月 16 日
５月 18 日
５月 19 日
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そ の 他
◆ 運営委員会開催予定日
第２回
第３回
第４回
第５回

2018 年６月 18 日（月）
2018 年９月 28 日（金）
2019 年１月 11 日（金）
2019 年３月 18 日（月）

16:00～
16:00～
16:00～
16:00～
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★

平成 30 年度ＰＴＡ定期総会が終わりました

★

５月 19 日（土）14 時よりＰＴＡ定期総会が開催されました。
出席 33 名、委任状 483 名、合計 516 名にて総会が成立し、総会議案に関しては、
全て無事に承認されましたことをここにご報告いたします。
平成 30 年度もＰＴＡ活動へのご理解ご協力をお願いいたします。
新役員の皆様、これからもいろいろとお世話になりますが、どうぞよろしく
お願いいたします。
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