第５回 運営委員会だより

<挨拶>
内海会長
おはようございます。12 月のお忙しい中お集り頂きありがとうございます。
11 月は、給食試食会、前期課程研修会、後期課程研修会等の行事がたくさんありました。いずれも大きな問題もなく好
評の中、終えることができました。私は前期の保護者として前期校外研修の早稲田大学キャンパスツアーに参加させてい
ただきました。グループに分かれて早稲田の学生ボランティアに校内を案内してもらったのですが、大隈講堂の中に入れ
たのがとても印象的でした。校内見学の後は大隈庭園を通り抜け、リーガロイヤルホテルのランチビュッフェを皆さんと
美味しく頂き、とても楽しかったです。本日はこの後、文化事業が予定されておりますので、よろしくお願いします。
11 月 25 日には東京都公立中高一貫校保護者連絡会に本部から７名で参加させていただき、貴重な意見交換をしてきま
した。来年は本校が幹事校になります。今年度と次年度の本部役員のメンバーを中心に準備を進めていきたいと思います
ので、皆様もご協力よろしくお願いします。11 月 18 日の学校と語ろう会では、藤野校長のラジオ体操と貴重な講話を頂
きました。こちらもたくさんのご参加ありがとうございました。詳細については後ほど報告させていただきます。
藤野校長
皆様おはようございます。10 月から 11 月は学校行事の中でも代表的な、修学旅行、研修旅行がありました。
5 年生の台湾修学旅行ですが、海外での貴重な体験を積んで帰ってきたのではないかと思います。帰りは台風に後ろか
ら追いかけられ、冷や冷やしましたが、普段の行いが良かったため、影響を受けずに無事帰り着くことができました。現
地では、曙光女子高級中學と文化交流を行いました。現地の文化をただ体験するのではなく、本校の生徒が日本の伝統文
化を紹介するのがメインで、中でも全員による校歌の四部合唱は、現地の生徒には驚愕だったようで万雷の拍手を頂きま
した。折り紙も魔法みたいだと言い、折り方一つ一つ真剣に学んでいましたし、けん玉も楽しく体験していました。また、
京劇という中国の舞踊を鑑賞しました。国立の専門学校で学んでいる現地の生徒の演技から、将来の職業に向け本気で取
り組んでいる同世代の姿を見ることができ、とても良かったと思います。
3 年生の研修旅行は、京都・奈良に行って参りました。ICT パイロット校ということもあり、それぞれの名所・旧跡を
見学するだけではなく、ICT タブレットを有効活用してレポートを作成し当日発表したりしていました。
その後、11 月 8 日には、台湾の高雄市にある国立屏東高級中學の生徒も来校し、全校生徒でお迎えし、歌の交換・授
業・部活動見学等で過ごしてもらいました。心からおもてなしをするというオリンピック教育にもつながる体験もできた
のではないかと思います。
部活動では、前期サッカー部が地区大会で優勝し、都大会でも 1 回戦勝利と健闘しています。後期サッカー部も新人戦
都大会進出を目指し、いずれも接戦をものにしてここまで勝ち上がっています。女子バスケットボール部も 2 部（東京都
ベスト 32）に昇格し、勝ち続けています。また吹奏楽部は、ウィーン木管五重奏団が来日した際に、本校でプロの方に
よる指導を受けた後、コンサート会場にも連れて行ってもらい、ステージで五重奏団の間に入って同じ楽器を並んで演奏
をするという体験をしました。プロの音色を体験した前と後の演奏がこんなにも変わるのだなと、とても感動しました。
応援の生徒たちもいい経験になったのではいかと思います。
このように子ども達の体験活動が様々な分野で行われています。期末考査も終わり、1 年生の学年通信に壁新聞が載る
ようになったのですが、最新号では「期末考査を分析する」というテーマで、出題傾向・今後の対策などが掲載されまし
た。とても読み応えがあり、一生懸命取り組んでいる姿も微笑ましく、将来も楽しみに思います。廊下にも掲示してあり
ますので、是非ご覧ください。学校と語ろう会の後半では、少人数のグループで様々な話が聞けたと思います。
寒さが増してきましたが、そのためか遅刻も増えてきました。自席について点呼を取って 8 時 25 分のチャイムを聞く
わけですから、余裕をもって家を出るために、ご家庭でのご協力も是非お願いしたいと思います。
最後に、現在 5 年生に対し全員面接を始めており、160 人中 30 名ほど実施したところです。とても礼儀正しく、校長室
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に入ってきて話をするのです。
「家族に言いたいことは？」という質問では、十中八九の生徒から感謝の言葉が返ってき
ました。保護者に報告するとは伝えていないので、素直な気持ちであると思いますし、言葉にはしなくてもそう感じてい
るのだなというのを、垣間見ることができています。
<議事>
１．学校より
森田副校長
校長から後期修学旅行、前期研修旅行の報告がありましたが、HP でダイジェスト版として動きが分かるように様子
を掲載しました。生徒は、それぞれに対して課題がありながらも真剣に取り組み、大きく成長していると思います。ご
家庭でも、行事ではどうだったか、話を聞いてみてください。
後期課程では、大学模擬講義、4 年生の電気通信大学の見学がありました。修学旅行などの活動だけでなく、勉強も
しっかりとやってきた時期になります。12 月 4・5 日には 6 年生のケース会議を実施しました。全員の成績を基に第一
志望をメインに、一人ひとりの弱いところ・伸ばしていくところ、進路実現に向け、何が足りないのかを視点に置きな
がら行いました。6 年生の担任との面談でお話させて頂きます。センター試験の受験票も届く時期に来ています。
5 年生は、12 月 22 日から 24 日まで勉強合宿があります。4 年生の夏の勉強合宿では、後期課程の勉強方法や前期課
程の積み残しなど、講習を中心に行いましたが、5 年生は自分で計画を立て考える自学自習の時間を多く設け、受験ス
タートの意識付けを行います。6 年生は冬期講習、1 月 13、14 日のセンター試験の後は特別講習の個別指導となりま
す。1 月後半に、2 年生のファーストステージの発表、2 月には職業人講話と 1 年生のダンス発表会、4 年生のセカンド
ステージの発表があります。勉強はもちろんですが、このようなイベントを通して発信する力を見て頂けると思います。
東京都主催の科学の甲子園（全国大会予選）に、5 年生が初めて参加しました。理数系の 6 科目（物理・化学・生物・
地学・数学・情報）から出題され、6 人チームで解答する学科試験と実技試験にチャレンジします。41 チーム中 16 位
という結果でしたが、興味・関心の高い子ども達にはよいきっかけであり、これからもチャレンジさせていきたいと思
います。
11 月 20 日に ICT パイロット校の研究授業がありました。さらに 12 月 18 日には、持続可能な社会づくりに向けた教
育推進校（ESD）の発表会として授業研究を実施します。4 年生の文化科学Ⅱの授業で、模擬裁判員体験において、正解
のない課題に対して協議する力・発信する力を育てる内容を実施します。保護者の方も是非参加してください。
（申込
不要）
山本副校長
前期課程の生徒の様子についてお知らせします。
1 年生は、学校生活にも大分慣れ、日々元気に学習や部活動に取り組んでいます。先日、2 回目の期末考査が終了し、
結果に一喜一憂しているところかと思います。学習内容が難しくなり、授業も次から次へと進んでいき、小学校の貯金
では対応できない時期になってきています。今回の期末考査も、日々、継続的に学習しているか否か、その差がはっき
りと現れてきているようです。現在、お子様たちは、タブレット PC を活用して、日々の学習時間を記録しています。
このようなこともきっかけとして、家庭学習の習慣化、継続的・計画的な自主学習を進めてほしいと思います。
2 年生は、11 月中旬に職場体験に取り組みました。様々な事業所の皆様のご協力を得て、大変有意義な経験をしてき
ました。将来の職業に対するイメージも、少しずつできてきたようです。6 年間をかけて、じっくりとキャリア教育に
取り組むことができるのは、中高一貫教育校の大きなメリットです。1 月末には、本校のキャリア教育プログラムの「人
生設計学」のファーストステージの取組成果を発表いたしますので、是非ご覧いただければと思います。日々、忙しい
2 年生ですが、疲れがたまっているのか、けがや体調不良が多いことが気になります。是非、健康管理にも気を付けて
ほしいと思います。
3 年生は、11 月初旬に京都・奈良に 3 泊 4 日の研修旅行に出かけてきました。これまでの経験を生かして大変充実し
たグループ学習を行うことができました。東京グローバル 10 として、海外の文化も、我が国の伝統・文化も、ともに
体験・学習できるところが本校の良いところです。先日は、学年集会において、進路指導主任の先生から、冬期休業日
明けに実施される「接続テスト」について、その趣旨が説明されました。授業では、すでに高等学校の学習内容が少し
ずつ入ってきています。後期課程への進級を控えたこの時期に、中学校の学習内容を確実に学び終える、確実に身に付
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けておくことが大変重要です。今の時期の学習が、のちのちの大学受験にも響いてきます。是非、頑張ってほしいと思
います。
２．役員会より
第１学年：11 月 15 日に給食試食会を実施。79 名（＋未就学児 3 名）参加。献立・量・彩り・味付けともに 9 割の方か
ら「良」のアンケート結果を得られた。宮下栄養士から「成長期の食事と工夫」のお話でも、参考になるこ
とが多く良かった、という声を頂いた。
第２学年：11 月 21 日に前期校外研修（早稲田大学キャンパス散策とリーガロイヤルホテルでのランチ）を実施。藤野
校長と山本副校長および保護者 78 名に、卒業生で現早稲田大学の学生 2 名を合わせ 80 名で参加。アンケ
ートでは、多くの方から満足という回答を得られた。全体を通して反省点をまとめ次年度に引き継ぐ。
第３学年：10 月 7 日に前期課程修了記念品の印鑑のお知らせを作成・保護者会で茶話会を実施。10 月 14 日に文化事業
講演会の司会原稿・アンケート・領収書作成、役割分担の実施。11 月 2 日に前期課程修了記念品のお知ら
せ印刷・配付、18 日に回収。11 月 18 日に講演会の開催概要と進行について、山本副校長と内海会長に依
頼。本日（12 月 9 日）
、高野氏による「井之頭公園の自然とともに生きる」の講演会 14 時開演予定。
第４学年：各班にて引継ぎ資料を作成、取り纏め中。10 月 7 日に先生を招いて親睦会を開催（富田先生 1 名のみの参
加）
。10 月 14 日に保護者会兼茶話会を実施。
第５学年：11 月 28 日に後期バス研修会を実施。内容は、中華街散策 ANA 機体メンテナンスセンター見学。藤野校長と
森田副校長および保護者 79 名が参加。時間厳守に協力頂き、スムーズで問題なく終えられた。本日（12 月
9 日）アンケートの集計実施予定だが、多くの方に満足いただけていた。2 月茶話会準備実施予定。
第６学年：10 月 7 日合唱祭の DVD の配付準備。10 月 13 日に順次 DVD 配付。お詫びですが、配付した DVD に一部不具合
があり、ディスクのみ再配付の準備中。卒業記念品準備中。
卒業対策委員：卒業を祝う会の参加者は、先生方 9 名・保護者 112 名で入金完了。当日のスライド等の準備中。
３．広報委員より
広報にて HP 掲載した記事数は 52 件です。HP 掲載希望のお知らせ等がありましたら、本部の担当方に連絡後、直接広
報のメール宛に掲載依頼をしてください。11 月に 4 件の取材行事がありました。現在 HP 掲載のため準備中。
広報誌は、デザイン会社に提出中。学校側の写真の提出を山本副校長に依頼中。
４．役員選考委員会より
役員候補者選考会についてのお知らせを印刷・配付・回収・集計を 10～11 月に実施。提出書類の回収を無事完了。1 月
20 日の役員選考委員会開催に向け、準備中。当日は第 2 小会議室で受付後、会場（技術室予定）へ案内。
５．本部より
（１）東京都公立中高一貫校連絡会報告（11 月 25 日（土）開催）
都立大泉学園高等学校で開催され、本校 PTA 本部役員より 7 名参加。全体で 51 名が参加。8 つのグループに分かれて
PTA の抱える共通の課題について、ディスカッションし、代表者による発表がありました。その後、校内見学ツアーを実
施。大泉はアニメのゆかりの地なので、漫画研究会の生徒が描いたアニメの主人公毎にグループに分かれて、人工芝のグ
ラウンド、テニスコート（6 面）
、講堂、天文ドーム、屋上の野外ステージなどを見学しました。校舎の廊下も幅広く、フ
ラットな場所にも手すりがついていて、災害集合場所としての機能や将来介護施設としての活用も想定されているなど、
ご案内いただきました。その後の懇親会は 49 名が参加し、校内見学ツアーの内容などがクイズで出されました。
（２）東京都立立川国際中等教育学校十周年記念式典報告（10 月 14 日（土）開催）
たましん RISURU ホールにて開催。参加者は、都立中高一貫校の校長と PTA 会長、および近隣学校の校長先生で、本校
から藤野校長と内海会長にて参加しました。第二部では、生徒によるバイオリン演奏や、演劇部による群読や、吹奏楽部
による演目がつづきました。本校でも 2 年後に周年行事が控えています。
（３）会計監査報告（11 月 14 日（火）開催）
金銭出納帳、PTA 支出、収入承認書、郵貯総合通帳、現金保管状況、執行状況を照合し、監査を実施した結果、適正に
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運用されていることを確認しました。
（４）会計より
交通費等申請いただいた委員の方は支給の準備ができているので取りに来てください。
（５）学校と語ろう会報告（11 月 18 日（土）開催）
41 名の保護者が出席。第一部では、校長先生による「姿勢と健康」をテーマに講話、実演による正しいラジオ体操を実
施。第二部では、各教室に３つのテーマに分かれて、少人数（最大 6 名）で実施。本校の独自企画であり、昨年は体験授
業なども開催。学校の先生と密に関われるいい機会なので、今後も是非参加してください。
（６）委員会の引継ぎについて
1 月 20 日（土）までに各委員会にて反省会を実施 ※活動報告書の様式の内容に沿って振り返り・まとめる
2 月 3 日（土）活動報告書締め切り ※サークルスクエアにアップ（各委員会フォルダ）
2 月 17 日（土）次年度へ提案 ※第 7 回運営委員会にて次年度へ提案
６．ＰＴＡサークル活動報告
〇コーラス「こーる・あんだんて」
年内最後の練習を行いました。来年は声楽の先生のボイストレーニングを増やしていくことにしました。是非ご一緒
に歌ってみませんか？ 引き続き新メンバー募集中です。
〇三鷹散策の会
10 月 19 日に銀座歌舞伎座ギャラリーと築地本願寺の散策に行きました。10 月でしたが冬のような寒い日で、散策に
は生憎の日でしたが、歌舞伎座ギャラリーでは歌舞伎で実際に使用している道具を触り、体験することができて、とて
も楽しい時間を過ごしました。また上演中の歌舞伎を少し覗き見ることができ、一味違う体験もできました。帰りに築
地の場外市場で夕食の買い物をすることもできました。
今年度の散策の会は今回で終わりです。来年の企画も楽しいものになると思いますので、是非ご参加ください。
第 6 回運営委員会は １月 20 日（土）10 時～ 南棟３階大会議室 です。
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