第６回 運営委員会だより
都立三鷹中等教育学校
ＰＴＡ会長 内海

<挨拶>

開催日：平成 30 年 1 月 20 日（土）

<挨拶>

出席者 31 名

内海会長
おはようございます。本日はお忙しい中、第 6 回運営委員会にお集り頂きましてありがとうございます。
役員選考委員、広報委員、６学年委員以外の委員会は、担当の行事を終えられ、達成感を感じられていると思います。
お疲れさまでした。ありがとうございました。本日は、この後、互選会もあり、いよいよ来年度に向けての準備が始ま
ります。引継ぎのご準備もされているところかと思いますが、来年度の委員の方が気持ちよく活動できるように繋げて
いっていただきたいと思います。よろしくお願い致します。
藤野校長
皆様おはようございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
先日の 11 日にオリンピック・パラリンピック事務局からの依頼を受け、本校の施設において生徒たちにボランティ
ア募集の CM 撮影に協力してもらいました。
各ご家庭には承諾依頼の形でご連絡させていただきましたが、
全国版のTVCM
や街頭の大型ビジョンや電車内の液晶画面、ポスター等で活用されます。学校名が出ることはなく、7 月頃から放映さ
れるそうです。撮影時の子供たちは、非常に協力的に監督の様々な指示に応えてくれ、高校生らしさが出ている狙い通
りの撮影ができたとお褒めの言葉をいただきました。私も拝見していましたが、監督の複雑な指示に機敏に動き、行間
を読むような反応ができた子供たちを誇らしく思いました。本当にありがとうございました。オリンピックまで 1000
日を切りましたが、様々な形で協力をし、またその恩恵を受けることでオリンピックを通した教育をしていけるのでは
ないかと思っております。
翌日 12 日には、オリンピック・パラリンピック教育推進事業の一環として、元女子バレーボールアメリカ代表選手
ヨーコ・ゼッターランドさんにバレーボール部の練習に参加していただきました。前期生も後期生も一緒になって、基
本やフォーメーションなど教えていただきました。非常に気さくな方で、本校の生徒たちの吸収力の高さに、教えてい
てとても楽しかった、と嬉しい感想をいただきました。
3 学期は総まとめの期間です。現在の 3 年生から、センター試験が大学共通テストという新しい形に変わりますが、
大きく変わるところは、英語の試験の 4 技能の内、
「話す」という項目が加わることです。基本的には各種検定試験を
活用していくことになります。英検、TOEIC 等ありますが、文部科学省、もしくは大学入試センターでどこの団体のも
のを使用するか検討しているそうです。本校では、前期生のうちから検定試験に取り組んでいることもあり、大学入試
の変更に急遽対応しなければならないということはないと思います。しかしながら、時期的な問題や費用の面で保護者
の皆様と情報を共有していきたいと思っております。新しい情報が入り次第お伝えしていきます。また、
「探求型の学
習」ということで学習指導要領が変わるので、それに追随して入試問題も変わっていくだろうと言われています。簡単
に言えば、知識だけを問う問題形式から、考えを問う問題に移行されていくということです。考えを述べるには、圧倒
的な知識があった上で述べないとただの空論になってしまいます。
知識はもとより考える力を育てていかなければなら
ないと言われています。
「探求学習」については、東京都が中等教育学校の開設当初からずっと目指してきたことで、
ファースト・セカンド・サードステージの論文発表もその一端です。あまり慌てることなく、今までの教育活動を継続
していく中で変化に対応していくとお考えいただけたらありがたいと思っております。
最後に、現在新 1 年生を迎えるべく準備をしておりますが、2 月 3 日の適性検査の願書受付を終了しました。東京都
教育委員会、及び本校の HP にも載せておりますが、応募倍率は 5.98 倍で、昨年の 6.10 倍と比較すると、実数にして
20 名減となります。いろいろな分析資料で推察するに、受験層が落ち着いてきた、適正化が図られてきたのではない
かと思っております。我々といたしましても適切な適性検査ができるように気を引き締めていく所存でございます。
2018 年・平成 30 年も引き続きよろしくお願い致します。

１

<議事>
１．学校より
森田副校長
おはようございます。私の方からは、12 月からの行事を踏まえてお話しさせていただきます。
冬休みに１、2 年生を対象とした校内留学があり、多くの生徒が参加し、楽しく終えることができました。初めて
参加する生徒は、尻込みしてしまうのではないかと心配する声もありましたが、プログラムも良くできており、積極
的に参加できたようです。春休みにも校内留学がありますので、是非参加していただけたらと思います。
同じく、冬休みに 5 年生は、3 日間勉強合宿がありました。山梨の西湖で、缶詰めになって自学自習を中心とした
合宿として取り組んでいますが、理科、社会の先生方の講義もあり、最終日はテストもありました。既に受験モード
といったところでしょうか。6 年生 0 学期ということで、意識がついた行事になったのではないかと思います。
新学期になり、すぐに宿題テストがありました。3 年生は、接続テストがありましたが、この結果が月末に出ます
ので中学校段階の学力をもう一度総ざらいし、学力を付けて後期課程に進んでもらうよう指導していきます。6 年生
は、先週末にセンター試験がありました。月曜日にセンターリサーチをし、昨日結果が出て講評を渡しております。
本日、14 時からケース会議を開き、教員の方も最終確認をして今後の対応を考えていきたいと思っております。受
験指導としては、どこを受けたらいいかということもありますが、それよりも今後どのような勉強をすればいいか、
サポートしていったらいいか、などを考えて担任が面接で指導していきます。多くは、センター試験の結果に対する
対応や、国公立大学の二次試験に向けてどういう勉強をしたらいいか、補習や個人指導を考えていく会議になります。
学年の総まとめということで、1 月 27 日に 2 年生のファーストステージ論文発表があります。1、2 時間目に職場
体験の発表をクラスで行い、3、4 時間目に全体でファーストステージ論文発表を多目的室で行います。同じ日に、1
年生は職場見学の発表があります。2 月 24 日には、4 年生のセカンドステージの発表がありますので是非ご覧いただ
きたいと思います。ご自分のお子さんだけではなく、他学年の発表もご覧いただけます。その際には、様々なアドバ
イスやご意見をいただけたら今後の改善に繋がりますし、子供たちも励みになりますので是非ご参加ください。
3 月 10 日に卒業式が行われます。学校としても準備を進めておりますが、多くの保護者の皆様にご参列をお願い
したいと思います。卒対の祝う会もあり、ご準備いただいております。皆様よろしくお願いいたします。
山本副校長
前期課程の様子についてお知らせします。
1 年生は、冬休みで少し休むことができたのか、年明けも元気に学校生活を送っています。今は、国語の授業で取
り組んでいる百人一首に夢中です。反面、学校生活に慣れてきたためか、一部生活習慣の乱れ、規範意識の低下も見
られます。3 学期は、この一年間の学習を完成させることと同時に、4 月からは新入生の先輩になるのだという意識
をしっかりと育んでほしいと思います。159 名でしっかりとスクラムを組み、2 年生に進んでいってほしいと思いま
す。
2 年生は、3 学期も様々なことが盛りだくさんです。1 月末には、2 年間にわたるファーストステージのまとめとな
る発表会があり、2 月中旬には、キャリア教育の一環として 4 名の職業人を招いての講演会、3 月の初めには、日本
の伝統文化体験教室と続きます。中だるみをしているどころではありません。多感なこの時期に様々な活動、様々な
人間関係をたくさん経験して、人間として一回りも二回りも大きく成長して 3 年生を迎えてほしいと思います。御家
庭でもぜひ、様々なお話をしていただきたいと思います。
3 年生は、3 月に、スポンサード・ウォークを実施いたします。これは、玉川上水駅から井の頭公園まで、歴史や
環境について考えながら歩き、歩き終えたら保護者などスポンサーから募金をしてもらい、慈善活動団体に寄付する
というチャリティー活動に取り組むことで、達成感を味わい、併せて体力の向上を図ろうという、本校では初めての
試みです。中学生は、人生初の大きな壁ともいうべき高校受験を乗り越えることで、一回り大きく成長するというこ
とがありますが、中高一貫教育校の一つの課題として前期課程から後期課程へ、中学生から高校生への心理的な切り
替えがうまくいかない生徒がいます。心身ともにスムースに、そして、しっかりと後期課程の生徒になってくれるこ
とを願って、考えた企画です。詳細については、また改めてお知らせいたします。

２

２．役員会より
第１学年：2 月 17 日の保護者会で茶話会を実施予定。
第２学年：1 月 27 日の保護者会で茶話会を実施予定。
第３学年：12 月 9 日に開催した高野氏による「井之頭公園の自然とともに生きる」講演会の活動報告。森田副校長
山本副校長、生徒、保護者含め 100 名が参加。アンケート集計結果報告（回答：73 名）
：多くの方がとて
も高い評価をしていた。井の頭公園、その自然や生息する動物などについて興味を持たれた方が多くい
た。
12 月 10 日にアンケート集計、報告書作成。1 月 27 日の保護者会で茶話会実施予定。
第４学年：年間活動報告の内容を確認し、共有。2 月 24 日の保護者会で茶話会を実施予定。
第５学年：11 月 28 日に実施した後期バス研修会の活動報告。会計報告、アンケート集計結果報告。藤野校長、森田
副校長、保護者含め参加者 79 名で実施。5 月からと早めに動いたので、人気見学場所の ANA 機体メンテナ
ンスセンターを押さえられた。中華街散策での買い物やローズホテルでのランチバイキングなど大変好評
だった。委員の誘導で混乱もなく、落ち着いた雰囲気でゆっくりと過ごすことができた。PTA の HP に写真
付き報告書掲載（広報委員会）
。2 月に茶話会を実施予定。
第６学年：卒業記念品のステンレスボトルのデザイン決定。紅白饅頭の業者の選定。1 月 5 日に記念品発注、入金済
み（本部会計）
。次回運営委員会後、記念品配付準備。コサージュ検品。合唱祭 DVD 再配付準備。合唱祭
DVD 会計報告。
卒業対策委員：準備は順調に進んでいる。
３．広報委員会より
本日 13 時より和室にて反省会を実施予定。文化事業講演会の模様を HP に掲載。委員会、部活動の取材を終え、記事
を承認依頼中。広報誌作成の為、学校に写真提供依頼中。
４．役員選考委員会より
本日、12 時 30 分より技術室にて役員候補者選考会を実施予定。役員選考委員より現時点での反省について。独立し
た組織になって間もない為、本部と共有している部分に不明な点があり、その都度相談、準備、確認をしていた。手続
き、書類準備など、次年度は把握できるよう引継ぎまでに本部と打ち合わせをする予定。
５．本部より
（１）さつき会への入会希望者募集
運営委員会の OB で構成され、例年鷹校祭初日の夜に懇親会を開催しており、歴代の校長先生もいらっしゃいます。
PTA 会長及び本部役員、学年委員、各委員に在籍した方ならどなたでも入会できます。詳細等会長内海まで。
（２）書記より 活動報告について
各学年委員会、各委員会の活動報告を 2 月 3 日までにサークルスクエアに入力してください。
（３）会計より 後期交通費・学年費・クラス費の報告について
後期交通費、学年費、クラス費について、次回運営委員会後にご提出ください。
（４）今後の予定
卒業式

3 月 10 日（土）

始業式

4 月 6 日（金）午前

入学式

4 月 6 日（金）14 時より

PTA 総会

5 月 19 日（土）今年度役員任期終了＊午前 新旧役員引継ぎ

３

６．ＰＴＡサークル活動報告
〇コーラス「こーる・あんだんて」
年末年始の活動はありませんでした。これからも月 2 回日曜日に練習予定です。お気軽に見学お待ちしております。
〇三鷹散策の会
12 月から 1 月にかけて活動はありませんでした。来年度もご参加をお待ちしております。
7．その他
〇新 1 学年委員選出のお手伝いのお願い（入学式当日の予定）
入学式後に来年度学年委員と広報委員を新 1 学年より選出していただきますが、そのお手伝いを現１学年委員と
2 学年委員にお願いしたいと思います。各委員代表などは、後日保護者会で選出になります。
＊第 7 回運営委員会は 2 月 17 日（土）10 時～ 南棟３階大会議室 です。

４

