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皆しっかりと本を読んでコンテストに参加しているからです。ビブリオバトルとは本を紹介するコンテストです。こんなに面白いから、

ぜひ読んでみて下さい、ということを聴衆の前で披露し、聴衆の人が読んでみたいと思ったら手を挙げ、多くの手が挙がった本

がチャンプ本ということで１位になる仕組です。これが、去年も高校生の部では全国大会出場、中学生の部では全国優勝とな

っております。多くは小説がメインですが、中学生の部で優勝したチャンプ本は「昆虫はすごい」というタイトルの新書です。文学

とは違いますが、それを読んでみたいと思わせる説明は、その本を読み込んでいないとできません。文章の行間もきちんと読

み込まないと、なかなか訴える力にはつながって行かないところがあり、それがきちんとできていたというところが評価されました。

日々、子供たちが朝読書として10 分程度、本に向うことが習慣化されていることがつながっていると改めて感じています。AI 時

代、IOT とか、何かデジタルで全て物事が進んで行くと思われがちですが、やはり、読書をすること、文字から学ぶことは、これ

から先も当面続いて行くだろう、その媒体が紙か電子ブックか、それは変わってくるかもしれませんが、文字から吸収することは

とても大事なことです。明日は東日本大会があり、成蹊大学を会場にして本校からも５年生が参加します。今日の４年生の予選

会は東京都が主催のものですが、最終的には同じ全国大会へつながります。そういった会で子供たちも活躍していますので、

PTA としても様々応援をしていただきながら、また、日々の学習活動も含めて見守っていただき、お力添えをいただければ幸い

に思っています。 

  何がともあれ、14、15日は文化祭ですので、PTAの方々にはミタカックスカフェなど様々なことで、ご協力いただいたり、楽し

んでいただいたりというふうに思っています。ミタカックスカフェで活躍される方々は、来場される方々を喜ばせるということを、

生徒と共通姿勢として、ぜひ、もっていただき、取り組んでいただきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。 

（議事） 

1.学校より 

長嶋副校長先生 

皆さんこんにちは、副校長の長嶋です。学校行事盛り沢山の 2 学期がスタートしました。おかげさまで、夏休み中、本校で 

は大きな病気や事故の報告もなく、生徒は元気いっぱいそれぞれの夏休みを楽しく過ごせたことを嬉しく思います。 

夏休みの間、様々な部活動が合宿を実施しました。私も、東京都の地方創生事業「高校生元気アップスポーツ交流事業」

の引率責任者として、100 名を超える運動部（サッカー部、バトミントン部、硬式野球部）の生徒を連れて、茨城県の波崎ま

で行ってきました。初日に海岸清掃のボランティア活動を行い、鹿嶋市長から大変感謝されました。その夜には、カシマサッ

カースタジアムでＪリーグの試合を観戦しました。大変白熱した試合で、サポーターの応援に圧倒されました。生徒にとって、

プロスポーツ観戦を通してスポーツ振興の意義を考えるよい機会となりました。 

   ３泊４日の合宿期間中、鹿島高校、鹿島学園高校、鉾田第二高校、波崎柳川高校など、地元の高校生と練習試合・合同

練習をさせていただきました。私は、バトミントン部と行動を共にしたのですが、バトミントン部の生徒は、はじめ地元の生徒とぎ

こちなく接していたものの、時間の経過とともに次第に打ち解け、生き生きとした表情で練習に打ち込んでいました。最終日に

は、浜辺で砂だらけになりながら練習し、一生忘れられない思い出になったのではないでしょうか。生徒の一人は、練習後、

三鷹が海の近くでなくて本当に良かった…と、真顔で呟いていました。  

なお、Ｊリーグ観戦のチケットや合宿期間中の昼食の費用を、本校同窓会より支援していただきました。この場をお借りし

て御報告をさせていただくとともに、同窓会の皆様に感謝申し上げます。 

   さて、夏休みが終わり、生徒は、鷹校祭に向けた準備に一生懸命取り組んでいます。6 年生にとっては、最後の鷹校祭で

す。仲間と団結して、最高の思い出となる行事にしてほしいと思います。 

２学期も引き続き本校の教育活動に御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

２. 各学年委員会より 

１学年：給食試食会のメニューは、チンジャオロース、ワンタンスープ、小魚と大豆の甘辛煮、ゴマプリンに決まりました。 

7 月 13 日に先生方と懇談会を開催しました。10 月 12 日は茶話会を開く予定です。  

２学年：前期課程研修は、9 月 15 日に募集案内をします。22 日に募集を締め切り 24 日は参加者の方へお手紙を配布す

る予定です。9 月 28 日と 10 月 12 日の保護者会で集金を行います。場所は銀座のファンケルスクエアにて、最先

端の技術やスペシャリストのカウンセリング、商品等のサービスの体験を交えて美しさと健康について紹介していただ
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きます。その後、ギンザルーツトウキョウにて食事をして解散となります。  

３学年：7 月 13 日にクラスＴシャツの集金、振り込みをし、9 月３日に納品され配布済みです。文化事業は 7 月中に企画承

認してもらい、８月にポスターとチラシを業者に発注し月末に納品され、それを基にミタカックス用のポスターを作成

しました。記念品は、今年も印鑑にしますので、印影を書いて提出してもらう案内を配布し保護者会で回収します。   

４学年：ミタカックスは、文化祭実行委員と詰めています。パンの売価は上げることなく例年通りにすることにします。 

５学年：後期バス研修は、9 月下旬に募集し 10 月上旬に締め切ります。補助金等含めて会費を詰めていきます。  

６学年：合唱祭の DVD は、7 月末が振込み期限でしたが、未納の方がいましたのでお手紙でお知らせします。卒業を祝う会

は、本日先生方にご案内を配布させていただきます。卒業記念品は、アンケートをとり一番人気の高かった物で進

めています。  

３． 広報委員会より 

     広報誌の業者と初会合をし、デザインの方向性など要望を伝えました。取材の写真承認が遅れている影響のため、広 

報誌作りが大幅に遅れましたが、夏休みに写真承認を待たずに開始することになり、合唱祭の進め方を改善しました。１

学期の後期球技大会と夏休みの部活動の取材を４回しました。HP は１学期に３本記事をアップしました。ご覧ください。今

後は文化祭、体育祭の取材があります。 

４． 役員選考委員会より 

     12月7日（土）の役員選考会に向けて準備をしています。9月30日に令和２年度PTA役員の立候補及び推薦者の配

布をする予定です。来年度は 10 名の役員を選出する予定となっていますが、万が一立候補者の数が足りない場合は、

各学年から数名ずつ候補者を推薦していただくことになります。役員選考会議での出席者数が確定する段階では各学年

の２学期の保護者会が終了しているため、保護者会も臨時に開催していただくということになりかねません。役員選考がス

ムーズにいくようご協力いただきたいと思います。 

５．サークルスクエアより 

     各委員会の活動報告をサークルスクエアにアップしていただくようお願いしてあります。たまってしまいますと年度末作業 

が難しくなりますので、その都度報告をお願いします。 

６． 本部より 

①  鷹校祭の制服リサイクルについて 

例年ミタカックスのお部屋の隅で回収をしていましたが、本年度は資料室と相談室で行います。 

➁  体育祭のお手伝いスタッフについて 

本年度もお茶出しボランティアを募集しまして、17 名の方にご協力いただけることになりました。ありがとうございます。 

本部も加わり当日１時間ずつ担当する予定です。   

③  学校と語ろう会について 

11 月 16 日（土）開催予定です。本年度は前半が授業体験、後半は先生の講義で進めています。 

④  会計より 

     ９月末で１回交通費を締めて下さい。残金は戻さず締めた書類を次回の運営会議に提出して下さい。 

７． ＰＴＡサークル活動報告 

①  コーラス「こーる・あんだんて」 

♪あんだんて♪は、ミタカックス での、9 月 15 日(日)の演奏会に向けての調整完了です！ 

当日の午前 11 時〜お時間をいただき、ありがとうございます。 

時代メドレーの曲目は、みかんの花咲く丘(昭和)、埴生の宿(明治)、浜辺の歌(大正)、花は咲く(平成)、パプリカ(平成)、 

校歌を皆様ご一緒に〜 

きっと会場の皆様にも楽しんでいただけると思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

② 〜三鷹散策の会〜 

毎度出席できずに申し訳ありません。ミタカックスに貼らせていただくポスターをメンバーで楽しく作りました。次回の散策
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の予定も書いてありますのでどうぞご覧ください！ 

8. その他 制服リサイクルについて 

    集めた制服は原則として毎年総会の時に配布していますが、総会までに破れたり緊急事態があった場合は、個別で対

応します。対応を希望する生徒の保護者から、学年委員へ連絡し学年委員から学年担当の本部役委員へ連絡して下さ

い。本部役委員より担任の先生にお伝えしますので、担任の先生と本人で直接倉庫へ取りに行って下さい。   

 

第４回運営委員会は １０月１２日（土） １０時～ 南棟３階大会議室 です。 

 


