
 

 

 

 

 

 

 

 

<挨拶

宮内

事がありました。まず初めに

他校の文化祭や行事と重なったことや天気も関係してか例年になく

も恵まれ、来校者も多く、早々に完売、大盛況だったと聞いております。

ティア募集、前日準備、カフェ運営の様々な活動ありがとうございました。お疲れ様でした。また、鷹校祭におい

て、本部では資料室にて制服リサイクル回収をしておりましたが、卒業生や保護者の皆さまに多数お持ちいただき

ました。ご協力に感謝致します

をしました。こちらもお天気に恵まれ、思いの外気温が高かったせいか大盛況でした。ミタカックス、お茶出しの

ボランティアにご参加くださった皆さま、ご協力本当にありがとうございました。また、給食試食会、前期研修、

後期バス研修に参加させていただきました。給食試食会では、学校に入学してまもない

いただきましたが、校長先生も参加され、一緒に美味しい給食をいただきました。大変スムーズに進行されており、

保護者の皆さんの和やかな雰囲

参考になる内容で個人的にとても助かりました。

苦労があったと思いますがありがとうございました。そして、前期、後期研修も参加させていただきました。普段

味わうことの出来ない体験や保護者の皆さんとの楽しい時間を過ごせ、大変リフレッシュすることが出来ました。

２

学校と語ろう会を開催致しまし

になり、半年が過ぎましたがいくつもの

疲れ様でした。毎年学年委員さんは新しい体制となり、それを支え統括する本部に至らない点が多々あり、ご迷惑

をお掛けしたことと思います。そんな中、無事に大成功に終えられましたこと、本部一同大変感謝しております。

ありがとうございました。そしていよいよ

れます。こちらの講演も大変楽し

たが、本日運営委員会後には、役員選考会が行われます。役選委員の皆さまには、候補者募集にあたり、様々ご苦

労があったと思いますがスムーズに来年度の役員が決まりますように願っております。これからも

理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

藤野校長

参加され

す。

ない人には３

施設で、お昼が踊るほうとう大学校へ行き、

がいらっしゃいまして、真っ赤なブレザーを着て

分た

ブレーキを踏まないで下さいと言いた

行になりました。本当に幹事の学年委員の方々
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挨拶> 

宮内会長 

おはようございます。

本日もお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

事がありました。まず初めに

他校の文化祭や行事と重なったことや天気も関係してか例年になく

も恵まれ、来校者も多く、早々に完売、大盛況だったと聞いております。

ティア募集、前日準備、カフェ運営の様々な活動ありがとうございました。お疲れ様でした。また、鷹校祭におい

て、本部では資料室にて制服リサイクル回収をしておりましたが、卒業生や保護者の皆さまに多数お持ちいただき

ました。ご協力に感謝致します

をしました。こちらもお天気に恵まれ、思いの外気温が高かったせいか大盛況でした。ミタカックス、お茶出しの

ボランティアにご参加くださった皆さま、ご協力本当にありがとうございました。また、給食試食会、前期研修、

後期バス研修に参加させていただきました。給食試食会では、学校に入学してまもない

いただきましたが、校長先生も参加され、一緒に美味しい給食をいただきました。大変スムーズに進行されており、

保護者の皆さんの和やかな雰囲

参考になる内容で個人的にとても助かりました。

苦労があったと思いますがありがとうございました。そして、前期、後期研修も参加させていただきました。普段

味わうことの出来ない体験や保護者の皆さんとの楽しい時間を過ごせ、大変リフレッシュすることが出来ました。

２学年委員の皆さま、

学校と語ろう会を開催致しまし

になり、半年が過ぎましたがいくつもの

疲れ様でした。毎年学年委員さんは新しい体制となり、それを支え統括する本部に至らない点が多々あり、ご迷惑

をお掛けしたことと思います。そんな中、無事に大成功に終えられましたこと、本部一同大変感謝しております。

ありがとうございました。そしていよいよ

れます。こちらの講演も大変楽し

たが、本日運営委員会後には、役員選考会が行われます。役選委員の皆さまには、候補者募集にあたり、様々ご苦

労があったと思いますがスムーズに来年度の役員が決まりますように願っております。これからも

理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

藤野校長先生 

おはようございます。

先日は１１月

参加され、企画されていた方々

す。ファンケルの方は化粧品を押し付けられるのではない

ない人には３袋買った方が割安になるような

施設で、お昼が踊るほうとう大学校へ行き、

がいらっしゃいまして、真っ赤なブレザーを着て

分たちで作ったものを自分たちで食

ブレーキを踏まないで下さいと言いた

行になりました。本当に幹事の学年委員の方々

 さて、今日は

第５回 運営委員会だより

おはようございます。 

本日もお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

事がありました。まず初めに

他校の文化祭や行事と重なったことや天気も関係してか例年になく

も恵まれ、来校者も多く、早々に完売、大盛況だったと聞いております。

ティア募集、前日準備、カフェ運営の様々な活動ありがとうございました。お疲れ様でした。また、鷹校祭におい

て、本部では資料室にて制服リサイクル回収をしておりましたが、卒業生や保護者の皆さまに多数お持ちいただき

ました。ご協力に感謝致します

をしました。こちらもお天気に恵まれ、思いの外気温が高かったせいか大盛況でした。ミタカックス、お茶出しの

ボランティアにご参加くださった皆さま、ご協力本当にありがとうございました。また、給食試食会、前期研修、

後期バス研修に参加させていただきました。給食試食会では、学校に入学してまもない

いただきましたが、校長先生も参加され、一緒に美味しい給食をいただきました。大変スムーズに進行されており、

保護者の皆さんの和やかな雰囲

参考になる内容で個人的にとても助かりました。

苦労があったと思いますがありがとうございました。そして、前期、後期研修も参加させていただきました。普段

味わうことの出来ない体験や保護者の皆さんとの楽しい時間を過ごせ、大変リフレッシュすることが出来ました。

学年委員の皆さま、５学年委員の皆さま、今までのご準備等ありがとうございました。本部主催としましては、

学校と語ろう会を開催致しまし

になり、半年が過ぎましたがいくつもの

疲れ様でした。毎年学年委員さんは新しい体制となり、それを支え統括する本部に至らない点が多々あり、ご迷惑

をお掛けしたことと思います。そんな中、無事に大成功に終えられましたこと、本部一同大変感謝しております。

ありがとうございました。そしていよいよ

れます。こちらの講演も大変楽し

たが、本日運営委員会後には、役員選考会が行われます。役選委員の皆さまには、候補者募集にあたり、様々ご苦

労があったと思いますがスムーズに来年度の役員が決まりますように願っております。これからも

理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

 

おはようございます。 

月２１日の前期研修と

、企画されていた方々

ファンケルの方は化粧品を押し付けられるのではない

袋買った方が割安になるような

施設で、お昼が踊るほうとう大学校へ行き、

がいらっしゃいまして、真っ赤なブレザーを着て

ちで作ったものを自分たちで食

ブレーキを踏まないで下さいと言いた

行になりました。本当に幹事の学年委員の方々

、今日は長嶋副校長は説明会へ行っています

運営委員会だより

 

本日もお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

事がありました。まず初めに９月の鷹校祭では

他校の文化祭や行事と重なったことや天気も関係してか例年になく

も恵まれ、来校者も多く、早々に完売、大盛況だったと聞いております。

ティア募集、前日準備、カフェ運営の様々な活動ありがとうございました。お疲れ様でした。また、鷹校祭におい

て、本部では資料室にて制服リサイクル回収をしておりましたが、卒業生や保護者の皆さまに多数お持ちいただき

ました。ご協力に感謝致します。鷹校祭が無事に終わり、その後すぐの体育祭では、本部ではお茶出しのお手伝い

をしました。こちらもお天気に恵まれ、思いの外気温が高かったせいか大盛況でした。ミタカックス、お茶出しの

ボランティアにご参加くださった皆さま、ご協力本当にありがとうございました。また、給食試食会、前期研修、

後期バス研修に参加させていただきました。給食試食会では、学校に入学してまもない

いただきましたが、校長先生も参加され、一緒に美味しい給食をいただきました。大変スムーズに進行されており、

保護者の皆さんの和やかな雰囲気の中、宮下先生には講演をしていただきました。献立の作り方やレシピなど大変

参考になる内容で個人的にとても助かりました。

苦労があったと思いますがありがとうございました。そして、前期、後期研修も参加させていただきました。普段

味わうことの出来ない体験や保護者の皆さんとの楽しい時間を過ごせ、大変リフレッシュすることが出来ました。

学年委員の皆さま、今までのご準備等ありがとうございました。本部主催としましては、

学校と語ろう会を開催致しました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。このように、新年度体制

になり、半年が過ぎましたがいくつもの

疲れ様でした。毎年学年委員さんは新しい体制となり、それを支え統括する本部に至らない点が多々あり、ご迷惑

をお掛けしたことと思います。そんな中、無事に大成功に終えられましたこと、本部一同大変感謝しております。

ありがとうございました。そしていよいよ

れます。こちらの講演も大変楽しみにしております。ぜひ皆さまお誘い合わせの上、ご参加下さい。長くなりまし

たが、本日運営委員会後には、役員選考会が行われます。役選委員の皆さまには、候補者募集にあたり、様々ご苦

労があったと思いますがスムーズに来年度の役員が決まりますように願っております。これからも

理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

 

２１日の前期研修と１１

、企画されていた方々も非常に工夫されていたので、内容的にも

ファンケルの方は化粧品を押し付けられるのではない

袋買った方が割安になるような

施設で、お昼が踊るほうとう大学校へ行き、

がいらっしゃいまして、真っ赤なブレザーを着て

ちで作ったものを自分たちで食べるという大変美味しい思いをさせていただ

ブレーキを踏まないで下さいと言いたく

行になりました。本当に幹事の学年委員の方々

長嶋副校長は説明会へ行っています

運営委員会だより

本日もお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

月の鷹校祭では４学年委員担当のミタカックスカフェが開催されました。

他校の文化祭や行事と重なったことや天気も関係してか例年になく

も恵まれ、来校者も多く、早々に完売、大盛況だったと聞いております。

ティア募集、前日準備、カフェ運営の様々な活動ありがとうございました。お疲れ様でした。また、鷹校祭におい

て、本部では資料室にて制服リサイクル回収をしておりましたが、卒業生や保護者の皆さまに多数お持ちいただき

。鷹校祭が無事に終わり、その後すぐの体育祭では、本部ではお茶出しのお手伝い

をしました。こちらもお天気に恵まれ、思いの外気温が高かったせいか大盛況でした。ミタカックス、お茶出しの

ボランティアにご参加くださった皆さま、ご協力本当にありがとうございました。また、給食試食会、前期研修、

後期バス研修に参加させていただきました。給食試食会では、学校に入学してまもない

いただきましたが、校長先生も参加され、一緒に美味しい給食をいただきました。大変スムーズに進行されており、

気の中、宮下先生には講演をしていただきました。献立の作り方やレシピなど大変

参考になる内容で個人的にとても助かりました。１

苦労があったと思いますがありがとうございました。そして、前期、後期研修も参加させていただきました。普段

味わうことの出来ない体験や保護者の皆さんとの楽しい時間を過ごせ、大変リフレッシュすることが出来ました。

学年委員の皆さま、今までのご準備等ありがとうございました。本部主催としましては、

た。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。このように、新年度体制

になり、半年が過ぎましたがいくつものＰＴＡ行事が行われました。担当の皆さま、ご準備や様々な対応本当にお

疲れ様でした。毎年学年委員さんは新しい体制となり、それを支え統括する本部に至らない点が多々あり、ご迷惑

をお掛けしたことと思います。そんな中、無事に大成功に終えられましたこと、本部一同大変感謝しております。

ありがとうございました。そしていよいよＰＴＡ行事の最後の一つである

みにしております。ぜひ皆さまお誘い合わせの上、ご参加下さい。長くなりまし

たが、本日運営委員会後には、役員選考会が行われます。役選委員の皆さまには、候補者募集にあたり、様々ご苦

労があったと思いますがスムーズに来年度の役員が決まりますように願っております。これからも

理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

１１月２８日の後期

非常に工夫されていたので、内容的にも

ファンケルの方は化粧品を押し付けられるのではない

袋買った方が割安になるような説明もありました。

施設で、お昼が踊るほうとう大学校へ行き、実演を兼ねて

がいらっしゃいまして、真っ赤なブレザーを着ていました。実際に生地を足で踏んで伸ばしたり

べるという大変美味しい思いをさせていただ

くなるくらいお腹がいっぱいになりました。寒くて雨も降りましたが良い

行になりました。本当に幹事の学年委員の方々お疲れ様でした。

長嶋副校長は説明会へ行っています

運営委員会だより 

１ 

本日もお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

学年委員担当のミタカックスカフェが開催されました。

他校の文化祭や行事と重なったことや天気も関係してか例年になく

も恵まれ、来校者も多く、早々に完売、大盛況だったと聞いております。

ティア募集、前日準備、カフェ運営の様々な活動ありがとうございました。お疲れ様でした。また、鷹校祭におい

て、本部では資料室にて制服リサイクル回収をしておりましたが、卒業生や保護者の皆さまに多数お持ちいただき

。鷹校祭が無事に終わり、その後すぐの体育祭では、本部ではお茶出しのお手伝い

をしました。こちらもお天気に恵まれ、思いの外気温が高かったせいか大盛況でした。ミタカックス、お茶出しの

ボランティアにご参加くださった皆さま、ご協力本当にありがとうございました。また、給食試食会、前期研修、

後期バス研修に参加させていただきました。給食試食会では、学校に入学してまもない

いただきましたが、校長先生も参加され、一緒に美味しい給食をいただきました。大変スムーズに進行されており、

気の中、宮下先生には講演をしていただきました。献立の作り方やレシピなど大変

１学年委員の皆さま、ボランティアの皆さま、開催まで不安やご

苦労があったと思いますがありがとうございました。そして、前期、後期研修も参加させていただきました。普段

味わうことの出来ない体験や保護者の皆さんとの楽しい時間を過ごせ、大変リフレッシュすることが出来ました。

学年委員の皆さま、今までのご準備等ありがとうございました。本部主催としましては、

た。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。このように、新年度体制

行事が行われました。担当の皆さま、ご準備や様々な対応本当にお

疲れ様でした。毎年学年委員さんは新しい体制となり、それを支え統括する本部に至らない点が多々あり、ご迷惑

をお掛けしたことと思います。そんな中、無事に大成功に終えられましたこと、本部一同大変感謝しております。

行事の最後の一つである

みにしております。ぜひ皆さまお誘い合わせの上、ご参加下さい。長くなりまし

たが、本日運営委員会後には、役員選考会が行われます。役選委員の皆さまには、候補者募集にあたり、様々ご苦

労があったと思いますがスムーズに来年度の役員が決まりますように願っております。これからも

２８日の後期バス研修、

非常に工夫されていたので、内容的にも

ファンケルの方は化粧品を押し付けられるのではないかと思いましたが、逆に青汁の紹介など、１袋しか買わ

説明もありました。

実演を兼ねてほうとうを作りました。

いました。実際に生地を足で踏んで伸ばしたり

べるという大変美味しい思いをさせていただ

なるくらいお腹がいっぱいになりました。寒くて雨も降りましたが良い

お疲れ様でした。

長嶋副校長は説明会へ行っていますので、私からお話

開催日：令和元年

本日もお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。さて、早速ですが

学年委員担当のミタカックスカフェが開催されました。

他校の文化祭や行事と重なったことや天気も関係してか例年になく来校者が少なめでしたが、

も恵まれ、来校者も多く、早々に完売、大盛況だったと聞いております。４

ティア募集、前日準備、カフェ運営の様々な活動ありがとうございました。お疲れ様でした。また、鷹校祭におい

て、本部では資料室にて制服リサイクル回収をしておりましたが、卒業生や保護者の皆さまに多数お持ちいただき

。鷹校祭が無事に終わり、その後すぐの体育祭では、本部ではお茶出しのお手伝い

をしました。こちらもお天気に恵まれ、思いの外気温が高かったせいか大盛況でした。ミタカックス、お茶出しの

ボランティアにご参加くださった皆さま、ご協力本当にありがとうございました。また、給食試食会、前期研修、

後期バス研修に参加させていただきました。給食試食会では、学校に入学してまもない

いただきましたが、校長先生も参加され、一緒に美味しい給食をいただきました。大変スムーズに進行されており、

気の中、宮下先生には講演をしていただきました。献立の作り方やレシピなど大変

学年委員の皆さま、ボランティアの皆さま、開催まで不安やご

苦労があったと思いますがありがとうございました。そして、前期、後期研修も参加させていただきました。普段

味わうことの出来ない体験や保護者の皆さんとの楽しい時間を過ごせ、大変リフレッシュすることが出来ました。

学年委員の皆さま、今までのご準備等ありがとうございました。本部主催としましては、

た。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。このように、新年度体制

行事が行われました。担当の皆さま、ご準備や様々な対応本当にお

疲れ様でした。毎年学年委員さんは新しい体制となり、それを支え統括する本部に至らない点が多々あり、ご迷惑

をお掛けしたことと思います。そんな中、無事に大成功に終えられましたこと、本部一同大変感謝しております。

行事の最後の一つである３

みにしております。ぜひ皆さまお誘い合わせの上、ご参加下さい。長くなりまし

たが、本日運営委員会後には、役員選考会が行われます。役選委員の皆さまには、候補者募集にあたり、様々ご苦

労があったと思いますがスムーズに来年度の役員が決まりますように願っております。これからも
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かと思いましたが、逆に青汁の紹介など、１袋しか買わ
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疲れ様でした。毎年学年委員さんは新しい体制となり、それを支え統括する本部に至らない点が多々あり、ご迷惑

をお掛けしたことと思います。そんな中、無事に大成功に終えられましたこと、本部一同大変感謝しております。
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て、９月以来ということになり、台風の直撃で１回延びましたが、この中にも被害を受けた方もいらっしゃると思

います。その節は本当に大変だったと思います。改めてお見舞い申し上げます。マンションにお住まいの方々は地

下の電気施設がだめになったという方がいまして、そのマンションだけの停電もあったようで本当に大変だったと

思います。 

 今朝は外の方は雪が舞いまして、ちょうど登校の頃で、早めに来た生徒は大丈夫でしたが、８時１０分から２０

分くらいの間に、みぞれというよりは雪玉みたいな感じで落ちてきました。カッパを着るまでもなくという量でし

たが、本格的な冬になったと思います。学校説明会は１０月１９日と１１月３０日の２回行われまして、ほぼ例年

並みの形で説明会にいらしていただきました。１１月３０日は願書の配布も含めて行ない、皆さん方も来ていただ

いたと思いますが、その際、もう少し詳しい適性検査問題の解説はないのかという意見がありまして、今後はやっ

ていきたいと思います。 

大きな行事として５年生の海外修学旅行がありました。こちらの方は、後期バス研修旅行に参加された方々には

お話しましたけれども、台湾の高校生１６０人と我々１６０人、３００人を超える人数で、ＳＤＧs という国連で

持続可能な社会づくりの１７の課題を提唱していますが、その課題を中心に話し合いをしました。全部で２０グル

ープを作って半分ずつ三鷹の高校生と台湾の高校生が話し合いをして、１枚のポスターを作りあげ、全ての班がス

テージで発表し、最後は生徒会長が共同宣言をしました。もちろん、コミュニケーションツールは英語ですので、

英語で一生懸命話をしましたし、事前に準備してきたポスターを活用しました。今日は５年生がヒアリングのテス

トをしているので、廊下には行けませんが、ポスターが残っています。一生懸命書いて英語で説明した内容です。

先日、教育委員会の方々が来られましたが、「素晴らしいね」とお褒めをいただく内容となりました。今までの交流

は文化交流が中心でしたので、そういった形で話し合いができたということは、私が見る限り、本校の子供たちに

は非常に自信になったのではないかと思っております。英語力も少しうちの子供たちの方が高く感じました。それ

でリーダーシップという本校の方針を、いかんなく発揮して、まとめる時は力を合わせないとできないところです

が、そのイニシアチブを取るという形で話し合いができ、まとめができて素晴らしかったと感じました。最後、空

港で解散式という形を取るのですが、そこで私は「素晴らしかった」と話させてもらいました。どこの見学場所へ

行っても、本気で見学したり、体験したりする姿勢は、本校ならではというふうに思っております。本当に見事に

やってもらえて嬉しかったです。 

前期課程の生徒たちはプレパラリンピックのような形で、車いすラグビーの世界選手権を、東京体育館に行き、

みんなで見学しました。初めて観る車いすラグビーでしたが、ルールが比較的わかりやすく、会場のアナウンスも

迫力があって盛り上がり、オリンピックソングを、みんなで歌い、楽しんできました。子供たちも観るまではつま

らないと思ったようでしたが、すごく面白くて良かったという感想でした。確かに世界選手権ですから迫力のある

試合でした。日本は最終的には３位になりましたが、体の大きさが全然違い、車いすごともんどり打って転び、す

ごい音もしますので、迫力あるものが見学できて良かったと思います。オリンピックがらみでは、１１月１９日は

在京の各国の大使館の大使を中心にしたチームを招待して、海の森水上競技場というボート競技とかで使うところ

が新しくできていまして、まだ一般公開されていなく、今は周辺整備をしているところですが、その会場のこけら

落とし的な要素で親睦ボッチャ大会をしようと、本校の生徒と隣の府中けやきの森学園の生徒、その他の中学生の

チームが招待されました。アメリカ、フランス、ブラジル、カナダ、オーストラリアの大使や次席大使とその職員

のチームでボッチャをします。大使はほぼ日本語を話せるのですが、うちの生徒と会う時には英語でわざと話して

くれます。一緒にご飯を食べたり、懇談とワークもいっぱいありましたので、７人の生徒でしたが素晴らしい体験

をさせてもらったと思いました。ボッチャの競技成績は予選リーグ敗退、東京都庁チームに負け、少し大人げない

と抗議をしました（笑）。小池都知事もお見えになり、和やかな中、参加できました。７月から就任されました東京

都の藤田教育長から「大使館戦に来てくれてありがとう」と子供たちに感謝の言葉をもらえました。大変貴重な体

験ができたと思います。藤田教育長は、就任されて一番最初の訪問校が本校でした。都立の学校は小学部から中学

校、高校、大学とたくさんある中から本校を選んでいただいたのは私も光栄でした。 

今年から理数研究校という指定をもらい、少し予算を付けてもらっていますが、こちらでは科学の祭典に本校の

後期生の生徒を中心に参加しています。筑波大学の研究所を見学したり、東京大学の先端技術を見学したり、京大

フォーラムに出させてもらえています。科学の祭典というコンテストには３年前から参加していました。今回は正

規メンバーで出ることができまして、成績は全都で１３位という結果でした。都立西高校が８位、もう少し頑張っ



 ３ 

ていればと思いましたが、初心者の成績としては素晴らしい成績だったと思います。これからはもう少し上を目指

していきたいと思っています。これは部活動ではなく有志で参加しています。５年生を中心に理数に興味がある者

ということで、本校の理科の先生たちが中心になって様々見学をしています。この後は、隣にＪＡＸＡがあります

が、ＪＡＸＡの方の講演会など、そのようなことも教育活動に含めていくこともやっています。外部との接触とい

うことで様々やっていますが、全体の中での話としては、11月1日に大学入学共通テストへの英語民間検定試験の

導入を延期するというニュースが入ってきましたが、あれは我々も寝耳に水という状態でびっくりしました。ある

意味予想されていたところですが、本校としては、様々な学校がコメントを出していましたが、特に予備校とかそ

ういったところは大きな迷惑だとか、これまでの時間をどうしてくれるのかと言っていましたが、私はそういう感

想も意見ももっていません。なぜかというと、本校はもう1年生の時から英語を始めて、とにかくしゃべれるよう

になりましょう、スピーキングは発信するツールとして大事なので、大学入試があるからやるのではなく、大学の

先にある社会に出た時に活用できるということで着々と進めているところです。もちろん個人差があるので、流暢

に話せる人もいれば、恥ずかしいという子も含めてうまくいかない生徒もいますが、準備はできているわけです。

ですから、延長されようが実施されようが、それに対しては前向きに取り組んできていましたから、あまり影響は

ないと思っています。もちろん得意なお子さんにとっては得点を稼ごうという気持ちがあったと思いますが、今ま

での試験とあまり大きく変わることではありませんので、昨日も記述式について流動的なニュースが流れていまし

たが、解答する子供たちにとって、やろうがやるまいが子供たちは書くことについては得意ですから、それもあま

り心配はないです。やるならどうぞやってください。やってくれなくても基礎的な知識というレベルのマークシー

トで行われるところについては、万全に準備しているので大丈夫です。動揺することは全くないと考えていただけ

ればよいかなと思います。これについては今期最後のセンターテストが1月に行われますが、それに向けて5年生

も模擬テストとＧＴＥＣに取り組んでいます。そういった準備をずっと続けていきますので、どうぞご支援をいた

だければと思います。 

そういった動きがありまして、なかなか落ち着かないように思いますが、一方で来週の月曜日からは、東京体験

スクールということで皆様にもご協力いただきましたが、タイ王国と台湾の生徒たちが２週間ほど東京に滞在して、

わが校で授業を受けながら生活をしていきますので、ホストファミリーになってくださった御家庭には本当に感謝

しています。たくさんお部屋がある家ではなくともよいのです。私も1回引き受けました。その時はまだ賃貸マン

ションに住んでいましたが、スウェーデン王国の女の子が一人来ました。その時プライベートな場所は、4 畳半ぐ

らいしかあげられませんでしたが満足してくれました。３週間ほど滞在しましたが、我々も勉強になり、スウェー

デン語やデンマーク語を初めて知り、教えていただきました。それで様々な話が聞けて、うちの小さい子供とよく

遊んでくれました。これからもそういう機会があります。訪ねてくれる子供たちの対応だけではなく、個別の一人

一人がやっぱり交換留学に出たいとか、１年間とか長期の留学、また半年や３カ月留学したい子を支援したいと思

います。それは費用もかかりますし、ご家庭にもご苦労がかかると思いますが、留学の体験というのは非常に貴重

な体験になっていくと思います。次世代リーダー育成道場で１年間行っている子供たちも帰ってくると相当自信が

付いてくる。一人で何でもやらなくてはいけなかったとか、ホストファミリーに溶け込むのになかなか時間がかか

ったとか、溶け込んだら大変貴重な体験ができたと帰ってきます。勉強もちゃんとやりますので、子供たちにとっ

てみると貴重な経験になっております。あまり学習習慣がない学校では遊ぶことで精一杯になってしまい、帰って

きてから英語だけはしゃべれるようになったけれど、勉強して来なかったという子もいるようです。本校では習っ

ていないことも一生懸命復習したり、様々勉強したりして進めていけるので大学受験に間に合います。これは中等

教育学校の特権で、高校１年生から２年生になるところで行きます。帰ってくる子は２年生の半ば、先週帰って来

た生徒もいます。時間的に余裕がありますので、非常に良い経験だと思います。ですから個別にこういう留学がし

たい、少し前まではロータリークラブを様々廻ったりとか、何か通過していかないとそういうシステムに巡り合わ

なかったのですが、今はもう各国の日本でいう文部科学省に当たるところが、エデュケーショナルな行事を用意し

始めてくれていて、そのいうものを紹介できるようになってきました。興味ある方には積極的に聞いてもらう、そ

して入学の道筋を立てていく、交換留学みたいな形にもっていこうと思えば、私の方もやっていけるのではないか

というところまできました。希望があればお声掛けをいただいて、一緒に取り組んでいただければよいなと思って

います。そういった時には送り出した、そして今度帰って来たら受け入れたりと、子供たちの質がかなり高くなっ

ていきますので、ぜひそういうこともご協力していただければと思います。 
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２学期はなかなか寒くならなかったし、勉強するには良い期間だったと思います。本当によく勉強してくれまし

た。模試の結果も全体的に良いです。模試はどうしても判定結果だけを見て、ＡとかＢとかＳ１ランクにいるとか

気になります。一番大事なのは、学校の先生が作る問題と違う問題に触れるよいチャンスということです。異なる

傾向の問題でどのくらい解けるか、どこでつまずいたかということを振り返るのに非常に良いです。点数だけで見

たり、偏差値だけで見てしまうと、もうただの紙くずになってしまいます。その問題をうまく活用していくことが

大事だと教員たちは指導しています。受け止められるか、止められないかは子供たちにあるということで、リサイ

クルの資源にならないで、自分のリサイクルにしてもらうとよいのではないかと思います。そういうことを積み重

ねていくことで、もうそんなにたくさんお金をかけたり時間をかけたりしなくても、安定し、定着した成績になっ

て、実力になっていくと思いますので、よろしくお願いします。また、職場体験をしたりとか様々なことがありま

したが、どれも子供たちが真剣に取り組み、必ず行った先では一定の評価をもらって帰ってこれる良い子供たちに

育ってきているなということで、本当にご家庭のご協力なしではできないことですので、ありがたいことだと思っ

ています。これから１月１８日、１９日はセンター入試があり、本校でも２月３日には適性検査があり、いよいよ

受験シーズンになってきますが、皆さんで力を合わせて卒業をしていってもらったり、それから新たなメンバーが

入学して来てもらったり、というところに進んでいくところです。 

 予告として１月２６日に全国ビブリオバトルというのがあります。本校からも東京都の非常に熾烈な予選を勝ち

残った生徒が１名、東京都代表で出ます。大手町のよみうり大手町ホールで行われますので、もし、お暇でしたら

応援に行っていただいたりしてもよいのではと思いました。またご案内を差し上げますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 後期生は自転車通学を本校では許可しています。実は毎年小さな事故を含めますと１０件以上交通事故が起きて

います。自転車のハンドルがガードレールの標識に引っかかって転んだなども含めてですが、自転車同士でぶつか

ったりしますと、本校の生徒は上手く転がったり、けがもなく自転車が曲がったくらいで済むと思いますが、相手

がいたり、その方が年配の方だったりすると大きなけがにつながったりします。実際に本校でもありました。私が

来る前は校門の前で大きな事故がありました。そういった面では、まず事故を起こさないという安全指導はもっと

していかないといけませんが、万が一そういうことが起きた時には、今は訴訟時代になっていますので、被害者で

あるだけでなく加害者になることがあって、東京都もこれは非常に憂いているところです。自転車通学を行う場合

には、自転車保険には義務として入ってもらうことを、４月からはやらせていただきます。費用がかかることです

から、うちの子は大丈夫と考えるかもしれませんが、もらい事故もありますので、そこで本人も傷つき、家庭の家

計にも傷がついてしまうのはよくないので、保険には入ってもらおうと思います。これから推奨していくというこ

とで、ヘルメットの着用をぜひしてほしいです。自転車事故で一番大きいのは頭部損傷です。それが一番重く、死

亡に至ったり、障害が残ったりとかにつながります。あの時ヘルメットさえかぶっていればということが本当にあ

ります。私個人の思いとしては、将来的にそういうのができればよいと思います。本校の生徒は傘さし運転もしま

せんし、ヘッドホンをして音楽を聞きながら運転するということはしていないと思っています。一人一人追及して

いないので分かりませんが、傘をさしていないのは間違いないです。安全に来てくれているとは思いますが、さら

に安全にということで、そういったことも考えております。罰則化とかルール化するとかではないですけど、ぜひ

そういった安全策を取ってもらえたらありがたいと思っているところでございます。来年に向けて予告をさせてい

ただきました。ぜひまたご相談させていただきたいと思います。 

 

<議事> 

２．各、学年役員会より（学年委員会・保護者会・親睦会報告・企画事業の進捗状況） 

①第１学年   １１月１３日給食試食会実施しました。総勢８５名でした。１０月１２日に集金を予定していま

したが台風で中止となり翌週の１９日に集金をしました。１０月１２日の保護者会の時に集金 

ができていれば、もう少し参加者が多かったと思います。１２月７日（土）、本日、茶話会をす

る予定です。  

②第２学年  １１月２１日前期研修会にてファンケル銀座スクエアへ行きました。８０名で参加できる研修場 

所、昼食場所を探すのが大変でした。人数を検討すれば、もう少し行き場所の幅が広がるでは 

と思いました。ファンケルは６グループに分かれまして、様々な施設がありますのでお買い物 
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も含め楽しんでいただけたかと思います。ランチ場所は夜のみの営業のところでしたがお願い 

できました。とても素敵なお店でしたがお料理の量が少なめかと思いました。 

③第３学年  文化事業の開催は、来年の１月１１日で準備中です。本日、生徒経由でチラシを配布します。合 

わせてメールメイトでお知らせをします。声を出したりストレッチをしたりしますので、楽しん 

でいただけたらと思います。同時に前期課程修了に合わせて、記念品の印鑑の注文のため印影の 

確認をしています。 

④第４学年  ９月１４日、１５日ボランティア８０名にご協力いただき ミタカックスカフェを無事に終了す 

ることができました。ポスター作成から当日はご来店いただき、皆さまありがとうございました。 

１日目は近隣の学校の体育祭があり、売れ行きが期待通りでないため販売時間を１時間延長し 

 完売となりました。２日目は天候もよく、午前中から売り切れ品がでまして１３時前には食べ 

物が全て完売となり、ドリンクだけで営業となりました。反省点は、近隣校の状況をリサーチ 

すれば販売数を調整できたと思います。養生シートではなく、スリッパを脱いでいただくことに 

なりましたが戸惑う方がいました。 

⑤第５学年  １１月２８日（木）、後期バス研修会のご参加ありがとうございました。総勢７７名でした。リ 

ニア見学センター、踊るほうとう学校では自分で打ったほうとうを実食、桔梗屋でお買い物を 

しました。アンケートを取らせてもらいましたが、全体的に好評をいただきました。 

⑥第６学年  １２月１９日（木）合唱祭ＤＶＤの納品となります。その後配布予定です。お祝い品は、昨年同 

様タンブラーに変更になりました。コサージュは発注済みです。祝う会は、参加者の確認もし 

ましたので会費の振り込みをお願いしています。スライドショーを流す予定で作成中です。  

 

３．広報委員より 

  取材班が８件取材しました。ホームページ班が、６月の合唱祭からの記事が４件学校の承認待ちで、１件構

成作業中です。編集班としては、合唱祭、体育祭、文化祭の３件の記事原稿を提出済みですが学校承認待ちで

す。広報誌１２７号のページ数は１６ページに決まりました。卒業式の取材班と編集班が、今月先生方にメッ

セージを依頼する予定です。次回の運営委員会後に懇親会を開催する予定です。 

 

４．役員選考委員会より 

   本日の１１時３０分からＰＴＡ役員選考会を行います。選考会でもし決まらなった役職があった場合は１月

１１日（土）運営委員会の日に各クラスから一人ずつ候補者選出、１月２５日（土）役員選考会をすることに

なります。 

 

５．本部役委員会より 

（１）鷹校祭の制服リサイクル（９月１４日（土）１５日 （日）開催）報告 

  今年は多目的室ではなく資料室で回収させていただきました。両日で５０着程、制服リサイクルとして回収

させていただきました。ありがとうございました。 

（２）体育祭のお茶出しお手伝いスタッフ（９月２０日(金)開催）報告 

  体育祭にてお茶出しのお手伝い１７名、本部役員１０名、合計２７名で対応しました。たくさんのお手伝い 

ありがとうございました。 

（３）さつき会（９月１４日(土)開催）報告 

さつき会は、校長先生、副校長先生、ＰＴＡ役員、運営委員会ＯＢの有志で構成される組織です。毎年、鷹 

校祭初日の夜に親睦会が開催されます。今回、初めて参加して参りました。今年度は、三鷹中等創立１０周年 

祝賀会にご招待、ご列席いただいた関係ですぐに打ち解けられたのではないかと思いました。また、宴席とい 

うことで緊張もほぐれ、同じ鷹校生、鷹校卒業生の保護者であり、ＰＴＡ活動に尽力されていたという共通意 

   識もあり終始和やかな雰囲気で皆さん歓談しておりました。会の終盤では、校長先生、山本副校長先生、長嶋 

   副校長先生からご挨拶が、他に代表して数名の方の近況が、中でも鷹校卒業生で東大大学院に進まれたという 

   とても興味深いお話が聞けたり、楽しく有意義な時間を過ごさせていただきました。 
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（４）学校運営連絡協議会報告（１０月９日（水）開催） 

学評会、学運連協委に出席して参りました。学評価委員会では、毎年行われている学評価アンケートで教職 

員のワークライフバランスにおいての設問の答えに教職員と保護者との間に意識の差があり、解決策を問われ 

ました。これを詳しくお伝えすると、教職員はワークライフバランスが取れていないと答えており、保護者は 

教職員のワークライフバランスが取れていると答えている、ということでした。昨今の働き方改革の推進と教 

職員の先生方のオーバーワークを問題視されてのことでアンケートが取られていると思いましたが、今の現状 

を改善するために東京都教育委員会では、学校閉庁日や部活動の休養日設定を策定し、各学校で実施されてい 

ます。しかし、まだ改善の余地があり、これからも更なる取り組みを進めて行けるように保護者のみなさんの 

ご理解、ご協力を呼びかけています。私の方からもぜひ皆さんに関心を持っていただき、先生方のワークライ 

フバランスが改善され、心身の健康が子供たちへ還元されるということを期待し、ご理解ご協力をお願いした 

いと思っております。 

（５）東京都立南多摩中等教育学校創立十周年記念祝賀会報告（１０月３１日（水）開催） 

１０月３１日に京王プラザホテル八王子にて行われました、南多摩中等教育学校創立１０周年記念祝賀会に 

出席して参りました。南多摩中等教育学校の始まりは、東京府立第四高等女学校で、そこから創立１１０周年 

になるそうです。会場入り口前には、歴代の制服を着せた人形が展示されていて、明治時代から現代にかけて 

時代の移り変わりを感じることが出来、大変興味深く拝見させていただきました。また、祝賀会は卒業生太鼓 

部の演奏から始まり、来賓挨拶はもちろんありましたが、プロの歌手で活躍されている卒業生方のライブさな 

がらの演奏やＰＴＡ役員が一同に会し、合唱を披露されていたりとエンターテイメントに特化したとても楽し 

めた祝賀会でした。今年は、三鷹でも創立１０周年記念事業がありましたが学校によって様々な特色を感じ、 

都立中高一貫校ＰＴＡとしての横の繋がりを大切にしていくことがとても大切だと改めて思いました。それは、 

周年記念事業は今後もあり、またＰＴＡ活動をする上で参考になることを肌で感じられることです。いっかん 

ずでの日頃の感謝とお祝いの気持ちも大切だと痛感しました。これからもその伝統を受け継いでいっていただ 

きたいと思っております。 

（６）会計監査報告（１１月９日（土）実施） 

    ＰＴＡ会長、会計、会計監査で実施致しました。金銭出納帳、ＰＴＡ室主筆及び証明書、ゆうちょ銀行通 

   帳、これらの現金保管状況、執行状況を照合し、適正に運用されていることを確認したことをここに報告致

します。  

（７）学校と語ろう会（１１月１６日（土）開催）報告 

   １月１６日（土）に学校と語ろう会が開催されました。参加者は６１名で半数が１学年の保護者でした。

今年度は懇親会をなくして、授業体験と三鷹の特色ある教育から「東京グローバル１０の取り組みについて」

と「パラリンピック競技応援校のとりくみについて」の講演をお願い致しました。アンケートには授業体験

は大変好評でしたけれども、特色についても学校の教育活動が大変理解できたと好評のお声をいただきまし

た。ありがとうございました。   

（８）会計より 

    ６年生に卒業記念品前渡し金をお渡しし、交通費前期精算書の提出のお願いを１年生、５年生、６年生、

広報委員にしました。  

（９）書記より 

    活動報告をサークルスクエアにアップをお願いします。 

（10）委員会の引継ぎについて 

    １月１１日（土）第６回運営委員会開催日に、各委員会で反省会を開いてもらいます。こちらをよろしく

お願いいたします。２月１日（土）サークルスクエアの各フォルダへお願い致します。２月２２日（土）最

後の第７回運営委員会にて次年度の提案をさせていただきます。 

６．ＰＴＡサークル活動報告 

〇コーラス「こーる・あんだんて」 

   １０月に練習会場のコミセンまつりに参加し、１２月１５日（日）が練習納めでランチ忘年会となります。 

今秋、久しぶりに新メンバーの入会がありました。来年の春に向けてコミセン合同コーラス発表会の話が出て 



 ７ 

いて、それに向け、現在楽しく、日程・曲目を調整中です。 

〇三鷹散策の会 

    ＰＴＡサークルとして活動させていただいていますことに、学校とＰＴＡに感謝させていただきます。あり 

がとうございます。三鷹高校の時代から続いていますが、今は年２回活動をしておりまして、今年度は５月に 

神代植物公園と深大寺をボランティアさんに説明をしていただきながら廻って、深大寺のおそばを食べて交流 

を図ることをしました。そして、昨日は、町中ですが立川ファーレをボランティアさんに案内をしてもらいま 

した。３６名の方にご参加いただきました。卒業生、三鷹高校卒業生も来て下さっておりました。昔の様々な 

お話を聞かせていただき有意義に過ごせました。１回でも卒業しても参加できますので、ぜひ、ご参加いただ 

きこれからますます発展していければと思います。 

 

 ７．その他 

     忘年会は１２月１４日（土）１７：００～１９：００まで三鷹駅前のお店にて行いました。   

 

第６回運営委員会は １月１１日（土）１０：００～ 南棟３階大会議室 です。 

 

      

 


