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オリンピック選手以上に輝けるような一年になるとよ

パラリンピックということに対しては、やはり東京で開かれるということ
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宮内会長 

おはようございます。

本日も運営委員会にお集まりいただき、ありがとうございます。

明けてまもない頃でお正月の疲れが出てくる頃かと思います。また学校が始まり、インフルエンザなども流行り

出てくることもあろうかと思います。皆さんくれぐれも体調にはお気を付けください。特に受験生である

お子さんがいらっしゃるご家庭は、心配されていることかと思います。

年生の皆さんにはぜひ頑張っていただきたいと思います。

すのみとなりました。大成功で終えられますよう皆さんのご協力をお願いしたいと思います。お時間がある方

ぜひこの後もお付き合いいただけましたら幸いです。本日の運営委員会が終わりますと、あと一回、総まとめと来

年度に向けて委員決め、引き継ぎ、総会までの活動となります。皆さんと共に歩んできた活動も長いようであっと

いう間にもうすぐ終わりとなります。この貴重な時間を大事に最後まで頑張りたいと思います。引き続きよろしく

お願いいたします。
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たので、子供たちも精神的にはショックで影響があったかなと思いましたが
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う対応をすればよいのか困惑されていますので、
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なると思います。しばらくは静観いただければ

さて、今年度２０２０年オリンピック・
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ひこの後もお付き合いいただけましたら幸いです。本日の運営委員会が終わりますと、あと一回、総まとめと来

度に向けて委員決め、引き継ぎ、総会までの活動となります。皆さんと共に歩んできた活動も長いようであっと
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ちとは１分間の黙とうを捧げ、心ほぐれましたという声もありました。

して、今までの恩恵に対して報いるには

させていただいたところです。今後のこと
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けてまもない頃でお正月の疲れが出てくる頃かと思います。また学校が始まり、インフルエンザなども流行り

てくることもあろうかと思います。皆さんくれぐれも体調にはお気を付けください。特に受験生である

子さんがいらっしゃるご家庭は、心配されていることかと思います。もうすぐセンター試験もありますので、６

学期に入り、ＰＴＡ主催の
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先日の始業式で１年生から６年生まで、１年生は実際はすれ違い

全校に依藤先生の御逝去についてお伝えしたところです。子供たちに対して非常に面倒見の
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立派に成長し、きちんと社会の一員として役に立っていくこ
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情報の共有を図っていければと思っています。また、動きがあった場
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、我々も舞い上がることなく落ち着い
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で、それは十分堪能していただきながらも、自分が目指すところについては、それによってぶれることなく邁進し

てもらえればと思っておりますので、御家庭でもそういった御指導をしていただけたらと思います。本校でもせっ

かくの機会ですから、東京都教育委員会を通じてオリンピックの観戦に行かせていただけたらと思っております。

詳細は決まり次第、また御連絡差し上げるところですが、臨海部とか都心部に行くのはなかなか大変なので、味の

素スタジアムで開かれる競技を観に行けるとよいと思っています。 

子供たちの動きの中では、昨年末に外国語入試につきまして、世の中、文部科学省、大学入試センタ―に動きが

ありましたが、こういったことについては、学校とか生徒とかに動揺が起きていると報道されていますが、確かに

当事者の５年生から下のお子さんたちの御家族には非常に戸惑いがあったかと思います。しかし大学入試について

は、各種検定、その他についても、あくまで実力を測っていくという原点に立ち返ると、試験の方法がどうあれ、

実力をきちんと身に付けるということがまず第一位でありまして、テクニックに走ったりとかそういったことで何

とか点数を取りましょうということで、それを優先して考えますと、非常に不安や心配が募るかもしれませんけど

も、着実に確かな学力を身に付けていくということについて、意識をもって本校でも授業や補習を含めて進めてい

ければと教員とも一致して話ているところですので、あまり心配する必要はないかと思っております。年が明けた

ところで新たな検討など始まっておりますので、そちらについても、我々の方で言えることは言っていかなくては

いけないと思って、子供たちの学力を適切に測っていただけるということに対して良い考察を立ち上げてもらえれ

ばというふうに考えているところです。あまり御心配せずに日々の学習、確かな学力について固めていくという姿

勢で、御家族にも御協力していただければと思います。インフルエンザが流行ってきていて、お子さんもそうです

が、教員も何人か罹ったりして、自分のお子さんから伝播してくることがあるのでしょうか、予防接種していても

罹るのは罹るので、ぜひ皆さんも健康に御留意してお過ごしいただければというふうに思っています。本年度も残

るところ３ゕ月になりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

<議事> 

１.長嶋副校長 

 １２月９日から１７日まで、海外からの留学生受入事業「東京体験スクール」を実施しました。本校では、台湾

とタイ王国からそれぞれ２名、合計４名の留学生を受け入れました。滞在中、留学生にはホストファミリーの生徒

やバディの生徒のクラスで授業を受けてもらいました。１５日（日）には、「東京体験スクール」で来日した留学生

やホストファミリーの生徒、バディの生徒を参加対象として、「高校生国際会議」が都立小石川中等教育学校で開催

されました。全て英語で実施され、本校からも留学生４名を含め、１４名の生徒が参加しました。１７日（火）の

お別れ会では、ＰＴＡの好意により、１０周年記念品のトートバッグとクリアファイルを１点ずつ、留学生にお土

産としてプレゼントしました。本校の生徒にとって、豊かな国際感覚を醸成することができるよい機会になりまし

た。１２月２３日、第２学期、終業式を行いました。１２月２３日から１２月２５日まで、これまでに学習した英

語の実践的活用などを目的として「第１回校内留学」を実施しました。第１学年１７名、第２学年１１名、第３学

年１名、合計２９名の生徒が参加しました。生徒５、６名のグループに、日本に留学している大学生・大学院生１

名がつき、ディスカッションやプレゼンテーションを行いました。１２月２４日から１２月２６日まで、第５学年

は河口湖において勉強合宿を行いました。勝負の年がスタートするにあたって、モチベーション向上に資する充実

した３日間を過ごすことができました。１月８日、第３学期、始業式を行いました。第１，２，４，５学年は宿題

テストを実施しました。１月８日、９日、第３学年は接続テストを実施しました。報告は以上です。 

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    １２月７日（土）保護者会の後、各クラス懇親会を楽しく行いました。今後の予定は、皆で集

まりまとめをしたいと思います。 

②第２学年    再来週に反省会を行います。そのときに茶話会を予定しています。 

③第３学年    今日の文化事業に向けて１２月より打ち合わせを重ね準備をしてきました。 １月２５日の制 

服リサイクルと茶話会を予定しています。３年生は修了記念がありますので、記念品につい 

        て相談しています。 

④第４学年    本日、運営委員会の後に打ち合わせをします。２月２２日の保護者会前後で茶話会を予定して 

おります。 



 ３ 

⑤第５学年   本日の運営委員会の後に集まり、保護者会、茶話会、制服リサイクルについて打ち合わせをし 

ます。 

⑥第６学年    合唱祭のＤＶＤができまして配布終了しました。卒業記念品（タンプラ―）、卒業式に付ける 

コサージュ、紅白まんじゅうを準備しています。卒業を祝う会は、例年通り松本楼で行う予 

定です。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 

  ホームページは、前回承認待ちでした４件のうちの３件が公開中で、１件は学校からの承認待ちです。編集

班は業者に依頼中です。取材班は、本日ＰＴＡ文化事業の取材予定です。懇親会を行う予定です。 

４．役員選考委員会より 

   １２月７日役員選考会を行い、次年度の役員候補者が決定しました。５月の総会後の承認を受けて決定とな

ります。今年は新規の方に引き受けていただきました。同じ方が何人も重複するのではなく、たくさんの方に

引き受けてもらった方がよいという方針を次年度に引き継ぎたいと思います。 

５．本部より 

（１）６学年委員への総会資料送付について 

   ６学年委員さんは卒業後に総会がありますが、代表のお二人には総会の資料を送らせていただきますので、 

卒業後ではありますが、委員の引継ぎまでよろしくお願い致します。 

（２）１学年委員選出のお願い（入学式当日の予定） 

   入学式の日に新１年生の役員決めのお手伝いをしていただくことになりますので、入学式はご来校をお願 

  いします。 

（３）さつき会への入会希望者募集 

例年、鷹校祭初日の夜に親睦会が開催されますが、運営委員会ＯＢで組織されているさつき会の入会をお 

待ちしております。申し込みは本部役員までお願いします。会費は１０００円となります。この機会にぜひ 

入会をよろしくお願いします。 

（４）保護者会前の制服リサイクルのお願い 

保護者会前に制服リサイクルのお願いをしております。本年度は１月２５日が２年生、３年生、２月１５ 

日が５年生、２月２２日が４年生の保護者会があります。制服リサイクルのボックスと表示板を作りました。

資料室の前に貼れますので、どこで回収をしているのかが分かりやすいと思います。メールメイトで制服リ

サイクルの回収案内をお願いします。 

（５）書記より 活動報告について 

２月末までに年間活動報告をお願いします。２月末以降も活動される学年があると思いますので、目安と 

してよろしくお願いします。 

（６）会計より 後期交通費・学年費・クラス費の報告について 

    次回の運営委員会が最後ですので色々な精算があると思いますが、次回はその清算書と残金がありました 

ら持って来て下さい。会計さんが直接来ていただかなくてもよいです。事前に計算間違いがないか、ライン 

の会計グループにアップして下さるようお願いをしております。次回スポンサードウォークのお金をお渡し 

します。残金はイベント以降にいただくことになりますのでお知らせします。 

（７）今後の予定 

   ・新入生説明会 ２月２２日（土）午後 

   ・卒業式    ３月 ７日（土）午前 

   ・始業式    ４月 ７日（火）午前 

   ・入学式    ４月 ７日（火）午後 

   ・ＰＴＡ総会  ５月１６日（土）任期終了 

６．ＰＴＡサークル活動報告 

〇コーラス「こーる・あんだんて」 

  新年初歌いは、１月１９日（日）午後１時半から、毎回素晴らしいご指導をいただける井出先生のボイトレ 

でスタートです。メンバーは、５００円でレッスンに参加できます。よろしければ、来週は連雀コミセンにて、 
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お待ちしております。そして、３月８日は、いつも歌っているレパートリー「いつの日か」より、どんぐりころ 

ころ、世界の約束、パプリカ、ありがとうの花束の以上４曲、および武蔵野を歩く歌などを別のコーラスグルー 

プと合同で歌うジョイントコンサートの予定があります。今年も、楽しく、ゆっくりマイペースで歌っていきま 

す。新メンバーさんも、引き続き募集中です 

 

〇三鷹散策の会 

    今回は特にありません。 

 ７．その他 

 

第７回運営委員会は ２月２２日（土）１０：００～ 南棟３階大会議室 です。 

 

      

 


