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<挨拶
挨拶>
藤野校長
おはようございます
おはようございます。

新型コロナウイルスについては
コロナウイルスについては 昨日、小池都知事
コロナウイルスについては、昨日
小池都知事が記者会見
記者会見されていましたが
されていましたが、５００
５００人以上の催
催しについては
しについては、
中止、延期にということを
にということを
にということを中心に話をされていました
をされていました
をされていました。その後、
、付帯の説明の
の中で卒業式などは
などは例外でというようなお
でというようなお
話がついていたと
がついていたと思いますが
いますが、本校でも
でも３月 7 日の
の卒業式については
については、今のところ
のところ特別なことがないかぎり
なことがないかぎり実施をする
なことがないかぎり
をする
ということで
ということで、進めさていただきたいと
ていただきたいと思います。
ていただきたいと
。
本日は運営委員会
運営委員会ということで
ということで特別な
な形は取りませんでしたが
りませんでしたが、第４学年で
りませんでしたが
では保護者会が
がございますけれども
ございますけれども、そち
そち
らの方では集会
集会というような
というような形にもなりますので
にもなりますので、
、消毒液ですとか
ですとか適度な換気
換気など、そういった
そういった対応をさせていただき
をさせていただき
ながら、今日開催
今日開催させてい
させていただきます
ただきます。くしゃみ、
、せきのエチケット
せきのエチケットですとか
ですとか、様々なことが
なことが街中で言
言われています
われています。
ようやく政府
政府の方もテレビ
もテレビ宣伝で話が
が出てくるようになりましたけれども
てくるようになりましたけれども、
てくるようになりましたけれども 学校としては
学校としては本当に留意すべきことで
すべきことで、
、も
し、学校内で
で感染というようなことがあれば
というようなことがあれば大変なことになりますから
というようなことがあれば
なことになりますから、
なことになりますから 予防に腐心してい
予防
していくところです
くところです。先程も言
言い
ましたように
ましたように、マスクの着用
着用とかは一定
一定の効果はあるということだと
はあるということだと思いますけれども
はあるということだと いますけれども、
、一番
一番は手洗いとうがい
いとうがい、テレ
ビをつければどこのチャンネルでも
ビをつければどこのチャンネルでも正
正しい手洗いの
いの仕方を紹介してくれているので
してくれているので、
してくれているので 皆さんもご
さんもご承知だと
だと思いますけれ
ますけれ
ども、まめに
まめに手を洗うことが
うことが大事だというふうに
だというふうに思
思っています。
。私も極力するようにしていて
するようにしていて
するようにしていて、手が荒
荒れるくらい洗
洗う
方がいらっしゃるようですが
がいらっしゃるようですが 一番の予防策
がいらっしゃるようですが、
予防策は何かというと
かというと健康
健康であるということ
であるということです。健康
健康を保つためには
つためには一定の
の睡
眠、休養を取
取ることがよろしいと
ることがよろしいと言われておりますので
われておりますので
われておりますので、どうぞ
どうぞ、皆さんご自愛いただきながら
いただきながらと思っております
っております。
。
具体的な話
話をしますと、
、この３月に海外
海外ボランティア
ボランティア研修があります
があります。行先
行先は今年からシアトルに
からシアトルに加
加えてニュージー
えてニュージー
ランドのオークランドも
ランドのオークランドも同時開催
同時開催しますが
しますが、現在のところニュージーランドでの
のところニュージーランドでの発症はないですし
のところニュージーランドでの
はないですし、非常に人権に対
非常
対し
ては同権をうたっている
をうたっている国
国で、東洋人だから
だから日本人
日本人だからということで
ということで特段のこと
のことはないですし
はないですし、実施する予定でいま
実施
でいま
す。シアトルの
シアトルの方はインフルエンザの
はインフルエンザの大流行
大流行が報道
報道されているとお
されているとおりで、ワシントン州でも
ワシントン でも重要視されているところが
されているところが
あり、
正確に
に確認していないですが
していないですが、
アメリカ政府でも
アメリカ
でも渡航について
について一定の措置
措置を取ると言
言われはじめているところで
われはじめているところで
われはじめているところで、
はっきりしたことが
はっきりしたことが分かりましたら
かりましたら、適切な判断をさせていただこう
適切
をさせていただこうと思っています
をさせていただこう
っています。一番
一番は参加する
する子供たちが安全
安全
で安心に行ける
ける状態でないと
でないと無理だと
だと思っています
っています。例えば、国レベルで渡航禁止
国
渡航禁止になれば
なれば、旅行会社も催行中止とい
旅行会社
とい
うことで旅費
旅費の面なども心配
心配ないのですが
ないのですが、ただ私
私の判断で学校
学校の行事として
として行うのを止
止めると言った
った時には、一定の
一定
キャンセル料
料が発生するかもしれません
するかもしれません。
するかもしれません これについては
これについては、参加するご家族の
参加
の方々、保護者
保護者の方々にはご
にはご理解いただく
いただく
しかなく、さすがに
さすがに私も皆
皆さんの分を
を請け負う訳にはいかないものですから
にはいかないものですから、
にはいかないものですから、そこはご理解
理解いただきたく
きたく、今日の説明
説明
会でもお話する
する予定でございます
でございます。本当は私もそうですけど
本当
もそうですけど、子供たちも楽しみにしてくれていますので
子供
しみにしてくれていますので
しみにしてくれていますので、無事に行
行け
ることが何よりですが
よりですが、こういった
こういった社会情
社会情勢ですので
ですので厳しかろうというところです
しかろうというところです。
しかろうというところです
６年生においては
においては、今が
が佳境で、発表待
発表待ちのところがあったり
ちのところがあったり、私立ではどんどん
ちのところがあったり
どんどん発表が
が出てきたりといった
てきたりといったところ
ところ
です。結果は
は結果ですから
ですから真摯に受け
け止めますけれども
めますけれども、ここまでの子供たちの
ここまでの
たちの努力は相当
相当なものがあ
なものがあり、本当によく
によく
頑張ってくれていると
ってくれていると思います
います。我々教員もどんなことがあっても
我々教員 どんなことがあっても、
どんなことがあっても 受け止めていくぞという
めていくぞという
めていくぞという姿勢で対応
対応しているとこ
しているとこ
ろです。まだ
まだ教室でたくさん
でたくさん勉強しています
しています。これから
これから試験というところもありますので
というところもありますので、
というところもありますので 皆さんも応援
応援していただけ
していただけ
れば有り難いと
いと思います。
。
今日は新入生
新入生の入学予定者説明会
定者説明会があります
があります。皆
皆さんもご経験
経験されてきたところだと
されてきたところだと思いますが
いますが、制服
制服の準備、体操
体操
着の準備を合
合わせて行って
っていますし、
、アレルギー対応
対応なども今日
今日聴き取り、受け入れ体制を
受
を整えていくなど
くなど、本格的に
本格的
スタートする
する日になっています
になっています。
今日は盛りだ
りだくさんで、
、セカンドステージ
セカンドステージ論文発表会
論文発表会が４年生
年生で行われます
われます。クラスの代表
代表の何名かが
かが皆さんの前
前で
発表するということで
するということで、元教育監の出張
元
出張教授にも来
来ていただいて
ていただいて指導、講評をいただくということで
をいただくということで
をいただくということで少
少し拝見しました
しました
が、なかなか
なかなか高いレベルで
いレベルで、高校１年生
年生ですから飛躍
飛躍した考えとか
えとか様々なものもあります
なものもありますが
が、ずいぶんと論文の形に
ずいぶんと
に近
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づいてきていて、自分の考えはしっかり述べられていていいなと思ってみているところです。これも成功してほしいと
思っていますし、一方、中学２年生を対象に今日は職業人による講演会を行っています。経団連の協力を得てトップレ
ベルの社長さんですとか、そのような方々に来ていただいて企業の面白さ、社会人の面白さを語っていただきます。年
代的にいいますと中学２年生の生徒からしますと、おじいちゃんくらい年齢が離れている方が来られるので、
「可愛い
な」と言って帰られていきます。子供たちも非常に熱心に話を聞いてくれます。今日も Amazon、日立とか様々な企業
の方がいらっしゃって、話す方もお孫さんに話すように非常に分かりやすく話してくれるので、これもいい体験をして
くれると思っています。今年はインフルエンザの数が非常に少なくて、子供たちの出席率も高くて安心していたのです
が、健康に留意しながら、安全に留意しながら、学校生活を続けてもらえるよう、これからも努力していくところです。
3 月 7 日が卒業式で旅立ちがあると思うと寂しい気がしますが、またそれも時の流れという事で、ご理解をいただき
ながら、ＰＴＡ活動のほうは変わりなくご協力いただいておりまして、本当に感謝する次第でございます。今日が最後
になりますが、本当に皆さん、お忙しい中、時間を割いて集まっていただいて、学校のために子供のために様々ご尽力
いただけたことは本当に心より感謝申し上げます。お互いに親睦というところも進めてもらえたので、本校のＰＴＡ活
動、役員会は和気あいあいとしてやってくださっていて、我々も安心して相談できますし、頼りにすることができてい
いなと常に思うのが感想です。至らないところもあり、ご迷惑をかけて申し訳ないと思っていますが、本当に皆さんが
居てくれたお陰で、今年もなんとか一年過ごせたかなと思っております。引き続きの方も居れば、ここで切り替わる方
もいらっしゃるかと思いますが、何はともあれ、ひとまず、ここまでどうもありがとうございました。卒業してしまう
方もいらっしゃいますが、卒業しても、いつでも校門は開いていますので、これでおしまいではなく来てください。本
当にありがとうございました。
宮内会長
第 7 回運営委員会挨拶
本日もお忙しい中お集まりくださり、誠にありがとうございます。
元号が令和となり始まった今年度の運営委員会も本日で最後となります。始まった頃は、不安しかなかったこの立場も
皆さんに支えていただき、なんとか務めることができました。各学年委員主催の PTA 行事も皆さんのおかげでどれも大成
功、大盛況で終えることができました。ありがとうございました。総会まで、引継ぎの準備やいくつかお仕事が残って
いるかと思いますが、最後までもうしばらくお付き合いください。有終の美を皆さんと共に飾り、達成感を味わっていた
だけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
<議事>
１．学校より
長嶋副校長
おはようございます。
前回 1 月 11 日に開催された第 6 回運営委員会以降の報告をいたします。
１月１８日（土）１９日（日）第６学年はセンター試験を受験しました。今年度は、５教科型の受験生が昨年の６１名
から６８名に増えました。国公立大学を志望する生徒は増加傾向にあります。１月２０日（月）にデータリサーチを行
い、２５日（土）第 3 回ケース会議を行いました。１月２１日（火）
、第 4 学年、１月２１日（火）
、２２日（水）第５
学年は学力診断テストを行いました。１月２４日（金）第１学年、第２学年は学力推移調査を行いました。実用英語検
定を行いました。第１学年から第５学年までの６３名が２級を受験するなど、学校全体で２３３名が受験しました。１
月２５日（土）第２学年はファーストステージ発表会を行いました。吉野源三郎 著「君たちはどう生きるか」を題材
にした発表や「理想とするリーダー像」をテーマとした論文の報告等を生徒が行いました。生徒のプレゼンテーション
後、東京都立八王子東高等学校の宮本久也統括校長より御講評いただきました。また、第２学年、第３学年の保護者会
が行われました。２月３日（月）令和２年度東京都立三鷹中等教育学校入学者決定における適正検査を実施しました。
男子４４２名、女子４６８名、合計９１０名が適性検査に臨みました。２月９日（日）合格発表を行いました。男子、
女子ともに８０名が合格しました。２月１２日（水）１３日（木）第５学年は学力診断テストを行いました。２月１５
日（土）第１学年保護者会が行われました。令和元年度都立中高一貫教育校連携事業文化交流会「百人一首大会」を行
いました。大泉、富士、三鷹、南多摩、立川国際、武蔵の前期課程第１学年及び附属中学校１学年の代表生徒が参加し
ました。白熱した試合が繰り広げられ、本校と立川国際が同率で両校優勝となり、本校は６年連続優勝を果たしました。

２

本日２月２２日（土）第２学年は職業人による講演会、第４学年はセカンドステージ論文発表会を行っています。
２．各学年委員会より（学年委員会・保護者会・親睦会報告・活動報告など）
①第１学年

先週ダンス発表会、保護者会、茶話会を行いました。３月１４日に反省会と来年度に向けての資料作
成をします。

②第２学年

１月２５日に茶話会を行いました。本日、この後に反省会を行う予定です。

③第３学年

１月１１日に文化事業を行いましたが、感想が「とても良かった」という方が多く盛況だったと思い
ます。１月２５日に茶話会を行いました。本日、学年委員会で記念品の印影の確認、スポンサードウ
オークのタイムスケジュール、懇親会の開催について決めたいと思います。

④第４学年

１月１１日ミタカックスの反省会を行いました。本日、各係の引継ぎの資料を反省点も入れ作成し
ます。また、予定通りに保護者会と茶話会を行います。

⑤第５学年

先週、制服リサイクル、保護者会、茶話会を行いました。

⑥第６学年

卒業を祝う会は、今回このような事態になり検討中ですが、スライドショーを作成する際に保護者の
方や広報委員さんから写真を提供していただき、すごく良いものが出来上がっております。

３．広報委員会より
HP 記事を４件公開しました。編集班は広報誌の最終原稿を学校とＰＴＡ本部に確認してもらっています。卒業式
のページについては、写真以外のところをチェックしてもらっています。修了式に次号広報誌を配布する予定です。
取材班は３月に４件、４月に１件、５月に３件、取材を予定しています。卒業を祝う会も、広報誌面では準備をして
いるところです。
４．役委員候補者選考委員会より
今回は立候補者や推薦者がとても少なくて不安の中、選考会を開催しましたが、本部の方から仕事内容の説明や議
事進行にご協力をいただき１回でスムーズに終えることができました。
５．本部役員会より
（１）次年度ＰＴＡ役員決めについて
１年生から５年生の学年代表さんには、この後、次年度役員決めについて説明します。それに伴い３月 9 日メール
メイトにて、委員選出のアンケートの配信をさせていただきます。副会長より各メールメイト代表さんにお伝えしま
す。３月２０日に締め切り、集計は各学年でお願いします。メールメイト担当の方は４月に講習会があります。大変
な作業ですが、よろしくお願いします。
（２）合唱祭ＤＶＤ作成委託業者の選定について
本年度ホワイトキャンバスに作成を委託しまして、とても良くしていただき良い物が出来ましたので、来年度も同
じ業者にお願いしていく方針となっております。
（３）メールメイトの契約更新（令和２年度）について
次年度も本年度と同じＤコースで契約しようと思っています。
（４）令和２年度ＰＴＡ総会について
５月１６日、この日付は確定となります。各学年委員さん、広報委員さん、役員選考委員さんについては１０時か
ら新役員さんとの顔合わせ、引継ぎがあります。１０時に和室に集合して下さい。役員選考委員さんは、別途会議
室で行います。１４時から総会もありますが、５年生委員さんの中から議長２名を出していただくことになります。
現１年生委員の方には制服リサイクルのお手伝い、３学年、４学年の方には受付をご協力いただくことになっており
ます。この日は長い１日になりますがよろしくお願いします。
（５）書記より「令和元年度活動報告書」について
令和元年度の活動報告書を２月末日を目途にサークルスクエアにアップをお願いします。
（６）会計より クラス費・会議費・交通費会計報告について
この後、クラス費、会議費、交通費会計報告書の提出をお願いします。
（７）制服リサイクル回収ボックス（６学年向け）の設置について
６年生の制服リサイクルですが、卒業式から入学式の前まで、１階の職員用玄関にメモリアルホールがありますの
で、リサイクルの制服を入れる箱を設置します。そちらに入れていただきますと助かります。他の学年の方もありま
したら入れて下さい。

３

（８）今後の予定
２月２２日（土）新入生説明会
３月 ７日（土）卒業式
４月 ６日（月）始業式
４月 ７日（火）入学式
５月１６日（土）ＰＴＡ総会

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」
こーる・あんだんては、３月８日（日）の１４時〜連雀コミュニティセンターのスプリングコンサートに出演しま
す。一番手で、４曲歌います。ご都合つくようでしたら、足をお運びいただけましたら幸いです。
〇三鷹散策の会
今回は特に連絡はありません。
７．その他
５月１６日（土）１７時３０分から藍屋にてＰＴＡ歓送迎会を行います。出席・欠席のいずれかを４月２８日までに
サークルスクエアにてご入力下さい。
皆様 1 年間ありがとうございました。
来年度への引継ぎ・総会へのご出席、よろしくお願いいたします。

４

