令和２年度 PTA 定期総会報告
令和２年 5 月 16 日
東京都立三鷹中等教育学校
ＰＴＡ会長 金子 弘

5 月 16 日、メールメイトにて令和 2 年度 PTA 定期総会が開催（会員総数 915 名、賛成数 407 名、 反対数 0 名、委任状 244
名、総数 651 名で会員の 4 分の 1 に達し、総会が 成立）され、議事はすべて可決されましたのでご報告致します。

※お手元の総会資料の「案」を消してください。

《藤野校長先生挨拶》
はじめ に、この度の 新型コロナウ イルスで尊い 命を失われた方々に慎んで哀悼の意を表するとともに、休む 間もなく最前線で御尽力い
ただいている医療に従事されているすべての方々に心から敬意を表します。

PTA 会員の皆様には、日頃から本校の教育活動に対し御理解御協力を賜り、 誠にありが とうございます。令和 2 年度の新体制が
始まるところで はありますが、令和元年度の宮内会長をはじめとしたすべての PTA 役員の皆様、本当にお疲れさまでした。心より感謝い
たします。また、本日以降、令和 2 年度の金子新会長をはじめ、新しいスタッフの皆様にはどうぞよろしくお願いいたします。
さて、臨時休業が始まり、はや 2 か月となりました。この間、政府からは緊急事態宣言が発出され、徹底した行動自粛を求められるな
ど、各御家庭におかれましては日頃と異なる対応を余儀なくされ ているところだと思います。生徒の 皆さん にも自宅での学習をお願い して
きています。
そうした中、少しでも生徒の基本的生活習慣の 維持、学習の充実を図るため 様々な取組を進め てきています。そこで、臨時休業中
の取組を３つほどご紹介します。
臨時休業が開始されて直ちにタブレット PC を活用して、学級・ホームルーム活動を週 3 回（月水金）Face to Face で行ってきまし
た。通常の 長期休業であれ ば生徒たちはわざわざタブレットを通じて担任教員が 声をかけ るなん て「 うざい」 に決まっていますが、 殊の外
生徒たちは喜び、たくさん 話をしてくれました。今では Zoom で 担任・副担任と分担して 40 人の生徒を分割して全員の顔を見なが らの
学級・ホームルーム活動となり、グループ討議も可能になりました。
２つめは、図書館図書の貸し出しで す。Classi のアンケートを活用して第 10 希望まで募り、申し込み 順にレター パックに詰めるだけ詰
めて郵送での貸し出しにしました。950 名の在校生中、すで に 200 名が申し込みをしてくれました。郵送代は同窓会や PTA が負担し
てくださっています。今後も続けていきます。
３つめは、遠隔授業の 実施です。 一定の教員が苦労して試作した授業を教材にして全員が遠隔授業を行えるよう研修を繰り返し行
い、5 月 11 日からの遠隔授業がスタートしました。画面を通しての授業ですからなか なか思うようにはいきませんが、制服を着た生徒を
前にして緊張感のある中でコミュニケーションを図りながら授業を行っています。
鷹校生が全員思いを一つにしてこの危機に立ち向かい、 一日も早く正常な日々を取り戻すまで、もう一息です、皆さんで 頑張っていき
ましょう。

《令和元年度 三鷹中等教育学校 PTA 会長 宮内》
今年に入り不穏なニュースが流れ、 対岸の火事かと思われた矢先、瞬く間に大変な事態となっていきました。それまで当たり前のように
外出していたことが 制限を要請され、自粛をするようになりました。学校はもちろんの こと、 私たちの日常生活はガラッと変わり、皆さん戸
惑われたことかと思います。 今年度の PTA 活動も残りわずかとなった今、この緊急事態で PTA 活動をどのようにしたらよいか、どのような
対応をしたらよいのか、最後に大きな試練になりました。

私個人としましては、今回だけで はなく、様々な場面で判断に迷い悩み ながらの 活動で したが、その度に本部役員をはじめ、 各委員
さんたちに助けられました。例年通り変わらずに今年度を終わらせ来年度へ引き継ぐのが当然だと考えていただけに、 様々なことが変更と
なりとても残念で仕方がありません。卒業式では、 保護者の 参列が 無くなり、 規模を縮小しての 挙行となりました。卒業を祝う会も然り、
入学式は直前に中止となり、卒業生、 新入生、 保護者の皆さまにとりましては大事な節目にこのような事態となり、 身につまされる思い
でおります。
総会が終わった今、まだ私たちの 生活は元には戻っておらず、早期収束を切に願ってやみません。 とはい え、昨年から今年初め にか け
て行われた PTA 行事は、皆さまの ご協力で 滞りなく、また大盛況で 終わらせることができました。これもひ とえに PTA 活動にご尽力い ただ
きました学年委員、各委員の皆さま方のお 陰です。 本当にありが とうございました。このような状況で すので、まだ各委員決め、 引き継ぎ
が終わっておらず、 各委員の 皆さまにはご負担をお 掛けしますが、保護者会が 開催となり、 各委員決めが終わるまで継続をお願い したい
と思っております。私ども本部役員は本日を持ちまして解任となりますが、引き続きサポートしていかなく てはと思っております。
また、会員の 皆さまにはご理解ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。 本部役員一同を代表しまして、感謝申し上げます。
そして、新年度役員をお引き受けくださった皆さまにお礼を述べるとともに、通常の生活が早く戻り、PTA 活動ができるような環境になりま
すよう願っております。
1 年間どうもありがとうございました。

《令和２年度 三鷹中等教育学校 PTA 会長 金子》
今年度 PTA 会長に選任いただきました金子です。

私にはこの 4 月に後期課程に進級した息子がいますが、これまで積極的に PTA 活動に関わってきたわけではないため、実質的に初め
ての PTA 活動参加にもかか わらず PTA 会長とい う重責を担うことになり、身の 引き締まる思いです。未熟な点が多々あるかと存じますが、
校長先生、副校長先生をはじめとする教職員の方々、保護者の皆様のお 力添えをいただきながら、 精一杯頑張っていこうと思いますの
で、どうぞご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
新型コロナウ イルスの感染拡大防止のための休校措置を受け、今回の PTA 総会は、保護者の皆様にお集まりいただいて開催できる
状況ではない ということで、メールメイトのアンケート機能を活用した書面開催とさせていただきました。今後の PTA 活動についても、学校
の教育活動スケジュールがどのように変更になるかを踏まえて、PTA 総会でご承認いただきました今年度活動計画の 見直しを行うことが
必要になります。
先般、学校からのお便りにてお知らせしておりますが、今年度の PTA 会費は例年の 4,000 円か ら 2,000 円に減額とさせていただき
ました。これに伴い、各学年委員会主体の活動については、実施の可否や実施方法を本部役員で 検討の うえ、 学校の 教育活動スケ
ジュールに合わせ調整する予定です。また、学年委員をはじめ とする各委員の選任方法についても、 決まり次第お 知らせしたい と考えて
おりますので、よろしくお願いいたします。
PTA 活動が、会員相互の 親睦を図る機会、学校について知る機会となり、 子どもたちがより良い学校生活を送る一助になれば、と思
いますので、保護者の皆様におかれましては、ぜひ積極的に PTA 活動にご参加い ただければと思います。
1 年間、どうぞよろしくお願いいたします。

令和２年度の PTA 活動計画と予算について

PTA 活動は、学校教育活動計画に沿って計画することを基本としております。しか しながら、本年度は新型コロナウイルス感染拡大
防止のための 休校により、 現時点で、 具体的な学校教育活動計画を把握することが困難な状況です。こうした現状を踏まえ、 令和 2
年度の PTA 活動計画につい ては、本年度の学校教育活動計画が発表され た後、改め て詳細を調整しお知らせする予定です。また、

活動計画の変更に伴い、本年度の予算につきましても、 後日令和 2 年度予算（修正版）を作成し報告いたします。
なお下記に、 通常通りに学校教育活動が計画された場合に予定してい た「令和２年度 PTA 活動計画」を掲載いたしましたので 、
ご参考までにご覧ください。

「令和 2 年度 PTA 活動計画」 ※PTA 活動例として、ご参照ください

1. 事業活動
(1)本部活動
・制服リサイクル
・学校と語ろう会
・体育祭お茶出し
・メールメイトシステム統括
・お手伝いスタッフ統括
・合唱祭 DVD 作成
(2)各委員会活動
・1 学年委員会

給食試食会

・2 学年委員会

前期保護者向け研修会

・3 学年委員会

文化事業・前期課程修了記念品・スポンサードウォーク

・4 学年委員会

ミタカックス（文化祭での喫茶室）

・5 学年委員会

後期保護者向け研修会

・6 学年委員会

合唱祭 DVD 取りまとめ、卒業を祝う会、後期課程卒業記念品

・広報委員会

広報誌発行、PTA ホームページの運営・掲載、学校行事の取材・原稿作成

・役員選考委員会 次年度役員候補者の選出
・サークル活動

三鷹散策の会、コーラス「こーる・あんだんて」

2. 組織運営活動
(1)運営委員会実施
(2)学年委員会実施
(3)学級活動（懇親会等）実施
(4)各委員会活動実施
※各委員会に本部役員会から担当を配置して連携にあ たります。

3. 学内活動
(1)教職員との交流・意見交換
(2)部活動・生徒会活動への支援

4. その他
(1)東京都公立中高一貫校保護者連絡会への参加
(2)学校運営連絡協議会・評価委員会・防災教育推進委員会・都立学校開放事業運営委員会への参加

以上

