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令和 3 年 5 月 8 日（土）14 時、第 1 回常任委員会が食堂で開催されました。 

1.原会長あいさつ 
  本日はお忙しい中ありがとうございます｡ｺﾛﾅのため

今年もどのように PTA 活動が行えるかわかりませんが､

皆さんに負担のないよう不安のないよう方法を考え対

策していきます｡1 年間どうぞよろしくお願い致しま

す｡ 

2.水野校長あいさつ 
  令和 3 年度役員・委員長・副委員長をお引き受けい

ただきありがとうございます｡緊急事態宣言が延長し

気の抜けない時期ですが､学校もｺﾛﾅへの感染対策が

段々わかってきたので､できるだけ生徒の学びと行事

を止めないようにやっています｡今月は中間試験･体育

祭を予定しています｡体育祭は中止の場合もあります

が､生徒の 1 年間は貴重なものなのでできるだけ体験･

経験をさせたいと思います｡4/24 号の週刊ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ首

都圏中高一貫校ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ度総合ﾗﾝｷﾝｸﾞに､本校が第10位

で掲載されました｡｢入りやすく出口が良い｣｢学内で伸

びていく｣と外の方に評価していただきありがたい｡中

学版･高校版の学校案内も完成しました｡ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞ度の

良い日本学園として周囲にご紹介いただければと思い

ます｡｢人は得意な道で成功すればよい｣とあるように､

ゆっくりまるくあたたかく育てていくところが本校の

特徴｡自分で出来ることが身につく｡｢霧の中を歩めば 

衣したたるを知らず｣というように教育とは地道な活

動をして､気がついたら身についているものだと思い

ます｡日本学園を皆様と一緒に作っていきたいと思い

ますのでどうぞよろしくお願い致します｡ 

3.学校報告 
教頭（恩田先生） 

不在のため報告なし 

中学部長（吉見先生） 

4 月から全学年元気に登校してｽﾀｰﾄとなりました｡1

年生は林業体験に無事行けました｡小雨の降る中みん

なで大きな木を切り倒し､木の感触を確かめ合い戻っ

てからは目下新聞を製作中｡2 年生も同時期に下町散策

へ行きました｡浅草を中心に下調べをして日本独特の

文化を肌で感じてきました｡3 年生は､毎年先輩方から

も応援してもらえる体育祭中学ﾀﾞﾝｽ企画に向けて､担

任中心にちょっと難しい曲を選び頑張って練習中｡今

年度から全学年に iPad が揃いました｡数学英語ｱﾌﾟﾘ･漢

検対策ｱﾌﾟﾘ･ﾛｲﾛﾉｰﾄ等を中心に､効率の良い学習を日々

行っています｡今後ともよろしくお願い致します｡ 

高 1 主任（川﨑先生） 

生徒 181 名が無事入学｡特に大きな病気も事故もなく

楽しく充実した緊張感のある学校生活を送っています。

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ期間には春課題ﾃｽﾄ･創発学でのﾌﾟﾚｾﾞﾝを行

い､ｸﾗｽのｽﾛｰｶﾞﾝとｷｬﾗｸﾀｰを決定｡あるｸﾗｽは｢一人も欠

けることなく個性を出して楽しもう｣というｽﾛｰｶﾞﾝを

元に､顔をﾊﾟｽﾞﾙに見立てｷｬﾗｸﾀｰを作るなど､ｸﾞﾙｰﾌﾟご

とに案を出し各ｸﾗｽ思い入れのあるｽﾛｰｶﾞﾝとｷｬﾗｸﾀｰが

完成し高校生活をｽﾀｰﾄできました｡子供たちの個性も

出てきて､ひとりひとりの特徴など垣間見えてきまし

た｡高校は中学と違い定期試験･実力試験の成績が進

路･進級に直結します｡中間試験も 2週間を切り､緊張感

を持って挑む生徒が多く､勉強の質問をするなど前向

きな姿勢があり楽しみ｡今年度から高校１年も iPad を

導入し､ほとんどの授業で利用｡毎日の朝ﾃｽﾄで､英語は

ﾀﾝｺﾞｽﾀｱﾌﾟﾘで入力形式ﾃｽﾄ実施｡成績もﾃﾞｰﾀ管理でき､

不合格の場合は再ﾃｽﾄが自動的に送信されるため､生徒

も緊張感を持っている様子｡iPad の使い方も含めﾈｯﾄ安

全講習も実施｡充実した学校生活を送れるようﾊﾞｯｸｱｯ

ﾌﾟしていきますのでこれからもどうぞよろしくお願い

致します。 

高 2 主任（神戸先生） 

2 年生は入学して 1 年が経ち､すっかり学校生活に溶

け込んでいます｡新入生を迎え先輩と呼ばれる立場に

なり､学校の中心的な立場となっています｡学年集会で

は｢第 2 学年は勉強や行事､生徒会活動ｸﾗﾌﾞ活動など心

置きなく打ち込める時期｡1 年間何事にも全力で取り組

んで､学力を含め人間としての力量を伸ばしてほしい｣

と生徒に話しました｡将来の進路についても今から考

えて､実現に向かって勉強するよう話しました。昨年の

2 学期には校外から人をお呼びし職業について語って

いただく職業講話があり､人生の先輩の話を伺い大変

刺激を受けたようです｡今年度から文系･理系に分かれ､

様々な進路行事を通して学問や職業について考えるこ

とがあります｡各自自分の将来の目標を決め､進んでほ

しいと願います｡ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ期間には､創発学で学年ｽﾛｰ

ｶﾞﾝ・ｷｬﾗｸﾀｰをｸﾞﾙｰﾌﾟごとに案を出し､ｸﾗｽ代表がｽﾞｰﾑで

ﾌﾟﾚｾﾞﾝし全員の投票で決定｡ｽﾛｰｶﾞﾝは「再始動各ｺｰｽ挑

戦を止めるな」｡初心に帰ってそれぞれのｺｰｽが目標を

達成していこうという生徒たちの意気込みの表れ｡生

徒たちが実りある１年間を過ごせるよう､我々学年団

一同学習･生活･進路指導に力を入れていきますのでど

うかよろしくお願いします｡ 

高 3 主任（谷口先生） 

高3はまとめの一年ということで4月は進路の行事を

畳みかけるように行いました｡昨年は修学旅行など行

事が中止､ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽも参加できず大学に触れる機会

が少なかったため､4/12 に校内で大学の先生から生徒

たちが 4時間個別に話を聞きました｡共通ﾃｽﾄ 2 年目､入

試がどう変わるのか認識した上で進路選択｡選抜方法

の呼び方も変わりつつあり､入試の受け方をわかって

いないと行きたい大学に辿り着けないこともある｡自

分の進路をどのように決めるのか生徒向けｶﾞｲﾀﾞﾝｽを

4/14 に実施､保護者にも同じ内容を伝えた。4/19 志望

理由書講座も実施｡来週は帝京大学の先生から総合型

選抜の話を聞く予定｡ｽﾀﾃﾞｨｻﾎﾟｰﾄ･河合塾共通ﾃｽﾄ模試･

河合塾記述ﾃｽﾄ模試も実施｡4 月は進路行事を多く入れ､

士気を高めています｡最終的には勉強した者が勝つ｡自

分の進路をはっきりさせ早めに準備するようしっかり

やっていきたい｡生徒指導とともに､先生方も大学説明

会で情報収集し発信できるよう動いています｡ 

教務部長（鈴木賢先生） 

3 月に中･高 3年生卒業文集作成し､4 月に在校生へ配



 

布｡｢1 年のうちからしっかり勉強しておくと卒業する

とき選択の幅が広がる｣｢部活動は三年間続けると達成

感が得られる｣｢男子校は良いところだった｣という文

章が多かった｡学園通信では､行事･部活動の取り組み

をまとめ週一ﾍﾟｰｽで生徒に配布中｡今回は野球部が春

の東京大会で夏の大会にｼｰﾄﾞ校で出場できることに。

｢毎日練習していると甲子園に出場しているﾁｰﾑにも勝

てるのだと思った｣｢自分たちの代で甲子園に行きた

い｣と 2･3 年生部員からのｺﾒﾝﾄを掲載しました｡ 

生活指導部長（垣屋先生） 

※垣屋先生 AED 講習出席中のため土居先生代理。 

ｺﾛﾅ禍でも予定通り入学式･始業式ができました。4/9

新入生はﾈｯﾄ安全利用講習会をｽﾞｰﾑにて実施｡5/12 は北

沢署協力で全校生徒対象の防犯避難訓練を実施予定｡

5/28 体育祭は種目を絞り､時間短縮･無観客で実施予定｡

体育祭の様子は後日Youtubeで限定配信予定｡6/12新入

生向け AED 講習実施予定｡6/18 芸術鑑賞教室予定｡狛江

ｴｺﾙﾏﾎｰﾙで劇団三ツ星ｷｯﾁﾝの演劇鑑賞｡密を避けるため

学年別に午前･午後に分け劇場の感染予防対策指示に

従い鑑賞予定｡皆様にご協力いただき行事を進めたい

と思いますのでどうぞよろしくお願い致します｡ 

進路部長（熊野先生） 

昨年度の進学実績報告｡卒業生184名｡四年制大学147

名｡短期大学0名｡専修学校20名｡就職1名｡海外留学(日

本校)2 名｡進路未定 14 名｡四年制大学進学者は全体の

79.9％と前年より更に増加｡大学入試改革初年度で新ﾃ

ｽﾄの内容変更が続き混乱した上にｺﾛﾅもあり､各大学の

入試も直前の変更が相次ぐ状況｡入試要項が書面で完

成していても直前にﾈｯﾄで変更発表する大学が続出｡大

変な中､昨年度 3 年生は特進ｺｰｽを中心に実績を出して

います｡実績一覧は事務所前に貼ってあるのでご覧く

ださい｡現在は大学や業者から情報収集中｡ここ 2 年ほ

ど一般選抜は追加合格が多く､合格しやすい状況｡大き

な理由として､18 歳人口の減少､ｺﾛﾅ等で経済的状況悪

化により併願校数を減らしたり一般入試をやめ一度の

推薦受験で終わるようにしているため｡18 歳人口の減

少ｽﾋﾟｰﾄﾞは 2018 年から早まり 2024 年まで続くとﾃﾞｰﾀ

がある｡一般入試が受けやすい状況はしばらく続くの

で､総合進学ｺｰｽの生徒にもぜひ頑張っていただきたい｡

進路指導部では行事を増やし､生徒の学習意欲･学力･

進路を向上させていきたい｡今後も入試改革の行方を

情報収集し､適切な進路指導をしていきたいと考えて

いますのでよろしくお願い致します。 

4.活動方針案 
役員会 

保護者と教職員､および保護者間の相互理解の増進｡

自主性を尊重した各委員会の活動の支援｡生徒への還

元を目的とした活動｡生徒､保護者､教職員が共に有益

となる企画の実施｡ 

中 1 学年委員会 

ｺﾛﾅの影響で茶話会や親睦会の実施は難しいので､ｸﾗ

ｽ費は子供たち先生のため記念になることに使いたい｡

AB 組委員助け合って活動していきたい｡ 

中 2 学年委員会 

ｺﾛﾅ禍という通常とは異なる状況の中､先生と保護者

とのよりｽﾑｰｽﾞな連絡に努め円滑なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る｡ﾘ

ﾓｰﾄを活用するなどして､昨年度はできなかった茶話会

を開催の方向で検討していきたい｡ 

中 3 学年委員会 

中学生締めくくりの一年になるので､子供たちが友

達や先生に 3 年間の感謝を伝え､親は 3年間の子供の成

長を認め円滑に高校生に進めるような応援ができるよ

うな活動をしたい。 

高 1 学年委員会 

親睦を深めるため保護者会学年集会が行われるﾀｲﾐﾝ

ｸﾞで茶話会開催予定｡ｺﾛﾅの状況をみながら学校側と相

談の上決定したい｡ 

高 2 学年委員会 
緊急事態宣言も発令され先が見えない中で方針を決

めることは難しいと判断｡今後は情勢を見ながら可能
な限り前向きに活動していきたい｡ 
高 3 学年委員会 
社会動向に合わせた活動をする｡ｺﾛﾅ禍のため感染予

防に留意し､しっかりとした対策を講じた上で親睦会
や茶話会などを企画･開催し､これらを通して保護者相
互間または担任の先生と保護者の親睦を深めることに
努める｡茶話会は 7 月と 12 月保護者会後に予定。 

文化委員会 

ｺﾛﾅ禍をふまえ無理のない活動をする｡集まらないと

何もできない状況を避けるため､委員はｸﾞﾙｰﾌﾟ LINE 上

でやりとりするなど､できる限り子供たちが文化祭を

楽しめるようｻﾎﾟｰﾄしたい｡ 

広報委員会 

広報誌の発行を通して､子供たちの学校での様子や先

生方とのつながりを伝える｡また PTA 活動を知ってもら

う事で､より PTA 活動を活性化させる｡広報活動を通し

て､家庭･学校･地域との連携が円滑にまわるよう努め

る｡ 

中学卒対委員会 

ｺﾛﾅを考慮しつつ､謝恩会出席手紙作成･部長先生と

打ち合わせ･記念品選定発注･最終打ち合わせを予定｡ 

高校対委員会(会長代読) 

謝恩会出席手紙作成･部長先生と打ち合わせ･記念品

の選定発注･最終打ち合わせ｡ 

推薦委員会 

8月｢役員推薦のお願い｣ﾌﾟﾘﾝﾄ作成｡9 月ﾌﾟﾘﾝﾄ配布･回

収･集計｡10月候補者への連絡開始｡1月役員候補者公示

ﾌﾟﾘﾝﾄ配布｡年内の決定に向けて頑張りたい｡ 

5.議事 

①発信文書と印刷について 

②会計より交通費支給について 

③起案について 

④常任委員会日程と会場準備担当について 

⑤八支部について 

⑥PTA 室利用について 

⑦次回常任委員会は 6/19(土)14:00 から会議室 

⑧5/22(土)PTA 定期総会はｺﾛﾅのため中止｡後日書類配布

予定｡異議申し立てある場合は書類提出を｡ 

 

第 2 回常任委員会 

6 月 19 日(土) 14 時～会議室 

設営：高 1 学年委員会 よろしくお願いします 

＊保護者は来校時にﾈｰﾑﾎﾙﾀﾞｰと上履きを持参しましょう。 


