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令和 3 年 6 月 19 日（土）14 時、第 2 回常任委員会が会議室で開催されました。 

1.原会長あいさつ 
  本日は雨の中ありがとうございます｡無事に第二回

常任委員会を開催できほっとしています｡緊急事態宣

言解除後どうなっていくかわかりませんが､本部と皆

さんで学校を支えていきたいと思いますので､ご協力

よろしくお願いいたします｡ 

2.水野校長あいさつ 
  緊急事態宣言解除されますが感染者が減ってくる状

況ではないので､生徒の安全安心を確保するため解除

後も 40分授業と早い帰宅時間を続けていきます｡ｵﾘﾝﾋﾟ

ｯｸもありますが､様子を見ながらしっかりと対応しま

すのでご理解くださいますようお願いします｡前回週

刊ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ第 10位に続き､今回は週刊東洋経済の｢しっ

かりと鍛える進学校｣で 20位に入りました｡生徒が頑張

ってくれたと思います｡就任以来｢人は得意な道で成長

すればよい｣と杉浦先生の教えを伝えていますが､｢成

長｣はひとつのｷｰﾜｰﾄﾞだと思います｡企業は成果や数字

を出し成長するが､学校の文化は少し違い､生徒が成長

していくことを大事にしています｡「人を待つに寛､身

を持するに厳」と杉浦先生の言葉にあるように､成長を

待ってあげなくてはいけません｡そして成長すると成

果がいろいろなところに出てきます｡成長の種を植え

て育てていくのが学校｡学校での 6 年･3 年は大事です｡

一生成長し続ける､種を植え続けることが学校の使命

だと思います｡わたしたちは生徒ひとりひとりを大事

にして育てていきたいです｡ 

3.学校報告 
教頭（恩田先生） 

緊急事態宣言が解除されますが､学校としては現在

の短縮授業を維持しながら感染防止に注意を払い授業

を行います｡昨年度はほとんどの行事が中止でしたが､

今年は 4月から授業をしっかりやり､全ての行事を簡素

化しながら実施｡生徒の成長には必要と考え､ｸﾗﾌﾞ活動

も全て行い、そのかわり感染防止はしっかりと行って

います｡ｸﾗﾌﾞ活動等の集団行動や行事は生徒にとって

重要｡まん延防止等重点措置が出ますが適宜判断して

いきたい｡夏休みは部活動もあります｡その都度判断を

しながらしっかりやっていきますのでご協力お願いし

ます｡ 

中学部長（吉見先生） 

定期試験終了と同時に中 3 が中心となって体育祭創

作ﾀﾞﾝｽに取り組んだ｡生徒選曲のｼﾞｬｽﾃｨﾝ･ﾃｨﾝﾊﾞｰﾚｲｸ

｢Can’tStopTheFeeling｣で､各学年の成長具合に合わ

せたﾀﾞﾝｽを中 3が考案｡中学一丸となり大成功をおさめ

た｡高校生からの暖かい応援ありがとうございました｡

生徒たちは大きな達成感を得られたと思う｡各検定も

済み､意欲的に頑張っている｡学習時間調査と定期試験

計画表記入でﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝｱｯﾌﾟに取り組んでいる｡家庭で

も試験の話をして取り組みを応援してほしいので声か

けよろしくお願いします｡部活動では中学ﾊﾞｽｹ部と柔

道部が都大会出場｡6/27 に大会を控えているので中学

あげて応援したい｡ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部も大きな大会に出場中｡

生徒から情報を集めながら皆で応援していきたい｡今

後は試験終了後の特別授業期間･全員参加の夏期講習･

夏の校外学習｡教頭から話があったように､安心安全に

配慮しながら学びを止めずにいきたいので､引き続き

ご理解ご協力お願いします｡ 

高 1 主任（川﨑先生） 

先月最初の定期試験｡高 1は文理分かれておらず科目

数も多く大変なので､各教科目標点を立てさせ､それに

向けて学習計画を立てた｡ｸﾗｯｼｰ学習記録表に記録し､

担任団でﾁｪｯｸ｡ﾃｽﾄ返却後は自分の目標と計画に対して

振り返りをした｡赤点を取らない等目標にした子､平均

8 割以上の子もおり感想は様々｡進路開拓や文理選択に

は､必要な学力構築が大事｡今回ふるわなかった子には､

4 月のｽﾀｻﾎﾟで成績が低かった子の指導とあわせ現在個

別対応中｡上位者には夏期講習の申し込み促す｡昨年ｺﾛ

ﾅで中止だったせいか､体育祭を楽しみにして一生懸命

取り組んでいた｡ｽﾎﾟｸﾗ独壇場にならず特進も食らいつ

き盛り上がった｡期末試験でも中間試験同様に学習計

画を立て､記録するように指導する｡進路行事として 16

日水曜日 6時間目に文理選択説明会実施｡学年通信で中

間試験の成績を文理に分けて上位者を発表し､興味だ

けでなく早めに自分の向き不向き能力を知るよう促し

ている｡30 日水曜日は労働についての講演会｡働くこ

と･労働者の権利･何のために働いているのか等話しな

がら進路開拓に向けていく｡日学祭の企画を練り始め

ている｡高 1 はｸﾞﾙｰﾌﾟごとにﾌﾟﾚｾﾞﾝ発表しｸﾗｽ企画を決

定予定｡創発学のｽｷﾙを活かしている｡7/12 は終日創発

ﾃﾞｰを行う｡ｺﾛﾅ状況見極めながらﾃｰﾏを決めて校外学習｡

体調を崩して長期間休む子もなく､皆元気に出席して

いる｡このまましっかり学校生活を送れるように指導

していきますのでご支援ご協力のほど､よろしくお願

いいたします｡ 

高 2 主任（神戸先生） 

期末前ﾓｼﾞｭｰﾙ講習参加･先生への個別質問など､ﾃｽﾄ勉

強に励んでいる｡1学期は進路行事が相次ぐ｡6/2理系生

徒対象に系統別説明会｡東京農業大学の方を講師に招

き､大学の歴史から理系学問をどのような心構えで選

ぶべきか教えていただいた｡6/16 は次年度選択科目説

明会｡次年度の選択科目は将来の受験や進路に関わる｡

最近は選択科目について質問に来るなど生徒たちの進

路への関心も高まっている｡7/12 ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜にてﾏｲﾅﾋﾞ

進学ﾗｲﾌﾞ(大学や企業参加の説明会ｲﾍﾞﾝﾄ)｡ｺﾛﾅ情勢悪

化しなければ実施方向｡これら進路行事を通じて､生徒

たちが将来の進路について考えるよう指導します｡昨

年度中止だったため 2年生は入学後初めての体育祭｡実

行委員など行事でも中心的役割を果たし活躍した｡生

徒たちもとても楽しんでいた｡2 学期は日学祭｡現在各ｸ

ﾗｽで企画を立てている｡昨年 1 年次は創発学で SDGs を

取り上げていたので､今年度ｸﾗｽ企画にもその要素を取

り入れる予定｡1 年間を通じて人間として大きく成長し

てほしい｡ 

高 3 主任（谷口先生） 

受験に向け面談を通じ志望校の話等詰めている｡英検



 

2 級以上の英語力がないと一般入試が厳しい基準があ

る｡ぜひ英検取得を目指していただきたい｡河合模試で

は英語以外の 2 教科を偏差値 50 以上ﾊﾞﾗﾝｽ良く取る事

も大事｡そのあたりをｸﾘｱできるよう指導中｡入試の型

も大きく三種類あり､生徒たちと理解を深め具体的に

個人個人の進路がうまくいくよう､現在担任と生徒で

成績を上げるべく取り組んでいる｡本日発行の学年通

信等で､中間順位と期末試験への心構え･夏休み前まで

にやっておきたいこと･夏休み三者面談に向けての重

要ﾎﾟｲﾝﾄについて皆で共有中｡段々緊張感が高まってい

ます｡隙間時間を見つけどう勉強するか等､これから高

3 を迎える他学年の方にも知っておいていただきたい

です｡ 

教務部長（鈴木賢先生） 

体育祭の感想文集印刷完成｡来週中に配布予定｡｢大

縄跳びなどいろんな競技をやったが､多少しくじって

も咎める子がいないのでこのｸﾗｽは非常に居心地が良

い｣｢来年は午前午後一日通して体育祭をやりたい｣と

いう感想が多かった｡芸術鑑賞教室､中 1高 1AED講習の

感想も集まっているので印刷製本出来次第配布予定｡

学園通信では､中学ﾊﾞｽｹ部が世田谷区大会優勝し都大

会出場することになったので都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ表を掲載｡ 

生活指導部長（垣屋先生） 

約一か月半沢山の行事ありました｡5/8中 2高 2･6/12

中 1高 1対象 AED講習実施｡国士舘大学防災救急救助総

合研究所から講師を招き､全体で講義を受けた後､心肺

蘇生法及び講習実技指導をしていただいた｡命にかか

わる内容ということもあり皆真剣に取り組んだ｡5/12

は北沢署警察官協力で全校防犯避難訓練｡中 2A 組に不

審者侵入の想定で連絡体制や避難行動の確認｡5/28 体

育祭｡前日雨が降り続き実施危ぶまれたが､当日朝体育

祭実行委員中心に水抜き作業しなんとか間に合う｡時

間短縮･無観客だったが､生徒のいきいきとした表情が

印象に残った｡大きなｹｶﾞや熱中症もなく無事終了｡広

報委員の皆さま写真撮影ありがとうございました｡体

育祭の動画は現在編集中｡もうしばらくお待ちくださ

い｡中 1 高 1 対象薬物講習で DVD 視聴｡高 1 は保健の授

業で薬物について学習中なので薬物依存の危険性や断

り方など深く学べたと思う｡6/18 芸術鑑賞教室｡狛江市

ｴｺﾙﾏﾎｰﾙで劇団三ツ星ｷｯﾁﾝの｢LOVE｣鑑賞｡知名度実力あ

る出演者ばかりで､歌や表現の迫力に魅了された｡生徒

の反応も良く皆見入っていた｡2 学期日学祭は方向性な

どまだ不透明な部分もあるが準備企画は同時進行した

い｡今後ともよろしくお願いいたします｡ 

進路部長（熊野先生） 

高校共通ｶﾞｲﾀﾞﾝｽとして 7/6医療系職業理解ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ｡

東京医療学院大学入学ｾﾝﾀｰの方が､医療系の資格ごと

の業務説明･就職将来性等について話す予定｡昨年から

のｺﾛﾅ影響で志望分野のﾄﾚﾝﾄﾞに変化あり｡留学ができ

ないため外国語系は不人気｡資格系の人気が高まって

いる｡そのひとつとして医療系も非常に人気なので､興

味ある方は積極的に参加していただきたい｡入試改革

過渡期で大学入試が心配な方も多いと思う｡人口減少

によって入試の競争緩和が続いているので､ぜひ積極

的にﾁｬﾚﾝｼﾞしてほしい｡そのためにも期末ﾃｽﾄ後の夏休

み 50 日間が勝負｡勉強は授業や講習で習って終わりで

はなく､そこからがｽﾀｰﾄ｡いかに自分で落とし込むかが

大事｡高 3はもちろん他学年も弱点補強に重点を置いて

良い夏を過ごしていただきたいと思います｡ 

4.活動報告 
役員会 

誰でもできる PTAを目指し､業務等の簡素化を図るべ

く現在本部内で話し合い中｡来年度の役員立候補もぜ

ひご一考いただけたらと思います。 

中 1 学年委員会 

7 月保護者会で保護者と連絡先を交換したい。 

中 2 学年委員会 

ｺﾛﾅ状況と保護者の意向をふまえ､7 月保護者会後の

茶話会を検討したい｡ 

中 3 学年委員会 

活動報告なし。 

高 1 学年委員会 

7 月保護者会後の茶話会について LINE 等で話し合っ

た｡現況では厳しいので 2 学期以降再検討する。 

高 2 学年委員会 
ｺﾛﾅ状況ふまえ学年主任と相談し､様子を見ながら茶

話会等計画したい｡ 
高 3 学年委員会 
委員ｸﾞﾙｰﾌﾟ LINE 完成｡体育祭や行事のこと等意見交

換｡保護者会後の茶話会も開催予定で準備中。 

文化委員会 

委員ｸﾞﾙｰﾌﾟ LINE完成｡ﾊﾞｻﾞｰ･広報の 2 ﾁｰﾑに分け､3役

合計 9 名で顔合わせとﾌｧｲﾙ引継ぎ実施。本日学校側と

の打ち合わせ後に情報共有する予定。 

広報委員会 

5/12 写真掲載に関する手紙を印刷配布｡28 日体育祭

撮影｡約 20 名委員参加。翌日 9 名で編集作業｡おおまか

なﾍﾟｰｼﾞ数と構成考え､ﾚｲｱｳﾄ編集は副委員長水谷さん

が担当｡ｺﾛﾅで無観客だったので､保護者の皆さんのた

めにﾍﾟｰｼﾞ数写真枚数を増やして編集｡本日全ﾍﾟｰｼﾞ完

成｡6/23 学校側の承認出次第発注し､7/7 発行予定｡ 

中学卒対委員会 

委員 4 名 LINE 完成｡先月末 ZOOM で卒対引継ぎ｡引継

ぎ資料を LINE で共有｡7 月保護者会で集まりたい｡ｺﾛﾅ

の状況を見ながら活動を進めたい｡ 

高校卒対委員会 

委員 12 名 LINE 完成｡5/22 前年度卒対委員と ZOOM 会

議にて引継ぎ｡24日LINE ｸﾞﾙｰﾌﾟ会議｡謝恩会をどんな形

でやるか検討｡28 日卒対資料閲覧｡行事中止が多かった

ので､できる範囲で謝恩会企画を立てたい｡委員顔合わ

せを終え次第企画検討し､谷口先生に相談･企画書提出

したい｡ 

推薦委員会 

今年度は常任委員会が 5回のため､活動を繰り上げて

行います｡ご了承ください｡ 

5.議事 

①交通費について 常任委員会は交通費が出ます｡ 

②会場準備の順番について 

③会計について 現金の用意必要な場合は､早めに PTA

までﾒｰﾙ連絡お願いします｡ 

第 3 回常任委員会 

9 月 11 日(土) 14 時～会議室 

会場準備：高 2 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。 


