
 

 

日本学園 PTA 常任委員会ニュース 第 1号 
発信番号：日学 PTA-22-003   2022.6  PTA 役員会発行 

令和 4 年 5 月 14 日（土）14 時、第 1 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 

 会長の原です、よろしくお願いします。無観客ですが来週

の体育祭を開催できるようになりました。午後まで行えると

いうことは、去年よりも一歩ステップアップした開催となり

ます。今後も文化祭なども開催できることを願っています。

行事がある時は皆様のお力をお借りしたいと思っております。

よろしくお願いします。 

 

2.水野校長あいさつ 

皆様こんにちは。今年度、役員をお引き受け下さりありが

とうございます。一年間どうぞよろしくお願いいたします。 

今年 4 月 1 日に明治大学と協定を締結しました。今の中学

一年が高校二年生、中学二年生が高校 3 年生になる時に、明

治大学附属世田谷中学高等学校と名称変更となります。 

これまで明治大学と 10 年くらい高大連携、地域連携とい

うことを行ってまいりました。 

本校がやっている教育内容の良さを大学側に評価していた

だいたと感じています。「創発学」、大学進学者の成績が優

秀という話もありました。ありがたく感じております。日々

やってきたことが成果につながっていると思っています。 

週刊ダイヤモンド誌の調査で、理解度や伸張度を伸ばす学

校として順位に入りました。ご支援のおかげだと思っていま

す。日学の良さを失わないように、しっかりと生徒達を伸ば

していきたいと思っております。 

学校としては、昨年、一昨年とコロナ禍で行事がなくなる

ということがありました。今年は色々な対策をしながらしっ

かりやっていきたいと思っております。保護者の皆様ご協力

の程よろしくお願いいたします。 

 

3.学校報告 

教頭（谷口先生） 

今年から教頭を努めます谷口です。よろしくお願いいたし

ます。 

4 月 7 日入学式、中学 1 年生 56 名。高校 1 年生 163 名 

中学生は 105名、高校生は 459名。本校全体は 564名の生徒

が勉強しております。今年度は、副校長は恩田先生、生活指

導部長は土居先生、高 1 主任は高橋先生となります。昨年度

との変更をご報告させていただきました。 

夏合宿含め今年度できるだけ学校行事ができるように感染

対策を徹底しながら計画を立てています。校長がよく「体験

を経験に」という話をしています。貴重な三年間もしくは六

年間、できるだけ教育の機会が失われないようにしていきた

いと思います。 

明治大学の附属化に伴い、中学入試説明会も短時間で予約

が埋まり、本校の入試に対する期待度も高まっているように

感じています。 

 

高 3 主任（神戸先生） 

よろしくお願いします。高校最高学年となり、学習面、学

校行事、部活面で総まとめの年になります。と同時に、進路

目標の実現に向けて受験に臨む年にもなります。生徒達には

高校生活の活動で培った力量を発揮して、進路目標を実現し

てもらいたいと願っています。その為にも今まで以上に進路

指導学習指導に力を入れていきます。進路指導について 4 月

～5 月にかけて進路イベントを行いました。 

4 月には、ＬＨＲで進学ガイダンスを行い、受験勉強の方

法や大学入試の仕組みについて説明しました。4/12 は、校内

大学説明会が開かれて、30 あまりの大学が参加しました。

生徒は希望する 4 つの学校の説明を聞き、大学の様々な情報

を集めていました。4/21 は、外部から講師を招き、志望理由

書の書き方講座を行い、5/9 には、大学の講師を招き、総合

型選抜のガイダンスを実施しました。 

現在、学年では 6 月の英語検定試験に向けて、学習指導や

志望理由書の添削指導等を進めています。生徒達もだいぶ将

来の進路に対する意識が向上してきて、放課後教室に残り勉

強する生徒が増えてきています。7 月には、学校でマラソン

勉強会も行われるので生徒たちに積極的な参加を呼び掛けて

いきます。 

三年生は満 18歳を迎えるにあたり、4月に主権者教育を実

施しました。現職の市議会議員を招き、政治についてのワー

クショップを開催しました。生徒達に日頃の生活の中で感じ

ている疑問を出してもらい、どうやって政治の課題として深

めていくか議論しました。青年を迎えることになるので社会

の出来事にも関心を持ってもらえるよう願っています。5 月

末に体育祭が行われます。最後の体育祭なのでいい思い出を

作ってほしいです。部活に入っている生徒は、これから最後

の大会が控えているので練習に励んでいるところです。 

今年は、進路目標実現のための受験勉強で忙しくなります

が、学校行事やクラブ活動で悔いの残さないよう全力で取り

組んでもらいたいです。 

 

中学部長（吉見先生） 

中学 1 年、入学して早々、オリエンテーション合宿で林業

体験をしてきました。大きな木を切り、皮を剥ぐ。濡れてい

ることで木が生きていることを感じる。共同作業の体験を通

して「創発学」のスタートをきりました。 

中学 2 年は、下町散策、東京スカイツリーから浅草方面へ

出発しました。近来的なものや浅草寺等歴史的なものの混在

している文化について自分たちで仮説を立て、実際に見に行

き検証していくことを取り組んできた。 

中学 3 年は、来年三月のオーストラリア語学研修に行ける

想定で企画中です。そこに向けてオーストラリアの文化を学

習し、総合発表を 4 月にスタートしました。 

一年生も学校等に慣れてきてにぎやかになってきています。

話が多くなっているが、切り替えて行動ができるように、中

学職員は手厚く見守っていけたらと思っています。 

また、体育祭では毎年の恒例行事のダンスで、中学三年生

が主導して、選曲したり、ダンス内容を考えたりして、中１、

２年生に教えています。画像データはロイロノートを活用し

て共有し、各自で見て、体育の授業でも取り入れてもらって

います。また、中学 3 年は思い出づくりとして、藍染でオリ

ジナル T シャツを作成するなど、工夫する予定で話を進めて

います。 

中学は夏に林業体験が終わったら、漁業体験に参加します。

コロナ禍でできなかった行事をできるだけ復活させていきた

いと考えております。現段階の予定は、全学年で行い、みん

なでいい刺激が受けられたらと思っています。 

 

高 1 主任（高橋先生） 

163 名でスタートしました。入学後、オリエンテーション企

画で「創発学」の行事を行いました。クラスのスローガンと

クラスのキャラクター作り、この活動を通じて、クラスのコ



 

ミュニケーションを増やし、団結を図るという活動を行って

います。 

学習面は、4 月に自分の現状を知ろう、スタディサポート

を実施しました。自分の今の学習、生活習慣、学力等の把握

していくという取り組みを行いました。 

学年では、生徒たちに 3 年間守ってほしいことを 3 点話し

ました。・時間を守ろう！・声を出して挨拶をしよう！・話

をするときはお互いに素直な心で接していこう！です。 

特に、非常に遅刻が少ない学年です。家庭でのご指導のお

かげだと感じています。ぜひ今後も継続していきたいと考え

ています。また、挨拶に関しても、会うたびに挨拶をしてく

れていてとても好感を得ています。 

男同士で話していると羽目を外してしまうこともあるので、

先週学年集会を行いました。けじめをつけ、中間試験に向け

て意識を引き締めていこうという話をしたところです。今月

の中間試験に向けて、学習面、勉強の中に楽しさを見つけよ

うという話をしました。辛い勉強は長続きしないので、楽し

さを見つけていこうと伝えています。 

今後一年の取り組みに 6/9、お台場にある「東京グローバ

ルゲートウェイ」（東京英語村）で国際理解の為のアクティ

ビティ、校外学習を予定しています。1 学期に行う進路、卒

業をしてからどのように社会で生きていくかということを意

識してもらうために、職業、就職に関する進路の取り組みを

予定です。6/22、倉部史記さんを招き、「15 年後の社会を

生き抜く進路作り」という講演を予定しています。また、

6/29、職業に関しての進路のアクティビティを開催する予定

です。こうした職業に関しての意識を高めたうえで、高校 2

年生につなげていこうと考えています。 

 

高 2 主任（川崎先生） 

高校 2 年生は、176 名でスタートしております。学校全体

として中核となる年代、目標やメッセージを作ろうというこ

とで、一学期の目標：毎日の学習習慣をつけよう、生活の自

己管理しよう、行事やホームルームに積極的に関わり、仲間

や先輩・後輩と親睦を深めよう。という目標を立てました。

二学期と三学期の目標は立ててから改めて紹介します。 

目標を子どもたちに提示し 4 月のオリエンテーション時に

学年スローガンを作りました。日本学園では「創発学」とい

うものをやっておりますが、各クラスのグループで職員のメ

ッセージや自分たちがどのようにどういった観点で成長して

いったらいいのかという目標を立てて学年スローガンを作ろ

うと、クラスでグループ毎にプレゼンテーションをし、クラ

ス代表を選んで学年全体で ipadを利用し、classiのアンケー

ト機能を利用し投票しました。結果、「何事にもネバーギブ

アップ、気持ちいい～、と言える学年にしよう」という北島

康介選手が力を出し切った時に出た言葉が選ばれた。全力を

出してやっていければいいなと思っています。とてもいいス

ローガンが作れたと思いました。 

先程、学習習慣をつけようという話をしました。スタディ

サポートで実力テストの結果も出て、担任中心に自分の自己

分析得意や得意不得意を伸ばすべきところを決めています。

夏の面談を経て、これから行事等を含めて進路の面でも具体

的に自分の道を見つけていかなければならない時期です。 

「創発学」は、1 年の時に 1DAY 創発と言って、自分でテ

ーマを決めたものを探求し、一日で自分のテーマに沿ったあ

らかじめ計画を立てて進めていく、そして、見つけたものを

発表しようという取り組みがコロナでできませんでした。沖

縄の修学旅行で自主研修を深めたところで、1DAY 創発に代

わるものができないか模索中です。一年間よろしくお願いし

ます。 

教務部長（鈴木賢先生） 

今年の三月に卒業した高校生、中学生の本校での三年間の

取り組み、印象に残ったこと、後輩たちへのメッセージを書

いてもらい卒業文集としてまとめ、生徒たちに配布いたしま

した。これからの学園生活について考えるきっかけ、材料と

してもらいたいと配布しています。 

2019 年に卒業した生徒が教育実習の打ち合わせに来まし

た。成長を感じました。 

 

生活指導部長（土居先生） 

生徒達はよく挨拶するし、爽やかな青年が増えたと思って

います。今年度、「相手の気持ちに立って行動しよう」と生

徒たちに呼びかけています。教員からのアプローチをしっか

り聞き、対応できています。成長を感じています。 

指導部として、4/9 にネット安全講習を中学一年と高校一

年に実施しました。5/27 は体育祭です。今年度も観戦はでき

ませんが、去年より長く 16 時まで開催する予定です。予備

日は 5/30 です。6/11 は AED講習として中一、高一国士舘大

学と調整中です。2 学期は文化祭を 10/1.2 に予定しています。

最近、文化祭が開催できていないので、今年はお客様を迎え

て開催したいと考えています。ほかにも、ロッカー、靴箱の

施錠等のルールを守って生活ができるように指導していきた

いと思っています。家庭でのお声掛けもよろしくお願いいた

します。 

 

進路部長（熊野先生） 

昨年度の卒業生 152 名卒業でした。4 年生大学へ 123 名、

81.5％と伸びています。短大 1 名、専修学校 12 名、就職 1

名、海外 1 名、未定 12 名、その他 1 名という結果です。 

入試改革が始まり 2 年が経ち、特進中心に実績が伸びてい

ます。 

国立医学部に合格、旧帝大（北海道大学）にも合格し、上

位が伸びています。早慶、MARCH も伸びました。 

昨年は、全国的に年内入試が増えました。また、一般入試

は非常に受かりやすい状況になってきています。定員厳格化

もなくなり追加合格も出ています。一般入試もチャレンジし

ていってほしいと考えています。新しい情報を入れていき、

適切に指導していきます。 

 

4.本部役員自己紹介 

5.活動方針案の発表 

役員会・各学年委員会・文化委員会・広報委員会の方針案の

発表、各三役の自己紹介をしました（詳細割愛） 

6.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 6/18(土)14:00 から会議室 

⑧5/21(土)14:00 から PTA 定期総会 

 

第 2 回常任委員会 

7 月 2 日(土) 14 時～会議室 

設営：高 3 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。 


