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令和 4 年 12 月 10 日（土）11 時、第 3 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（欠席のため代読） 
本日は出席できず、大変申し訳ございません。前回

常任委員会は、ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大のため開催できません

でしたが、この時期になり、今回は無事開催すること

ができました。しかし、まだまだｺﾛﾅは猛威を振るって

いますので、皆様、お気をつけください。今後も引き

続き、PTA 活動にご協力お願いいたします。 

 

2.水野校長あいさつ 
ｺﾛﾅ禍ではありますが、学校としましては、できるだ

け行事を行うということで動いております。学園祭も

人数制限をかけましたが行うことができました。ﾏﾗｿﾝ

大会も 4 年ぶりに行うことができました。明後日から

は高校 2 年生は修学旅行です。昨年広島でしたが今年

は沖縄ということで、少しずつですが、前に戻して注

意を払いながらやってきております。中学 2 年生はﾌﾞﾘ

ﾃｨｯｼｭﾋﾙｽﾞへ行きます。海外留学については、NGP の実

施ということで、今年は 2 名行っております。3 学期か

らは 9 人行きます。ｺﾛﾅ禍でも生徒たちに教育を行うこ

とは大事だと思います。普段の授業も含めて一生懸命

対応させていただきたいと思っております。 

 

3.学校報告 
教頭（谷口先生） 

ｺﾛﾅ禍でも学びを止めないというところが、今、学校

が一生懸命苦心しながら行っていますのでご理解をお

願いいたします。10 月日学祭を行いました。今まで中

止になっていたものをどうやって再開させるか、生徒

たちも自分たちの企画を実現できるかということをｺﾛ

ﾅ禍ではかりながら行いました。今年実施したことで来

年できることも見えてきますので、今後も進めていき

たいと思っております。2 学期、中間ﾃｽﾄ、そして 4 年

ぶりのﾏﾗｿﾝ大会。これも生徒たちは一生懸命走ってく

れました。開会式、閉会式も行い、賞品をもらって帰

るというような今までと違った形式ですが、共有しな

がら終えられたと思います。ﾏﾗｿﾝ大会が終わって学級

閉鎖が相次ぎました。高校 3 年生で 4 ｸﾗｽ、高校 2 年生

で 1 ｸﾗｽです。同じｸﾗｽの中で 2、3 名の感染があった場

合には、まず、学内感染があるかどうかを精査し、早

めに学級閉鎖を 2 日あるいは 3 日という形でやりまし

た。この間、学習のできる体調のお子さんにはオンラ

インで授業を受けていただく、という対応をしました。

そういった形で、期末ﾃｽﾄまでなんとかたどり着きまし

て、今日、その答案が帰ってきます。生徒たちはなん

とかこうやって 2 学期を閉めくくることができたかな

と思います。高校生の冬期講習は始まっております。

中学校は午前授業です。2 学期をﾄｰﾀﾙで振り返ると、生

徒たちもｺﾛﾅ禍では色々窮屈の思いもしたかと思いま

すが、例年に比べて行事でみんなで共有して行う経験

値が少しずつ蓄積されてきます。2 年間のﾌﾞﾗﾝｸがある

分、ここでなんとか取り返して、成長に繋がるように、

三学期そして来年に向けて進めていきたいと思います。 

 

中学部長代理（増山先生） 

本日、答案返却。担当する 3 年生は 1 学期に比べて

比較的、平均点が上がって安心しているところ。ご家

庭でﾃｽﾄを見ながら声をかけていただけるとありがた

い。10/28 ﾏﾗｿﾝ大会。一生懸命走って生徒手帳の記録を

更新。11/5 中学 2 年生対象のあつきめぐみ教室。PTA

の方々にも話者としてお越しいただいた。生徒は非常

によく聞いていて、私が担当したｸﾗｽでは時間いっぱい

まで本当にたくさんの質問があった。15 年後の自分に

通して何らかの参考になると思っている。10/8、10/29、

11/19 に英検、漢検、数検。授業の中で一生懸命に取り

組んでいる様子で、特に英検に関しては一定の結果が

出ている。今日はちょうど英検の 3 学期の申し込み。1

人でも多く合格できるように指導していくので、保護

者の皆さんにもぜひ声かけをお願いしたい。12/12 中学

2 年生対象の明治大学泉ｷｬﾝﾊﾟｽの見学会。事前学習で大

学ってどんなところ？というお話を田中先生にしてい

ただき、それを受けて見学。中学、高校の先が少し見

えたのではないか。12/8「幸せの日々」というﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ

映画観賞会。中学生がﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ映画を見ることはそんな

にないが、ﾀｲﾄﾙを含めて内容についてﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝをし、

その後にまた質疑応答。正直、内容は大人が見てもと

ても難しい内容だが、感想を見ると非常によくかけて

いて、1 人 1 人何か得るものがあったのではないか。

12/12 から中 1 中 3 は東京英語村、中 2 は福島のﾌﾞﾘﾃｨ

ｯｼｭﾋﾙｽﾞに語学研修。少しでもｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取ることが

できるといい。今回の目標は、臆せずに話ができるこ

と。今後育進社の模試や、中学 3 年生が主体となって

企画している球技大会が続く。まだまだ、行事はある

が、学びを止めずに、いかに安全に安心に行事ができ

るかを考えながらやってまいりたい｡ 

高 1 主任（高橋先生） 

日学祭、ﾏﾗｿﾝ大会などの行事があり、かつ学校生活

にも慣れて多少緊張感が緩む時期でもあるということ

で、2 学期を 1 つ 1 つの課題に真剣に取り組む、という

ﾃｰﾏで進めた。日学祭については、映画やｱﾄﾗｸｼｮﾝ系の

ｲﾍﾞﾝﾄを各ｸﾗｽが企画。頭脳系、ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、ｹﾞｰﾑ、ｽﾎﾟｰﾂ

などでは、肉体系のｱﾄﾗｸｼｮﾝなど、担任の色が出た。初

めは不慣れな中で担任が入る機会が多かったが、次第

に生徒たちが自分たちで考えて、当日はほぼ生徒自身

でそれぞれの企画を回すことができた。ﾏﾗｿﾝ大会も教

員が 1 名出走し、生徒たちと競うことで、生徒も生徒

手帳の記録に載るようなﾀｲﾑで走ったり、非常に刺激に

なった様子。教員、生徒一緒になって盛り上げること

できた。12/7 今年度の 1 つの目玉企画でもある、「1day

創発」。1 人 1 人が自分でﾃｰﾏを決めて 1 日校外学習を企

画をし、実行に移すというもの。初めはﾃｰﾏ設定に苦労

していた生徒もいざ当日を迎えてそれを体験すると、

今までにないような表情を見せて、生き生きとその活



 

動に取り組んでいた。一方で、初回の企画ということ

で、私から見ていてただの遊びじゃないかという形で

終わってしまった子もいるのが反省点であり、今後の

改善に向けての課題と考えている。12/19 球技大会。

色々行事が 1 学期から多かったので、3 学期はもう一度

学校生活の基礎となる学習面にﾌｫｰｶｽするために、学力

強化期間と銘打って、勉強の方法や 1 日の学習時間、

自分自身の学習への取り組みを、今まで以上に深く見

つめてもらう学期にしたい。 

高 2 主任（川崎先生） 

学校でも 1 番真ん中の学年。行事や部活動などでど

ういったことがやれるか、後輩先輩たちと一緒に協働

してやれるかということを探すことをﾃｰﾏにしている。

３年生に向けて具体的に、社会選択、理科選択といっ

た進路選択をしなければならない。担任の先生等と相

談しながら、しっかり見据えることをﾃｰﾏにしておりま

す。10/1、2 文化祭。映画、縁日、お客様を招いて色々

取り組んでいく企画があった。特にＣ組が文化祭の大

賞を取って、お客様へのｻｰﾋﾞｽ等も充実してできていた

と思う。2 年生は入学して初めてで、学年で協力して自

分たちの役割を果たして取り組めていた。ﾏﾗｿﾝ大会も

最初で最後だが、完走できた。最後まで応援したり、

声をかけている子もいたり、なかなか微笑ましいｼｰﾝも

見られた。修学旅行で沖縄に明後日出発。中間試験以

降は準備に時間を割いていて、今日も平和学習を行う。

ﾀｸｼｰ研修として班ごとに自分たちが見たい、行きたい、

あるいは食べたい、などﾃｰﾏに沿ってｺｰｽを決めていき

く。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で調べながら自分たちのｺｰｽを作ってﾀｸｼ

ｰ会社に送ると時間的、距離的に無理だ、などというﾀﾞ

ﾒ出しが来る。そういった現地の情報を入れて訂正して、

あとは本番でﾀｸｼｰの運転手さんと交渉。どうなるのか

楽しみにしている。まだｺﾛﾅ禍ですので、感染症対策は

しっかりしながらやっていく。3 日目、4 日目は農家に

お世話になる。楽しいだけではなく、本土復帰 50 年と

いう様々な沖縄の現状等を見ながら、しっかり学ぶべ

きところは学んでいきたい。3 学期は高 3 の０学期と言

われる。具体的に進路の方向性も確定し、様々な入試

ｽﾀｲﾙの中から自分に適したもの、自分の力が 1 番出せ

る方法で進路を開拓できるようにしていく。 

高 3 主任（神戸先生） 

3 年生は、最高学年で、進路目標の実現を向けて受験

に臨む年。2 学期から、総合型選抜や学校推薦型選抜が

始まり、生徒たちは連日夜遅くまで残って教員の指導

を受けながら、面接練習、志望理由書の作成、小論文

の練習に取り組んだ。彼らの努力の甲斐があって、す

でに多数の合格者が出ている。ただ、合格は新しい世

界へのｽﾀｰﾄ地点に立ったことでｺﾞｰﾙではないので、入

学に備えて今から勉強するように話している。3 学期か

らはいよいよ一般選抜。生徒たちは毎日の授業、夏休

みのﾏﾗｿﾝ学習、夏期講習、日々のモジュール講習など

で受験勉強に励んできた。12 月下旬には共通ﾃｽﾄ、ﾁｬﾚ

ﾝｼﾞ模試があり、24 日の終業式の日には共通ﾃｽﾄに向け

ての諸注意がある。1 月に大学入学共通ﾃｽﾄ、それ以降

は各大学の個別試験。1 月は希望者参加による直前講習

を行って、引き続き生徒たちの受験指導を行っていく。

生徒たちが進路目標を実現できるように、今後もｻﾎﾟｰﾄ

していく。3 年生は受験を控えているので日学祭は希望

者参加。有志がｸﾗﾌﾞの団体や中にはｽﾃｰｼﾞの歌のｺﾝﾃｽﾄ

などの企画に参加。ｽﾃｰｼﾞ上で司会を務めたりして、学

園祭を盛り上げていた。残念ながら、1 年生、2 年生で

日学祭に参加できなかったので、今回参加した生徒た

ちにとっては良い思い出になったと思う。ｸﾗﾌﾞ活動で

は引退した生徒たちが多いが、2 学期も引き続き活動し

ていたｸﾗﾌﾞがあります。ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部は東京都でベスト 8

の成績。この 1 年間、運動部、文化部を問わず、後輩

たちを引っ張っていてくれた。この 2 学期で通常授業

が終わるが、まだ卒業まで 3 ヶ月あるので、これから

も 1 日 1 日を大切にして過ごしてほしい。この 3 年間、

ｺﾛﾅ禍もあって生徒たちは色々大変だったが、保護者の

皆様にはご協力いただいてありがとうございました。

卒業まで 3 ヶ月と短い期間だが、引き続きどうかよろ

しくお願いします。 

教務部長（鈴木賢先生） 

高校 1 年生、2 年生は終業式までに来年度の選択科目

を決めて履修届を出さなければならない。理系、文系

で迷うことがあるので、通信を通してそれぞれの特徴

を伝えていきたい。学校の行事、部活動の取り組み、

英検、漢検、数検などの結果についても通信で伝えて

いる。高 3 は紙で、高 2 以下は学園祭の通信から classi

で配信。高校生のﾏﾗｿﾝ大会、10 ｷﾛで、ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 12 名

の平均ﾀｲﾑが 10 キロ 43 分 42 秒、ｻｯｶｰ部 45 名は 42 分

53 秒でとても早かった。これは 100 メートルを 24 秒

で 100 回繰り返し走ったのと同じ。中学校のﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰ

ﾙ部は世田谷区の新人戦で三位。今後、都大会にも参加

予定。部員たちからはたくさんｺﾒﾝﾄを預かっているの

で、次の通信で出したい。 

生活指導部長（土居先生） 

2 学期はｲﾍﾞﾝﾄの再開に向けて色々準備した。夏休み

の合宿は 3 年ぶりに限定的ではありましたが開催。文

化祭も 3 年ぶりに限定的ではあったがお客様を迎えて

実施できたことに大きな意義があった。模擬店を楽し

みにしていた生徒もいたが、逆に教室のｲﾍﾞﾝﾄに力を注

いだ。来場された方からも充実した文化祭であるとい

うことをｺﾒﾝﾄとしていただきました。また、文化委員

さんをはじめ、皆様には本当にご協力をいただき、感

謝を申し上げたい。地域の方もﾊﾞｻﾞｰを楽しみにしてい

ただいていたが、今年は何件かお断りをさせていただ

いた。次年度に向けて、再開できるような文化祭を目

指していきたい。また、広報委員さんの写真撮影、PTA

からは副賞のご協力をいただいて、これが彼らの大き

な励みになった。生徒手帳にﾏﾗｿﾝ大会の歴代の 1 位か

ら 10 位までのﾀｲﾑが載っている。今年は中学校 1 年生、

高校 1 年生で各 1 名、その記録を更新し、次年度の生

徒手帳に名前が新たに載る予定。4 年ぶりということで

広報委員さんには写真撮影をしていただき、本当に感

謝したい。冬の合宿は現在のところ 2 団体ほど。条件

はあるが再開に向けて現在準備中。 

進路部長（熊野先生） 

9 月高 1 の職業分科会。職業をﾃｰﾏにして、10 校ほど

の大学をお呼びして講演をしていただいた。10 月高 2

の志望理由書講座。今までは 4 月に 1 回だったが、志

望理由書の書き方だけではなく、その大学をなぜ目指

すか、どう勉強するか、などを膨らませる意味で今年

度から 10 月にも入れた。高 3 は、9 月に面接練習会。

帝京大学さんをお呼びして、面接練習。本校は帝京大

学の合格率は非常に高くこのような指導も行っている。



 

9月と10月に高1、2年生を対象に明治大学の出張講義。

1 年は特進だけだが、2 年は総合進学からも希望者が参

加。これも非常に好評で、大学の授業を垣間見る、非

常に深い内容をやっていただき、生徒たちの学習意欲

が高まった。高 2 は 10 月に明大ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ講座。いわ

ゆるﾊﾟｿｺﾝの授業をやっていただいた。12 月は中 2 年の

明大泉ｷｬﾝﾊﾟｽ見学。高 3 の入試はひと段落。合格者数

は今日現在、大学が 61、専門学校が 6、就職 1。学年の

6 割弱がすでに合格を取っている。年内入試で発表待ち

もいくつもあり、これからまだ伸びていく。大体 40 名

前後の生徒が一般受験。一時期入学定員の厳格化とい

うことで一般入試が難しいという雰囲気があったが、

今は、各大学で定員管理がなされ、通常での報告が出

せる状況。加えて、先月、文科省から大学に収容人数

を厳格化する、つまり 1 年から 4 年生までを全体で管

理をするという動きに変わった。これは追い風で、総

学生数が足りない場合、今度の新入生をもっと多くと

って定員を満たそうという動きになる。したがって、

あまり集まっていない大学がおそらくこの入試でたく

さん取るだろうと予想される。昨年度の入試では年度

末に追加合格を多く出したが、ｷﾞﾘｷﾞﾘすぎて入学手続

きにはつながらないということがあった。すると、結

局、各大学とも欠員が出る状態になるので、おそらく

今度は合格に繋がるだろう。あとｺﾛﾅの影響かもしれな

いが、大学で退学者が出ている。そのため、おそらく

大東亜帝国以下の大学でそのような動きになるだろう

という話。一般入試は大変だが、受験生にとっては今、

状況も色々ありますので、粘り強くやってほしい。今

の高 2 は今年の高 3 の動きが影響するので、その動き

に注目してほしい。学力をつけるだけでなく、加えて

戦略等も非常に大事。受験検討会で、学年、教科担当、

進路がそれぞれ参加して受験計画をしっかり作ってﾊﾞ

ｯｸｱｯﾌﾟしていきたい。 

八支部 

7/14 父母の会研修会､理事・評議員合同会議に出席 

東京都私立中学高等学校協会広報部副部長による講

演を聴講 

9/10 第 4 回役員会、9/24 第 5 回役員会。いずれも拡

充支部大会の準備 

10/１駒場学園高等学校新世紀会館にて私学振興拡

充支部大会開催。恩田副校長、評議員の遠藤さん、中

澤さんが参加。第 8 支部の区域（世田谷区、目黒区、

町田市）より選出されている都議会議員をお招きし、

父母の代表による「父母の願い」の朗読、中高協会副

会長から私学振興予算等に関する要望内容の説明。議

員の方々からは、要望に対して「全力で取り組む」と

の力強いお言葉。最後は「私立学校教育の更なる充実

のため、経常費補助の拡充強化」、「父母負担教育費の

公私間較差の是正」等の 3 項目の要望事項を決議。 

10/22 第 6 回役員会。拡充支部大会の反省会、1/28

に開催予定の「新春のつどい」の準備。 

10/25 共立講堂にて予算要望期成大会開催。水野学校

長、評議員の遠藤さん、理事の手塚が参加。各支部で

行われた拡充支部大会の集大成として、都議会議長を

はじめ、各政党の都議団幹事長、東京都生活文化ｽﾎﾟｰﾂ

局長が来賓として参加。東京都内の私立学校に子ども

を通わせる父母、学校関係者の熱い思いを受け止めて

いただき、大会決議をもって閉会。 

11/26 第７回役員会。「新春のつどい」の準備。 

 

4.活動報告 
役員会 

日学祭にて、受付のお手伝い、PTA 主催のｺﾝﾃｽﾄの採点。

入賞したｸﾗｽには PTA より副賞。新年度に向けて準備中。

前年度までの新年度用品の在庫数が全く足りず、今発

注中。 

中 1 学年委員会 

7 月の保護者会のあとに懇親会を企画したが、中止。

ｸﾗｽ費から準備したﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを渡した。 

中 2 学年委員会 

2 学期の保護者会後に保護者懇親会を予定していた

が 3 学期末に 1 年を振り返ってお疲れ様でしたという

会にして来年度への有効な橋渡しするため、延期。 

中 3 学年委員会 

活動なし。三学期に茶話会を計画中。 

高 1 学年委員会 

ｸﾗｽ費を生徒に還元したい。line を通して各ｸﾗｽで話し

合っている。本日小さなｶｽﾃﾗを生徒に配る。 

高 2 学年委員会 

２学期は懇親会を企画したが、学年末で調整中。 
高 3 学年委員会 
卒対で学年費を使っていただけるよう検討中。謝恩

会の参加人数によって学年費をどう生徒に還元してい

くか検討して決めていきたい。 

中学卒対委員会 

11 月のｱﾝｹｰﾄの結果、飲食を伴わない形で先生方に感

謝の気持ちを表したいと決まった。先生方と相談し、

ｺﾛﾅの状況を見ながら教室などで卒業式後に謝恩会が

できないか検討中。 

高校卒対委員会 

9 月に卒対担当の菅野先生と小松崎先生との打ち合

わせ。10/1 委員全員が初めて集まって今後の活動の打

ち合わせ。10 月中に謝恩会のお知らせを配布。11/5 人

数の集計。12 月謝恩会のお知らせ２を配布。今後高 3

は登校予定がないので classi を通して URL を伝え、そ

こから出欠の集計ができるようした。具体的な内容は

これから先生たちと委員とで集まって具体的に決めて

いきたい。 

文化委員会 

7/16 三役打合せ。その後第 1 回文化委員会。顔合せ、

活動内容とｽｹｼﾞｭｰﾙ説明、班や係決め 

9/3 提供品回収の受付 

9/17 三役打合せ。提供品回収の受付。第 2 回文化委

員会で提供品の分類、ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞと値付け作業、会場飾り

や掲示物作成、ﾎﾟｽﾀｰ掲示 

9/30 ﾊﾞｻﾞｰ前日準備 

10/1、２日学祭でﾊﾞｻﾞｰ 

広報委員会 

7/20 体育祭の広報誌 12 号を発行。印刷代 15 万 4680

円。その時に写真の間違い、本部役員さんの名前の間

違い、印刷会社の印刷ﾐｽが発生。印刷会社から印刷し

直した新しいものを納入するという話があったが、配

布後だったので、早刷りの金額分 4 万 5380 円を返金い

ただいた。写真の入れ替えﾐｽについては、学校側から

該当ｸﾗｽに新たなものを刷っていただいたと聞いてい



 

る。10/1、2 に文化祭の撮影。12/8 ﾏﾗｿﾝ大会の撮影、

今月中に発行予定。 

推薦委員会 

9/4PTA 室でｱﾝｹｰﾄ内容についての相談、内容の決定。

9/7 印刷室でｱﾝｹｰﾄの印刷。9/12 ｱﾝｹｰﾄの配布。9/24PTA

室でｱﾝｹｰﾄの回収、集計。9/29 候補者の連絡先を預かり、

電話連絡開始。11 月末までに全候補者が出揃う。推薦

委員会では、ｱﾝｹｰﾄの集計以外は現状を考慮して集まり

を中止し、主にﾒｰﾙで活動内容の依頼や現状報告。会員

の皆様からの役割候補及び推薦をいただき、選考を重

ねた結果、本日資料掲載の候補者を推薦する。拍手で

承認いただきたい。（拍手）今の拍手をもってご承認い

ただいたのでこのまま進めさせていただく。 

 

3.議事 

①次回常任委員会でUSBを回収します｡次年度定期総会

議案書に掲載するので、活動報告を入れる｡2/18 以降

活動する委員会は終わり次第ご提出ください｡ 

 

第 4 回常任委員会 

2 月 18 日(土) 14 時～会議室 

会場準備:高 1･文化委員会 

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。 


