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保護者と教員の会 会長

( 本部書記 )

第６回 常任委員会
日 時：
場 所：
出席者：

令和元年１０月１９日(土) １４:００-１５:００
２階 大会議室
校長、副校長、本部役員、正副委員長 計２４名

会長挨拶
台風１９号の爪痕もまだまだ生々しいというのに、今週も新たな台風が日本列島を襲っています。常任委
員の皆さま方には、このようなお天気の中ご参集いただきましてありがとうございます。
さて、先般行われた「晴海祭」では保護者と教職員の会主催の「ドルフィン・カフェ」運営やビーズスト
ラップ作り、取材撮影と、各委員の皆さまのご尽力にあらためて御礼申し上げます。私自身は今年で３回目
になりますが、例年のことながら、子どもたちと一緒に参加する「晴海祭」は、自分が高校生だったころの
気持ちがふいと沸いてきて、何かしらウキウキとした時間を過ごすことができました。
今年度も残り半年となりました。保護者と教職員の会が最後まで充実したものになりますよう、どうぞ引
き続きご協力よろしくお願いいたします。

学校より 校長
台風１５号に引き続き１９号、学校の調査では、ご家庭の皆さまに災害被害はなかったと聞いております
が、もしかしたら身近に親類、縁者も含め被害にあわれた方がいらっしゃるのかとも思います。お悔やみ申
し上げるとともに、お見舞い申し上げます。いつ天災が起こるか分からないと、改めて「備えあれば患いな
し」ということを身に染みて感じたところです。
まずは「晴海祭」での「ドルフィン･カフェ」の大成功、心から嬉しいです。引き続き来年もお願いしたい
と思っております。続いて、本日、研修委員会の有益のある講演「インターネットの安心・安全な使い方」
を開いてくださりありがとうございました。次回の企画も楽しみにしております。
次に学校についてです。今が一番、生徒が成長するために悩む時期です。
１年次は初めての系列選択科目調査、自分の将来を決める総合学科でしかできないことの実践になりま
す。総合学科の強みはまさに１年次の今の時期、将来を真剣に考え必要な科目を選択する、これが肝になり
ます。お子さまの話を聞いていただき、そしてどうするというような話をしていただければと思います。
２年次はキャリア教育の中で一番大変です。３年次の課題研究をやるためのテーマを決め、そのテーマに
沿って研究をどのように進めるか、調べるだけではなく仮説検証をし、思ったことと違ったら更にもう一度
仮説を立てなおし、何をどうして…答えを導き出せるかというところがまさに研究、失敗があって構わな
い。これを元に３年次、研究を生かし学んできたこと、将来こうなりたいことを勉強し、大学、短大、専門
学校でこんなことをしたいというきっかけになると思います。２年次の課題研究のテーマ設定はとても悩む
…そんな時は、皆さまの経験の話をしていただければと思います。
３年次は進路実現まっただ中です。もう決定している生徒もクラスの１/４ほどおります。今、今日もまた
テストに向っている推薦入試の生徒や、新年１、２月の一般入試の生徒もおります。日頃の成果を出し第一
志望に行って欲しいと思っております。
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最後になりますが、１２月１４日(土)成果発表会が東京都教職員研修センター(水道橋)で開催されます。今
年で７回目を迎えますが、初めて卒業生からの言葉ということで、本校の９期生の先輩から１５分ほど話を
します。その後、課題研究発表と続きますが、トップバッターで本校の発表があります。ぜひ、会場に足を
運んでいただければと思います。
健康第一で楽しいまた日々を過ごせればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

学校より 副校長
天候に恵まれた晴海祭、３,５８９名のご来校者様がいらっしゃいました、ありがとうございました。私が
一番感銘を受けたのは３年次生徒全員による課題研究の発表、本当に素晴らしく誇りに思っております。
台風の被害ですが、２４年目という校舎の経年劣化が原因による窓枠や扉からの雨水浸水はありました
が、それ以外の建物等大きな損傷はありませんでした。
１０月３、４日、本校では１年次対象の宿泊防災訓練が行われました。非常災害用備蓄食糧(アルファ米と
乾パン、ペットボトル(５００㎖)２本)と毛布２枚、夜はみんなで毛布を敷いて掛けて雑魚寝をする。その中
で生徒はスマートフォンを使いませんでした。スマートフォンが無くても過ごせるということを感じ、防災
に対して真剣になれる二日間でした。その後ニュース等で台風の被害を知り、避難所の生活をされている皆
さまの気持ちがわかるようなお子さまになったのではないかなと思っております。
先ほどの研修委員会の講演では、「インターネットの安心・安全な使い方」分かりやすくお話くださいまし
た。最近「ながらスマホ」というのが社会問題になっております。歩きながらや食事をしながらの「ながら
スマホ」はしないよう、ご家庭でも『躾』としてお子さまへお伝えいただければと思います。よろしくお願
いいたします。

委員会活動報告
【本部】
９/２０
９/２１
２２
１０/１０
１０/１９

◇晴海祭
◇晴海祭

ドルフィン・カフェ前日準備
校門前警備
・会場後片付け
◇各委員会より中間決算報告と監査
◇生徒奨励品 納品
◇Harumi Express No.５印刷配布準備
◇第６回常任委員会事前本部会/第６回常任委員会
◇生徒奨励品

開催

封入作業

【３年次委員会】
９/２０ ◇謝恩会 ご案内配布について事前告知(マ・メール)
◇晴海祭 ドルフィン・カフェ前日準備
９/２１ ◇晴海祭 ドルフィン・カフェ運営
２２
・会場後片付け
◇中間決算報告
１０/１６ ◇謝恩会 ご案内印刷、配布準備(１０月１８日配布予定)
１０/１９ ◇３年次委員会 開催
◇第６回常任委員会 出席
◇生徒奨励品 封入作業
【２年次委員会】
９/２０ ◇晴海祭

９/２１
２２
１０/１２

ドルフィン・カフェ前日準備
・ビーズストラップ制作マニュアル作成
・お持ち帰り用の紙袋(消しゴムハンコ作成)準備
◇晴海祭 ビーズストラップ制作案内
・会場後片付け
◇中間決算報告
◇茶話会(保護者会終了後) ※台風通過に伴い１０月１９日へ延期
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１０/１９

◇２年次委員会 開催
◇第６回常任委員会 出席
◇茶話会(保護者会終了後)
◇生徒奨励品 封入作業

【１年次委員会】
９/２０ ◇晴海祭 ドルフィン・カフェ前日準備
９/２１ ◇晴海祭 ビーズストラップ制作案内
２２
・会場後片付け
◇中間決算報告
１０/１９ ◇１年次委員会 開催
◇第６回常任委員会 出席
◇生徒奨励品 封入作業
【広報委員会】
９/２０ ◇晴海祭 ドルフィン・カフェ前日準備
９/２１ ◇晴海祭 各祭事の取材撮影、校門前警備
２２
・会場後片付け
◇中間決算報告
１０/１９ ◇広報委員会 開催 (はるみの風６６号、編集会議)
◇第６回常任委員会 出席
◇生徒奨励品 封入作業
【研修委員会】
９/２０ ◇晴海祭 ドルフィン・カフェ前日準備
９/２１ ◇晴海祭 第１回研修行事「東京アフタヌーンクルーズ」写真展示、校門前警備
２２
・会場後片付け
◇中間決算報告
１０/１９ ◇第２回研修行事開催「インターネットの安心・安全な使い方」の講演会(保護者向け)
講師：一般財団法人 マルチメディア振興センターより
・副校長をはじめ教職員、保護者の皆さまが参加(総勢２２名)
◇研修委員会 開催
◇第６回常任委員会 出席
◇生徒奨励品 封入作業
【選考委員会】
１０/１９ ◇第６回常任委員会 出席
・次週、選考委員会を開催予定
配布済み『保護者と教職員の会
集計結果に準じ連絡する準備中
◇生徒奨励品 封入作業

役員推薦のお願い』返信回収と集計作業

討議事項
① 晴海祭について
◆感想、反省等
<会場装飾>
・今年度は肖像権等を配慮しビデオ上映を取りやめた
・装飾、後片付けの簡素化のため風船デコレーションを取りやめた
・壁に展示した先生方のＴシャツ写真はどの先生か？ヒント等の掲示があればと思った
・研修企画「東京アフタヌーンクルーズ」来年は参加したい
・音楽(オルゴールＢＧＭ)等を流してもよかった
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<校門前警備>
・校門前警備のお手伝い人数は早めに連絡が欲しい
・２日目の校門前警備時、大学関係者に入口を確認され案内した
・警備の腕章等をつけて明確化するほうが来訪者にもわかりやすかったのではないか
・駐輪禁止テープを貼付してもよかったのではないか
<ドルフィン・カフェ運営>
・お菓子割引日に購入することで経費を抑えることができた
・おなかにたまるお菓子等、お菓子の種類を検討
・晴海祭２日目(日曜日)のお昼前後に来店者が集中した
<ビーズストラップ制作>
・盛況によりビーズ数不足、早めに閉店した

来年はビーズ数を確保する

・小さなお子さまの来店に合わせつぶし玉(ピーズがばらけにくく作りやすくなる)があるとよい
・ドルフィン・カフェの消しゴムハンコ作成した、来年も使ってください
・生徒、保護者の方と情報交換ができ、参加してとても楽しかった
・お手伝いと晴海祭の見学との両立ができた
<その他>
・晴海祭に向けて事前打ち合わせを行い情報共有した方がよかった
・事前準備、晴海祭当日や後片付け時のゴミ出しの時間が決まっていた、来年は事前確認をする
② 中間決算について
◆９月２１、２２日の２日間にて各委員会の中間決算の監査を実施
・本部会計より２年次委員会１０,０００円(交通費補填のため)、広報委員会へ７０,０００円(広報誌編
集外注のため)予算超過支出の見通しを報告、承認される
③ 生徒奨励品について
◆１０月１０日納品、１０月１９日封入作業を実施、次週以降配布予定
※封入作業をお手伝いくださった委員のみなさま、ありがとうございました。
④ その他連絡事項
◆成果発表会について
・今年度、総合高校ＰＴＡ連合会にて、各校より補助費(４,０００円)を支出する
・例年通り、学校の代表として発表する生徒へお弁当(1,０００円 会長会で一括注文)と交通費として
図書カード(５００円)を支給する
以上 2 点を報告、承認される
◆防災アンケートについて
・先日実施した防災アンケート集計結果につきましては別紙ご参照ください。

今後の予定
１２/０７(土)
１２/１４(土)

１４：００-１５：００
１２：４５-１７：００

１/１８(土)

１４：００-１５：００

第７回常任委員会
第７回東京都立総合学科高等学校成果発表会
(於 東京都教職員研修センター(水道橋)
第８回常任委員会

晴海総合高等学校ホームページ
http://www.harumisogo-h.metro.tokyo.jp/
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防災アンケート結果報告
・円グラフ、外円は生徒、内円は保護者の回答率となります。
１、災害発生時の連絡方法
①家族の連絡先や居場所を普段から暗記していて、
連絡をとることができる
②家族の連絡先や居場所を手帳などにメモしてあり、
連絡をとることがある(持たせてある)
③家族の連絡先や居場所を暗記したりメモしていない
ため、連絡を取ることができない(できないと思う)

２、災害発生時の集合場所
①災害時に家族と集合する場所が決まっている

②災害時に家族と集合する場所が決まっていない

3、日用品の用意
①災害に備えて、日用品のスペアを用意して、持ち歩
いている(持ち歩くよう指導している)
②災害に備えて、日用品のスペアを用意して、ロッカ
ーに置いてある(置くように指導している)
③災害に備えて、日用品のスペアを用意させている
が、持ち歩いてはいない(持ち歩いていないと思う)

生徒

保護者

58.6％

40.5％

(458 名)

(85 名)

17.8％

21.0％

(139 名)

(44 名)

23.7％

38.6％

(185 名)

(81 名)

生徒

保護者

51.0％

60.9％

(399 名)

(131 名)

49.0％

39.1％

(383 名)

(84 名)

生徒

保護者

20.7％

63.1％

(162 名)

(135 名)

2.2％

14.5％

(17 名)

(31 名)

34.1%

1.9%

(267 名)

(4 名)

43.0%

20.6%

意させていない)

(336 名)

(44 名)

4、防災グッズの準備

生徒

保護者

28.4%

11.2%

(222 名)

(24 名)

④災害に備えて、日用品のスペアを用意していない(用

①災害に備えて、家庭で十分な量の防災グッズが準備
されている
②災害に備えて、家庭で防災グッズが準備されている
が十分な量ではない
③災害に備えて、家庭で防災グッズが準備されていな
い
④災害に備えて、家庭で防災グッズが準備されている
かわからない

37.3%

72.2%

(292 名)

(154 名)

12.9%

15.0%

(101 名)

(32 名)

21.4%

1.9%

(167 名)

(4 名)
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