
 

東京都立新宿高等学校 
ＰＴＡ会長 岸本 敦 

令和３年度第 3 回運営委員会について 

 
日頃、ＰＴＡ活動にご理解ご協力いただきありがとうございます。第三回運営委員会開催について連絡いたし

ます。コロナウイルスの感染が未だに懸念される中、ＰＴＡ本部では前回に引き続き、委員会開催は難しいと

判断し、書面にて行うことに決定いたしました。 
それに伴い、各事業部、各学年委員会の皆様に文書作成頂き、活動報告といたします。 

 

 

1. ＰＴＡ会長挨拶 
 日頃はＰＴＡ活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

本開催につきましては、皆様と対面にて活動状況の確認及びディスカッション、また懇親の場といたしたいと

ころ、現状を鑑み書面での開催とさせていただきました。 

各部におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大という状況下におきまして種々ご苦労され、また、

様々な取り組みを検討されていただいきました中、開催中止等を余儀なくされた事、残念でなりません。 

本年度も残り僅かではありますが、子供たちのために何ができるかを考え、PTA 役員一同一丸となり活動し

てまりいます。 

     

２．校長先生挨拶 
令和３年度第 3回 PTA 運営委員会の開催に当たり、書面ながら一言御挨拶させていただきます。 

 今年度も残すところわずかとなりました。４月以来、保護者の皆様には本校の教育活動に御理解御協力を賜

り本当にありがとうございました。 

 今年度の本校における教育活動につきましては、昨年度と同様に新型コロナの感染拡大との戦いという感が

ございました。本校では、「コロナで学びを止めない」を基本として、授業、行事を継続するために、オンラ

インや実施方法の変更、延期などその時その時で定められたガイドラインを遵守しつつ最大限の対応を企図し

てまいりました。このため、保護者の皆様には急な対応をお願いすることも多く、御迷惑をおかけしました

が、御理解いただき、御対応いただいたことに、心から感謝申し上げます。 

  授業につきましては、今年度全教室に無線ネットワーク設備が整備されたことで、対面授業とオンライン

での授業との迅速な転換が可能になりました。 

 行事につきましては、行事ごとに感染対策を踏まえた開催方法への変更や、戸山戦やマラソン大会のように

従来通りに実施はできませんでしたが、分散開催や代替開催という形での開催も行えました。今後の感染状況

に応じて、行事の開催方法などの検討に向けた経験値を得ることができました。とりわけ、本校の伝統行事で

ある館山臨海教室について、館山遠足という形ではありましたが、７６回生に本校の伝統の一端を感じさせる

ことができたのは大きな収穫でございました。 

 次年度につきましては、未だ感染の状況が見通せない中ですので、授業や行事の在り方が簡単に旧に復する

とは考えられません。with コロナの視点で、今後の本校の教育活動、ひいては学校教育の在り方そのものに

ついて検討が迫られていると考えております。来年度、本校は百周年を迎えます。教職員一同、保護者の皆様

とともに、これまでの百年を踏まえながらも、これからの百年に残せる新しい新宿高校の在り方を真剣に追求

していければと思っております。 

 感染対策等お願いすることばかり多く恐縮ではございますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．事業部学年報告 

３－１ 各事業部報告 
３－１－１ （広報部） 
活動報告  

５/１    zoom 顔合わせ １年間の活動内容の確認 

6/18    運動会 取材・撮影 

6/26    教職員紹介号配布 

７/１５   球技大会 取材・撮影 

9/4・ 5   朝陽祭 取材・撮影 

10/9    広報誌 155 号配布 

12/20    広報誌 156 配布 



12/23   合唱ｺﾝｸｰﾙ 取材・撮影 

［今後の予定］    3/上旬 広報誌 157号配布予定 

 

３－１－２（文化部） 
活動報告 

   ４/１０  顔合わせ、班及び幹事決め 

   ５/１１  幹事打合せ及び備品の確認 

   ５/２８  zoom にて開催準備の幹事打合せ 

  ６/９   七宝カラワクの下見 

  ６/２５  料理講習会の案内掲載 

   ６/１１  講習会スケジュールの共有 

   ７/１３  料理・七宝班毎の詳細打合せ 

   ７/２５  料理講習会中止決定掲載 

9/10   料理学院との打合せ 

10/9   1 年生顔合わせ、打合せ 

11/10   料理講習会にかかる引継 

11/20   1 年生委員同士の顔合わせ 

今年度は、夏以降にコロナが落ち着くと想定し、昨年度幹事から引継ぎを受けつつ、9/17と 10/30

にそれぞれ料理講習会と七宝講習会の企画を進めてきました。 

しかしながら、夏以降の感染再拡大により、両講習会共に、今年度も見合わせることとなりました。中

止に対してご承諾いただいた江上料理学院様、新宿高校森先生に感謝いたします。 

一方、開催は出来ませんでしたが、ICT 委員の支援を得ながら、この一年で活動の IT 化を進めることが

出来ました。具体的には、LINE による情報共有や zoom による打ち合わせ(移動を伴わないため、集ま

りやすい)、PTAweb を通じた講習会案内及び申し込み(案内配布用紙の削減及び印刷配布回収にかかる

作業の軽減)です。 

2 年生の文化委員は、お互い初めましての関係ではありましたが、対面とオンラインを活用し、一年間

活動を続けることができました。この経験を来年度にも引き継いで、活動を続けられればと思います。 

     

３－１－３（厚生部） 

活動報告 

 ５/8      厚生委員会    (引き継ぎ/前委員長・執行部のみ) zoom 会議にて 

6/25    厚生委員会 場所：新宿高校大講義室  

         研修旅行について(案) 

（時期：10月中旬〜11月頃 場所：近場(密にならないよう考慮)で検討 

6/25    執行部にて新宿御苑へ下見 

9 月   今年度の研修旅行は、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止の観点から中止を決定 

10/20   厚生部主催研修旅行中止のお知らせ配信 

※配信は各学年委員さんより 

 

３－１－４（指名委員会） 

活動報告  

４月 書類の引き継ぎ 

     10/17 第一回委員会（WEB 会議） ・顔合わせ、一年間の活動説明 

     11 月 在 1、2 年生、新入生用アンケートを作成（3 年生には紹介や他薦のお願い） 

     11/13 HP にアンケート掲載、WEB 回答 ・周知は、クラス連絡網、 

メール配信を利用 

     11/28 第二回委員会（WEB 会議） ・アンケート回答確認 

     12/18 新入生配布用アンケートの印刷、封入 



12 月 ５名の本部役員候補者を選出 

今後の予定  

２/2（水） 新入生保護者へアンケート配布（推薦）、WEB 回答 

     ２/５（土） 在１、２年生本部役員、選出した５名を含め初顔合わせ 

     ３/２（水） 新入生保護者へアンケート配布（一般）、WEB 回答 

３/１２（土） 第三回委員会（学校もしくは WEB 会議） 

※アンケートをもとに新入生保護者から選出（５名） 

      ３月 次年度本部役員顔合わせ、立ち合い 

          →例年、入学前指導日に実施（昨年度は中止） 

      ４月 保護者会終了後、新指名委員会メンバー初顔合わせ、今後の活動説明 

      ４月 総会 

      ４月 新旧引継ぎ 

３－１－５（バラ会） 

  活動報告   

今年度も、感染状況と作業内容を検討しながら活動する 1 年でした。 

学級委員さんにバラ園の動画などを共有していただいたおかげで、多くの方に関心を持っていただくこ

とができた一方で、8～９月は酷暑や台風に見舞われ、手入れできない日が続いた影響で、皆さんに楽

しみにしていただいた秋の開花は例年より少ない結果となりました。 

4/10・4/24・6/12・6/26・7/10 雑草抜き、花柄摘み、消毒 

7/24 武内氏指導のもと朝陽祭に合わせた剪定 

9/11 武内氏指導のもと夏の剪定 

10/23 京成バラ園にて秋バラ見学 

10/30 秋の鑑賞会 

11/13・11/20 雑草抜き、花柄摘み、消毒 

12/18 武内氏指導のもと元肥入れ 

2/２～つるバラ誘引 

 

  今後の活動予定 

          引き続き、感染状況を見ながら、２月中に冬の剪定を実施します。 

           今後は生徒の意見も取り入れながら春にはまた皆さんに楽しんでいただけるバラ園を目指して手入

れ  をしていきたいと思います。 

 

  ３－１－６（ⅠCT委員会） 

活動報告 

・ZOOM 会議室実施・予定管理 

   役員会 

（4/4、4/17、5/8、6/12、7/10、8/7、9/11、10/9、11/6、12/18、1/15、2/5） 

 広報、文化、厚生、指名、学年委員会 

（5/11、5/29、6/11、7/13、9/11、10/9、10/17、11/6、11/28、12/18） 

・WEB 運営委員会（5/15） 

・WEB 総会（4/24〜5/3） 

・PTA サイト管理 

     （文書管理、メッセージ管理、お問い合わせチェック、アクセス統計） 

 ・WEB アンケート実施と集計作業 

 （本部役員、クラス委員募集、総会承認、クラス委員立候補、指名委員会(1 年・2 年・３年、

新入生向け）  

・保護者メール登録用紙印刷と配布 

   （令和３年度登録者は、全保護者 951 名中、793名登録済み） 

・GoogleDrive 管理  

   （年間利用料管理、ユーザー権限管理、ファイルバックアップ） 

 

今後の活動予定 



・入学者へのアンケート等 

   

 

３－２ 各学年報告 
３－２－１（3学年委員会） 

  活動報告   

4/7  1 年生入学式 委員選出 3名お手伝い 

（2 年次学級委員３名のうち 2名は３年学級委員に。） 

    4/10  3 年保護者会 委員選出  各クラス保護者の連絡網作成 

     6/2   学年主任と卒業を祝う会についてメール連絡開始 

         （この日以降、報告・相談事項があるたびに連絡をしている。） 

     6/26  第 1 回学級委員会 議題：卒業を祝う会について 

     9/11  第 2 回学級委員会 議題：    〃 

     11/20  第 3 回学級委員会 議題：    〃 

     12/18  第 4 回学級委員会 議題：    〃     （式の 

     12/15  各クラス保護者へ卒業を祝う会参加希望アンケート実施 

         →アンケート結果は参加希望者が 200名（検討中含む）。 

保護者の期待度も高いので新型コロナウイルス流行による規制がなければ、 

参加希望者全員を受け入れると決定。 

1/21-2/13 東京都にまん延防止等重点措置適用 

     1/21  保護者へ配布された卒業式の案内では卒業式の参加は各家庭 1 名までと記載。 

        卒業を祝う会が規制により中止せざるを得ない場合に備えて、予算の使途等について

委員内や本部と替案を相談中。 

 72 回生・73回生が計画をしていたにも関わらず叶わなかった卒業を祝う会。 

     74 回生は感染対策に十分配慮し、何とか実現できるよう準備だけはしていきます。 

 

３－２－２（2学年部） 

活動報告  

クラス LINE やメールを活用しながら、保護者間での情報共有に努めています。 

保護者間の親睦を深めるために例年行われてきた茶話会や懇親会は今年度も開催できませんで

したが、それに代わる交流会を各クラスで初めて開催しました(11 月 6 日)。 

保護者同士が集う機会が限られた状況は続きますが、その中で少しでもつながりを持てるよ

う、学年部として継続して考えていきたいと思います。 

その他の活動は以下の通りです。 

・クラス連絡網の作成 

・学年委員会(zoom 会議)(５月２９日)…顔合わせ、年間予定の確認、連絡網作成についての意

見交換 

・PTA 本部、各委員会からの連絡事項の各クラスへの配信 

 

  ３－２－３（１学年部） 

  活動報告  

1 学年部で予定されていた 

9 月朝陽祭前日準備 

         朝陽祭にて 1 年生臨海教室の様子の発表 

10 月授業公開のお手伝い 

すべて感染拡大により中止となりました。 

今年度、新宿高校 1年生のメインイベントである臨海教室も中止になってしまったため、臨海教

室の様子を写真に撮って朝陽祭で発表するという PTA1学年部最大の活動もできませんでした。 

そのため PTA 本部からの情報を各クラス学級委員を通して保護者のみなさまに配信するのが中

心でした。 

いまだ感染拡大が続いており、茶話会、懇親会等も自粛予定です。 

 

 

 

 

 



 

４．議題 
  １．PTA 会費返金に関して 

         新型コロナウイルスの感染拡大による大幅な PTA 活動ジス区となり、昨年度同様に会員への返金を行

うこととしました。 

 

返金内容 

  ・第 74回生（3 年生）：返金分を即行記念品にあてる 

  ・第 75,76回生（1、2 年生）返金額を 2000 円とし昨年度同様に翌年度の PTA 会費に充当する。

（令和 4 年度の引き落とし額は２０００円。但し転入生は除く） 

  ・賛助会員（教職員他）：一会員あたり５００円返金 

             

２．会計報告 

   （１）今年度決算に関して 

    決算見込み 

収入額総額           4,568,628 円 

支出総計            2,341,777 円 

繰越額             2,226,851 円 

       内訳        

   会費返金額（次年度会費へ充当）  1,254,000 円 

        OA 機器積立金               200,000 円繰越（R2、R3 年度分） 

        来期予備費                     400,000円繰越 

        PTA 保険                       354,357 円繰越 

   （保険料支払月が 3 月から 5 月に変更となるため) 等 

 

※詳細は PTA ホームページ、「R3 年会計決算見込み 2022/2/25 現在」をご確認ください。 

https://dev.ed2.jp/weblog/files/s_pta/doc/10878/18236.pdf 

 

 

（２）次年度予算に関して 

今後、役員案を提示の上、令和４年度案を作成し総会にて承認をいただく予定です。 

 

３．WEB ベルマークに関して 

    参加人数 ３３人（202２/2/7集計） 

    ベルマーク点数 6832 点 

    ＊集計報告に関して：定期的に会計より HPにて集計報告を行い、記録を残す。 

    ＊年度の運用に関して：点数を交換する際は、学校側と協議の上、役員会で決定する。 

    ＊昨年より参加人数は１３人しか増えておらず、会員皆様への周知方法を検討する 

 

４．PTA 本部役員の仮承認について 

   例年行っておりました総会までの本部役員の活動についての仮承認は廃止し、総会での本承認のみとさ

せていただきます。ご意見などございましたら、PTA ホームページへお願いいたします。 

 

【報告】 

２０２２年度版赤本を約６０冊を購入し、新宿生たちに活用してもらうことにしました。 

 

【今後の予定】 
4 月７日ごろ 入学式 

4 月１６、２３日ごろ ２、3学年保護者会にて委員決め（WEB にて実施の場合もあり） 

4 月末 PTA 総会 

 

 

以上 

https://dev.ed2.jp/weblog/files/s_pta/doc/10878/18236.pdf

