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平校長(PTA名誉会長)より学内報告
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麻布学園ＰＴＡ役員の皆さま、こんにちは。

本日で全体での集まりは最後となりました。この一年間、ＰＴＡ活動にひたむきに取り

組んでいただきましたこと、校長としてあつく御礼を申し上げます。

昨年４月の最初の会合で申し上げたように、「できる範囲のことを、無理せず、皆で

楽しく、生き生きと」行っていただけましたならば幸いです。

さて、３月に入ってからの学内の動きですが、３日から８日まで学年末試験が行われ

ました。試験中は生徒がヒーヒー悲鳴をあげていますが、試験が終わった今は出題の

先生方がヒーヒー言いながら採点しております。学年の最後に学習の面でも有終の美

を飾ってほしいと願っています。８日には高校のひとクラスでインフルエンザ罹患者が

多く出たため、試験終了直後から学級閉鎖といたしました。季節の変わり目ですが皆

さまもお気を付けてお過ごしください。

３月３日は講堂にて第75回麻布高等学校の卒業式が行われ、295名の一人ひとり

に卒業証書を手渡しました。皆、立派な青年となって６年を過ごしたこの麻布の庭を巣

立っていきました。

翌４日には、新中学１年生の保護者面診が行われました。４月には306名の新しい

麻布生が誕生することになります。

来る15日にはお隣のカタール大使館との縁で、50名ほどのカタールの小中学生が

引率の先生方とともに本校を訪れることになっています。久しぶりの国際交流で、麻布

からも生徒の受け入れ体制が整いつつあります。

また、春休みにはカナダとイタリアの交流校に教員が赴き、今後の交流の進め方に

ついて協議することになっています。

学校として今後コロナにどう対処するか、以前の体制にどのように戻していくかにつ

いて、20日の終業式後にコロナ会議を開き、世の中の情勢にもアンテナを張りながら

対処していく所存です。５月には文化祭も開催されることから、新年度初めから大きく

変えていくのではなく、徐々に変えていくことになろうかと思います。その節はどうぞよ

ろしくご協力ください。ありがとうございました。



一年間本当に皆様ありがとうございました。まだ活動の残っている委員会は、引き続きよろしくお

願いします。3月3日講堂で行われた卒業式にも出席させていただきました。まず卒業生には心から

のおめでとうと、それから何よりも同輩は六年間で得た一番の財産ですので、これから社会に出ても

大事にしてください、というメッセージを送り、保護者の方には同じ学び舎で学んだ子ども達の親とし

て引き続きのお付き合いと学園への引き続きのご協力をお願いしたところです。卒業生295名皆いい

顔をして卒業証書を受け取っていました。私も4年間のPTA生活も今日で卒業です。本当に皆さんお

世話になりました。ありがとうございました。

有本PTA会長より挨拶
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分科委員会（1/4）

常任委員会 （学年代表および分科会委員長で構成）

１月21日に麻布学園地下食堂にて、「平校長と麻布の教育を語る会」（通称：元祖おやじの会）

が行われました。多くの申し込みの中から抽選で選ばれた約80名の保護者と平校長、鈴木先生、

原口先生が参加されました。元祖おやじの会ということで、参加者の9割ほどがお父様でした。

3年ぶりの対面での開催となった今回は、ノンアルコールのスパークリングワインでの乾杯から

始まり、先生方には各テーブルを回って

ご歓談いただきました。割合としては中一

の保護者の方が多く参加されました。

様々な話に花が咲きあっという間の2時

間でした。



行事委員会 （文化活動の企画・運営）

分科委員会 (2/4)
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昨年まで中止やオンライン実施を余儀なくされていた行事も、今年度は全て開催することが

できました。

〈麻の葉部門〉

形を変えて新しくなりました麻の葉セミナーは、麻布学園のOBである井上祥先生をお招きして

「会社を創った医師の話」を開催し、動画配信も行いました。

〈ファミリーコンサート部門〉

3年ぶりに講堂でのリアル開催を実施し、観客、出演者、スタッフが一体となり大いに盛り上が

りました。来場者アンケートでは、5段階評価の満足度評価で85％の方が最高点を付けてくださ

いました。YouTubeでのアーカイブ配信は、3月10日時点で再生回数4600回を超えており、大好

評のなか3月末まで公開しています。

〈リサイクル部門〉

皆様からお預かりしたリサイクル用制服類の販売により、総額598,000円を学園に寄付すること

ができました。

これらの行事に参加してくださった生徒・教員の皆様、ご協力くださった保護者の皆様に心より

感謝を申し上げます。

総務委員会（PTA総会及びPTA全般の活動支援）

最後の定例会議も終わり、本年度の活動もほぼ終了しましたが、総務委員会は4月保護者会後の

第1回全体会議、5月総会（書面）まで活動が続きます。次年度ＰＴＡ活動への円滑な引き継ぎができ

るよう皆様のご協力をお願いいたします。

まだまだ制限のある中でしたが、今年度は3年ぶりに対面での交流会が開催できました。これも皆

様のご協力あってのことだと、総務一同大変感謝しております。ありがとうございました。



PTA新聞「麻布PTA」の今年度第3号は3月31日に発行いたします（新入生は入学式、在校生は始

業式に配付）。内容は「卒業式」、「卒業を祝う会」、「贈る言葉」、「卒業によせて」、「ファミリーコン

サート」、「教養総合」などです。

一年間の新聞制作作業を無事に終えることができました。また、内容充実した「麻布PTA」をお届

けすることができたと考えております。これはひとえに先生方、生徒の皆様、保護者の方々のご協

力があったからこそと感謝しております。今後も引き続き「麻布PTA」に関わる活動へご協力をお願

いいたします。。

新聞委員会 （年3回の発行の「麻布PTA」編集）

分科委員会（3/4）
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3月吉日、麻布学園PTA会報第50号発行いたしました。

本誌は第50号という記念すべき節目にあたり、テーマ「自由」を掲げ、麻布生、教職員、卒業生、

保護者、関係の皆様からの寄稿、そして、対談、インタビュー、アンケートといった恒例の企画の

ほか、PTA会報誌初めてのマンガ制作、麻布学園創立者江原先生生誕180周年・没後100周年企

画も加わり、盛り沢山な内容となっております。卒業生には卒業式、在校生には終業式、新入生

には健康調査日にお渡しいたしました。

また、OBの皆様にはホーム・カミング・ディにて販売いたします。ご協力頂き誠にありがとうござ

いました。

是非ともお手にとってお楽しみください。

会報委員会 （年度末発行の会報誌を編集）



分科委員会 (4/4)
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委員会会計、学年会計の皆様、大変お世話になりました。コロナの影響もあり、３年ぶりに行事を

開催することができた１年でした。去年、一昨年は実施できないPTA行事が多かったため返金をして

まいりましたが、今年度は会費を返金せず繰越金とさせていただきました。詳しくは次年度PTA総会

資料をご覧ください。

お初に行事に参加された学年、久しぶりすぎて忘れてしまった学年(私です）、色々なご苦労が

あったことと思います。会計の仕事は、多くの問合せを受ける、問合せをすることが多く、色々な方

とコミュニケーションを取る機会に恵まれました。大変なこともありましたが、充実した１年でした。

ｋ当初は今年度ＰＴＡに参加するつもりはなく、くじ引きで当たり（紙には☆が書いてあった…）、

がっかりしたのが本音だったのですが、あれは本当に☆だったのだなぁと、思っています。１年間、

楽しく過ごせました！ありがとうございました。 会計 H1 加藤陽子

会計より

ＰＴＡ活動推進委員会 (PTAウェブサイトの管理運営および次期会長候補の選考)

今今年度も麻布学園PTAホームページ ( https://www.azabu-jh.ed.jp/schoollife/pta/ )に

各種PTA活動を順次掲載してまいりました。最後に各委員会の紹介などPTA活動全体像を紹介

するコンテンツを用意・掲載しましたのでご興味ある方はぜひご覧ください。今年度も３月度の活

動をもって、P推の３つの役割

・次期PTA会長候補選考

・PTA活動ホームページ掲載

・PTA役員募集コンテンツ作成

を無事に終えることができました。ご協力いただきました全ての皆様に感謝申し上げます。ありが

とうございました。



100号記念特集
PTA通信は今回で100号を迎えました。1年に4～5号の発行ですので20年近くの積み重ねです。100号記念特集記事を二つ用

意しましたが、第1弾はPTA委員会のスケジュールをご紹介いたします。

～あるPTA委員会のある土曜日～

常任委員会

PTA活動全般の企画・運営について報告や検討事
項の意見交換が行われます。各学年代表と各委員会
委員長、会計・監事、名誉会長と担当の先生で構成さ
れています。

全体委員会

全PTA委員と全PTA担当の先生方が出席される委員会で、
全委員への連絡事項が伝達されます。主に大視聴覚室等で
行われます。PTA通信に掲載している平名誉会長の学内報告
とPTA会長の挨拶は、この会議の冒頭で行われるものです。

学年委員会

学年の委員14人と学年のPTA担当の先生で構成されます。常
任委員会の報告や懇親会の企画検討を行います。
毎回、先生から最近の学年の行事の報告や子どもたちの様子
をお聞きできるのも楽しみです。

分科委員会

各委員会毎に行います。こちらはPTA室で行われ
ている学年代表の会議の様子です。学年代表は、
「平校長と麻布の教育を語る会」や講演会の企画等
も行います。
終了時間は委員会毎に違います。
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常任委員以外の各委員は、13：30の全体委員会、14：00から学年委員会、14：30から所属する分科委
員会に参加します。一日に全ての所属する委員会に参加できるようにスケジュールされています。主な
活動は土曜日ですので、平日はお仕事のある方も多く委員になられています。
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100号記念特集第2弾は、「教えて！麻布のPTA」と題し今年度のPTA委員の皆様に実施した

アンケート結果をお届けいたします。2022年度PTA委員98名中53名の方にご回答いただきまし

た。ご協力いただきました皆様どうもありがとうございました。 全てをご紹介はできませんでした

が、記入された内容はできるだけ編集せずに掲載しています。今後のPTA活動への参加の参考

にしていただけると幸いです。

100号記念特集 ～教えて！麻布のPTA～

その他：一緒にやろうと友人に誘われた。
保護者としての生活も最後だから。
土日に暇になるくらいなら委員をやろうと思った。
中々決まらなかったので、お役に立てるならと思いました。

決まらな

いので立

候補し

た, 51%

抽選で

当たっ

た, 7%

自ら立候

補した, 
42%

質問１ 今年度ご自身はどのようにして

委員に決まりましたか？

（回答数53）

3.1%

12.5%

25.0%

37.5%

59.4%

93.8%

0.0% 50.0% 100.0%

PTAで具体的にやりたいことが…

PTA活動が好きだから

先生方と交流したかった

麻布が好きだから

他の保護者と交流したかった

学校の様子を知りたかった

質問2 質問１で自ら立候補した方にうかがいます。

どうしてPTA委員に立候補しましたか？（複数回答）

（回答数32）

あったから

53.8%

51.9%

84.6%

90.4%

0.0% 50.0% 100.0%

活動そのものに達成感があった

先生方と交流できた

学校のことが知れた

他の保護者と交流できた

質問４ 委員になってよかったことは何ですか？（複数回答）

（回答数52）

その他：他の業種の方々の仕事の仕方がとても勉強になりました。
高学年の保護者からお子さんの様子をうかがえたのが参考
になりました。

2回目
10%

1回目
90%

質問３ 委員になるのは何回目ですか？

（回答数53）
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「質問2」委員になった理由では、学校のことを知りたかったという理由が一番でした。息子が学校のこ

とを全然話さないという悩みは男子中高生あるあるですね。

「質問5」委員になって驚いたことに一番多かった回答は、保護者のパワフルさや多才さで、ご紹介した

分含め13件でした。次いで多かったのが、活動量の多さについてで9件でした。しかし、ここで思ったより

仕事量が多かったと答えた方も、次の「質問6」で達成感があったと答えている方も多かったこともお伝え

しておきます。小学校のPTAでは、学級委員とは別に行事委員や広報委員を選びますが、麻布学園PTA

では両方を兼務することに驚いたという意見も3件ありました。

100号記念特集 ～教えて！麻布のPTA～

先生方が
想像以上に自由であること。。

最初から手を挙げる人
は少ないのに、委員に
なった途端の働きぶり
が凄すぎる。

分科委員会で、一つの
PTAイベントにかける皆
さんの情熱。素晴らし
いです。

みなさん、やり始める
と少しでもいいもの
を！と、仕事モードの
スイッチが入ること。

各委員会がそれぞれしっかり活動さ
れていて立派な成果物等があること、
活動するための環境（予算や仕組み、
交通費等の配慮）が整っていること、
皆さん自身がとても協力的なことに驚
きました。

一緒に活動させていた
だいた保護者の方々
の人間力の高さ。

資料が整然と整理され、ネットやスマ
ホを便利に使いこなす。気配り目配り
が行き届いていて、引継ぎ資料に書
いてないことまで想像力を働かせてお
膳立てし、さくさく物事が進む。

多才な保護者の
パワー溢れるたくましさ。

校長先生はじめ、先生
方もPTA活動にご尽力く
ださっていることに感謝
です。

麻布の内側では、教
職員とPTA役員が協
力して麻布を盛り上
げている事を体感で
きた。

PTA室の前川
喜平氏のサイン

クラス委員と、業務委員を両方
やらなくてはいけないこと

職員室が廊下にあったこと地下の
存在

小学校PTAの延長くらいの気持
ちでいたら、活動内容が本格
的で驚きました。

協力的なお父さんが
とても多く、驚きまし
た。

お父様方の参加率が高かった。

常任メンバーだが、美味しいしお弁当
がでること、校長先生も一緒に食べて
ます。

ルールが案外たくさんあること

質問5 委員になって驚いたことをおしえてください。(自由回答） （回答数43）

先生方
も真剣

月に一度委員会があったこと

麻布の
校風のすごさ



質問6 所属した委員会のオススメポイントを教えてください。 (自由回答） （回答数44）

・運動会を間近で観ることができたこと。

・学期ごとの担当のため短期集中で活動できる。

・自分たちで作り上げたものが形になるところ。宝物に
なります。

・学校行事に直接関われること。原稿の遣り取りを通じ
校長先生や生徒の方たちの人間性が伝わってくること。

・普通見ることのできない学校行事を観ることができる。

・学校のイベントをよく知ることができた。

・文化祭の様子がよく分かる。

・ファミコン部門は、直接生徒さんとのやりとりも多くあり、
学校や生徒さんの様子も垣間見ることができます。

・ファミコンというイベントをみんなで作り上げていくので、
終わったときには仲間で達成感を味わい、ちょっと青春
が蘇った気がしました。

・イベントの企画・運営は、まさに保護者の文化祭！達
成感があります。

・講演会等を間近に聞ける。委員同士や演者との交流
が楽しい。まるで文化祭の様に皆で１つの事を作り上げ
る達成感がある。

・有名人に会えるかも⁈

・生徒・先生方・保護者が一体となってイベントを企画・
運営できるため、学生時代に戻って文化祭を行っている
ような感覚が味わえて楽しいです。

・ファミコンはまさにフェスの運営なので、音楽のことを
いろいろ知れます。

・麻の葉セミナー／ファミリーコンサート／リサイクルな
ど、どれも麻布の生徒・保護者と対面でダイレクトにお
届けでき達成感があります。

・和気藹々としているところ。

・平校長のお話を近距離で聞くことができます。

・学代は少人数なので、メンバー同士親睦を深めること
が出来た。

・会報誌を作り上げたときの達成感がすごく感じられる。

・成果が物理的に残るので達成感があります。大変と言
われますが、それを乗り越えてこその保護者同士の繋
がりが生まれます。

・一冊の成果物が仕上がるまで、息子も興味深く見守っ
てくれていました

・教員や卒業生のお話を聞く機会に恵まれたこと。

・成果物ができたときの達成感。

・活動の成果が形に残る。

・他の委員会活動と関わりあいながら、PTA活動の全体
を俯瞰して理解する事も出来る。

・少人数のためメンバー全員の顔が良く見え、みんなで
協力し合って楽しく活動できた。

・ネット環境をうまく利用し合った活動が向いているので
PTA活動に時間が取れないという方にも向いている。

・全体交流会の担当をでき皆さんと交流が持てます！

・交流会が担当でき、皆さんが楽しんでくれて良かった。

・生徒の学校生活を支えている大事な役目を担っている
という実感がありました。

・常任委員会や他の分科会、学年会とのやりとりがある
ので、薄くではありますがPTA活動全体を知ることができ
ました。

総務委員会 PTA推進委員会

会報委員会

学年代表

新聞委員会

行事委員会
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編集後記

今年度はPTA会報が50号、PTA通信も100号と記念すべき年?！となりました。100号記念特集は

いかがでしたでしょうか。

新型コロナウィルス感染症への対応も変化していくようです。この感染症を経験して良い方向に変

化したことを残しつつ、人と人とが直接関わりあうことの良さも感じられる麻布PTAであるといいなと

思います。 一年間ご愛読、誠にありがとうございました。

100号記念特集 ～教えて！麻布のPTA～
質問6 所属した委員会のオススメポイントを教えてください。 (自由回答） 続き （回答数44）

・色々な先生と関わる機会が多く、先生の顔と名前がわ
かるようになりました。

・家庭でも仕事でもなく大人が集まって活動することが
楽しく、麻布学園が身近に感じられること。学校に相談
事をしやすくなること。保護者の皆さんが個性的で楽し
いこと。

・PTA行事を通じて先生方や生徒と関わり、深く麻布を知
ることができる。

・学校内で、学年や部活を越えた保護者のつながりを持
てたことは良かったです。

上記の回答は質問の設定上委員会名は不明でしたが、どの委員会にも共通するのではないかと

思いました。この質問の回答で目立った単語は、“達成感”。関わった行事が大成功に終わったり、

形に残るものを作り上げたりすることの喜びを挙げている方がとても多かったのが印象的でした。

質問7 PTA活動で改善したほうが良い点があれば教えてください。 （回答数40）

様々な前向きな意見をいただき、ありがとうございました。

・委員会はWEB参加も可能にすると良いと思います。

・委員をやってない方から「大変ですね」といつも声を掛
けられました。傍目から見るとそのように見えてしまうイ
メージを払拭したいです。

・見えている範囲だけですが、印鑑のやり取りは今どき
省略して簡素化できると感じました。

・活動そのものは良いが、委員の決め方については少
し改善した方が良いのではないかと思う。保護者会での
話し合いの前にアンケートを取って、やってみてもいい
という方をリサーチするのはどうか。

・会長も委員長もそのほかの委員も対等であることを大
事にしてほしい。

・引継ぎがより円滑になるよう前年の経験者を必ずメン
バーに入れるか、前年の経験者との関係を組織的に強
化してほしい。

・可能なら、メール配信は、フェアキャストを使用できれ
ば、効率がよいと思いました。・クラス委員を通じての連絡事項が多く、保護者の個人

情報の取得や管理が少し負担でした。

・来年度以降はクラス懇親会で保護者や先生との交流
が増えるといいなと思います。

・委員の負担は少なくないと思います。交通費として、倍
額渡してもいいのでは？


