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【燕中等ＰＴＡ活動ご紹介】

燕中等教育学校

ＰＴＡ会長 高松健一
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燕中等のＰＴＡ活動
その前に・・・。

2

6年生（6期生）年末年始学習室状況（毎日40名前後参加） 於：萬会館 12/29～1/3

学習室（和室）

学習室（洋室）

学習室（保護者控え室）

卒業生激励品

4期生より
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燕中等のＰＴＡ活動
その前に・・・。

3

季節柄、先日実施されましたセンター試験の結果より

 教科科目 国語 数学ⅠＡ 数学ⅡＢ 英語筆記 リスニング 英語総合 世史Ｂ 日史Ｂ 地理Ｂ 現社 倫理 政経 倫理政経 化学基礎 生物基礎 物理 化学 生物

本校平均点 127.0127.0127.0127.0 57.057.057.057.0 34.934.934.934.9 128.2128.2128.2128.2 41.241.241.241.2 135.5135.5135.5135.5 58.958.958.958.9 54.254.254.254.2 54.054.054.054.0 36.036.036.036.0 50.450.450.450.4 51.751.751.751.7 32.732.732.732.7 23.723.723.723.7 68.368.368.368.3 65.865.865.865.8 43.543.543.543.5

全国平均点

(中間集計)
119.2119.2119.2119.2 61.261.261.261.2 39.339.339.339.3 116.2116.2116.2116.2 35.435.435.435.4 65.665.665.665.6 62.062.062.062.0 58.658.658.658.6 59.059.059.059.0 53.453.453.453.4 54.854.854.854.8 59.659.659.659.6 35.735.735.735.7 27.027.027.027.0 64.364.364.364.3 62.562.562.562.5 55.055.055.055.0

本校受験人数 78787878 78787878 78787878 78787878 78787878 78787878 0000 35353535 43434343 1111 1111 8888 31313131 46464646 46464646 26262626 32323232 11111111

現在の6年生の状況
１．国立2次、私大向け特別編成B時程授業にて個別大学に向けた対策中

２．小論文、面接対策個別指導実施
３．現役生は1月2月でも伸び続ける。

４．国立後期まであきらめない！！！
５．推薦合格組も最後まで授業参加（大学に入ってからの席次に影響）

2015年（昨年5期生）

2016年（6期生）

13403137382880151215777777787877本校受験人数
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センター試験会場 新潟国際情報大学正面入り口 1/16、17の様子

（校長・教頭・各学年先生がたの入り口での激励！）

今後、私立・国公立大学二次試験に向けて奮起してくれると信じています！！！

7期生以降の皆さんもがんばってください。（来年はあなたです！）

6年生の学年便りを見てみましょう年生の学年便りを見てみましょう年生の学年便りを見てみましょう年生の学年便りを見てみましょう！イメージがわかります。

がんばれ

受験生 東京大学 新潟大学

遠藤前教頭先生も激励にかけつけて下さいました。遠藤前教頭先生も激励にかけつけて下さいました。遠藤前教頭先生も激励にかけつけて下さいました。遠藤前教頭先生も激励にかけつけて下さいました。
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大学受験必勝法
A.通年

・とにかく学校の勉強を優先させた。（予習、復習、先生へ質問、わからないことを放置しない）
・夏休み：とにかく学校に連れて行き、教室で勉強させた。（自分で抜け出して息抜きはしていた模様・・・）
・冬休み：とにかく学校へ、年末年始は萬会館学習室へ
・隙間時間の有効利用：（インフルエンザ対策、冬から電車をやめて、嫌がる妹ときららん号で通学。）
B.センター対策：秋から正月までとにかくセンター試験の対策を中心に実施。赤本を×0.8の時間で繰り返し3回以上実施
（理科、社会は5回以上実施）
・センター1日目終了後は国際情報まで迎えに行った。電車を待っていたら翌日までの時間をロスするので。
C.二次対策：

基本は学校の特別編成Ｂ時程授業をフル活用。小論文は個別に先生に指導いただく（本田先生でした。）
①私立大学（関関同立新潟受験）の入試を模擬試験代わりに受験、センター後、2週間、私大赤本３冊を３回以上実施。

②国立大学は本命の新潟大学へ前期後期出願。２月の１週目に私大が終わった後は、新潟大学の赤本３回以上。
傾向が同じ北海道、東北・金沢・山形の赤本２回以上繰り返し実施。土日には本番と同じ時間に入試練習。○子供を信じ
て最後まで応援する。気を抜きそうになったら、とにかく激励する。○現役は最後の最後まで指数関数的に成績が伸びる。
（飛躍的に伸びる前にあきらめない）
○赤本の有効活用（書籍：赤本の使い方参考）
◎４期生先輩保護者のタイムリーな「保護者の心得アドバイス」は非常に有効でした。（救われました。）
◎先輩PTA役員からの受験アドバイス（和田秀樹（勉強の進め方）、他中等校の様子（年末年始イベント）、学校が今まで

トライしてきたこと。）
⇒何も知らなかった私を育ててくれたのもPTA活動でした。



【前期過程】
１．学習習慣の定着。（量の多い宿題をやりきることにより毎日帰宅後毎日帰宅後毎日帰宅後毎日帰宅後3時間勉強時間勉強時間勉強時間勉強することが

当たり前になる。）

そのためには、各御家庭にて、各御家庭にて、各御家庭にて、各御家庭にて、

子「できたよ！」子「できたよ！」子「できたよ！」子「できたよ！」 親「そう、がんばったね！じゃあ。みせて！」の声かけを親「そう、がんばったね！じゃあ。みせて！」の声かけを親「そう、がんばったね！じゃあ。みせて！」の声かけを親「そう、がんばったね！じゃあ。みせて！」の声かけを！！！

【後期過程】
１．3年生は今すでに高校生の意識を！年生は今すでに高校生の意識を！年生は今すでに高校生の意識を！年生は今すでに高校生の意識を！（他校中3は高校入試の勢いのまま大学受験へ）

２．前期に定着させた学習習慣により、予習を進める予習を進める予習を進める予習を進める。（スタートダッシュが肝心！）

・毎年理科社会が受験までぎりぎりという声が聞こえますが・・・。
理科、社会は自分の受験科目を理科、社会は自分の受験科目を理科、社会は自分の受験科目を理科、社会は自分の受験科目を5年時に決定したら、年時に決定したら、年時に決定したら、年時に決定したら、6年の飛燕祭までに一通り参考書一冊年の飛燕祭までに一通り参考書一冊年の飛燕祭までに一通り参考書一冊年の飛燕祭までに一通り参考書一冊

を自分で終わらせてしまうことを自分で終わらせてしまうことを自分で終わらせてしまうことを自分で終わらせてしまうこと。。。。 （九州大学 医学部 理科3科目 次項参照）

そのためには、先生への質問を積極的にしましょう。

皆が、予習をすることにより、学校では、さらに発展した高レベルの授業をしていただくことが

できるようになり、難関大学への合格者増につながります。

お子さんの進路実現のために、情報交換のできるPTA活動を積極的

にご活用ください。

6

皆さんのお子さんはいかがですか？

２．携帯電話について２．携帯電話について２．携帯電話について２．携帯電話について ゲーム、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＬＩＮＥ、等トラブルが多発ＬＩＮＥ、等トラブルが多発ＬＩＮＥ、等トラブルが多発ＬＩＮＥ、等トラブルが多発しています。

⇒携帯は本当に必要ですか？学校の先生方と連携し、ルールを決めましょう！！
（家では家では家では家では21:00まで！まで！まで！まで！など） テスト期間中に深夜までつぶやいている子供もいます・・・。

「子供が言うことを聞かない。」・・・燕中等に、ＴｗｉｔｔｅｒやＬＩＮＥをしに来るのではありません燕中等に、ＴｗｉｔｔｅｒやＬＩＮＥをしに来るのではありません燕中等に、ＴｗｉｔｔｅｒやＬＩＮＥをしに来るのではありません燕中等に、ＴｗｉｔｔｅｒやＬＩＮＥをしに来るのではありません。

食卓などの家族団らんの場で携帯電話を触っていませんか？・・・依存の危険性あり！

家族全員で見直しを！
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皆さんのお子さんはいかがですか？
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皆さんのお子さんはいかがですか？
/15
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皆さんのお子さんはいかがですか？

いろいろな情報を皆さんで共有しましょう。
（学年PTA、懇親会を通じて、先生方、保護者とも共有しましょう。）

次項よりPTA活動ご紹介
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燕中等のＰＴＡ活動
10

1.2015年4月ＰＴＡ総会及びＰＴＡ歓送迎会・・・保護者参加率50％

2.2015年7月 異学年保護者交流会・・・参加者60名

【校内活動】

3.2015年9月 学校見学会（長岡高校、長岡技科大学）・・・参加者27名

4.2015年9月末 親子体験教室「蒔絵、沈金」・・・参加者35名 10月秋燕祭 ＰＴＡ

展示

5.2015年12月末 ＰＴＡソフトバレーボール大会（9月末～12月 毎週金曜日練

習）・・・10名
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燕中等のＰＴＡ活動
11

【校内活動の様子】

6.2015年12月末 ＰＴＡソフトバレーボール大会（9月末～12月 毎週金曜日練習）

3.2015年9月学校見学会（長岡高校、長岡技科大学）

4.2015年9月末 親子体験教室「蒔絵、沈金」
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燕中等のＰＴＡ活動
12

2.2015年7月 異学年保護者交流会【校内活動の様子】
2015.7.262015.7.262015.7.262015.7.26
異学年保護者交流会アンケート集計結果異学年保護者交流会アンケート集計結果異学年保護者交流会アンケート集計結果異学年保護者交流会アンケート集計結果

■松井進路指導主事のお話について
（ご意見）
・とても具体的で、大切なところがわかりやすく、誠意を感じました。
・5期生の出願例が具体的で参考になった。出願の失敗もためになる。
・後半が駈足だったので、もう少しお話をお聞きしたかった。
・改めて、大学が現実になった。
・受験の出願例等具体的なお話が聞けてよかった
・最後まであきらめず勉強し続けることが大切と感じた。
・正確な情報を学校から得ることが大事と感じた。
・何度も入試の話は聞いているが、27年度の詳細が聞けてよかった。
・先生方の熱心さが伝わってきました。
・興味深い話でした。英語検定関係の話も聞いて見たい。
・模試の判定データも卒業生のもので、身近に感じられました。
・大学受験/センター試験判定の仕組みが良くわかりました。
・前年度の例を用いて、現実をお話いただいたのが良かった。
・最後のじかんが足りず残念。もっと聞きたかった。
・松井先生のお話がとてもわかりやすかったです。続編を期待します。
・ユーモアを交えてのお話が大変有意義でよかったです。これから受験するための話もたくさんありよかった。（特に受験パターンについて）
・5期生の頑張りと今後の受験対策が聞けてよかった。
・大学を良く知ることが大切と感じた。
・これからやらなければならないことが良くわかった。
・いろいろなことがわかってよかった。具体的な試験の方法を出願から教えて欲しい。中等が他校に比べてそれほど高くないことがわかった。もう少してこ入れしたほうが良いのでは？

■保護者4名のお話について
（ご意見）
・言い難いことについてもしっかりとお話いただきありがたかったです。参考になりました。
・私大に進学された方や、ＡＯ入試で入学された方のお話も聞きたいです。
・生徒の受験期の話が参考になった。個人情報だと思うが出願校が具体的に聞けてよかった。
・大変参考になった。もう少しレベルの低い大学の人の話も聞いてみたい。
・経験された方のお話が大変良かった
・受験期のお子さんの接し方が良くわかりました。
・皆さんのお話が具体的で良かった。
・初歩的な質問にもお答えいただき不安がなくなりました。
・大学受験の大変さが良くわかりました。上の子が他高校ですが勉強になりました。
・文理洗濯別進路を伺えてよかった
・ざっくばらんにお話が聞けて、グループ分けも良かった。
・今年からのパネルディスカッションはとてもわかりやすかった。
・共感することがたくさんありました。
・4人の方のお話はバランスがよくそれぞれの方が楽しくお話いただいてよかった。
・同じ質問に対しても4人のそれぞれのコメントが聞けてよかった。

1.大変良かった

2.良かった

3.普通

4.あまり良くなかった

5.よくなかった

1.大変良かった

2.良かった

3.普通

4.あまり良くなかった

5.よくなかった
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燕中等のＰＴＡ活動
13

1.2015年5月27日 燕・弥彦ＰＴＡ連絡協議会 総会 ・・・研修部会

（曽田教頭、堀、赤岸、高松）
2.2015年6月3日 小中学校ＰＴＡ指導者研修会 （堀）

【校外活動】 前期課程（中学校）・・・主に執行部

3.2015年9月18日 燕地区小中学校ＰＴＡ交流会（堀、赤岸、高松）

4.2015年9月26日 小中学校ＰＴＡ研究大会（胎内） （平澤）

5.2015年10月18日 つばめ「女と男」ふれ愛フェスタ2015 協賛 （赤岸）

7.2015年11月21日 AM:燕市教育講演会

PM:燕・弥彦小中学校ＰＴＡ連絡協議会代表者会議

（堀、高松）

市Ｐ連行事では、主に燕市が市内各学校にどのような対策燕市が市内各学校にどのような対策燕市が市内各学校にどのような対策燕市が市内各学校にどのような対策を施しているのか？また、

市内各学校がどのように連携市内各学校がどのように連携市内各学校がどのように連携市内各学校がどのように連携し、交流しているのかが良くわかります。また、懐かし

い地域小学校の先生方とも交流できます。

さらに、燕市が、他自治体に比べて、燕中等にかなり協力燕市が、他自治体に比べて、燕中等にかなり協力燕市が、他自治体に比べて、燕中等にかなり協力燕市が、他自治体に比べて、燕中等にかなり協力いただいていることも良く

わかります。

・燕市からの援助（前期課程の給食前期課程の給食前期課程の給食前期課程の給食は県内他の中等校では単独契約の弁当屋
、⇒費用増大）

6.2015年11月15日 市P連バレーボール大会 （バレーボールチーム）
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燕中等のＰＴＡ活動
14

1.2015年6月5日 新潟県中高一貫校情報交換会（イタリア軒）

（高松、平澤、塚原）

【校外活動】 後期課程（高等学校）・・・主に執行部

4.2015年11月13日 県央地区高等学校ＰＴＡ連合会地区研修会（三条）

（平山教頭、高松、平澤）

3.2015年7月9日/10日 北信越高等学校ＰＴＡ連合会総会（金沢）

第二分科会 進路指導とPTA発表（新潟県代表） （平山教頭、高松、塚原）

2.2015年6月5日 新潟県高等学校ＰＴＡ連合会総会（イタリア軒）

第二分科会 進路指導とPTA発表

（宮崎校長、高松、塚原、平澤）

高Ｐ連行事では、北信越地区の進学校北信越地区の進学校北信越地区の進学校北信越地区の進学校始め、いろいろな高校の大学進学に関する高校の大学進学に関する高校の大学進学に関する高校の大学進学に関する

取り組み取り組み取り組み取り組みや、ＰＴＡ事業、総会の出席率に至るまで事細かな情報を得ることが出来ま

す。（本校に取り入れることが出来る事業等は積極的に取り込んで（本校に取り入れることが出来る事業等は積極的に取り込んで（本校に取り入れることが出来る事業等は積極的に取り込んで（本校に取り入れることが出来る事業等は積極的に取り込んでいます。）
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・県内中等教育校の状況（県内中等教育学校情報交換会より抜粋）
◎冷房費用の状況（Ｍ6000円、ＫＡ8400円、ＴＮ5000円、Ｎ5000円、ＴＵ5000円）

◎周年行事の予算（ＴＮ250万円、ＫＡ70万円、Ｍ200万円、ＴＵ1000万円）

◎ロッカー設置（Ｎ/Ｍ中等 各8000円で入学時個人購入、ＴＵ0円（支援する会より））

◎前期課程給食状況（Ｎ中等 自前弁当屋、ＫＡ/Ｓ/ＴＮ無、ＫＯ/ＴＵ有）

◎ＰＴＡ総会参加率（Ｍ/Ｓ90％、Ｎ80％、ＴＮ/ＫＡ75％ Ａ/ＫＯ70％ ＴＵ50％）

◎年末年始学習室設置（ＴＮ中等各地区にて Ｎ中等Ｔ進予備校と連携 その他無 Ｔ

Ｕ萬会館）

県内中等の中でも、

燕市及び支援する会により、かなり恵まれた環境燕市及び支援する会により、かなり恵まれた環境燕市及び支援する会により、かなり恵まれた環境燕市及び支援する会により、かなり恵まれた環境。

燕中等のＰＴＡ活動

1.2015年6月13日 新潟県中高一貫校情報交換会（イタリア軒）

【校外活動】 県内中高一貫校情報交換会（各校かなり詳細な情報の開示）
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燕中等のＰＴＡ活動
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1.2015年5月22日 支援する会理事会（ちゃんこ越葉）

【燕中等を支援する会との連携】 現在の会費納入状況 90％

3.2015年7月18日 教育講演会（吉田産業会館）

2.2015年6月20日 支援する会総会（燕中等）

燕中等を支援する会は燕中等の保護者のための講演会を企画しています。燕中等を支援する会は燕中等の保護者のための講演会を企画しています。燕中等を支援する会は燕中等の保護者のための講演会を企画しています。燕中等を支援する会は燕中等の保護者のための講演会を企画しています。
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燕中等を支援する会からの援助

・支援する会から援助（クーラー、ロッカー、OA機器、駐車場、消雪パイプ、側溝のふた,

10周年1000万円’他校は多いところでも200万円’等）

17

駐車場冷房設備（普通教室）

特別教室

ロッカー ICT機材
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⇒子供たちへ又は子供を通じて家族に十二分な援助子供たちへ又は子供を通じて家族に十二分な援助子供たちへ又は子供を通じて家族に十二分な援助子供たちへ又は子供を通じて家族に十二分な援助

・「感謝の気持ちを・「感謝の気持ちを・「感謝の気持ちを・「感謝の気持ちを！！！！」」」」

18

消雪パイプ

防砂ネット テニス部用品

用水ふた
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燕中等のＰＴＡ活動
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1.学年委員

・各学年担任の先生と保護者のつながりを強化する。
（学年ＰＴＡ実施、懇親会実施、2学年合同進路講演会実施、歓送迎会、教育講演

会の補助、6年生は年末年始学習室（萬会館）の運営）

・次年度のＰＴＡ役員を選定する。

【委員会活動】

3.環境整備委員

・緑あふれる学校環境を維持存続することに努力する。

（プランター作業、冬囲いの実施）

2.文化教養委員

・文化教養の視点からＰＴＡ活動を提案し保護者の活動参画を促す。

（研修視察のレポート作成、親子体験教室・秋燕祭ＰＴＡ展示実施）

4.広報委員

・広報誌「大空」を通じて、学校活動及びＰＴＡの活動を保護者に報告する。

（年三回広報誌発行）

いろいろな活動があります。できる範囲でいいので積極的にご協力ください！！！

（経験者の方は、アドバイザーとして積極的に現委員に協力を！）（経験者の方は、アドバイザーとして積極的に現委員に協力を！）（経験者の方は、アドバイザーとして積極的に現委員に協力を！）（経験者の方は、アドバイザーとして積極的に現委員に協力を！）



燕中等のPTA役員は子供の将来をサポートするために、皆様の負担にならないように最小限

の人数しか設定されていません。

それは決して

「やらなくても逃げ切れる。」ではなく「引き受ければ、得をする。」役員なのです。

反省会の後の校長教頭先生とのお食事会や、本音でのお話し合い等ができるのが役員の

特権です。でも役員でなくとも参加できます。

皆さん、まずPTA総会に必ず参加し、校長先生・教頭先生・PTA・支援す

る会の方々の顔を覚えましょう。

または、運動不足解消でソフトバレーボールをしてみませんか？
そこからすべてが始まります。

・他の中等校のPTA総会出席率は90％前後です。進学校といわれる高校のPTA総会出

席率も８０％以上。

20

燕中等のＰＴＡ活動へご協力お願い



本日ご参加いただいた皆様へのお願い。
学年PTAや茶話会、女子会等で

「PTA行事に参加すると楽しいよ！

今度一緒に行ってみない？

ケーキも食べれるよ！」

と宣伝いただければありがたいです。

保護者の皆様の口コミ口コミ口コミ口コミ（（（（LINE等等等等））））のご協力をお願いします！のご協力をお願いします！のご協力をお願いします！のご協力をお願いします！

21

燕中等のＰＴＡ活動へご協力お願い

以下お願いへ
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その他 お願い

最近、駐車場利用におけるトラブルが目立つようになりました。

皆様、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

1.駐車場への入出場について駐車場への入出場について駐車場への入出場について駐車場への入出場について

入口入口入口入口 出口出口出口出口

学校

田んぼ

①入口出口を遵守ください！
（猛スピードによる侵入、及び逆送有り。
特にお父様、祖父母お父様、祖父母お父様、祖父母お父様、祖父母の皆様にご協力お願いします。）

②駐車場内にてお子さんの乗降をお願いします。
（乗降禁止区域では絶対に乗降りしないで乗降禁止区域では絶対に乗降りしないで乗降禁止区域では絶対に乗降りしないで乗降禁止区域では絶対に乗降りしないでください。）

以前にも、学校の前の道にて警察を呼ぶ事故が発生警察を呼ぶ事故が発生警察を呼ぶ事故が発生警察を呼ぶ事故が発生して
おります。安全確保のために何卒ご協力をお願いします。

乗降禁止区域

駐車場進入経路駐車場進入経路駐車場進入経路駐車場進入経路

田んぼ

田んぼ
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その他 お願い

2.駐車場内にて駐車場内にて駐車場内にて駐車場内にて

①場内でのドアの開け閉めにご注意ください。
（強風の影響、他車への接触事故強風の影響、他車への接触事故強風の影響、他車への接触事故強風の影響、他車への接触事故が多発しています。）

②場内は徐行場内は徐行場内は徐行場内は徐行をお願いします。

③車の間をすり抜ける車の間をすり抜ける車の間をすり抜ける車の間をすり抜ける場合は飛び出しやドアの開閉飛び出しやドアの開閉飛び出しやドアの開閉飛び出しやドアの開閉に十分ご注意ください。


