
 
 

1 はじめに 

私たち上鶴間高等学校ＰＴＡは、「保護者全員 

が子どもたちと学校に関わる、全員参加型の PTA」

というテーマで発表をいたします。 

 
2 学校紹介 

上鶴間高校は、昭和５２年に創立され、現在の 

１年生が４６期生になります。全２４クラス、 

８５０人の生徒が通っています。 

校舎については現在、耐震・改修工事中で、グ

ラウンドにはプレハブ校舎が２棟設置されてい

ます。校舎の改修終了時期は令和５年１２月で

す。 

まずは学校の所在地についてです。最寄り駅

は４つの駅（相模大野駅、町田駅、東林間駅、

つきみ野駅）ですが、どの駅からも歩くには時

間がかかり、バスの本数も少ないため、約９割

の生徒が自転車を利用して通学しています。 

 
上鶴間高校が育てたい３つの力 

 
Innovation Teamwork 

新しい仕組み、 他者と力を合わせ、

考え方を提案し  目標を 

創出し続ける力 達成する力 

 

 

 

Challenge 

課題解決のために、

自ら考え 

挑戦し続ける力 

上鶴間高校は、現在「インクルーシブ教育実

践推進校」に指定され、共生社会の実現に向け

て、共に学び共に育つための教育実践を行って

おります。 

令和 3 年度まで ICT 教育実践推進校に指定さ

れていたこともあり、多くの場面で ICT を活用

した取り組みが行われています。 

こちらは授業風景です。全教室にスクリーンと

プロジェクターが設置されており、２・３年生

への貸し出し用パソコンも 186 台あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
続いて、学校行事・部活動・制服について説

明させていただきます。部活動やボランティア

活動は任意ですが、多くの生徒が放課後を中心

に仲間たちとともに部活動に真剣に取り組んで

います。ボランティア活動は地域を舞台とし 

て、清掃活動や貢献活動等を行う生徒が多くい

ます。 

● 社会見学や遠足 

＜１年生＞ 

・クラス単位での体験学習プログラムを通し 

て、チームワークや互いの絆を深めるアクティ

ビティを行います。入学後すぐの４月にあるこ

とで１年間のスムーズなスタートを切ることが

できます。 
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●修学旅行 

沖縄の民泊体験では、地元の方との交流を通

じて、生徒たちが沖縄とその人々の暮らしをよ

り身近に感じるようになります。沖縄戦が過去

の歴史ではなく、今を生きる自分たちにも関わ

る問題として再認識する機会となっています。

平和学習の後、それぞれが選んだ体験活動を楽

しみ、思い出づくりをします。 

今年度は、昨年秋に延期となっていた 44 期生 

（現 3 年生）の修学旅行が 4 月に実施され、9 

月には 2 年生が実施されました。 

 

●部活動 

部活動は、部と同好会を合わせて運動部が１ 

５団体、文化部が１３団体あります。 

上鶴間高校では多くの生徒たちが最高の笑顔で

部活動に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●制服について 

基本はブレザー＋ネクタイ or リボン 

（カラーは青・赤から選択可） 

個性や好みに合わせて、パンツスタイルの他、

キュロット（半ズボン）or スカートを選択で

きます。寒い時は学校指定のセーターor ベス

トを着用します。 

＜２年生＞ 

・修学旅行の予行を兼ねて羽田空港に集合し、

その後班別自主行動をします。最後は全員参加

の芸術鑑賞で劇団四季の舞台を鑑賞します。ラ

イオンキングやアラジンなど、どの舞台を鑑賞

するかは学年によって異なります。今年度は 

「アナと雪の女王」を鑑賞しました。 

 

＜３年生＞ 

・おもてなしの心、ホスピタリティを学びに、

今年度は「ディズニーシー」に行きました。 

 
● 麗鶴祭・体育の部 

体育の部は３学年を縦割りにして、４色の団で 

競います。入学後に決定した色の団には３年間 

所属することになるので、学年が上がるにつれ、自

分の色の団への思い入れは強くなるようです。 

 

● 麗鶴祭・文化の部  

文化の部は夏休み明けに実施されます。生徒 

たちがとてもいきいきとする最大の学校行事と

いっても過言ではありません。コロナ禍以前は、 

PTA や同窓会も積極的に参加し、生徒たちの思

い出作りのお手伝いをさせてもらいました。 

 

 

 



3 ＰＴＡ紹介 

上鶴間高等学校ＰＴＡの活動としては、1 人 1 

委員会による「全員参加型」の 16 委員会で運営

しています。一部の会員に負担が偏らないよう

に、また仕事や育児・介護といったライフスタ

イルに合わせ、参加できる行事に無理なくご協

力いただき、少しでも子どもたちとの関わりを

深め安心・安全な学校生活を支えるために活動

しております。 

やるからには「楽しく！」をモットーに活動し

ています。 

 
● 委員会の決め方について 

こちらは上鶴間高校ＰＴＡの説明や各委員会

の活動内容の紹介、その他学校に提出する書類

など 20 ページほどある冊子です。冊子で各委

員会をご確認いただき入学式の日に所属委員会

を決めていました。ここ数年はコロナ禍で集ま

ることが難しいため、合格手続きの際に提出し

ていただく委員会希望アンケートをもとに本部

にて委員会の選出をしています。希望多数の場

合は本部にて抽選を行い、入学時にお手紙にて

所属委員会をおしらせしています。右側は、冊

子に綴じこまれている委員会希望アンケートに

なります。原則入学時に割り振られた委員会を 

3 年間継続して活動していただいています。 

● 各委員会の紹介 

全 16 委員会あり、全会員の皆さまは各委員会

いずれかに所属し、3 年間同じ委員会で活動し

ていただいております。 

 
【  学年委員会 】 

学年委員会は、各学年約３０名、全学年約９ 

０名で活動しています。3 学年委員会を中心に

毎月１回正門や裏門で朝のあいさつ運動をして

います。１.２学年委員会は卒業式や入学式の

お手伝いをします。年に数回の１・２・３学年

の合同定例会を実施しています。 

 
【  広報委員会 】 

約 70 名で活動しており、各種行事ごとに担

当を分け、写真撮影や取材をしています。昨年

まで年 5 回ほどの発行でしたが、活動を見直し

今年度は年３回の発行にしました。専門知識は

ありませんが、印刷業者さんのアドバイスを受

けながらの編集作業をしています。 

 
【  配布委員会 】 

約 40 名で活動をしています。学校説明会の

際に広報誌を配付しています。文化祭では、ア

ンケートの配付と回収をしています。 

 
【  交通安全委員会 】 

約 90 名で活動をしています。先生方と一緒

に朝の通学時に「交通安全指導」を行っていま

す。９割の生徒が自転車を利用して登校するた

め、学校付近で最も危ない３地点 

 
▲ 大正堂、ドンキホーテ付近 

▲ 長嶋神社下交差点 

▲ 国道 16 号「上鶴間高校入口」 

 

それぞれの交差点に立ち、登校指導をおこなっ

ています。 



その他、相模原地区交通安全対策会議への出席

や、相模原市交通安全デー、相模原地区交通安

全大会への参加をしています。 

文化祭では、自転車シミュレーター・反射テス

トの実施をしています。 

 
【 麗鶴祭委員会 】 

約 90 名で活動をしており、体育祭では給水

サポートや、飲み物の配付、文化祭では、オリ

ジナルのおせんべいを発注、販売をしていま 

す。同時に休憩所を併設し無料で飲み物の提供

をしています。今年度はおせんべいのみの販売

となりました。 

 
【 制服リサイクル委員会 】 

約 40 名で活動をしています。文化祭時にブ

ースを設け、制服や学校指定ジャージなど無料

で交換をしています。体が大きくなって着られ

ない、転んで破けてしまった子どもたちが利用

しています。毎年、卒業生たちに声を掛けて着

なくなった制服やジャージを寄付してもらって

います。 

 
【  環境委員会 】 

約 80 名で活動しており、1 年を通して学校

の花壇の整備、花植えや水やりをしています。 

クリスマスには花壇の飾付をし、子どもたち

にとても喜ばれています。 

卒業式と入学式には会場にお花を飾っていま

す。 

 
【  美化委員会 】 

約 90 名で活動をしています。校内清掃や、夏

休みに校内のペンキ塗りを行っています。今年

度は学校が耐震工事中ですので校内清掃のみの

活動となりました。 

【  成人委員会 】 

約 40 名で活動しており、PTA 会員の親睦を

図るための企画・運営をしています。 

毎年、芸術鑑賞とホテルでのランチビュッフェ

等を企画しておりました。今年度もコロナのた

め中止となりましたが、今後のことも考えて、

他にできることを学校と一緒に検討していま 

す。 

 
【  進路サポート委員会 】 

約 50 名で活動をしています。進路指導グル

ープの先生と一緒に進路に向けての説明会や講

演会等、企画・運営をしています。 

例年大学見学バスツアーを企画していました 

が、コロナの影響で難しいこともあり活動の見

直しをしました。より多くの方に参加いただけ

るよう、進路についての説明会や講演会を配 

信、後日も見られるようにアーカイブ配信にし

ました。より良いものを保護者の皆さんに提供

できるように工夫しています。 

 
【  とん汁委員会 】 

約 90 名で活動をしています。学年ごとに行

われる球技大会で、当該学年の委員さんたちに

よってボリュームたっぷりの「とん汁」が振舞

われます。運動の後のとん汁はおいしいらしく

何杯もおかわりする生徒さんもいますが、ここ

数年はコロナの影響で活動ができず、飲み物を

配付しています。 

 
【  地域交流委員会 】 

約 60 名で地元の「ふるさとまつり」のお手

伝いをしています。生徒会やダンス部、吹奏楽

部の生徒たちと一緒に参加することが毎年楽し

みでした。 

ここ数年はコロナの影響でお祭りが開催され

ていませんが、再開した際には生徒たちと一緒

に協力していきたいと思っています。 



【  指名委員会 】 

約 40 名で活動をしており、次年度の役員の選

出を行っています。合格者手続きの際にＰＴＡ

調査カードを提出いただき、それをもとに選出

をしています。 

 
【 本部補助委員会 】 

約 60 名で活動をしています。入学式の日 に、

各クラスにて委員会決めをしています。 ここ

数年はコロナの影響で、希望アンケート形式に

て委員会を決めています。その際の集計や選出

をしています。その他、研修大会などの参加や、

本部で人数が足りない時にお手伝いをしていま

す。 

 
● これからの委員会活動について    １

６委員会がそれぞれ独立した委員会として 

活動していますが、コロナ禍で活動のできない

委員会があったため、委員会活動の平準化を目

的に、昨年度委員会のグループ化について実行

委員会で話し合いをしました。 

しかし、グループ化するのは今以上に連絡の煩

雑さや、委員会役員に負担になるとの意見が多

く、実現にはいたりませんでした 

子どもたちにとっても、PTA にとっても、よ

り良い活動をしていくために今まで以上に先生

方とも話し合う時間を増やし、そこに子どもた

ちも巻き込みながらさらなる発展をしていけた

らと思っています。 

今後も子どもたちのために全力で！やるから

には楽しく！頑張っていきたいと思っておりま

す。 


