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令和元年１２月５日 

国立第一中学校ＰＴＡ会員各位 

      

第 4 回運営委員会だより 

国立第一中学校ＰＴＡ 

会 長  平井 愛  

      

日時：１１月９日（土） 午前 10 時 03 分～11 時 23 分 場 所： 視聴覚室 司会： 副会長 佐尾山 安代 

（総出席者：40 人、議決権のある人の出席：38 人（内 4 人委任状）、役員数：55 人の過半数：28 人） 

      

１．会長挨拶 

 今日もお集まりくださり、ありがとうございます。私たちが PTA の委員に選ばれてから半年が経ちました。この

半年間、いろいろと工夫しながら活動を進めてくださり、どうもありがとうございました。ほぼ活動が終わった委

員会も、これから本番という委員会もあるかと思います。後半は、ぜひ来年度への引き継ぎを念頭に置きながら活

動してみてください。みなさんの手元にある莫大な引き継ぎ資料を少し断捨離し、この半年の経験を活かして活動

内容もよりよく見直していただけたらと思います。また、もし手元に個人情報を持っている委員会がありましたら、

適切に処分しておくようによろしくお願いいたします。 

 

２．校長挨拶 

 一昨日に国立市教育フォーラムがあり、私がパネラーとして参加させていただきました。テーマが「多様性に

ついての理解啓発」ということで、昨年一中で開催した道徳授業地区公開講座の講演会で話をいただいた「ユージ

君」の取り組みを発表させていただきました。国立市として多様性に関して力を入れ、各学校で積極的な取り組み

をしてもらうための講演会でした。この LGBT に関しては、継続的な指導と、教員と保護者の共通理解が重要であ

ると考えています。そういう意味で、教員、保護者向けの勉強会等積極的に実践していく中で、LGBT に関しての

理解と環境づくりに前向きに取り組んでいきたいと考えています。 

 

３．学校報告 

【日熊副校長】 

 大きな行事である合唱コンクールが、生徒の練習の成果が十分に発揮された素晴らしい行事になりました。学年

が上がるにつれ深みのある合唱を聞かせてくれて、生徒の成長を感じることができる楽しい時間でした。 

 また、6 日（水）から 8 日（金）の 3 日間で行われた職場体験では、保護者のみなさまと地域のみなさまの多大

なご協力をいただき有り難うございました。何カ所か体験先をまわり、生徒の様子を見てきました。普段の生活で

は、なかなか体験できない『お客様を迎えること』『販売の企画を考えること』『子どもたちに教えること』など、

相手のことを考えて何ができるかを考えるという、中身の濃い 3 日間を過ごしたことでしょう。今回の体験が、

生徒が進路を考える１つのきっかけになると良いなと期待しています。 

 

【学年報告 野中生活主任】 

１年 

 9 月の校外学習、10 月の合唱コンクールと一中生としての経験を積み、成長してきています。課題もあります

が、落ち着いた学校生活を送れており、これからスキー教室に向けて準備をしていきます。 

  

２年 

 合唱コンクールに向けて、多様な性格な生徒たちが１つのハーモニーを作り出すために各クラス苦労していまし

た。この経験を糧として今後の学校生活に活かしてほしいです。 

   

３年 

 合唱コンクールではそれぞれのクラスで良い発表を行うことができました。進路面談も終わり、学習に対して、

意欲的に取り組む様子を見て取ることができます。 

  

Ａ組 

 一つ一つの行事を経験していくなかで、練習を積み重ねることの大切さや、みんなで協力することの素晴らしさ、

マナーを守る心地よさを学んできている様子が感じられます。 

  

４．各委員会活動実績報告 

※ 「11/9 運営委員会出席」「活動実績報告」は全委員会共通のため、活動実績には記載しません。 

ご了承ください。 
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≪会長・副会長≫ 

・9/24      校内施設改善要望書を市へ提出 

・9/25      三小地区育成会 

・10/3      会長会・校長会長会（会長） 

・10/8      一中評議委員会（会長） 

・10/19     合唱コンクール来賓受付手伝い 

 

≪書記≫ 

・9/14〜10/23 『第三回運営委員会だより』作成  

・10/19     合唱コンクール来賓受付手伝い 

・10/24     『第三回運営委員会だより』の一中 HP 掲

載を依頼 

・10/30〜11/8  執行部・各委員会活動・サークル活動実

績資料まとめ 

 

≪会計≫ 

特になし 

 

≪給食委員会≫ 

・10/1     献立作成委員会出席 

・10/3     『給食試食参観日のお知らせ』印刷・配布 

・10/11     物資納入選定委員会出席 

・10/25     給食試食参観実施 

・11/5      献立作成委員会出席 

 

≪広報委員会≫ 

・9/14    『たより 146 号』打合せ 

・9/24    『たより 146 号』原稿依頼（修学旅行・合

唱コンクール） 

・10/4    『たより 146 号』3 年生寄せ書きページにつ

いての打合せ・確認 

・10/9     印刷業者(富士印刷）との打合せ 

・10/19      合唱コンクール写真撮影 

・10/31     『たより 146 号』原稿依頼（職場体験・A 組

合同学習） 

 

≪文化委員会≫ 

・9/15      保護者コーラス練習 

・9/22       保護者コーラス練習 

・9 月末      文化セミナー参加のお手紙作成 

・10 月初旬   文化セミナー参加のお手紙印刷・配布 

・10/5        文化担当の先生との打合せ 

・10/6        保護者コーラス練習 

・10 月中旬   文化セミナー参加のお手紙回収 

・10/16       保護者コーラス練習 

・10/18       保護者コーラス練習 

・10/19       合唱コンクールお手伝い 

・11/2        文化セミナー開催 

 

≪安全委員会≫ 

・9/24     『通学路危険箇所に関する要望書』市へ提出 

 

≪芝生委員会≫ 

・9/20    芝刈りボランティアへ雨天による活動中止の

連絡 

 

≪選出委員会≫ 

特になし 

 

≪一学年 学年委員会≫ 

・10/30    修学旅行業者選定 

 

≪二学年 学年委員会≫ 

特になし 

 

≪三学年 学年委員会≫ 

・10/4    リサイクル活動 

卒業記念品を印鑑にすることを決定 

 

≪Ａ組≫ 

特になし 

 

≪コーラスサークル≫ 

・9/15       合唱コンクール PTA 合唱練習に合流 

・9/22       合唱コンクール PTA 合唱練習に合流 

・10/6       合唱コンクール PTA 合唱練習に合流 

・10/16      合唱コンクール PTA 合唱練習に合流 

・10/18      合唱コンクール PTA 合唱練習に合流 

・10/19      合唱コンクール当日 PTA 合唱に参加 

 

≪バレーサークル≫ 

・9/20     合同練習（一中体育館） 

・9/24      11 月 24 日に行われる国立市 PTA バレーボー

ル大会の会議に参加 

・9/27       合同練習（一中体育館） 

・10/4      合同練習（一中体育館） 

・10/11    合同練習（一中体育館） 

・10/17     合同練習（一中体育館） 

・10/18     合同練習（五小体育館） 

・10/24     合同練習（一中体育館） 

・10/25     合同練習（一中体育館） 

・10/31      合同練習（一中体育館） 

・11/1       合同練習（一中体育館） 

・11/8       合同練習（一中体育館） 

 

 

５．連絡事項 

（１）会長より 

9 月 24 日に校内施設改善の要望書と通学路危険箇所に関する要望書を市役所に提出してきました。回答につ

いては、年明けから年度末にはご報告できるかと思います。 

 

（２）会計より 

  各委員会の予算について、次回 1 月 18日(土)運営委員会にて状況報告をお願いします。 

①既に確定した支出金額 ②1 月 19 日～3 月末までに予定されている支出金額 ③残高(見込み) をご報告くだ

さい。3 月 7 日(土)運営委員会にて今年度の領収書をご提出いただきます。ご準備をよろしくお願いいたします。 

 

（３）給食委員会より 

10 月 25 日に視聴覚室で給食試食参観日を実施しました。栄養士の方からご説明いただき、季節や学校行事を

意識しながら、献立を工夫されていることを知りました。試食会の感想として「とても美味しかった」「味付け



 
3 

 

が良かった」などのほかに、子どもたちのために給食の準備をしていただいていることへの感謝の気持ちなど

もありました。試食会後、子どもたちの給食準備を見て「授業参観とは違った経験ができた」という感想もあ

り好評でした。  

 

（４）文化委員会より 

①合唱コンクールについて 

10 月 19 日（土）に一橋大学兼松講堂で合唱コンクールが開催されました。PTA コーラスは本番までの５回の練

習のうち、２回が台風のため中止となるハプニングに見舞われましたが、合唱指導の先生のご厚意で 10 月 16 日に 

臨時練習を行うことになり、急な予定変更にもかかわらず多くの保護者が集まり、熱気あふれる練習になりました。 

最後の練習日の 18 日には練習後に茶話会を開き、指導者の先生と保護者 18 名と教員 3名で歓談しました。合唱コ

ンクール当日は、7 名の文化委員と役員、および 17 名の各学級からのお手伝いのみなさんで、受付・誘導・アン

ケート配布・座席入替えを行いました。受付には一時、長い行列ができることもありましたが、大きな混乱もなく、

無事にコンクールを終えることができました。PTA コーラスでは、まず、保護者メンバー（29 名）が「いのちの歌」

を手話を付けて歌い、前奏と間奏にはバイオリンの演奏もありました。２曲目の「世界にひとつだけの花」では、

そこに 20 名以上の教員メンバーが加わり、さらに SMAP（と自称する若手教員の方々）も舞台に登場したため、会

場全体が手拍子と歓声で包まれる楽しいパフォーマンスとなりました。来年度は、もっとたくさんの方に PTA コー

ラスに参加していただき、わが子の歌を聴くだけではなく、自分自身も舞台に上がって歌を届けるすばらしさを体

験していただきたいです。多忙で練習に参加できない方も多いと思いますが、練習の歌声を楽譜付きの動画で配信

するなど、自主練習ができるような工夫もしています。みなさん、ぜひ来年ご参加ください。 

 

②文化セミナーについて 

11 月 2 日（土）に SNS (Social Networking Service)をテーマとする文化セミナー、「いっちゅうずカフェ」を

視聴覚室で開催しました。天下市と同じ日なこともあり、事前に回収した出欠表では保護者の出席者数が少なく、

不安もありましたが、当日には保護者 15 名と教員 17 名の参加がありました。文化委員代表が司会となり、最初に

SNS に関わる様々なトラブルを紹介したあと、それに対する対応策をグループにわかれて討論し、さらに全体で議

論を深めるという形式を取りました。グループ討論が時間を超過して盛り上がり、教員と保護者の双方から多くの

質問も出るなど、たいへん有意義な２時間となりました。文化セミナーは多くの教員の方々と同じテーブルに座っ

て話をできる貴重な機会でもあり、もっと多くの保護者にご参加いただければと思います。 

 

（５）選出委員会より 

 来年度のＰＴＡ会長・副会長の選出について、ＰＴＡ選挙公示のお知らせを今月末に配布する予定になっていま

す。対象は現 1，2 年の家庭です。今年度の会長副会長お三方を見て、興味を持たれた方はぜひ立候補よろしくお

願いいたします。併せて推薦者の選出も可能になっています。推薦者を出すにあたって、必ず推薦を出される方に

一報お知らせしていただいて、了承を得てから推薦の届け出を出すようお願いいたします。 

 

（６）三学年委員会より 

卒業記念品について、例年通り印鑑と印鑑ケースを用意する予定です。 

 

（７）バレーボールサークルより 

 市内のＰＴＡバレーボール大会が 11 月 24 日に総合体育館にて行われます。今年は優勝を目指して盛り上がっ

ています。10 時 20 分から一小と 12 時 50 分から五小と対戦します。ぜひ応援お願いいたします。関先生、池田

先生、前島先生もご参加の予定になっています。 

 

 ６．協議事項 

「通信費」の予算化について 現行、一中ＰＴＡでは予算化されていませんが、執行部・委員会業務のための通

話や通信、原稿作成時の印刷用紙、インク代等、委員個人に費用負担が発生している状況があります。これらは、

ご家庭から切り出してＰＴＡ分を算出することが難しいものの、高校のＰＴＡや、学童保育・幼稚園などの同様の

団体において、一定金額で予算化されている事例もあるようです。一方で、SNS などを活用して、費用負担なく業

務を遂行できるケースもあるようですが、SNS 利用には別のリスクや負担を伴うことがあります。ついては、各委

員会で、実際にどのくらい負担が発生していそうか、現状のご確認をお願いいたします。引き続き、導入の要否や

その方法について、次回以降の運営委員会で、ご意見をお聞かせください。    

 

７．審議事項 

なし 

  

【第 5 回運営委員会】令和２年１月１８日（土）午前１０時開始 会場：視聴覚室 

      ・議題を提案される方は、１月１０日（金）までに学年委員を通じて正副会長まで連絡し、 

運営委員会に出席してください。 

 


