令和 3 年 6 月 24 日
国立第一中学校ＰＴＡ会員各位
第 1 回運営委員会だより
国立第一中学校ＰＴＡ
会長 村田 雅世
日

時：6 月 5 日（土） 午前 10 時～10 時 35 分

場 所：視聴覚室

司会：副会長 鈴木 奈津紀

（総出席者：38 人（メイン会場 29 人、オンライン 9 人）議決権のある出席者：36 人（2 人委任状）役員数：58 人の過半数：
29 人）

１．会長挨拶
皆さま本日はお集まりいただきありがとうございます。
2021 年度のＰＴＡ会長として承認いただきました、村田雅世と申します。
昨年度はコロナ感染の拡大防止の点から学校行事が中止になり、当然ＰＴＡ行事もほとんどが行えない状
況でした。しかし今年は学校のほうも引き続き制約はあるものの可能な限り通常通りに実施する方針という
ことですので、ＰＴＡ活動もそれに準じて、活動を実施していきたいと考えております。ただし、緊急事態
宣言などの感染状況によっては臨機応変に対応したいと思います。一年間どうぞよろしくお願いいたします。

２．先生挨拶
【山上校長】
緊急事態宣言の延長に伴い、まだ教育活動においての規制や制限が継続される中、先日 2 年ぶりの体育大
会を開催しました。今年度の教育活動は教育委員会と連携を取りながら工夫を凝らし、できるだけ実施させ
る方向で考えていこうとの方針をいただきました。そして、実施させるにあたって実現させたかった保護者
の観戦も何とか叶い、本当に良かったと思います。次は更にハードルが上がりますが、合唱コンクールの実
現に向けて動き出しました。まだ規制の多くかかる中で、何ができるかを模索している状態ですが、先生方
は前向きに進めてくれています。
体育大会では、元気に走りバトンをつなぐ姿に感動させてもらいましたが、次は歌声が響く学校の復活を
願い、進めていきます。保護者の皆さま方にはどうか温かく見守っていただき、応援していただければと思
います。
【斎藤副校長】
日頃からＰＴＡの皆さまにおかれましては、教育活動へのご支援とご協力をいただき感謝しております。
保護者の皆さまにとって、お子様の成長を教育活動の中でご覧になりたいことと存じます。昨年度末にタブ
レットが導入されて、グーグルアカウントを活用してオンラインで動画の配信をいたしました。まだ、試行
の段階ではありますが、5 月 8 日（土）の土曜授業、5 月 22 日（土）の体育大会では、オンラインでの公開
をいたしました。また、学校ホームページでも学校の様子を少しでも知っていただけるように行事等の活動
の写真を掲載しておりますので、ぜひご覧いただければと存じます。なお、セキュリティの関係上、パスワ
ード等が必要となっていますことをご了承ください。
夏休みから、校舎の改修工事が始まります。各教室の後側の生徒個人ロッカー棚の容量が大きくなり、ぶ
ら下がっていた蛍光灯もＬＥＤ電灯に新しく取り換えをいたします。夏休みの期間に改修工事を進めますが、
授業等では影響を受けないようにやっていきます。また、今年度引っ越した 2 階ＰＴＡ室に関しても 8 月中
は使用できなくなります。7 月下旬からの三者面談につきましては、3 年生の面談は特別棟で、1 年生の面談
は国立三小を借りて実施いたします。2 年生の面談は 1 学期の学級懇談会を含む保護者会に変更となります。
改修工事には保護者の皆さまにおかれましてはご不便をおかけいたします。
【学年報告 生活指導主任】
【一学年】
入学してから約 2 か月が経ち、コロナ禍でまだまだ我慢することが多い中、日々、元気に登校してきてく
れてとても嬉しいです。5 月にあった体育大会を通して、互いに切磋琢磨しながら、仲を深めることができ
ました。中学校の生活に慣れてきて、少し元気を出しすぎることがありますが、全体的に授業にしっかり取
り組んでいるので、初めての定期考査に向けて頑張ってほしいです。生活面では、敬語が身に付いていない
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生徒が目立つので、社会に出るために大切なことを、学校生活を通して身に付けていけるように声掛けして
いきます。また、学校生活に慣れてきたからこそ、少し疲れが出てきた様子もあります。休めるときにはし
っかり休み、学校では、互いを思い合って 1 日 1 日を大切に過ごしていってほしいと思います。
【二学年】
4 月当初、新たな学級で過ごすいい意味での緊張と、進級を機にこれから頑張ろうという気持ちが、すべ
ての生徒から強く感じられました。2 か月が経過し、新たな級友に馴染み、また体育大会という行事を経て、
新たな学級での絆が生まれ、学級ごとの特色が見られるようになってきました。
先日実施された体育大会は、2 年生にとって初めての大きな学校行事でした。生徒が様々な係を担い、準
備・実施・片付けをするのも初めてのことで、小学校との違いに自らが中学生であることを改めて感じたよ
うでした。体育大会に向けて練習する中で、各学級多少の人間模様があったようですが、前向きに取り組み
解決していました。当日は勝敗に関わらずそれぞれの満足を得ることができ、合唱コンクールへの思いも生
まれた様子です。
次には、期末試験が控えていますが、体育大会の余韻に浸っているのか、現在、授業に身が入っていない
様子の生徒がちらほらいます。また、そういった生徒は、朝の検温チェック、授業、給食のいずれも時間に
余裕をもった行動をすることなく、ぎりぎりまで集団でだらだらしている傾向にあります。
体育大会で培った学級の力を、今度は生活や学習環境を作り出すことに発揮させていきたいと思っていま
す。
【三学年】
3 年生は本当に久しぶりに大きな行事ができたので中学校卒業をひかえて新たな思い出ができました。こ
どもたちの様子を見ているとやはり行事というものは大きく成長させるものだと改めて思いました。
また、3 年生になってよし頑張るぞと気持ちをスタートさせた生徒が多い中、そろそろ少し息切れをする
子もでてきたことも確かです。
明るく素直な生徒たちが多く、まじめに取り組める子たちが多いのも特徴です。体育大会が無事に終わっ
た今、もう一度自分を振り返って新たな目標に向かっていってほしいと思います。
なお現在は 9 月の修学旅行をめざして取り組みをしているところです。
【Ａ組】
今年度Ａ組では、4 名の 1 年生を迎え、2 年生 3 名、3 年生 15 名の 22 名で活動しています。1 年生にとっ
ては何もかも新鮮で緊張することが多いものですが、多くの先輩たちと一緒に学習しているので、優しく、
時に厳しいアドバイスの中で戸惑うことなく過ごせているようです。
昨年度は多くの行事が中止、縮小されていく中で、友達同士で解決する学習や、実際に経験して確かめる
学習、体を動かして体験していく学習などが不十分なところがありました。今年度は、しっかりと感染防止
対策をとりながら、経験体験学習を進めていきたいと思います。
また、交流学習では、体育大会において例年通り通常学級に合流して参加することができました。全員リ
レーや大縄跳びなど一緒に練習していく中でアドバイスや励ましの声をたくさんもらい、自信を深めていく
生徒の姿を見ると、改めて交流・共同学習の大切さを感じているところです。
３．各委員会及びサークル活動実績報告
※「運営委員会出席」「引継ぎ」「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。
≪会長 副会長≫
(旧）

書への回答・配布

・3/6,7 『ＰＴＡ委員選出について』
資料作成・配布

・3/15 1、2 年生へ執行部公募手紙配布
・3/24 役員会出席

・3/8

令和 3 年度 書記・会計・会計監査
公募手紙(Google フォーム)作成
・3/10 クラス費について緊急審議（各委員メー

・4/3
・4/4
・4/7

ル連絡にて審議）
・3/11 令和 2 年度校内施設改善等に関する要望

・4/9 公募締切 応募者へ連絡
・4/13 委員選出準備立会い（新 3 年生）
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会計監査立会い
ＰＴＡ委員選出配布物印刷
新 1 年生へ執行部公募手紙配布

・4/16

委員選出立会い（新 3 年生）

お知らせ』印刷・配布(会長)

・4/18

学年委員打合せ参加

・5/21

・4/19

委員選出立会い（新 2 年生）

(新）

・4/20

委員選出立会い（新１年生）

・5/22

・4/24

役員会出席 選出委員からの配布物確認

・4/25

各委員へ分担会出席依頼

書面総会承認数の集計(会長)
体育大会手伝い（正副会長）
広報誌掲載について手紙配布（副会長）

・4～5 月 分担会準備
・5/8
分担会開催
『令和 3 年度ＰＴＡ定期総会書面開催の
≪書記≫
(旧）

・5/28

『令和 3 年度ＰＴＡ総会報告書』印刷・

・6/3

配布（副会長）
評議委員会出席（会長）

・6/5

役員会開催(正副会長)

・4/27

総会資料印刷・製本

『第 4 回運営委員会だより』作成
『第 4 回運営委員会だより』一中

・5/7
・5/8

総会資料配布
総会資料一中ホームページ掲載依頼

ホームページﾞ掲載依頼

(新）

・3/24

役員会出席

・5/22

体育大会手伝い

・4/21～5/1

執行部・各委員会活動・サークル

・5/22

令和 3 年度運営委員会出席表、運営

・3/8～3/23
・3/23

活動実績資料まとめ
・4/24

役員会出席

・～4/26

総会資料作成

委員会名簿、学年委員会名簿作成
・5/22～25

執行部・各委員会活動・サークル
活動実績資料まとめ

≪会計≫
(旧）

・4/17 会計打合せ 総会資料掲載用 会計報告

・3/13 運営委員 最終活動費精算

書・予算案作成 次年度引継ぎ資料準備

・3/19 学年委員 最終活動費精算

(新）

・3/26 会計打合せ 監査資料最終取りまとめ、

・5/22 体育大会手伝い

ファイリング
・4/3

・6/1

会計監査

ゆうちょ銀行及び多摩信用金庫の名義
変更

≪給食委員会≫
(旧）

(新）

・3/12 物資納入選定委員会出席

・5 月

献立作成委員会に向けて、給食の感想を

・6/2

委員内で共有
献立作成委員会出席

・4/8 献立作成委員会出席
・4/19 物資納入選定委員会出席
・5/6 献立作成委員会出席
≪広報委員会≫
(旧）

(新）

・3/13 ＰＴＡ広報誌『たより 148 号』納品・仕
分け

・5/22 体育大会撮影
たより写真撮影掲載についてのお願いの

・3/15 ＰＴＡ広報誌『たより 148 号』配布
・5/8 ＰＴＡ広報紙『たより 149 号』打合せ

印刷と配布
・5/25 たより企画書提出

・5/15 印刷業者（富士印刷）と打合せ
・6/3
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各原稿依頼
各原稿回収

≪安全委員会≫
(旧）

・3/15

東駐在所へ市役所回答・保護者向け手

・3/12 要望書への市役所回答・保護者向け手紙

紙配布

を全校生徒へ印刷・配布

・4 月末

引継ぎ書作成

ピーポ くんの家ご協 力世帯へ お礼の挨
拶・次年度継続の協力依頼、

(新）

次年度名簿作成

・5/21 「ピーポくんの家ご協力のお願い」書面
作成、副会長に確認依頼
・5/31 「ピーポくんの家ご協力お願い」の配布

≪文化委員会≫
(旧）
特になし

(新）
特になし

≪芝生委員会≫
(旧）

(新）

・4/17 芝刈り作業 雨天のため中止

・5/21 芝刈りボランティア向け手紙作成・副会
長に確認連絡
・6 月

ボラン ティア向け手 紙の印刷 ・封筒入
れ・配布

≪選出委員会≫
(旧）

(新）

・4 月 役員予定者公報作成

特になし

・5 月 役員予定者公報印刷・配布
≪一学年 学年委員会≫
(旧）
・3 月下旬 『一中グッズリサイクルご協力のお願

・4/20

新 1 年生保護者会にて新年度委員
選出

い』作成・印刷・配布

・4 月下旬 学年委員会引継ぎ事項作成

・4/18

ＰＴＡ委員活動調査票の回収・集計

(新）

・4/19

新 2 年生保護者会にて一中グッズリサ
イクル 新年度委員選出

特になし

≪二学年 学年委員会≫
(旧）

(新）

・4/13 新年度委員選出事前準備
・4/16 保護者会にて一中グッズリサイクル

特になし

新年度委員選出
≪三学年 学年委員会≫
(旧）
・3/18 卒業式に担任に送る花束購入

(新）
特になし
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≪Ａ組 学年委員会≫
(旧）

(新）

・3/19 花束贈呈

特になし

≪バレーサークル≫
(旧）
・3/26 活動再開

(新）
緊急事態宣言中のため練習中止

毎週水曜・金曜 体育館にて練習

解除後毎週水・金曜日練習予定

≪コーラスサークル≫
(旧）

(新）

活動休止

今年度は活動再開予定
緊急事態宣言中につき、活動休止

４．連絡事項
①会長
・運営委員会について
運営委員会は昨年度、密を避けるため少ない人数で議題が成立とする特例措置をとっておりました。
しかし、今年度いっぱいは、リモートと併用し集合人数を抑える方法をとることで、会則通り委員の過半
数の出席をもって会議成立としたいと思います。各委員さんには出席人数についてご協力をお願いいたしま
す。
今後、各委員さんには、例えば会議前後の打ち合わせなどで直接顔を合わせて話すほうがスムーズな場合
は来ていただいて参加していただいて結構ですし、もしそういったことがなければ、リモート参加もぜひ体
験いただきたいと思います。
今後コロナの終息やワクチンの接種状況によって集合可能な人数を都度確認します。
・ラインワークスの活用について
今年は運営委員会、学年委員、サークルさんの、リーダーの方に、ラインワークスというアプリを登録い
ただきました。お仕事版のラインのようなもので、こちらで連絡事項の配信や、ファイルの共有や、リーダ
ー間でのやりとりなども行っています。
皆さまに今後どんどん活用いただきたいと思います。何か活用方法などで疑問や提案などありましたらお
知らせください。
・ＰＴＡ室 シュレッダーの購入設置について
ＰＴＡ室にシュレッダーを購入設置することにいたします。
今までは大事な文書を廃棄する場合はご自宅に持ち帰ってシュレッダーなどで処分いただいていましたが
今後はＰＴＡ室にシュレッダーを置きますのでご利用ください。
②書記
・印刷物ファイリングのお願い
印刷物のファイリングのお願いです。ＰＴＡで発行、配布した印刷物は必ず 1 部保管しています。緑色の
ファイルを印刷物の記録ノートと一緒にＰＴＡ室に置いておきます。こちらに必ず生徒に配布する印刷物は
1 部ファイリングをお願いします。
・一中ＰＴＡホームページについて
現在は学校のホームページにＰＴＡの内容も掲載していただいています。現在、一中のＰＴＡ専用のホー
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ムページを準備しています。こちらに運営委員会だよりや委員会からのお知らせも掲載していく予定です。
立ち上がりの準備が整いましたら学校のホームページからリンクをさせていただきます。
③会計
・委員会およびサークルへの活動費の受け渡しについて
昨年度はコロナの影響もあってすべて立て替え払いの精算を行っていましたが、今年度はある程度の活動
が再開されることから例年通りの方法に戻し、一括前払いでお渡しいたします。すでにお知らせした通り、
この会終了後に皆さまに一括で予算をお渡ししますのでよろしくお願いします。注意事項は以下になります。
【1】必ず領収書またはレシートをもらってください。（例外：交通費等）
領収書の宛名は「国立第一中学校ＰＴＡ」でお願いします。
【2】3 月運営委員会時に精算いたします。以下をご持参ください。
（ⅰ）活動費出納用紙
（ⅱ）領収書またはレシート（貼付用紙に貼り付けてください）
（ⅲ）残金
※ 記入は鉛筆ではなくペンを使用してください。
※ 修正液を使わず訂正印を使用してください。
※ 基本的にはＰＴＡ 関連の印刷はＰＴＡ 室の印刷機を使用してください。
どうしてもご自宅でプリントアウトする必要があった場合には、領収書なしで一枚 10 円で精算いたし
ます。
※ レシートは活動費単独で、他の購入品と混ぜないでください。
※ 購入したものは個人で買い取らないよう、活動費で処理してください。（個人負担を避ける）
活動費の使用については不明な点もあると思いますので、支出の際は必ず事前に会計に連絡をいただけれ
ばと思います。
④会長
・ＰＴＡ保険特約の契約終了について
ＰＴＡ保険補償内容変更のお知らせという黄色のお手紙を全生徒に配布しております。
ＰＴＡでは、通常のＰＴＡ保険に特約の付帯をしておりましたが、この特約に関しては学校と協議し今後
継続しないことになりました。詳細についてご質問のある方は個別にお問合せください。
５．協議および審議事項
なし

【第 2 回運営委員会】9 月 4 日（土）午前 10 時開始 会場：図書室予定
議題を提案される方は、88 月 25 日（水）までに学年委員を通じて
ＰＴＡ会長まで連絡し、運営委員会に出席してください。
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