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令和 4年 2月 3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 村田 雅世 

 

 

日時：1 月 15 日（土）午後 14時 02 分～14 時 30分  場所：技術室  司会：副会長 鈴木奈津紀  
（出席者：37人（メイン会場 28 人、オンライン 9人） 議決権のある出席者：33人（うち 4人委任状） 

役員数：58人の過半数：29 人） 

 

1．会長挨拶 

 今年度の運営委員会も残すところあと 1回、3月で最終となります。 

委員の皆さまには、業務の最終締めや引継ぎの準備など始められているかと思います。 

コロナ感染症の状況がまた騒がしくなってきましたが、皆さまには健康に気を付けて引き続き活動をお願い

いたします。 

 

2．先生挨拶 

【山上校長】 

あけましておめでとうございます。 

このような状況の中、無事に学校は動き出しました。 

3 学期は各学年大きな行事があります。まずは 1年生のスキー教室です。そして、2月にはＡ組と 2 年生の

校外学習があります。今のところ予定通り実施する予定ですが、オミクロン株の状況によっては考えなけれ

ばいけません。そして、3 年生はいよいよ受験になります。是非、全員が健康で無事受験を迎えることがで

きることを祈っています。 

 状況は悪くなってきていますが、生徒の健康と安全をしっかりと考えながら教職員一同「チーム国中」で

頑張りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【斎藤副校長】 

この 2 年間、全校生徒で終業式を行うことはありませんでした。私も含め初めての先生も多くなり全学年

の生徒を整列させるのも一苦労でした。また、舞台の上で校長先生から賞状をもらう表彰式も初めてという

状況でした。 

これから、1 年スキー教室、2 年鎌倉校外学習、Ａ組校外学習と学年行事を実施する予定です。行事は、教

科の授業とは違って、知識だけでなくその知識を活用できる教育活動であり、生徒同士で学び合いができる

良さがあります。今年度は生徒同士でもあらゆる場面（感染症対策を含めて）を想定しながら話し合って、

行事を成功させようと頑張っていました。 

どうしたら良くなるか、うまくいくかなど多くの人との思考を共有し、苦労・努力をしながら経験してき

たことはずっと子どもたちの記憶に残っていることでしょう。教職員は、行事を経験することで生徒が成長

することを知っているので教育活動を進めています。 

ＰＴＡの方々も例年とは違って、新型コロナ感染症の対応で行事等を進めるにあたり、変更したり、新規

に活動をしなければならなかったりで、大変だったと思います。また、教職員も対応しきれなかったことも

多かったと思います。今後もＰＴＡからの支援・協力をお願いいたします。 

 
 

【学年報告 児玉経営支援主任】 

【一学年】 

3 学期が始まり、ほとんどの生徒が元気に登校してきました。冬休みは、2 年ぶりに親せきと会ったり、ス

キー実習の練習に行ったり、家族でゆっくりしたりと、いつもより長い冬休みを満喫したようです。 

始業式の日から、数学と英語のスペリングコンテストがありました。新年から頑張ろうとしている姿が見

られた反面、解答用紙を見て、冬休みゆっくりしただけで終わってしまったのかな、と心配になるところも

ありました。授業は落ち着いて取り組めているので、基礎の定着を図っていきたいと思います。 

また、学年行事として 1 月 23 日からスキー実習があります。行事は、生徒が成長できるきっかけの一つと

よく言います。最近感染者が増えてきて心配ですが、学校でも今一度朝の検温チェック、給食時の手洗い消

毒の徹底など、気を引き締めて行っているので、なんとか実施できたらと思います。 
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今のクラスで過ごすのも、あと 47 日という短い学期です。2 年生 0 学期として、成長し、先輩になる準備

をしていってほしいと思います。 

 

【二学年】 

 休み明けに回収した冬休みのしおりからは、家の手伝いをしたこと、部活動に励んだこと、友達との交流

を楽しんだこと、おじいちゃんおばあちゃんと久しぶりに会えたことなどがうかがえ、大きな事件や事故も

なく生徒たちは充実した冬休みを過ごしたようです。 

 今日で 3 学期第 1 週が終わりますが、今までどおりエネルギー溢れる学校生活を送っています。ただ、授

業中は以前よりも「学ぼう」という雰囲気になってきたように感じます。 

 また、避難訓練後に砂だらけになった階段を指示されずとも自分たちから掃除したり、部活動後の最終下

校時に昇降口が汚れているときれいにしたり、そういうことができる生徒を見かけることが多く、心の面で

の成長も感じられることが増えてきました。あと数か月で 3 年生になるという自覚が芽生えてきたのかもし

れません。 

 さて、今学期は延期していた鎌倉への校外学習を 2 月 4 日に実施する予定です。昨年末から、班行動のコ

ースの練り直しを行い、再度準備を始めたところです。新型コロナの感染状況が心配されるこの頃ですが、

何とかこれを実施して 3年生 9月に予定している修学旅行へとつなげたいと強く思っています。 

 義務教育最後の 1年に向けて、生徒も我々学年教員も準備をしていく 3学期にしたいと思います。 

 

 

【三学年】 

 3 年生は秋に合唱コンクール、修学旅行と続けて行った後、進路の取り組みが一気に本格化しました。12

月 15 日の入試相談を経て、多くの生徒が進路の方向性も定まり、受験校も決まりました。 

 現在、出願に向けての準備中であり、まずは私立の推薦入試、そして都立の推薦入試と続き、私立の一般

入試、都立の一般入試と続き、2月の下旬まで入試が続きます。 

 寒い季節でもあり、コロナの再拡大がとても心配ですが、やれることをしっかりやって大事な進路の取り

組みをしていきたいと思います。 

生徒のみんなは元気よく 3 学期のスタートを切りました。嬉しい限りです。一つひとつきちんと取り組み

ながら、3月の卒業を目指していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【Ａ組】 

始業式には、全員の元気な顔を見ることができ、充実した冬休みを過ごせたことがうかがえました。冬休

みの宿題でもある、お手伝いや体つくり運動もきちんと取り組めていて、自信のある報告を受けました。 

今年度、3年生は15名と多いのですが、そのうち11名の進路先が決定しました。進路先が決定したことに

よる心のゆるみやダレが見られることもなく、中学校生活のまとめに入ってきたところです。1、2 年生は来

年度入学するかもしれない 6年生と一緒に体験授業を受けながら、先輩になる自覚が芽生えてきました。 

3 学期は、Ａ組の校外学習が計画されていたり、国立市、小中特別支援学級の合同学習で「卒業を祝う会」

などが計画されていたりしていますが、新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら実施の可否を決めてい

きたいと思います。 

 
 

3．各委員会及びサークル活動実績報告 

 

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

≪会長 副会長≫ 

12/7 会長会出席(会長) 

12/17 育成会出席(正副会長) 

12/21 一中評議委員会出席(会長) 

1/15 新入生保護者説明会出席(会長) 

  

≪書記≫  

11/13～11/25 『第 3 回運営委員会だより』作成 

11/25 『第 3 回運営委員会だより』一中ホームページﾞ掲載依頼 
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1/5～ 執行部・各委員会活動・サークル活動実績資料まとめ 

  

≪会計≫  

11/13 『ＰＴＡ会費納入のお願い』を作成、副校長に依頼 

12/13 ＰＴＡ会費１名分回収、領収書発行 

  

≪給食委員会≫ 

12/2 学校給食献立作成委員会出席 

12/14 物資納入登録業者選定委員会出席 

1/11 学校給食献立作成委員会出席 

1 月 『給食だより』作成 

  

≪広報委員会≫ 

12/11 『たより 150 号』企画書提出（会長、副校長） 

12/14 3 年生メッセージページの用紙受け取り 

12/15 各種原稿依頼（広報担当教諭） 

12/23 原稿・写真データ入手 

  

≪安全委員会≫ 

11/16 『通学路危険箇所の改善に関する要望書』を市教育委員会へ提出 

  

≪文化委員会≫ 

 特になし 

  

≪芝生委員会≫ 

 特になし 

 
≪選出委員会≫ 

1/4 選挙公示案内（公募）、新入生用配布文書作成案の話合い・作成 

  

≪学年委員≫ 

＜1 年＞  

 特になし 

＜2 年＞  

 特になし 

＜3 年＞  

 特になし 

＜Ａ組＞  

 特になし 
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≪バレーボールサークル≫ 

 毎週水･金曜日に練習 

11/28 国立市小中学校有志交流バレーボール大会参加 

  

≪コーラスサークル≫ 

11/28、12/12 コーラスレッスン 

 

 

4．協議および審議事項 

・会計より：予備費から教育活動奨励費の使用を提案（審議の上、承認されました） 

昨年度同様に今年度もコロナの影響で各委員の活動が制限されたため活動費が大幅に予算を下回る

見込みです。 

残金は予備費として翌年に繰り越すことになりますが、会計としてはできる限り繰り越しを抑え、

今年度の学校教育活動に還元させるべきと考え、今年度の予備費から、教育活動奨励費として 20 万円

を以下の内容で使用することを提案いたします。 

① 各クラスの教室に置く学級文庫の本、本棚 120,000 円 

選書は、学校図書の担当の先生と司書にお任せします。 

② コロナ対策として、非接触型検温器、消毒薬 80,000 円 

学校より要望がありました。 

 

・会長より：来年度ＰＴＡ会費変更の提案～会則改定（審議の上、承認されました） 

ＰＴＡ会費の変更を提案いたします。ＰＴＡ会費は年間1,800円と会則にて規定されています。この

金額はかなり以前に決定されたもので、それが現在も変更なく継続されています。 

以前のＰＴＡ活動は保護者同士の交流の場という意味合いも大きく、行事も今よりも多かったと聞

きますが、ここ数年のＰＴＡ活動は、必要最低限、できる限り委員である保護者の負担を軽減するた

め、活動の簡素化や効率化を図る流れとなっております。 

それに伴い活動費の使用そのものが減少しており、余剰金を翌年度に繰り越ししたり、もしくは教

育活動奨励費として何か生徒に還元する方法を実施したりしております。 

ここで現在の活動規模に見合った金額に変更し、会計の正常化を図りたいと考え、会費の変更を提

案いたします。 

金額は、まず前提として、転入生は学期分のみ徴収ということがあり、3 で割れる金額である必要が

あります。令和 2 年度の使用実績は、717,406 円でしたが、ここには、教育活動奨励費として予算外の

支出を実施した179,294円を含みます。予算計上されていた活動費のみでは実績538,000円でした。今

年度の会計はまだ締めていませんが、同レベルの金額になる見込みです。 

添付の予算書の会費収入のところをご覧いただくと、これは令和3年度の会員数で試算しております

が、会費 1,500 円と 1,800 円、それぞれ 673,500 円、808,200 円となっており、実績に見合った会費

1,500 円が妥当と考えました。 

さらに下げる要素もあるように思われますが、ここ 2 年、コロナ禍での活動自粛の影響もあったた

め、通常とは異なる状況であったこと、また、将来の生徒人数の減少の可能性も考慮し、まずは 1,500

円が妥当と考えました。よろしくお願いいたします。 

 

5．連絡事項 

・会長より：令和 4年度会計監査への立候補について 

令和 4年度の会計監査員（監査は令和 5年度 4月実施）に立候補される方はＰＴＡ執行部へご連絡願

います。執行部でも会計に詳しい人員にお声かけしていますが、立候補も受け付けております。 
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・書記より：総会資料「活動報告書」の提出について 

活動報告書の作成をお願いします。提出期限は、2月 28 日です。 

 

・会計より：年度末経費締め切りについて  

次回運営委員会で活動費の締めを行います。出納用紙と領収書を添付用紙に貼り付けて、残金とと

もにご提出ください。 

 

 

 

 

 
【第 5回運営委員会】3月 12 日（土）午前 10 時開始 会場：技術室 

議題を提案される方は、83 月 2 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。 


