令和 3 年 11 月 15 日
国立第一中学校ＰＴＡ会員各位
第 3 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：11 月 13 日（土）午前 10 時 5 分～10 時 35 分

場所：技術室

司会：副会長 鈴木奈津紀

（出席者：35 人（メイン会場 29 人、オンライン 6 人） 議決権のある出席者：32 人（うち 6 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。
令和 3 年度の運営委員会も本日が第 3 回となります。
2 学期になり、子どもたちは校外学習や修学旅行、合唱コンクールなど規制はあるものの、やっと通常の
生活を取り戻し、充実して過ごせているなと感じます。ＰＴＡ活動もそれぞれに活発に進めていただいてお
ります。
芝生委員さんは半年にわたる長い活動を完了しました。安全委員さんは通学路点検を実施し、教育委員会
への提言をまとめてくださいました。広報委員さんは 1 学期と 3 学期にも『たより』を発行する予定です。
給食委員さんには試食会ができない中、それ以外の活動を考案していただいています。文化委員さんは、合
唱コンクール当日の感染対策や裏方仕事のお手伝い以外にも、鑑賞できない保護者のために知恵を絞って
様々な企画を実施いただきました。選出委員さんは、いよいよ来年度に向けた準備を始めています。また、
昨年は全く活動できなかったコーラスとバレーボールのサークル活動も、今年は少しずつ動き始めています。
いよいよ今年度の活動も後半となりますが、ここまで同様に全体で協力して進めていきましょう。
なお、年度内の運営委員会は、リモートとリアルの２本立てで実施していく予定です。
よろしくお願いいたします。
２．先生挨拶
【山上校長】
10 月に入り日本では新型コロナの急速な減少化に伴って、様々な変化が見えてきました。学校でも今まで
規制されていたことが実施できるようになり、いよいよ学校は動き出しました。
先日、遂に待ちに待った修学旅行が実施され、生徒の本当に喜ぶ顔を見ることができホッとしています。
また、Ａ組の合同宿泊学習も無事実施され富士山に行って雪合戦をしました。更に 1 年生の校外学習、2 年生
の職場訪問等、今まで自粛していた行事を一斉に実施し、生徒の心から喜ぶ報告を聞きながら、改めて行事
の大切さを痛感しました。
蔓延の状況は今後再びあり得るということもあり、引き続き学校生活では気を引き締めながら生活するこ
とで、1 年生のスキー教室や卒業式に向けて学校を進めてまいりますので、ご協力お願いいたします。
【斎藤副校長】
昨年度、感染症防止対策を施していることもあり行事などができませんでした。今回、合唱コンクール、3
年修学旅行、1 年校外学習、2 年職場訪問、Ａ組合同宿泊学習を続けて実施しました。これらの行事などの中
で友達との話し合いを通じて他者の考え方などを聞き、試行錯誤をしながら課題を解決していくことで生徒
は成長します。また、教室から外に出て、実際に社会の中で経験や体験をさせることで、よりよい社会を創
ることや他者である大人との交流によって、さらに新しい発想が生まれ、生徒の成長につながります。
今、一中では、ボランティア活動に力を入れています。ボランティア活動によって人に感謝されるだけで
なく、地域の方々との交流によって、国立市民としてよりよい社会を創ることができる人材を育成すること
を目的に、一中花壇のボランティアの活動などを実施しています。地域の人々と一緒にボランティア活動を
することで、今後、中学生が地域の人材として貢献し活躍してくれることを期待しています。
【学年報告 児玉経営支援主任】
【一学年】
緊急事態宣言が解除され、初めての合唱コンクールがありました。実行委員を中心に、感染対策をしなが
ら協力して練習し、当日は緊張感の中、マスクをしての合唱でしたが、声量はもっと元気な 1 年生らしさが
ほしかったなと思いながらも、どのクラスも堂々とした姿勢で歌う姿に感動しました。
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また、合唱コンクールと並行して、初めての校外学習の準備を慌ただしく行い、無事実施できました。計
画どおりいかなかったり、はぐれてしまったりしたこともありましたが、班員と協力して都内巡りを楽しん
できた様子でした。今は事後学習に取り組み、班で模造紙 1 枚にまとめています。三者面談の時には掲示で
きると思うのでご覧ください。
中学校生活も半年を過ぎ、学校生活にだいぶ慣れてきた反面、慣れからのだらけや友達との関わり方に少
し課題が見えてきました。期末試験に向けて、学習面では落ち着いて授業に取り組んでいますが、学習面だ
けでなく、心の成長を促していきたいと思います。
3 学期にはスキー体験学習があります。まだまだ油断せずに、感染防止対策をしながら、実施できるとい
いなと思います。
【二学年】
入学して初めての合唱コンクールでしたが、実行委員やパートリーダーを中心に自分たちで取り組めてい
ました。当日は、持ち前のエネルギーを発揮した演奏ができ、なんとか中堅学年としての面目が立った発表
ができたかと思います。
一方で、行事に向かう間、平常とは違った学校生活に気が緩みだし、様々な出来事が起こりました。
生徒一人に一台、タブレットが貸与され、様々な授業での活用が進んでいます。生徒もだいぶ使い慣れ、
中には教員以上に機能を熟知し使いこなしてしまう生徒もいます。それ自体は、悪いことではないのですが、
個人情報の流出に繋がりかねないこと（校内で撮った画像を自分のスマホに送信する、他人のパスワードを
知るなど）を軽い気持ちでしてしまっていたという事案がありました。また、それから時を置かず、合唱コ
ンクールにスマホを持ち込み、写真を撮るという事案もありました。どちらも学年全体の問題として生徒に
提起し、考える機会を設け、当該生徒については個別に指導をしました。以上のことから、ＩＣＴモラルの
啓蒙の必要性を感じ、今後も、継続して指導していこうと思います。
10 月 29 日には、職場訪問がありました。生徒は、市内の事業所に行って、仕事についてインタビューをし
てきました。これもまた、校外に出る活動で生徒の気持ちは高揚したようでした。事業所の方々のご協力で
生徒にとって大きな学びの場となりました。また、昨年度、職場訪問が中止になってしまったことを事業所
の皆さまは残念に思ってくださっていたようで、お土産までくださるところもあり、地域の皆さまの温かさ
を感じました。
これから 2 学期の振り返りをしっかりとして、自分たちの課題を明らかにし、3 年 0 学期にあたる 2 年の 3
学期を迎えようと思います。
【三学年】
3 年生はこの 2 学期、合唱コンクールや修学旅行を行い、忙しいながらも充実した時間を過ごすことができ
ました。
生徒たちは今まで行事が思うようにできなかったので、例年の行事ができたことがとても新鮮であり、嬉
しかったようです。特に修学旅行に関しては、もうできないかもしれないと半ばあきらめていた生徒もいた
ようでしたが、感染症対策をしっかり行い、秋の京都・奈良を満喫し、友達との思い出ができ、貴重な体験
になったと思います。
そしてそれが終わるとすぐに進路面談になり、進路の本格的な時期を迎えています。様々悩み、揺れ動く
時期ですが、自分自身のことや将来を見据え、よりよい進路選択ができるよう 3 年教員一同も全力でサポー
トしていきます。私たち教員も生徒たちもこの秋は目の回るような忙しさでしたが、充実した時間でもあり
ました。これからが正念場ですので、また保護者の皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
【Ａ組】
Ａ組では、たくさんの行事を経験することができました。合唱コンクールや 1 年生の校外学習、3 年生の修
学旅行など通常学級との交流場面もたくさんありました。近くの生徒が声をかけてくれたり、サポートして
くれたりと、温かく迎えてもらい、安心して参加できている様子が見られました。11 月には三中Ａ組と一泊
二日の合同宿泊学習に行くことができました。貸し切りバス 2 台で山梨方面に向かい、富士山について学ん
でくることができました。五合目のお中道（おちゅうどう）周辺では、すでに雪が積もっており、行程を短
縮して歩きましたが、富士山を直接感じる経験は、多くの生徒に感動をもたらしたようでした。今後も感染
防止に最大限の配慮をしながら様々な体験をして、今後の学習に結び付けていきたいと思います。
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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≫
9/15

防犯パトロール(副会長)

9/30

会長会および校長会長会出席(会長)

10/8、14

文化委員会と合唱コンクール打合せ(副会長)

10/19

合唱コンクール手伝い(副会長)

≪書記≫
9/4～9/27

『第 2 回運営委員会だより』作成

9/27

『第 2 回運営委員会だより』一中ホームページﾞ掲載依頼

10/30～

執行部・各委員会活動・サークル活動実績資料まとめ

≪会計≫
9/11

ＰＴＡ会費未納者への通知印刷、配布

9/11～

ＰＴＡ会費入金確認

10/29

卒業記念品代金の振込

≪給食委員会≫
10/5

学校給食献立作成委員会出席

10/15

物資納入登録業者選定委員会出席

11/2

学校給食献立作成委員会出席

11/5

給食センター見学、試食会

11 月

『給食だより』作成

≪広報委員会≫
10/19

合唱コンクールの撮影

≪安全委員会≫
9/15

校外パトロール実施

10/30

『通学路危険箇所の改善に関する要望書』作成

≪文化委員会≫
10/8、14

合唱コンクール打合せ

10/18

『合唱コンクール録画鑑賞会のご案内』お手紙作成、正副会長へ確認依頼

10/19

合唱コンクール手伝い

10/25

『合唱コンクール録画鑑賞会のご案内』お手紙印刷、配布

11/8、9

合唱コンクール録画鑑賞会手伝い
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≪芝生委員会≫
9/11

芝刈り活動

9/24

芝刈りボランティアへ直前連絡

9/25

芝刈り活動

10/15

芝生エアレーション作業、土集め(三小)

10/16

芝生手入れ、土埋め

≪選出委員会≫
10/30

選挙公示案内（公募）配布文書作成案の話合い

≪学年委員≫
＜1 年＞
11/1

修学旅行業者選定説明会出席

＜2 年＞
特になし
＜3 年＞
9月

先生方への卒業記念品の相談

10 月

卒業記念品の決定、デザイン決定、発注、振込

＜Ａ組＞
特になし

≪バレーボールサークル≫
9/8〜10/1

練習中止

10/6〜

毎週水･金曜日に練習

≪コーラスサークル≫
10/25

活動再開及び会員募集のお手紙配布

４．連絡事項
・選出委員より
令和 4 年度選挙公示について
公募等の文書に関しては、11 月中に配布予定になっておりますのでよろしくお願いします。
・文化委員より
合唱コンクール関連の報告
10 月 19 日ＲＩＳＵＲＵホールにて合唱コンクールが開催されました。
文化委員として消毒作業、生徒の誘導のお手伝いをしました。1、2 年生ともに初めてということで、
緊張すらも楽しんでいるように感じました。開催できたこと本当にありがとうございました。
3 年生は 3 学期保護者会がなく、鑑賞の機会がないため体育館にて 11 月 8 日、9 日の 2 日間、鑑賞会
を開催いたしました。8 日には 30 名、9 日には 25 名の出席があり、ご夫婦でいらっしゃる方もいました。
ご協力いただいた先生方ありがとうございました。
3 年生の力強い合唱が少しでも伝わっていたらと思います。
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５．審議事項
なし
６．質疑応答
なし

【第 4 回運営委員会】令和 4 年 1 月 15 日（土）午後 3 時開始 会場：技術室予定
議題を提案される方は、81 月 5 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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