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令和 4 年 6 月 15 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 11 日（土） 午前 10 時～10 時 42 分  場 所：図書閲覧室  司会：副会長 平井 愛 
（総出席者：41 人（メイン会場 37 人、オンライン 4 人）議決権のある出席者：39 人（委任状 0 人）役員数：57 人の過半数：

29人） 

 

1．会長挨拶 

 

今年度ＰＴＡ会長に承認されました村田雅世と申します。1 年間よろしくお願いいたします。 

さていよいよＰＴＡも新年度がスタートしました。今年は、ＰＴＡ活動はほぼ正常に戻って活動ができそう

ですが、コロナ禍の制限の中で始めたラインワークスの活用や、運営委員会のリモート併用などの便利機能

は今年も継続していきたいと思います。委員のみなさんには、5 月に引き継ぎして活動が開始したばかりで

すが、ぜひ引き継ぎの内容に縛られずに、もしこうしたらさらに簡単にできる、とか、もっと良くなる、と

かアイデアがあれば、ぜひ取り入れていただきたいなと思います。必要あれば執行部にも相談いただきなが

ら、ぜひ、一緒にＰＴＡ活動を良いものにしていけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 

2．先生挨拶 

 

【山上校長】 

今年はコロナによる人数制限の規制はなくなり、ようやく本来の教育活動に戻りつつあります。先日は 6

月 4 日に無事体育大会を終えることができました。3 年ぶりとなる元の形の体育大会で、特に 3 年生にとっ

て充実した一日になったことと思います。3 年生は、新入生時にいきなり自宅学習という大きな試練から始

まり、行事という行事はことごとくつぶれ（唯一 2 年生時の校外学習は対策をしてなんとかやり遂げること

ができましたが）辛い 2 年間を過ごしてきました。3 年生になって今までの悔しい思いを吹き飛ばすように

行事を復活できるようになりました。これから 2 年分の悔しい思いを取り戻す活躍を見せてほしいと思いま

す。そして 1 年生 2 年生も、一人一人が自分の種目を楽しみながらすごくいい笑顔で活動ができました。 

今後、現在の社会状況が続けば、9 月の修学旅行は二中三中と同様に京都奈良に行ける見通しです。また、

合唱コンクールは会場で食事をとれない関係上、1 クラス 1 曲の披露となり、保護者の参加も 1 家庭 1 名に

なる見通しですが、開催できそうです。 

芝生委員の方々は、今日は朝から活動をありがとうございました。今年も 1 年間、運営委員を含む全保護

者の皆さま方には生徒たちをどうか温かく見守っていただき、教育活動にたずさわっていただきたいと願っ

ています。 

 

【久保副校長】 

今年度赴任し、2 か月たちましたが、まだ慣れずに日々すごしております。先日の体育大会はおかげさま

でスムーズに運営できました。 

今日は、来週から本格的に開始する特別棟の解体工事について概要をお伝えします。解体には時間がかか

り、夏休み中だけでは日程が消化できないため、6 月 3 週目から開始し、終わるのは最終的には 10 月頃にな

る見込みです。解体工事では騒音と粉塵は回避できず、防音パネルや水まき等対策をしても、期末テスト後

の授業や夏休みの個人面談には少ながらず影響があると予測されます。状況によっては面談の場所を検討す

るなどの対応を考えていきます。詳細は今後通知でお知らせします。保護者の皆さまの要望など、できるこ

とであれば改善等を検討していきます。ご協力をどうぞよろしくお願いします。 

 

【学年報告 児玉経営支援主任】 

【一学年】 

1年生は入学以来 2か月がたちました。徐々に中学校にも慣れてきて様々な活動を始めているところです。

体育大会も経験し、少しずつ“一中生”になってきてくれています。 

入学してしばらくは緊張していましたが、ゴールデンウィーク明け以降は慣れてきて、いわゆる“地”が

出てきた感じです。それぞれの個性やキャラクターが出てきてこれからが楽しみです。今週から 9 月の校外

学習（上野・浅草方面）に向けて取り組みを始めましたが、やはり行事は様々な体験や嬉しさ・くやしさ・
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みんなとの協力などが生徒たちにとって大きな経験となります。行事を通してまたひとまわり大きくなって

くれると考えています。 

最後に、スマホでの LINE トラブルがありました。教員も注意・指導していきますが、ご家庭でも確認・

注意をしていただいてトラブルを防止し、より良い楽しい学校生活が送れるようご指導をお願いします。 

 

【二学年】 

2 年生になり、4 月当初は 1 年生のクラスを懐かしんでいましたが、新しい仲間とすぐに打ち解けてきまし

た。委員会や部活動では、先輩として 1 年生の模範になろうという姿がみられます。 

先日の体育大会では、昨年以上に実行委員を中心に、作戦や工夫をして練習に取り組んでいました。そし

て、どのクラスも一気に団結したように感じます。行事が生徒を成長させてくれると、昨年度のスキー教室

に続き、改めて感じました。 

授業は落ち着いた雰囲気で取り組めていますが、体育大会後に少し気のゆるみがみられました。しかし、

期末試験まであと 2 週間ということに驚いて、切り替えて授業に集中して取り組み始めました。 

また、7 月 8 日に行く、鎌倉への校外学習の準備が始まりました。昨日はコース決めがあり、班で行く場

所や昼食場所を話し合っている様子から「楽しみにしているんだなぁ」と感じました。まだまだコロナ禍で

はありますが、気を付けながら行ってきたいと思います。そして、校外学習を成功させて、また次に繋げら

れるようにしたいと思います。 

 

【三学年】 

 今年度は、入学式で 3 年生代表の生徒が歓迎のことばを述べ、生徒会役員と学級委員が受付等の手伝い

をして新入生を迎えることから新年度が始まりました。 

コロナ感染状況に少々落ち着きが見られてきたこともあり、この 2 年間彼らが体験できなかった行事が再

開されています。経験的には下級生とそう変わらない 3 年生ですが、最上級生としての気概をもって臨んで

います。 

4 月の離任式では、一中を去られた先生方にお別れのことばを述べる役を担いました。5 月の生徒総会は、

体育館に全校生徒が集まる従来のスタイルで実施されました。とはいえ、このスタイルは 3 年生にとって入

学以降初めてのことで、議長を務めた生徒も各委員会の委員長も、右も左もわからない状態でしたが落ち着

いてその役目を果たしました。そして、先日開催された一日を通しての体育大会も初めてのことでした。生

徒の作文を読むと、初めてにして最後の体育大会を存分に楽しみ、何かを得たことが伺えます。また、当日

2 日前に「棒引き」に決定した学年種目でしたが、各学級作戦をたて工夫をして前向きに楽しんでいました。    

授業中の様子は、4 月当初から「やはり 3 年生だな」という落ち着きと意欲が感じられました。5 月の連休

明けくらいに少々気が抜け始めた雰囲気がありましたが、期末試験を控えた今、また意識が高まってきた様

子です。体育大会と同じように、学習も前向きに力を尽くして頑張っていけそうです。 

 

【Ａ組】 

今年度Ａ組では、7 名の 1 年生を迎え、2 年生 4 名、3 年生 3 名の 14 名で活動しています。1 年生の人数

と、2 年生 3 年生を足した人数が同じになり、先輩としてリードできるのか心配していましたが、先輩らし

く今までの経験を生かして、時に優しく、時に厳しいアドバイスを送っている姿を見ることができています。 

今年度は校外学習として 5 月に立川防災館に行くことができました。行事の中で、ルールを決めていった

り、実際に経験して確かめたりすることができました。今年度も、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、体育大会では、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。体育の授業にも参加して

いくことで、繰り返し行われる全員リレーや大縄跳びなどの練習を通して、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) 4/3 ＰＴＡ新年度委員選出手紙作成、印刷、配布 

 4/9 令和 3 年度会計監査立ち合い 
 4/16 委員選出アンケート集計、選出準備等打合せ 
 4/18 新 3 年保護者会にて委員選出手伝い 

 4/19 新 2 年保護者会にて委員選出手伝い 
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 4/21 新 1 年保護者会にて委員選出手伝い 

 5/14 分担会  
 5/14 新役員名簿作成 

 5/14 総会資料配布、書面総会開催のお知らせ印刷配布 

新) 5/23 令和 4 年度ＰＴＡ総会報告書印刷配布 

 5/26 国立市ＰＴＡ会長会出席（会長） 
  一中評議委員会出席（会長） 

 6/11 育成会総会出席（会長） 
 6/4 体育大会受付手伝い 

 

≪書記≫ 

旧) 3/12～3/13 『第 5 回運営委員会だより』作成 
 3/14～4/26 『第 5 回運営委員会だより』一中ホームページ掲載依頼 

  総会資料作成 
 4/28 総会資料入稿、印刷発注 

 4/28～4/30 執行部・各委員会活動・サークル活動実績資料まとめ 
 5/6 総会資料納品 

新) 6/3 令和 4 年度運営員会出席表作成 

 6/3～6/5 執行部・各委員会活動・サークル活動実績資料まとめ 
 6/4 体育大会受付手伝い 

 

≪会計≫ 

旧) 3/13～4/15 令和 3 年度会計報告作成 
 4/16 会計監査 

 4/24 令和 3 年度会計報告書及び令和 4 年度予算案の提出 

新) 5/22 ＰＴＡ会費案内プリント配布 

  令和 4 年度会計活動内容打合せ 
  新規保険契約見積もり、問い合わせ（団体損害保険、賠償責任保

険） 
 6/4 体育大会受付手伝い 

 6/11 執行部・各委員会活動・サークル活動費受け渡し 

 

≪給食委員会≫ 

旧) 4/8 学校給食献立作成委員会出席 
 4/18 物資納入登録業者選定委員会出席 

 5/10 学校給食献立作成員会出席 

新) 5/19 物資納入登録業者選定委員会出席 

 6/7 学校給食献立作成員会出席 

 

≪広報委員会≫ 

旧) 3/17 『たより 150 号』納品、仕分け、配布 

  会計へ支払い依頼 

新)  委員会活動なし 

 

≪安全委員会≫    

旧) 3/15 『通学路危険箇所の改善に関する要望書』に対する教育委員会からの

回答報告書を保護者に配布 

新) 6/3 『ピーポくんの家ご協力のお願い』文書配布 

 

≪文化委員会≫ 

旧)  特になし 

新) 5/14 今年度の活動について協議 

 

≪芝生委員会≫ 

旧) 4/2 芝生エアレーション作業 
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  令和 4 年度作業予定作成 

新) 5/21 新旧役員作業引継ぎ 
  令和 4 年度ボランティアへの作業依頼文書作成、配布 

 

≪選出委員会≫ 

旧) 4/28 次年度への引継ぎ文書作成 

新)  特になし 

 

≪学年委員≫ 

＜1 年＞ 

旧) 4/16 ＰＴＡ委員活動調査票回収、集計 

打合せ 
 3/8、4/19 一中グッズリサイクル 

  2 年保護者会にて委員選出進行 

新)  特になし 

 

＜2 年＞ 

旧) 3/18 一中グッズリサイクルお知らせ印刷、配布 

 3/28、4/6 リサイクル制服回収 
 4/18 ＰＴＡ委員活動調査票回収、集計 

  一中グッズリサイクル 
  3 年保護者会にて委員選出進行 

 4 月下旬 学年委員会引継ぎ資料作成 

新)  特になし 

 

＜3 年＞ 

旧) 3/17 生徒へ卒業記念品（ハンガー）贈呈 
 3/18 先生方へ卒業記念品及び花束贈呈 

新) 5 月中 卒業記念品についての打合せ 

 

＜A 組＞ 

旧) 3/18 先生方へ卒業記念品及び花束贈呈 
 4/24 引継ぎ書作成 

新)  特になし 

 

 

≪バレーボールサークル≫ 

旧) 3/18 三中体育館にて合同練習 
 3/25、3/30 送別バレー（卒業生保護者 vs 在校生保護者） 

新)  毎週水・金曜日 18:30～20:40 感染症対策を徹底して練習 

 

 

≪コーラスサークル≫ 

旧) 3/13 練習 
 4/10 練習 

新) 5/14 練習 
 6/11 練習予定 

以上 

 

 

4．連絡事項 

【会長副会長】 

① 広報誌発行について 

今年度は委員の立候補がなかったため、広報委員が発足しませんでした。しかし、広報誌発行の予算はす

でに確保されていることから、今年度は執行部が広報誌を発行することにしました。例年とは趣向を変え、
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ＰＴＡ活動の内容の紹介や、ＰＴＡから見た学校や生徒の姿、といった視点で発行しようと思います。ぜひ

楽しみにお待ちください。 

なお、次年度以降ですが、昨今の個人情報に関する問題や、写真の取扱いの賛否があることを踏まえ、広

報活動の大幅な変更を提案したいと思います。具体的には、紙面での発行を取りやめ、ホームページ上で、

広報誌に代わるＰＴＡの広報活動を行っていくことを考えております。今年度の広報誌の紙面発行が完了し、

来年度の予算作成の時期に、運営委員会で新しい広報活動についてさらに具体的に提案させていただきたい

と思います。 

 

② 学校施設改善アンケートについて 

ＰＴＡでは例年、学校と連名で一中の学校施設改善の要望書を国立市へ提出しております。昨年はコロナ

の関係で実施しませんでしたが、今年度は 2 年ぶりに実施いたします。6 月中に施設改善アンケートの用紙

をお配りしますので、ぜひご協力をお願いいたします。アンケート内容を取りまとめたのち、施設点検を行

い、国立市へは 9 月頃に改善要望書として提出する予定です。回答がでましたら、ホームページの運用状況

次第ですが、できればペーパーレスで報告したいと考えております。 

 

③ ＰＴＡホームページ準備中の件について 

現在ＰＴＡのホームページは、一中ホームページ内に作成いただいたＰＴＡタグを使用しています。タグ

は学校管理でＰＴＡが直接掲載・差し替えができず学校への依頼を経て実施しているため、タイムリーな更

新ができない、あまり見やすいとはいえない、という課題があります。 

今後も、ホームページはＰＴＡの円滑な運営の一助となるよう、より実用的なものに変更したいと考え、

現在学校と協議中です。案としては、ＰＴＡが独自で管理できるページを新規に作り、学校ホームページか

らリンクを貼り、関係者が使い心地よく使用できるような仕組みを考えております。 

 

④ ＰＴＡ一中グッズリサイクル 

保護者から質問があったため、一中グッズリサイクルついてご案内します。 

ＰＴＡでは卒業生のおさがりを、在校生や転入生など必要な方に活用してもらえるよう仲介しています。

具体的には、主に年度末に、不要になる制服・ジャージ・上履きなどを卒業生から集めて、新年度 1 回目の

保護者会で、主に新 2，3 年生に見ていただいています。今年はもう少し頻度をあげるよう学年委員さんと相

談し、なるべく 2 学期、3 学期の保護者会でも見ていただけるようにしたいと思います。 

また、保護者会以外のタイミングでも、リサイクル品を見ていただくことは可能です。リサイクル品は 3

階のＰＴＡ室に保管してありますので、必要な方はご覧いただけます。生徒本人の試着も必要であれば、平

日の夕方等にＰＴＡ室に来室いただいて構いません。その際は、職員室の副校長先生（もしくは他の先生）

にお声かけいただき、「リサイクル品の試着をしたいのでＰＴＡ室のカギをお借りしたい」とお伝えくださ

い。合うものがあればそのままお持ち帰りいただいて構いません。 

ＰＴＡ室に生徒が入室する際は必ず保護者と一緒に入り、消灯・窓閉め・施錠を行い、職員室へカギの返

却をお願いします。この内容は今後ホームページにも掲載し、保護者全体に周知します。 

 

【書記】 

① 活動実績報告の提出について 

今後も運営委員会の 2 週間前を目安に、各委員会・サークルの活動実績のご報告を、ラインワークス経由

でお願いします。今回ご提出いただいた内容や、前年度からの引き継ぎ事項、ホームページに掲載されてい

る昨年度の内容を参考に、次回以降もご提出ください。 

本日の運営委員会の内容、活動実績は、後日ホームページにアップする予定です。アップした際に、ライ

ンワークスで連絡します。 

 
② 印刷物のファイリングについて 

ＰＴＡで発行、配布した印刷物は必ず 1 部保管しています。ＰＴＡ室入って右手のテーブル上に、緑色の

ファイルと穴あけパンチを置いてありますので、配布する印刷物は 1 部ファイリングをお願いします。 

 

【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 

3 学年委員会に卒業時の先生とのお別れの費用を 2,000 円用意しているほか、1 年生 2 年生も、審議で承認

された場合には上限 2,000 円の活動費を使うことができます。 

また、本日の運営委員会後に各委員会の活動費を一括前払いでお渡しします。 
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5．協議および審議事項 

  なし 

 

6．質疑応答ほか 

  学年委員より 

「一中リサイクルについて、供出品の展示は、3 年生の保護者会でも行ったほうがいいでしょうか？」 

執行部・先生方から回答 

「3 年生は保護者会の回数が多いので、学年委員さんの負担が増えすぎないように毎回でなくてもいいと

思いますが、保護者会等でぜひ機会を設けてほしいです。中学生の 3 年間は成長期なので、特に男子は

上着や袖丈、ズボンの丈などが短くなっている生徒が散見されます。3 年生は殊に高校入試の面接時な

どに、服装も全体的な印象の一部となり得るので、リサイクルは貴重な機会になると思います。学年委

員さんで検討をお願いします。」 

   

 

 

 
【第 2 回運営委員会】10 月 15 日（土）午前 10 時開始 会場：図書閲覧室予定 

議題を提案される方は、10 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。 


