令和元年９月３日
国立第一中学校ＰＴＡ会員各位
第２回運営委員会だより
国立第一中学校ＰＴＡ
会 長
平井 愛

日時：７月１３日（土） 午前 10 時 07 分～10 時 55 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：37 人（内 5 人委任状）、役員数：55 人の過半数：28 人）
１．会長挨拶
本日も運営委員会にご出席ありがとうございます。
一学期が終わろうとしていますが、各委員会いかがでしたでしょうか。これから活動本番を迎える委員会もあ
ると思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。
二学期以降には、子どもたちは一中ＳＮＳルールの改定に取り組むそうです。保護者も主体的にＳＮＳルールに
ついて考えていけるよう、意識を高めていきたいと思っています。
２．校長挨拶
先日、近隣の方に失礼な発言を行った生徒がいました。この事実を教えて下さったその方は、この一中のこと
を地域の誇りと思いながら過ごしていたので大変残念です…と仰っていました。それを聞いた私は、すぐに学年集
会を行わせ、地域の方々の一中に対する想いと期待を伝え、卒業生１万８千人の顔に泥を塗る行為であることを厳
しく伝えてもらいました。集会が終わってすぐに、二人の生徒が申し出て、校長室で「すみませんでした。こんな
に大きなことになるとは思いませんでした。」と反省を込めて謝罪をしました。この生徒達はもちろん、集会でし
っかりと話を聞けた生徒達の多くは、二度とこのようなことは起こさないと心に響いたことと思います。私たち教
師は、常に生徒と本気で向き合い、改めて指導のタイミングや情熱をもって接することの大切さを学びました。
「心美人」私の大好きな言葉です。一中の教師、生徒が「心美人」であふれる学校を目指して、これからも学校
経営に励んでいきます。
３．学校報告
【日熊副校長】
今年の梅雨は、ここ数年ではめずらしい「梅雨らしい梅雨」という感じがします。気温が高くなってきたとこ
ろに、この涼しさなので体調を崩している生徒もいるようです。ただし、太陽が顔をだしているときは蒸し暑く、
夏に向かっていることを実感します。
夏休みを数日後に迎えることもあり、生徒の気持ちは浮ついているかも知れませんね。この夏休みには、部活動
で心身を鍛えたり、苦手な分野の学習に取り組んだり、新しいことにチャレンジをしてみたりと、ひとまわり大き
く成長して欲しいと思います。「かわいい子には旅をさせろ」という諺がありますが、私の 2 人の娘が小学校 4 年
生と 1 年生のときに、山口県の祖母の家まで、こども達だけで旅行に行ったことがあります。何気なく「2 人だけ
で行ってみる？」と聞いたら「行ってみる！」と返事をしてきたので、この機会に挑戦させてみました。向こうに
到着するまでは、本当に心配でしたが、こども達は逞しく行き帰りの旅行を無事に終えました。その後のこども達
の様子を見ると、大きな自信になったようです。
体力がつくことでできることが増え、新しい技術を身につけることで自信もつき、いろいろな人との付き合いの
なかで他者と上手く関係をたもつ力を育てるなど、中学生の夏休みにしか体験し身につけられないことがたくさん
あります。だからこそ、小さな失敗は恐れずにいろいろなことにチャレンジして、ひとつひとつの体験を自信につ
なげて欲しいと思います。
「本気ですれば、だれかが助けてくれる」頑張っている人には、自然と応援してくれる人がでてきますので、生
徒の気持ちを盛り上げ応援をしていきたいと思います。
【学年報告 遠藤教務主任】
１年
体育大会を終えて、クラスや学年の仲も深まってきた様子があります。一方で、精神的に幼さが見える場面があ
り、自分で考えて行動する力を高めていくことが課題です。徐々にですが、校外学習の取り組みも始まり、行事に
取り組む中で、考える力や協力して問題を解決する力が高まっているように感じています。
２年
楽しく元気に学校生活を送って、友達との仲を深め、部活動では、3 年生が引退し、主役になって活躍する場面
も増えてきました。一方で、授業中に落ち着かない場面があったため、先生方で巡回をし、授業への集中度を高め
ていきました。また、生活態度についても、注意を受ける場面があったため、学年集会を開き、学年の課題にしっ
かりと向き合った一学期となりました。
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３年
期末テストの取り組みでは、今までよりも一生懸命学習に取り組む姿を見ることができました。その中でも、部
活動や行事に対しても、一生懸命取り組む姿勢が見られ、一中の顔として努力してくれました。しかし、生活面で
の緩みが見られる場面もあるので、普段の生活から 3 年生としてしっかりとした背中を見せてくれることを期待し
ています。
Ａ組
体育大会では、各クラスと交流し、良い経験を積むことができました。大人数での授業もある中で、一人ひとり
がしっかりと学習に向かうことができています。一方で、たくさんの人数が一緒に生活をすることでトラブルも起
こっているので、人との関わり方もしっかりと学びながら生活してほしいと思っています。
４．各委員会活動実績報告
※ 「7/13 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。
≪会長・副会長≫
・5/20
国立市ＰＴＡ会長協議会出席（会長）
・5/22
三小地区育成会総会出席（正副会長）
・6/1
体育大会受付手伝い（正副会長）
・6/7
健全育成会議出席（会長）
・6/8
地域交流会手伝い（正副会長）
・6/17
国立市立小中学校長・ＰＴＡ会長等連絡
会、国立市ＰＴＡ会長協議会出席（会長）
・7/2
『校内施設の改善に関する要望書アンケー
ト』印刷・配布（正副会長）
・7/9
国立一中評議委員会出席（会長）
・7/10
三小地区育成会委員会出席（正副会長）

≪広報委員会≫
・5/18
芝生活動写真撮影
・5/28
『たより 145 号』打合せ
・6/1
体育大会写真撮影
・6/13
『たより 145 号』の写真選び
・6/17
『たより 145 号』のレイアウト
・6/18
印刷業者（富士印刷）との打合せ
『たより 145 号』の写真・原稿を入稿
・6/27～30 初稿チェック作業
・7/2
初校戻し
・7/3
二校チェック（委員のチェック後、正副会長
及び副校長先生にチェック依頼）
・7/4
三校チェック
・7/5
校了、印刷へ

≪書記≫
・5/12〜6/4
・5/18〜6/15
・6/ 1
・6/5
・6/17

『ＰＴＡ総会報告』作成
『第一回運営委員会だより』作成
体育大会受付手伝い
『ＰＴＡ総会報告』の一中ＨＰ掲載を依頼
『第一回運営委員会だより』の一中ＨＰ掲
載を依頼
・6/29〜7/12 執行部・各委員会活動・サークル活動実績
資料まとめ
≪会計≫
・6/1
・6/4
・6/19

≪文化委員会≫
・6/2
合唱コンクール保護者コーラスについての打
合せ
・6/14
学校施設使用申請書提出
・6/10
合唱コンクール保護者コーラス参加者募集の
手紙作成
・6/19
合唱コンクール保護者コーラス参加者募集の
手紙印刷・配布

体育大会受付手伝い
慶弔費支払い 一件
コピー用紙購入
ＰＴＡ保険更新手続き完了

≪安全委員会≫
・5/18
『ピーポくんの家ご協力のお願い』印刷・配
布
・6/10
市への提出書類作成
・6/18
『ピーポくんの家』取組みに関わる市の支援
事業説明会及び連絡会に出席
・6/24
『ピーポくんの家』協力世帯への書類作成
・7/5
『校外防犯パトロール』のご案内印刷
『通学路危険箇所について』アンケートご協
力のお願いの手紙印刷
・7/8
『校外防犯パトロール』ご案内の手紙配布
・7/8
『通学路危険箇所について』アンケートご協
力のお願いの手紙配布

≪給食委員会≫
・5/18
『給食試食会のお知らせ』印刷
・5/20
『給食試食会のお知らせ』配布
・6/4
献立作成委員会出席
・6/14
物資納入選定委員会出席
・6/27
給食センターでの給食試食会実施
・7/9
献立作成委員会出席

≪芝生委員会≫
・5/18
芝刈り作業、新旧作業内容引継ぎ
芝刈りボランティアへの手紙配布準備
・5/20
芝刈りボランティアへの手紙配布
・6/14
荒天による芝生活動中止の確認
芝刈りボランティアへ中止連絡(電話)
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≪選出委員会≫
特になし
≪一学年 学年委員会≫
・7/8
リサイクル活動及び学年委員と先生方による
懇親会の打合せ
≪二学年
・7/１
・7/12

学年委員会≫
『一中グッズリサイクルへご協力のお願い』
印刷・配布
リサイクル活動

≪三学年
・7/2
・7/5

学年委員会≫
懇親会の手紙配布
リサイクル活動

≪Ａ組≫
特になし
≪コーラスサークル≫
・6/2
コーラス練習
・7/7
コーラス練習
≪バレーサークル≫
・5/19
三小と合同練習（一中体育館）
・5/31
三小と合同練習（一中体育館）
・6/7
三小と合同練習（三小体育館）
・6/14
三小と合同練習（三小体育館）
・6/21
三小と合同練習（三小体育館）
・6/28
入部した方の歓迎会開催
・7/5
三小と合同練習（三小体育館）
・7/12
三小と合同練習（三小体育館）

５．連絡事項
（１）会長より
育成会・会長会・一中評議委員会の報告
会長会では他の学校の会長とお話をします。各委員会で他の学校ではどうしているのか聞いてみたいという
ようなことがあれば、言っていただければ聞いてきますので、お問い合わせください。
三小地区育成会がこのあたりの育成会で、三小の子どもたちのことをメインでやってはいますが、一中のこ
ども達もボランティアとして育成会の行事などに参加させていただいています。７月１９日にサマーフェスタ
という、三小の校庭で花火をあげるイベントがあります。ご不明な点あれば、いつでもお問い合わせください。
（２）副会長より
『校内施設の改善に関する要望書アンケート』がお子さまを通じて届いていると思います。これは、学校の
中でこういうところをきれいに直してほしいとかここが壊れているなどあれば、色々あげていただいて取りま
とめて市の方に要望を出すものです。保護者はあまり学校に来ないので実際にどんなところを直してほしいの
か追加で何がほしいかとかぴんと来ないと思うのですが、ぜひお子さんに聞いていただいて、いろいろ出して
いただければと思います。またこういう機会に校舎内を見ていただいて、これでいいのかしらというところが
あったら書いていただければと思います。プリントの方にはこのようなポイントを見ていただければというも
のが載せてあって、教室とか廊下とか施設部分、電気系統や水回りなどがあります。4 月の保護者会で特別棟の
取り壊しと校舎の改修の話があったと思いますが、その話が進んでいきます。もしそれと一緒に改善してほし
いところについて多数意見があがれば、今までよりも話がしやすいと思うので、ぜひいろいろ書いていただけ
ればと思います。教室のロッカーが小さいなども毎年予算の面でなかなか手をつけていただけていないのです
が、今年はもしかしたら実現するかもしれません。ぜひ、何かお出しください。夏休みの間に先生方と役員の
方で実際に確認をしてとりまとめ、提出予定のものについてお便りを出します。
（３）会計より
PTA 会費の集金について、ほぼ 100％集金できている状態です。数名まだの方がいらっしゃいます。
PTA 室の黒板に書かれている在校生数について、会計の方で校長先生に確認し書き換えていますが、新しい
情報を得て書き換える機会があるようでしたら、更新記録を書き加えていいただけたらと思います。
（４）給食委員会より
６月２７日に給食センターにて給食試食会を実施しました。栄養士の方から話をいただき、『スープ鍋は二
重構造のため温度調節が整っていること、メニューは季節により味付けの濃淡やトロミを出し食欲を出させる
工夫をしていること』を知りました。また試食会の意見として、「とても美味しかった。」｢一品一品丁寧に作っ
ていて食材にこだわっていることに感動した。」｢家でも作ってみたい。
」などが多くありました。
（５）安全委員会より
① 「通学危険箇所についてのアンケート」のおたよりを配布いたしました（提出締め切り７月１７日）。
② 「校外安全パトロールのご案内」のおたよりを配布いたしました（提出締め切り ７月１７日）。防犯協
会の方々のご協力を得て８月２８日（水）午後４時から行います（一中視聴覚室に集合）
。
（６）文化委員会より
１０月１９日一橋大学兼松講堂にて合唱コンクールが行われます。今年も保護者と先生によるコーラスがあ
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ります。以下の通り練習を行いますが、全て参加できなくても問題ありません。ぜひたくさんの保護者のみな
さまにご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。
練習日：９月８日(日)
午後 6 時 30 分〜
９月１５日(日)
午後 6 時 30 分〜
９月２２日(日)
午後 6 時 30 分〜
１０月６日(日)
午前 10 時〜
１０月１２日(土) 午後 6 時 30 分～
場所：一中音楽室
コーラス曲：いのちの歌 他
６．協議事項
なし
７．審議事項
（１）三学年委員より
卒業時先生方へ贈る色紙の購入について
学年単位で活動を行う際、各クラス 2,000 円を上限に予備費を使用でき、その際、事前に運営委員会にて
審議が必要です。卒業式に生徒より先生方に色紙をお渡しするために、予備費の一部を色紙の購入に充てる
提案がありました。
→拍手多数にて承認

【第３回運営委員会】９月１４日（土）午前１０時開始 会場：視聴覚室
・議題を提案される方は、９月６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。
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