
                                          平成３０年 6 月 28 日   

会員各位  
                                 狛江第一中学校ＰＴＡ 

                                         会 長 名古屋 英男 

  
【６月２２日（木）１７：３０～ 大会議室】 

 

１．名古屋会長挨拶 
   お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。本日、セーフティー教室がありました。インターネッ

トやスマホの被害についてお話をしていただきました。保護者として制限をかけたりして、子どもたちが詐欺の

被害に遭わないように注意していただきたいと思います。何かあれば、PTA へご相談ください。 
  

２．樋口校長挨拶 

こんにちは。お忙しい中ありがとうございます。出張が続きまして、今年度初めて運営委員会に参加すること

が出来ました。 

学校だよりですが、今年度４月は私が書きました。５月は副校長が書き、６月は岩瀬先生が書きました。７月

は池田先生、９月は千ヶ﨑先生にお願いします。学校運営の中核である主幹教諭の視点で書いていただきたいと

思っています。私からは、ホームページの校長室だよりにて、学校全体的な事を保護者の方々にお伝えしていき

たいと思います。      

修学旅行についてですが、今回，子どもたちはチャレンジしました。京都駅に着いて直ぐに解散して班行動に

移りましたが、子どもたちは、少し遅れた班もありましたが、ちゃんと京都～奈良へ観光して宿に戻ってくる事

が出来たのです。とても立派でした。  

体育祭ですが、７６０名もの保護者の方に来ていただきました。ありがとうございました。卒業生もたくさん

来てくれてとても嬉しかったです。今回は、昼休みの綱引きを取り止めました。炎天下にトーナメント方式で行

うことは、身体的に危険を伴う上に、時間がかかるためです。ご了承ください。昨年から子どもたちが自主的に

大きな色別の輪を作るようになりました。１組の輪に応援生徒も駆けつけてくれて、とても素敵な光景でした。 

３年生は、部活動をやり続けたことを糧に、進路に向かっていってほしいと思っています。 

２年生は、いよいよ自分たちの番だ、と感じ活躍してくれると思います。 

後に、自転車事故についてです。人の命に係わる事故につながります。自転車の乗り方の指導とともに、各

ご家庭で自転車保険に入っておくことも考えていただくことが大切と思います。 

 

３．学校より 

３学年主任【吉田雄一先生】 

近の３年生ですが、ワールドカップ日本戦の翌日は２０人以上の子どもたちが応援していました。4 年に

1 度の事で楽しみでもあると思いますが、時差もあるので来週の期末テストに備えてもらいたいと思います。 

体育祭も 高学年として、係りの仕事や救護などでも活躍が見られました。 

部活動も運動部は 後の大会に向けて頑張れるように指導していきたいと思います。 

 

２学年主任【千ヶ﨑先生】 

前回お話ししました体育祭のいかだレースですが、練習から楽しんで取り組み、当日その結果が出せたので

良かったと思います。男子は人数が少ないのですが、頑張っていました。合唱祭は、ただいま選曲中ですが、

良い声を聴かせてくれると思います。 

しばらくは、行事もなく落ち着いていますので、学習へ目を向けさせていきたいと思います。2 学期には、

校外学習や、合唱祭、職場体験があり忙しくなります。1 学期の間の学習時間を大切にして過ごしたと思いま

す。 

 

1 学年主任【中野先生】 

体育祭では、ご協力ありがとうございました。 

1 年生は、3 年生の頑張る姿を見て勉強になったと思います。競技だけではなく、係や実行委員の仕事など

見えないところで働いてくれている事に、気がついてくれたかなと思っています。体育祭の頑張りを普段の生

活に生かせるようにと、子どもたちに話をしています。期末テストに向けて、学年+1 時間の学習時間を目安に、

計画的に見通しを立てて行うことが大事と伝えています。 

第３回 運営委員会報告 

 



 

1 組主任【岩瀬先生】 

1 組の子どもたちも体育祭が終わり落ち着いた生活に戻っています。 

来週には、多摩地区の特別支援学級のバスケットボールの試合があります。4 チーム参加します。体育祭の

流れもあるのか、体の動きも良く、各チーム連係プレーも出てきて白熱した試合風景が見られます。活躍を期

待して見守っております。 

体育祭では、まず 1 年生に 1 組がどのようなクラスなのかを知ってもらうために 1 年生の学年で参加して

います。夏休みに向けて、より成長していけるように見守っていきたいと思います。 

 

生活指導主任【前田先生】 

今日は、皆さんの声をください、という話を2つします。 

まず1つ目は、H30年度の市への要望のアンケートを取りまとめていただいていますが、子どもたちの安全

面でも、早急に修復や改善が必要なところが校内にはまだまだたくさんあります。 

2つ目は、いつも落ち着いていると嬉しい報告をしておりますが、課題もたくさんあります。地域での課題、

下校途中の課題、我々が気付いていないことの要求をください。それが課題になります。 

子どもたちが、より良い活動ができるように、皆さんの声をください。よろしくお願いします。 

 

進路指導主任【福島先生】 

先日、子どもたちにどのように進路を選択するか、考えてもらいました。その中で、学校の設備や環境面も

大事なことだと感じました。 

 高校の先生の話しを聞く会で、都立は、青山高校 町田高校 第五商業高校 私立は、日本体育大学荏原高

校の先生をお招きする予定です。 

  全学年の保護者にお手紙を配布いたします。その後、進路説明会を行う予定にしております。 

 

4．委員会報告 

《全委員会共通》 ６月 ９日 体育祭 来賓へのお茶出し 

《3 学年》    ６月 ９日 『がんばれ受験生』アンケート用紙配布/回収  

６月２０日 『がんばれ受験生』アンケート印刷予定  

《2 学年》    ６月 １日 標準服リサイクルのお知らせ印刷/配布 

         ６月 ９日 標準服リサイクル配布と回収 

《1 学年》    ６月 ９日 委員会開催 給食試食会までの作業確認 

《１組》           特になし 

《広報》     ６月 ５日 広報誌配布作業 

６月 ９日 委員会開催  体育祭取材 

《文化厚生》   ６月 ４日 ふれあいクッキングのお知らせ印刷/配布 

         ６月１８日 ふれあいクッキング申込書回収/集計 

         ６月２０日 ふれあいクッキング打合せ  

《推薦》           特になし 

《P 連事務局》  ６月 ５日 PTA 副会長会 

         ６月１２日 Ｐ連事務局委員会 
         ６月１８日  Ｐ連事務局委員会  

《役員》     5 月３１日 役員会 

６月 １日 市への要望アンケート 配布 

行事お手伝いのお願いとアンケート 配布  

          ６月 ２日 第三小学校運動会 第四中学校体育祭 

          ６月 ５日 PTA 副会長会 

          ６月 ９日 体育祭受付 

          ６月１３日 いかだレース抽選会/説明会 

          ６月１４日 ふれあいフェスティバル 全体会議 

          ６月１６日 第二中学校体育祭 

   

５．体育祭の反省、感想 

   『がんばれ受験生』のアンケートの用紙配布の場所と、受付の位置が逆の方が受付としての役割を果た

せたと思いました。 



 

６．【7 月 7 日 ふれあいフェスティバル】について 

各委員会の皆さまへ、体育祭では、麦茶、氷の用意と、来賓の方へのお茶出し、ありがとうございました。 

ふれあいフェスティバルでも同様に、麦茶、氷の用意をお願いいたします。 

 

７．「市への要望」について  

「市への要望」のアンケートにご協力ありがとうございました。内容を検討し取りまとめをしました。 

 

≪学校施設・設備に関するもの≫  

① 衛生面に配慮したトイレの改修、防臭、様式化の徹底 

② 体育館への冷房設備導入 

⇒以前より要望しておりますが、冷風機、扇風機が導入されています。費用も掛かりますのでなかなか難

しいようです。 
③ 体育館トイレの修繕 

⇒（平成 29 年度の回答より） 

 体育館トイレの改修は平成 30 年度設計、平成 31 年度に改修工事を行う予定です。 

④ 体育館の暗幕を取り替えてほしい。使用するたびにガムテープで補修しているが、使用に耐えない。 

⇒早急に取り替えが必要と見受けられますので、今回要望いたします。 

⑤ 老朽化がひどいため、体育館階段の白壁を補修してほしい。 

⇒早急な補修が必要と見受けられますので、今回要望いたします。 

⑥ プールの更衣室とトイレを改修してほしい。 

⇒以前に要望し、話が進んでいるため、今回は要望いたしません。 

⑦ プールに日よけの屋根の設置をお願いします。 

⑧ 土埃がひどいため、校庭を整備してほしい。 

⇒土を入れ替えるとなると、長い期間グラウンドが使用できなくなります。部活動へも支障をきたします。

道路側のスプリンクラーを機能的なものに取り換えを要望いたします。 

⑨ 図書室の本を増やしてほしい。 

⑩ 全室照明の LED 化 

⇒他校でも徐々に LED 化が始まっていますので、早急に要望する必要もないかと考えています。 

⑪ 黒板のプロジェクターから映し出されるスクリーンがボロボロなので、取り替えてほしい。学校によって

違うのはおかしい。プロジェクターと同時にスクリーンも市の予算で購入していただきたい。 

⇒映らないわけではないので、緊急性は低いと判断しました。 

⑫ 第二理科室にクーラーを設置してほしい。 

⇒第一理科室と、美術室に設置して頂いて間もないため、すぐには難しいと思いますので、今回は要望い

たしません。 

⑬ 第二理科室に Wi-Fi を設置してほしい。 

⇒来年度タブレットを 50 台導入されますので、Wi-Fi を設置しますと、授業にて広く活用できるので、

今回要望いたします。 

⑭ 池の水漏れ対策をお願いします。 

⑮ 楽器のメンテナンス費及び購入予算の増額 

⇒授業で使う頻度を考えますと、緊急性は低いと判断しました。 

 

≪地域に関するもの≫ 

① 松原交差点の店が商品のバイク（4 台）を歩道に並べていて危ない。 

② 通学路が暗い 

③ 市役所前で向かい側（ローソン側）へ信号のない所を渡る高齢者が多い。大変危険なので、歩道橋の設置、

または、意識改善を呼びかけていただきたい。 

④ 通学路の安全対策強化 

⇒①～④に関しましては、環境面として一つにまとめて要望します。 

⑤ 公民館に夕方行くと講座室などの部屋が空室になっていることがある。そのような部屋も開放して小学生、

中学生、地域の方が自由に使えるようにしてはどうか。 

⑥ 図書館や地域センター等に自習スペースを作ってほしい。 

⑦ 学習フリースペースの常設化 

⑧ 中央図書館が古すぎる。トイレも汚い。ドアが開けっ放し。空いている会議室を子どもの勉強スペースを

して開放してほしい。 

⇒⑤～⑧に関しましては、自習スペースの確保として一つにまとめて要望します。 

⑨ 子どもが外で遊べる場が少ない。特に広いスペースがない。野球やサッカーができるような開けたスペー



スが欲しい。河原を活用できないか検討していただきたい。 

⑩ 狛江営業所バス停（狛江団地前）の車道に雨が降ると大きな水たまりができ、車が通るとバス停に並んで

いる人に水しぶきが飛ぶため、道路を平らにしてほしい。 

⑪ 夕方 17：00 のチャイムの時間を夏期と冬期で別の時刻に設定してほしい。 

⑫ 平成 29 年度回答より、松原通りの「歩道の安全向上に配慮した道路の補修工事を計画中」とのことです

が、現在の具体的な計画、スケジュールなどを知らせていただけると安心です。通学路として利用する

生徒も多くいるが、トラックや大型トレーラーなどが暴走しており心配です。 

⑬ 市民グラウンドにナイター照明を設置してほしい。 

≪その他≫ 

① 学校の荷物が重すぎる。姿勢が悪くなる。教科書を軽量化してほしい。または、一部学校においておくこ

とはできないか？ 

⇒教科書の軽量化は出版社への要望になり、市へは、薄い教科書の採択を要望することになり、内容面

も薄くなることも懸念されます。置いて帰ると、紛失の恐れもあります。 

② 給食の見直し。味付けが薄い、おいしくない 

⇒学校としましては、安い値段で立派な給食を頂けていると考えております。 

③ 固定級の情緒クラス（2 組）を作ってほしい。 

⇒昨年から、市教委では検討されています。しかしながら、本校では物理的に教室がいっぱいで足りま

せん。新校舎を建てなければいけなくなります。それに、1 組も大切にしたいと考えています。 

④ 給食献立表に各中学校の休み（給食がない日）を記入してほしい。前もって知りたい。 

⇒月行事表にも載せています。前日にメール配信をしていますので、献立表への表記は難しいと考えら

れます。 

⑤ 靴下を黒か紺にしてほしい。白だと毎日の手洗いが大変である。 

⑥ 収入に関係なく、子育てに援助をしてほしい。 

⑦ 体育祭時に生徒席へのテントの設置をお願いします。 

⇒防災倉庫内のテントは、子どもたちが設置するには重くて危険でもあります。ワンタッチテントを購

入しても収納場所に困ります。市が、購入して管理して使用時のみ市内の学校等へ貸し出しをすること

を検討していただけるとありがたいです。 

⑧ 部活動の外部指導員の採用推進 

⇒ほぼ、ボランティアのような状況です。採用促進と手当の拡充を要望します。 

   ⑨不審者対策として、下校をメールで知らせる（五小のように）防犯カメラを設置する等の対策をお願いし

ます。 

9．その他、連絡事項 

・Ｐ連理事総会が、  

6 月 23 日（土）１５：００～ エコルマホールにて開催されます。各委員長への出席の依頼をしました。 

・おやじバレーボール大会が、 

9月2日（日）に一小体育館で開催されます。参加者の募集、応援のお願いのお手紙を出しますので、よろ

しくお願いします。 

   ・いかだレースが、 

    7月15日（日）開催です。友の会で参加します。ゼッケン40番です。 

    第6レース 10時50分スター五本松をスタート。応援よろしくお願いします。 

 

【メール配信】 

7 月 6 日（金） にテストメールを配信します！！ 
その他、行事などにあわせて配信します 

 

 
次回運営委員会 9 月 20 日（木）17：30～ 大会議室 


