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１． 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。今年度最後の運営委員会となりましたが、皆様とお会いし

ての開催を嬉しく思います。前回の運営員会での審議・協議事項について、多くの意見をいただくことができ、感謝

しています。正副では、何度も話し合って考えてきたことではありましたが、緊急事態宣言が出された中、通常の運

営委員会の場で皆様に提案できなかったことは、大変心苦しく、申し訳なかったと思っております。また、「文字」

で伝えることの難しさも、改めて実感いたしました。 

 本日も集まることはできましたが、状況が格段良くなっているわけではありません。引き続き、変化に備え、丁寧

にすすめていく準備を怠らないよう尽力いたします。 

 この一年、子供たちもたくさんの我慢やあきらめを経験しました。それでも明るく、強く、前向きに日々を過ごし

ていると親として感じています。先生方の支えも大きな力になっているのだと思います。残りの日々、そして新たな

一年が、子供たちにとって、かけがえのないものになることを願っています。そして PTA 活動もあきらめなければな

らないことが多くありましたが、とまどいの中、先生方を始め、委員の皆様、保護者の皆様には、たくさん支えてい

ただきました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

２． 学校長挨拶  

 新型コロナ感染症拡大防止対策による緊急事態宣言のため臨時休業に始まった令和２年度でしたが、２回目の緊急

事態宣言とともに過ごした３学期も､もうあとわずかとなりました。 

 そんな中でも生徒の皆さんは、いつも冷静に、その時々の事態を受け止め学校生活を送っています。特に３年生

は、進路選択・高校受験という重圧や不安を抱えながら、ここまで頑張ってきました。今はそれから少し解放された

気持ちで生活していることと思います。１年生、２年生、そして特別支援学級Ａ組も含めてですが、学校行事や宿泊

行事など、様々な活動が制限される中でも､その中からできることを見つけ、少しでも達成感や自己有用感を感じな

がら、自信を得、仲間との人間関係を築き、さらに深める努力をしているようです。 

 この「できることを見つける」は、本校にとってこの１年間のキーワードだったように感じます。本年度は、奇跡

的にも３度も国立二中の取り組みを新聞に取り上げていただきました。２回に分けて挙行した入学式、３階教室の窓

へのメッセージ貼り出し、そして先日の１年生「国立タンブラー」と２年生「コロナに負けないカルタ」の旧国立駅

舎でのギャラリー展示です。その都度地域の皆様からお手紙などをいただきましたが、カルタについては国立市教育

委員会宛にも感謝の手紙が届けられました。そこには「今の時期、一番頑張っているのは中・高校生だ。大人も見習

わなければならない。本当にありがとう。」という内容が書かれていました。「できることを見つけ」、真面目に取り

組むことが周囲への波及効果があることを感じ、今後の生活に生かしてくれれば、生徒の皆さんにとって素晴らしい

学びになると思いますし、心よりそう願っております。 

 ２学期末に保護者の皆様にアンケートをお願いし御回答いただきました。多くの保護者の皆様から御回答いただき

感謝申し上げます。その中から、「学校の様子が分からない」とのご意見を多数頂戴いたしました。ご指摘の通り本

年度はここが課題となったところでもあります。来年度も同様の状況が予想されますが、保護者の皆様、地域の皆様

に少しでも学校をオープンにできるよう対策を練って参ります。 

この１年、保護者の皆様には多くの御協力、御理解をいただき、年度末を迎えられますことに感謝申し上げ、挨拶

とさせていただきます。 
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３． 副校長挨拶  

先週末は都立高校の入試、今週は学年末テストがあり、いよいよ 3 年生は卒業に向け、１，２年生は学年のまとめ

の時期となりました。 

３年生は、校内の奉仕活動、実施できなかった修学旅行に代わる校外学習、そして卒業式に向けての取り組みが始

まります。また、１，２年生に受験生としての勉強や生活、受験に向けての準備等自分たちの体験を語る「体験を語

る会」を行うことになっています。また、２年生は、鎌倉への校外学習に取り組んでいます。 

バスで鎌倉方面まで行き、班行動で見学地を回ります。 

１年生は自然体験教室が中止となり、来年度に２回校外学習を企画しているところです。A 組は学級としてのまと

まりが出てきて、教えあい学習や助け合いが自然とできるようになり、通常級との交流学習に参加している生徒もい

ます。また校内でのボランティア活動にも積極的に参加しました。 

この１年間、大きな行事を行うことができず、また PTA の活動も限られる中で、保護者の皆様には御理解・御協力

をいただきありがとうございました。 

 

４. 活動報告  

５． 連絡事項  

(1)会長・副会長より 

 ・新年度のスケジュールについて（社会情勢の変化により変更となる場合があります） 

 4/13 2・3 年 保護者会終了後クラスごとに新年度委員選出 

 4/14 1 年生  保護者会終了後クラスごとに新年度委員選出 

4/24 14：00～役割分担会および各委員会・各担当の引き継ぎ 

   15：30～新旧引き継ぎ運営委員会（通常の運営委員会同様に出席をお願いします） 

5/8  14：00～PTA 総会（正副委員長・正副代表の出席をお願いします） 

・新年度委員選出について 

新年度の委員選出は前年度の学年委員が担当します。後日一学年委員と二学年委員あてに、委員選出の手順や注意事

項に関する資料を送りますのでご参照ください。 

(2)書記より 

・活動実績と発言原稿を明日までに書記メールまでお送りください。 

(3)会計より 

・3 月決算のため、3 月までの支払いについて、3/15 までに会計に報告してください。 

(4)教育環境委員会より 

・要望書(通学路)についての回答の中に具体的な場面をご連絡くださいとありますがこちらの方で要望書提出にあ

たり、細かな状況把握や時間などの確認が必要だったと思いました。来年度の要望書提出までにはしばらく期間が

ありますので、急を擁する場合には道路交通課まで連絡すれば対応を検討してくださるようです。LED 照明等や街路

樹の剪定等も同様に具体的な場所を教えていただければ確認いたしますと、保護者の方々にお伝えくださいとのこ

とです。 

(5)地区委員会より 

・地区交流会の報告アンケート回収後 HP に載せている。抜粋資料を添付します。（添付資料１） 

〈正副会長〉   

2/6  互選会出席 

2/26  市教委より「要望書」回答書受領 

〈書記〉   

2/22  PTA だより印刷・配布 

〈会計〉  

1/16  中間決算と会計監査実施 

〈教育環境委員会〉 

2/1  LINE にて審議、協議内容について確認後返答 

2/26 市教委より「要望書」の回答書受領 

〈地区委員会〉 

 1 月 ｱﾝｹｰﾄ回収、ｱﾝｹｰﾄ回答のまとめ 

 2 月 引継資料作成 

 

 

 

〈選出委員会〉  

 1 月 役員投票用紙印刷・配布、投票用紙の開封 

2/6  互選会実施 

〈給食委員会〉   

 1/21 給食だより印刷・配布 

 2/12 物資納入登録業者選定委員会出席 

〈広報委員会〉 

 2/2 学年担当教員へ校正確認作業 

 2/5  再校戻し 

 2/8  校了 

 2/26 納品および振り分け作業 

 3/1 やまびこ配布 
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(6)選出委員会より 

①PTA 役員選出 投票結果の報告 

・投票日：1 月 18 日～25日 

・開票日：1 月 30 日 

 配布数 投票日 投票率 

1-3 年合計 485 383 78.9％ 

・立候補してくださった方：１名 

 ・要請があれば受けてもよいとお答えくださった方：3 名 

 ・推薦された方：１名 

②互選会結果の報告 

【第一回互選会実施日時】2 月 6 日(土)14 時より(場所：第一会議室)  

【出席者】・第一回投票にて 

立候補くださった方：1 名 

要請があれば受けてもよいとお答えくださった方：1 名 

推薦された方：1 名 

現執行部役員：3 名 

選出委員会：4 名 

【結果】 

推薦された方への諾否確認、および候補者間の役職調整を行った結果、現段階での来年度の PTA 執行部役員候補 

が決まりました。⇒個人情報保護のため別紙にて配布予定 

(7)広報委員会より 

・やまびこ 172 号は 3 月 1日配布予定です。 

(8)二学年委員会より 

・クラス活動費の使途について ファイルを購入。 

 

６． 審議事項   

正副会長、会計より 

・2021 年度予算案について、費用科目及び金額の変更と、それに伴う PTA 会費減額の提案 

理由…委員会の再編成と合わせて各委員会の活動費の見直しをしたこと。昨年度予算の見直しをした結果、毎年約 10

万円の余剰金が発生しているため減額が可能と判断したため。 

⇒挙手にて承認されました。 

 

７． 協議事項  

 特になし 

 

８． その他  

・PTA 室移動について 

春休みまでに各委員会書類、荷物の整理を行うこと。新しい PTA 室の使用方法等は後日お知らせいたします。 

・学校へのコロナ感染予防のための物品寄付について 

机のシールドや消毒液など消耗品を購入し寄付したいと思います。決定次第お知らせいたします。 

・PTA からの情報発信方法を可能な限り紙での配布から HP 掲載等に変更していく予定です。 
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添付資料１ 

地区交流会の報告書 

 
●テーマ｢乳ガン体験記を通して、がん検診の大切さを伝える｣ 

 今年度は、世情により交流会の開催ができないため、用紙配布とＨＰ掲載による情報発信にしました。 

（2020．12．25．） 

●今後の活動の参考とするため、用紙とＨＰにアンケートを添付し、任意回答を受け付けました。 

●配布資料の内容 

  ◎乳ガン体験記 

    ＊乳がんが見つかったきっかけ 

    ＊病院探し 

    ＊病院での検査 

    ＊告知 

    ＊手術 

    ＊手術終了後(放射線) 

    ＊周りの環境・職場 

    ＊医療費について 

    ＊現在 

    ＊乳がんになって思うこと 

 ◎体験記を通して・・・詳しい資料を掲載 

    ＊乳がんとは・・・？ 

    ＊検診を受けに行こう！ 

    ＊家族ががん告知・・・どうする？？ 

    ＊月に一度で OK！セルフチェックをしよう！ 

    ＊検診で異常が見つかったら・・・ 

●アンケート集計結果（2021．1．15．回収） 

 ◎用紙回収・・・・・51 件 

     ◎HP 回答・・・・・20 件 

●アンケートの回答結果 

  ◎今までに検診を受けたことがありますか？ 

     はい・・・47 件  いいえ・・・4 件  （用紙回答） 

     はい・・・85％  いいえ・・・15％  （HP 回答） 

  ◎今回の記事を読んで、検診を受けたいと思いましたか？ 

     はい・・・49 件  いいえ・・・2 件  （用紙回答） 

     はい・・・100％  いいえ・・・0％  （HP 回答） 

 この企画に関してのご意見・ご感想などもたくさんいただき、ありがとうございました。 

個人情報保護の観点から全てを公開する事はできませんが、貴重な体験談をお伝えいただいた事により、自身の大切

な身体を今一度確認するきっかけをいただけました。経験者の方々や医療従事の方からの情報提供もありました。

『年に一度は検診を!!』 ※ご興味ある方はお問い合わせください。 

   

 

 


