ＰＴＡ会員の皆様
令和 2 年 11 月 30 日
杉並区立向陽中学校
PTA 会長 小早川 康子

第 1 回 ＰＴＡ
運営委員会だより
第 1 回ＰＴＡ運営委員会が、下記の通り開催されました。
日時：令和 2 年 11 月 7 日（土）午前 10 時～ 図書室
出席者：副校長先生、学級 7 名、地域 2 名、広報 2 名、役員選考 1 名、役員 8 名（計 21 名）
会長挨拶
今回、11 月ですが、第一回の運営委員会となりました。
今年度は、一学期には主だった活動はありませんでしたが、
役員のほうでは、会議の縮小化、オンラインでの会議の実施、
書面での総会の実施などをさせていただきました。
来年度も書面総会という形で皆さんの負担を減らしていければと考えております。
そのほか、会費や保険料の見直し、委員や係の削減、そして、
PTA から生徒への支援強化のため、PTA 図書の新設をさせていただいています。
また、ホームページ活用によるペーパーレス化、PTA 室の古い書類等の廃棄、
整理もいたしました。役員もコロナ禍の中でしたが、ピンチをチャンスととらえて、
改革をすすめています。私はＰ協の会長も兼務しておりますが、
そちらも会議はすべてオンライン化されました。
皆さんが楽に、楽しく PTA 活動をしてもらえたらという気持ちで改革を
すすめておりますので、ご協力いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
校長先生挨拶（副校長先生代読）
いつも本校の教育活動に御理解と御協力を賜りありがとうございます。
本日は、3 年生の英語のスピーキングテストが外部会場で実施することになったことで
引率をすることとなり、会に参加することが叶わず申し訳ございません。
2 学期がはじまり、3 年生の宿泊行事である修学旅行や、
全校行事の運動会を無事に実施することができました。
本当にありがとうございました。
さて、今年度の PTA の活動では、学校再開後のコロナ禍の中、
様々な工夫を施していただきながら進めていただいていることに
心より感謝申し上げます。これからも生徒たちの学びのために
お力添えいただければ幸いです。本日の運営委員会が充実した会となり、
PTA 活動がますます発展していきますことを祈念しております。
今後ともよろしくお願いいたします。
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副校長先生挨拶
今年度、小早川会長のもと、コロナへの対策をかなり取っていただきながら
PTA 活動をスムーズに運営していただき、本当にありがとうございます。
選考委員さんも、来年度に向けた選考、ごくろうさまでした。
また、図書館へ PTA から寄贈本を頂戴できるということで、感謝しております。
コロナも感染者が増えてきているので、学校でもしっかりとした対応を考えております。
昨日の生徒総会でも、検温チェックをしてから会場に向かわせました。
今後も十分に注意を払いながら、できることをやっていきたいと考えております。
PTA の皆様方の活動で行事等が成り立っている部分もございます。
今後も皆様のお力を借りながら、行事等を運営していきたいと思います。
このあとの行事としては、2 年生の今月の鎌倉への校外学習、
1 月末のスキー教室があります。密にならないよう、鎌倉へはバスでの移動、
スキー教室は例年より部屋数の多い宿舎に変えるなど、対応をしています。
1 年生の校外学習都内めぐりは、電車での密も考えながら、しかしできるだけ、
1 年生には電車に乗ることも重要と考え、時間帯をずらすことを検討しています。
行事としては最後に向陽祭があります。
子供たちは運動会をやって、向陽祭に向けてもやる気でいますので、
どうぞご声援をよろしくお願いします。PTA からのお手伝いにつきましては、
話し合いをさせていただきますので、ご協力をお願い申し上げます。
第 1 学年主任

高山先生

入学当初の緊張もほぐれ、教室や廊下などで楽しそうに友達と過ごしています。
中学校での生活にも慣れ、自ら進んで行動できる場面が増えてきました。
各クラスでは学級委員を中心に「自分たちの力」でよりよい学級を作り上げようと
日々取り組んでいます。
運動会では、どのクラスも勝利に向かって練習から本番まで全力投球していました。
特に運動会実行委員は一生懸命に努力していました。
一生懸命に頑張る人を認める、温かい雰囲気も感じられます。
しかし、冷やかしやからかいなどなども見受けられます。
学年全体でこの状況を共有し、より良い方向へ進んでいけるように修正中です。
第 2 学年主任

間所先生

コロナ禍でいろいろな制限の中で実施された運動会でしたが無事に終えることが
出来ました。当日の終学活では、どのクラスでも全員が満足感に溢れた笑顔が
見られました。現在は 11 月 27 日（金）の鎌倉校外学習に向けて事前学習に
取り組んでいます。今回は満員電車を避け現地までは貸し切りバスでの移動、
また現地での行動中もいろいろな感染症対策を図りながら実施する予定です。
委員会では活動の中心となって初めて行う生徒総会に向けて準備中、
いろいろな部活動では新人戦の真っ最中！忙しい日々を送っています。
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第 3 学年主任

井上先生

修学旅行と運動会を実施できたことで、3 年生は向陽中最高学年としての自覚と
充実感をより強くもつようになりました。行事の準備段階では、実行委員を中心に
感染症対策を踏まえた計画を検討しました。修学旅行では、古都の魅力はもちろん、
現地の方のあたたかさに感動して戻って参りました。
運動会では、縦割りクラスの後輩にアドバイスしたり、練習を通じたクラスの結束を
実感したりと、集団としての成長を感じます。
行事を終えた今、進路決定に向けて頑張っています。

◆

議事

１.杉並区立中学校ＰＴＡ協議会、学校運営協議会活動報告（別途記載）
２.役員活動報告（別途記載）
３.各委員会活動報告（別途記載）
４.令和 2 年度中間会計報告（別途記載）
→会計決算報告及び会計監査報告を拍手多数にて承認
５.向陽中ホームページＰＴＡ欄開設について
7 月 13 日より、向陽中学校ホームページに「PTA のページ」を開設。
http://www.suginami-school.ed.jp/kouyouchu/pta_main.html
６.委員会活動の変更について
令和 2 年度 PTA 書面総会において成人教育委員会が廃止されたため、
これまでの成人教育委員会の活動を以下のように変更します。
・給食試食会開催：学級委員会の活動へ変更
・道徳地区公開講座、協議会への参加：地域委員会の活動へ変更
・PTA 同好会との連絡・調整：役員の活動へ変更
・PTA 総会手伝い、懇親会準備進行：廃止
・向陽祭コーラス：廃止
・PTA 保護者向け講習会開催：廃止
・杉並区教育委員会 PTA 活動基礎セミナー(成人教育部門)参加：廃止
・杉中 P 協成人教育専門委員会、合同研修会参加：廃止
→上記変更について、拍手多数にて承認
７.PTA 図書新設について（別途記載）
８.令和 3 年度お手伝い制度改定案について
→執行部、各委員会で協議中。次回、運営委員会で引き続き検討
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◆ その他
１.テニス同好会会則について
→拍手多数にて承認
２．マチコミ報告（内副より）
・4/28
・5/6
・5/13
・6/3
・6/10
・7/1
・7/8
・7/8
・7/18
・7/28
・8/28
・9/8
・9/14
・10/21
・11/2

向陽中学校保護者の皆様（令和二年度 PTA 委員選出について）
役員選出について
令和二年度委員選出
令和二年度委員選出(再送)
PTA 委員(抽選)のお知らせ
令和二年度委員選出公開抽選
令和二年度 PTA 定期総会(書面総会)資料配布のお知らせ
返信期日(書面総会)のお知らせ
PTA ホームページ開設のお知らせ
令和三年度 PTA 役員候補選出について
役員選出委員より
再送:未送信の方へ（役員選出委員より）
令和三年度 PTA 役員選出公開抽選結果のお知らせ
PTA 図書寄贈のお願い
向陽中学校保護者の皆様（互選会の報告と信任について）

３.次回運営委員会について
第 2 回運営委員会

令和 3 年 3 月 6 日(土)10 時～

図書室にて

※今後の状況により変更の可能性もあります
ご意見、ご質問などありましたら、事前に PTA アドレス（koyochupta@gmail.com）まで
お寄せください。
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◆役員・各委員活動報告
■全体

■【会長】

4/4
5/4
5/27
6/10
6/12
6/26
7/3
7/9
7/13
9/12

・杉中 P 協
5/23
5/26
6/5
6/22
6/30
7/15
7/17
7/17
8/4
8/24
8/24
9/7
9/7
10/26
10/26
10/29

P 協事務局と会議（リモート）
新旧事務局会長会（リモート）
新旧役員校長会（リモート）
P 協総会
新旧杉並小中 P 協会長学校支援課会
教育予算要望提出
中学校教科書調査委員会
杉並区駅伝大会実行委員会
P 協事務局と会議
P 協事務局と会議
第一回拡大役員会
P 協事務局と会議
第一回実行委員会
P 協事務局と会議
第二回拡大役員会（リモート）
杉並区教育振興基本計画審議会

PTA セット作成
LINE オンライン役員会議
LINE オンライン役員会議
PTA 委員選出
LINE オンライン役員会議
合同委員会
LINE オンライン役員会議
PTA 書面定期総会
学校ホームページに PTA 欄開設
役員会議、抽選会

10/10 役員会議、互選会
■内副
9月
PTA 活動セミナー
10/10
PTA 役員互選会出席
10/26〜30 第 1 回 PTA 図書寄贈募集
■外副

・学校運営協議会
7/20
7/22
10/23

6/18
7/6
7/15
9/7
9/9
9/19
10/5
10/16

会計と銀行、郵便局名義変更
第二回向陽中学校学校運営協議会
第五回向陽中学校学校運営協議会
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下高永福青少年育成委員会総会（書面）
育成委員会
第二回常任委員会
KSCC 月例理事会
育成委員会 第三回常任委員会
震災救援所運営連絡会
KSCC 月例理事会
育成委員会 第二回全体会・委員研修会
KSCC 月例理事会・評議委員会

【学級委員会】
6/26
10/22
10/28
11/4

合同委員会引き継ぎ
修学旅行プレゼン会議参加(委員長・1 学年)
運動会クラス集合写真発注(2 学年)
卒業記念品の打ち合わせ(3 学年)

【地域委員会】
6/26
7/6
9/9
9/12
9/24

地域委員互選会
育成委員会 第二回常任委員会出席
震災救援所運営連絡会出席
道徳地区公開講座出席
震災救援所運営連絡会出席

【広報委員会】
6/26 広報委員互選会
7/1
前委員からの引き継ぎ
7/13 向陽だより用アンケート配布
7/18 向陽だより打ち合わせ
7/21,22 写真撮影、アンケート回収、原稿作成
8/3
初校回覧
8/6
回覧原稿回収、修正
8/18 二校回覧
8/21 回覧原稿回収、修正
8/24 副校長先生最終確認、校了
8/26 入稿
8/29 配布打ち合わせ
9/5
配布作業
9/7
向陽だより 239 号配布完了【役員選考委員会】
【役員選考委員会】

6/26
7/28
8/28
9/5
9/8
9/12
9/14
10/10
11/2

役員選考委員 互選会 前役員選考委員との引継ぎ
『役員選考委員だより No.1』 向陽中 HP 掲載 学校メール・マチコミにて配信
『PTA 役員選考委員からのお知らせ』 学校メール・マチコミにて配信
アンケート集計
『令和 3 年度の PTA 役員候補者選出について』 学校メール・マチコミにて配信
公開抽選
『令和 3 年度 PTA 役員選出公開抽選結果のお知らせ』 学校メール・マチコミにて配信
互選会
『役員選考委員だより No.2』プリントにて配布・学校メール・マチコミにて配信
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◆令和 2 年度中間会計報告
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◆PTA 図書の新設について
このたび、PTA 活動の一環として、PTA 図書を新設する運びとなりました。
新設の背景のひとつとして、PTA 会員へ活動協力をお願いする機会は多くありますが、
生徒や会員への目に見える形での支援が十分であるとは言えず、PTA へ加入する魅力に
欠けているのではないかという考えがあります。
もうひとつは、向陽中図書室の蔵書数が現在区内で 2 番目に少なく、
生徒ひとりに対する本の冊数がまだまだ足りていない状況にあることです。
向陽中の蔵書数は約 8,500 冊ですが他校は 9,000 冊～10,000 冊あります。
今年度、杉並区からの特別支援予算をうけるまでは 1 番少ない学校でした。
そこで、今年度よりあらたに生徒への直接的な支援を開始します。
図書室からワゴン 1 台のスペースをお借りして、生徒へ PTA 図書を貸し出すことにいたしました。
日々の学習や進路決定に役立つ図書、保護者からの推薦や、
リクエストはあるけれど学校が購入しづらい本などを中心に取り揃えていきたいと考えています。
運営は役員を中心に、お手伝い登録制度を通じて会員の方々にもご協力いただく予定です。
また、寄贈の募集や報告については、PTA ホームページに掲載いたします。
図書の収集方法は、校内での寄贈募集（次ページ参照）と PTA 会費での購入を検討しています。
寄贈募集の回数は年 3～4 回（3 者面談の期間と年度末）の予定です。
対象図書はリクエストを募りながら、学校司書の山下先生と相談し、募集・購入いたします。
PTA 会費での購入については、定額の予算は計上せずに、
中間決算後に予測される繰越金の一部を充当することを検討しています。
過剰な繰越の回避や、不測の支出に柔軟に対応できる範囲で図書を購入するという方法が、
無理なく継続しやすいと考えました。
【参考】
第1回

寄贈図書の募集について

受 付 期 間：

10 月 26 日（月）～30 日（金）

寄 贈 冊 数：

22 冊

寄贈図書例：

2019 年度用日本大学櫻丘高校 7 年間スーパー過去問、

（11 月 2 日現在）

2019 年度版英検 3 級過去 6 回全問題集、
本当に知りたいイヌのココロ(藤井聡／動物・ペット）、
龍のすむ森（竹内もと代／小説）
第2回

PTA 図書寄贈について

受付期間：12 月 2 日（水）～ 8 日（火）
（8：00～16：00）
受付場所：１階 PTA 室前（回収箱を設置）
皆様のご協力宜しくお願い致します。
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