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第 4回実行委員会 報告      11月 21日（月）に開催されました。 

 

 

 

【 黒﨑副校長先生 】 

今学校は大きな行事が終わり、一段落したところです。10月 17日(月)の文化発表会（合唱コンクー

ル）では、準備期間を含め生徒たちは十分に力を発揮しました。生徒たちにとっては初めて全校生徒が一

堂に会しての行事で、初めて杉並公会堂で実施した行事でした。 

11月 2日(水)、1年生は校外学習（班行動による上野、浅草、両国めぐり、伝統工芸体験）を、 

2年生は豊洲にあるキッザニア東京で職業体験をしました。充実した 1日を過ごせたようです。 

11月7日(月)は本校で体育の授業の研究発表会がありました。都内から大勢の参加者が来られ、授業

をした小松先生と 2年 D組の生徒たちは緊張していたようですが、無事に発表を終えることができました。

11月 16日(水)から 18日(金)まで期末考査がありました。生徒たちはテストを終えて少しホッとしている

ようです。 

コロナ感染症の第 8波が心配されていますが、本校の状況はそれほどでもありません。インフルエンザにも注

意が必要と言われており、寒さが本格的になるこれからが心配です。12月 10日(土)は土曜日授業で学

校公開を予定していますが、公開するかはコロナやインフルエンザの状況を直前まで見て判断します。 

12月 11日(日)は、杉並区中学校対抗駅伝大会があります。選手たちはすでに練習を始めており、本

番での活躍に期待をしています。 

PTAの選考委員の皆様には現在大変ご苦労をおかけしております。連日遅くまで打ち合わせ等でご来校

いただき感謝いたします。来年度に向けて、良いスタートができるよう何卒よろしくお願いいたします。 

 

【PTA大盛会長】 

本日はご多用の中、実行委員会にご出席、ご参加いただきありがとうございます。 

前回の実行委員会から zoom の試行を始め、本日は２名の役員が都合により zoom にて参加となりま

した。どうぞよろしくお願いいたします。 

先ほど、副校長先生からもお話がありましたが、今年度は久しぶりに文化発表会が杉並公会堂で開催さ

れ、子どもたちの歌声が聴けてとてもよかったと思いました。また、P T A活動の中では給食試食会がコロナ

禍の２年間は中止となっておりましたが、今年度はコロナ感染対策として給食見学会（感染状況から実

行委員会メンバーのみ参加）を学級委員の皆様に実施していただきました。子どもたちの給食の様子を

見学し、栄養士の茂先生からは給食についてご講演をいただきました。子どもたちは休み時間、マスクをし

ながら楽しそうに和気藹々と会話を楽しんでいましたが、いざ給食となったらびっくりするくらい教室が静かに
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なり「黙食」がしっかり身についていました。このような安心、安全な給食ができているのは先生方のご指導

のおかげでもあります。給食見学会に参加した一人として、保護者の皆様にご報告させていただきます。 

また、まだまだコロナの感染状況が気になるところではありますが、引き続き P T A活動にご理解・ご協力を

お願い申し上げます。 

 

   

今日は生涯学習部について、井荻中がどんなことを目指しているかということをお話ししたいと思います。他

校では進路指導部などと呼ばれることが多いですが、本校では生涯学習部といい、今年度は進路指導を

山口先生、総合的な学習や道徳を私が担当しています。 

3年生の進路説明会で紹介している数字、48,594人というのはある年の高校をやめてしまった生徒の数

です。一つのことにしか興味がないとそれがだめになった時にやめることしか選択肢がなくなる。だからいろいろ

な見方をできるようにしていくのが生涯学習部、総合的な学習の時間です。 

実際やめた子へのアンケートでは、個性や適正がわかる学習、進路の勉強を中学校でしたかった、情報の

入手の方法を知りたかった、高校でも自分が何に向いているかを知るための勉強、将来の理想像を追いか

けていくような勉強がしたかったということが示されています。 

企業の求める人材像にも、変化の激しい中でも価値観をきちんと持っている、多様性を持っていることが挙

げられていますが、一つの見方だけでないということがキーワードなのかなと思います。最終的には私たちは子

どもたちが大人になっていく上での将来への橋渡しができるようにしていきたいと思って活動しています。 

よくあるキャリア教育としては次のようなものがあります。 

・先生が夢や自分の体験を語る、卒業生の話を聞く 

・職業レディネステスト（自分の適正、どういうことをやりたいかを測る） 

・職業を調べて発表する 

・ハローワークの方に来ていただいて働く上でのアドバイスやマナーを教えてもらう 

・職業体験授業 （美容理容やトリマーの方に来ていただいてカットのデモを見たり体験するなど） 

・出前授業 （企業の方に来てもらう。井荻中は今年 2年生の授業で日本マクドナルド社、読売新聞社

に来ていただきました） 

・大企業訪問 （職場を体験する） 

・職場訪問 （自分たちで電話して相手の都合の良い時間に訪問） 

職場体験は興味のある職場のこともあればそうでないこともあるけれど、実際働いてみてどうか、ということを

大切にして欲しいと思っています。 

今年、２年生はモデルケースとしてまずインターネットの使い方、メディアリテラシーを学びました。「あなたは

自分の名前と電話番号を書いた看板を持って渋谷のスクランブル交差点の真ん中に立てますか？学校の

廊下で人の悪口を大声で言えますか？」インターネット上ではなんと多くの人がこのようなことをしているでし

ょうか。こんなことを考えてもらいました。次には自分のヒーローヒロイン調べと発表を行い、自分の好きなもの

を発表していいんだと感じてもらいました。最後には班対抗で新作ハンバーガーを作り、各クラス選ばれた班

が日本マクドナルド社の前でプレゼンを行い、読売新聞社にも講評をいただきました。2年生3学期には私

が作った進路学習の冊子を使って、保護者と一緒に進路について勉強していく予定です。 

今から10年くらい前にいた学校ではPTAとの協力により「進路に関するおしゃべり会」を開催していました。

２．生涯学習について（中島先生） 
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保護者も参加して教員と進路についての話をする機会で、こういうことを井荻中でもやりたい、PTAの T も

受け身ばかりでなく発信していきたいと思っています。 

これからの総合学習は探究学習と言われています。例えば修学旅行や校外学習で何を見てきました、発

表しましたということに終始するのではなく、これからの総合学習は自分たちでテーマを見つけて調べて学習

をしていくものです。全ての学年でできるだけそういう流れにして井荻中の核を作って行きたいと思っています。

保護者の方からもこういうことをテーマにやって欲しいとなどということがあれば教員も動いていきますのでご意

見をいただきたいと思います。 

特に我々はあまり伝手がないので、会社の人を呼べますよという情報があるととても助かります。教員と保護

者がタッグを組んでいけるようになったらいいなと思っています。井荻中は発展途上ですのでこれからに期待

をしてください。 

 

 

 

【役員会】 

9/28 第 3回実行委員会 

9/30,10/1 井草八幡例大祭パトロール 

10/12 震災救援所訓練 出席 

10/15 実行委員会だより印刷・配布 

10/16 選考委員打ち合わせ 

10/19 給食見学会 

10/24 井荻中学校学校運営協議会 出席 

10/28 地域教育連絡協議会講演会 出席 

11/7 研究発表会お手伝い 

11/11 役員会 

11/13 選考委員打ち合わせ 

11/14 給食運営協議会 

11/15 役員監査役職説明会 

11/16 井荻中学校学校運営協議会 出席 

＜今後の予定＞  

12/11 杉並区中学校対抗駅伝大会応援 

12/15 学校保健委員会 

1/25 第 4回実行委員会 

1 月 会計監査 

 

３．活動報告 
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【P協】 

11/7 杉中 P協 拡大役員会 出席 

11/14 杉中 P協実行委員会 出席 

11/15 井草地域区民センター協議会懇談会 出席 

＜今後の予定＞  

12/14 教育委員との懇談会 

1/10 教育長との懇談会 

1/23 杉中 P協 拡大役員会 出席 

 

【学級委員】 

9/28 第 3 回実行委員会 出席 

10/17 文化発表会 DVD 撮影（ユアーズレコードさん） 

10/19 給食見学会実施 

10/28 地教連講演会 参加 

11/2 1年校外学習 出発・到着のチェック補助（1年学級） 

11/19 P協学級専門委員会セミナー 参加 

＜今後の予定＞  

12 月中 文化発表会 DVD納品 

 

【広報委員】 

9/28 第 3 回実行委員会 出席 

10/1 P協広報専門委員会セミナー 参加 

10/3 広報紙「IOGI143 号」納本 

10/6 広報紙を一斉に配布 

＜今後の予定＞  

11 月下旬～ 井荻中設立 75周年記念の特集広報紙の作成に着手（2月頃配布予定） 

 

【地域委員】 

9/30・10/1 井草八幡例大祭パトロール 

10/28 地教連講演会 参加 

10/29 P協学級・地域専門委員会セミナー 参加 

＜今後の予定＞  

11/21 第 4 回実行委員会 参加 
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【選考委員】 

9/22・28 第 1 回推薦書・意向確認書 回収作業 

9/28 第 3 回実行委員会 出席 

10/1 第 1 回推薦書・意向確認書 開票作業、未提出者への督促 

10/6・13 第 1 回推薦書未提出者分の回収状況確認 

10/16 会長副会長と打ち合わせ 

10/19 第 2 回推薦書 原稿チェック依頼 

10/22 第 2 回推薦書 印刷配布作業 

10/27 第 2 回推薦書 回収作業 

10/29 第 2 回推薦書 開票集計作業、未提出者への督促 

11/1 
役員監査役職説明会 原稿チェック依頼 

第 2 回推薦書未提出分の回収状況確認 

11/2 役員監査役職説明会ご案内 印刷配布作業 

11/9 役員監査役職説明会ご案内 アンケート回収集計作業 

11/13 
役員監査役職説明会 開催 

会長副会長と打ち合わせ 

＜今後の予定＞  

11 月中旬～ 候補者の方々へメールや電話にて依頼開始 

11/21 第 4 回実行委員会 出席 

 

【井草地域区民センター協議会】 

9/22 八成まつり芸能・展示説明会 

9/26 部会 

10/3 部会 

10/5 部会 

10/17 部会 

10/24 部会 

10/31 部会 

11/7 部会 

11/12 八成まつり前日準備 

11/13 八成まつり 

11/14 片付け・部会 
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＜今後の予定＞  

11/15 定例委員会 

11/28 部会（春祭りに向けて） 

12/12 部会 

 

【清沓中通青少年育成委員】 

10/15 わんぱくマラソン大会（妙正寺公園） 

＜今後の予定＞  

12/3 収穫と豚汁パーティー ※雨天時は翌日に延期 

 

【上荻青少年育成委員】 

11/5 子供えんにち 

11/17 委員研修、四谷消防博物館、警視庁本部見学 

11/19 防災フォーラム、西荻区民センターお手伝い 

<今後の予定>  

11/22 育成委員会活動報告会 

11/29 凧つくり知らせ配り、西荻区民センター 

12/3 桃三にてわくわくもちつきランド 

12/5 防災フォーラム、西荻区民センターお手伝い 

12/12 通学路パトロール、桃一、桃三小 

1/15 凧つくり教室、今川児童館 

1/16 凧あげ大会、桃井はらっぱ公園 
 

 

 

 

 

【学級委員】 

＜給食見学会（10/19）＞ 

校長先生・副校長先生・栄養士の茂先生と、PTA 役員・実行員・学級委員から 18 名の保護者の方に

ご参加いただきました。 

試食会から見学会に変更しましたが、子どもたちの給食時の様子を見られたことは試食会とは違う新鮮さ

があったと思います。また栄養士の茂先生のお話は、バラエティに富んだ献立の工夫や、塩分量への配慮

などとても興味深いものでした。 

＜P協学級専門委員会セミナー（11/19）＞ 

４．各委員会からの報告 
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「特別支援教育推進計画について」 

（1年生学級委員） 

杉並区の担当者の方の説明で、昨今のニーズの増加やインクルーシブ教育の流れをふまえて、特別支援

を特別としないような活動と同時に、特別支援はそれはそれできちんと充実させて、利用者が自由に選択

できるようにするのが杉並区としての方針とおっしゃっていたのが、大変納得しましたし、印象に残りました。グ

ループセッションでも実際に利用されている方のさまざまなご意見を伺って知見を深めることができました。 

なお、各校からの参加者あわせて 30 名ほど、学級委員の方と、実際に特別支援学級を利用されている

方が参加されていました。 

（1年生学級委員） 

杉並区の特別支援の関する取り組みをわかりやすく説明していただきました。 

一人一人の発達に応じた対策をとても細やかに考えていただいたと思います。 

中学校への対策には、まだまだ対応できる人数には、限りがあるとのことで、保護者として、何かできること

はないか、考える機会になりました。 

グループトークでも、いろいろな学校の保護者の意見を聞くことができました。普通学級も支援学級も関係

なく理解と協力体制が進むことが大事だと思いました。 

 

【広報委員】 

＜P協広報専門委員会セミナー（10/1）＞ 

（1年生広報委員） 

前半は PowerPoint での広報誌の作成の説明でした。こちらは PowerPoint に慣れていないと難しいと

感じました。同じ意見の方も多かったです。 

後半はグループに分かれてのセッションでした。同じような疑問や意見を持っている参加者同士でグループに

分かれて意見交換をしました。それぞれの学校のカラーがあり、日本語が分からない保護者さんへの対応や

広報誌のWeb発行についての報告がありました。 

 

【地域委員】 

＜井草八幡祭礼パトロール（9/30-10/1）＞ 

1時間の枠を２名 1組でパトロールを実施しました。ビブスを着用し、境内及び神社の外周道路を巡回。 

出店有りのお祭り開催は 3 年ぶりとあって人が多く大変な混雑でしたがパトロール中は特にトラブルは見か

けませんでした。 

・参道の出店前は人で溢れていて身動きとれなくなったりしたので、神社周り・鳥居近く・境内で人が座った

り集まって飲食している所を中心にパトロールするといいと思いました。 

・あの人出ではビブスも埋もれてしまうので、混雑時でも一目でパトロールしていることがわかりやすいライト

付きの警棒を携帯できると良いと感じました。 

・人が多く身動きが取れなくなってしまった参道で「押しちゃえ」という若い子の声が聞こえて恐怖を感じまし

た。 
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・大混雑でパトロール集合場所の詰め所まで行くのに苦労しました。参道を通らずに詰め所に行くルート地

図や周辺の駐輪場情報があれば良かったと思うので次年度に引継ぎたいと思います。 

・能の舞台、大太鼓を近くで見る事ができて良かったです。 

＜P協学級・地域専門委員会セミナー（10/29）＞ 

(1年生地域委員) 

「ついに始まった、18歳成年制～大人が知っておくべきこと～」というタイトルで弁護士の中村新造さんが講

師でした。成年年齢が 20歳から18歳に引き下げられるメリットは、選挙権などで社会への参加時期を早

めて自覚や活力をもたらすことができること。一方デメリットは未成年者取消権を失うこと。これにより消費

者被害が増えてくることが心配されているそうです。例えば親の同意なく高額な物を購入した時未成年であ

れば未成年者取消権で容易に解約できますが、成年はそうはいきません。成年になりたての世代では消

費者被害が多いそうなので、それが 18歳や 19歳になってしまうと思うととても心配になりました。そのような

被害にあわないために保護者が教えるのはもちろん、小中高校での消費者教育をさらに充実して頂きたい

と思いました。 

 

 

 

先日の役員会にて委員選出を行った立場の検証を行いました。電話で連絡がつかなかった場合どのくらい

待てばいいのか不明、選考過程が不透明、同じクラスの誰が委員になったのか他の保護者に伝わらない、

９時過ぎまで学校での連絡作業を行ったが、その年の役員によっては難しいこともあるのでは、などの問題

点が挙がりました。 

今後は、学校とも相談しながら来年度の選出方法について引き続き検討していきます。課題が出てきまし

たら、みなさんにメール等でご意見いただくこともあるのでよろしくお願いします。 

 

 

 

年度の途中で転出される場合、PTA会費を月割でご返金いたします。なお、ご返金については、申請をさ

れない限り手続きできませんので、お近くの PTA役員、または下のアドレスまでお知らせください。 

 

E-mail：iogishoki@yahoo.co.jp 

 

 

   

  

５．今年度の委員選出の検証（役員会） 

次回の実行委員会は、1月２5日（水）16：00～ です。 

6．転出の際の PTA会費返金について（会計） 


