第 6 回運営委員会便り
平成 30 年 12 月 20 日

笑顔でつなぐ

チーム神明

神明中学校ＰＴＡ
会長 山内 さち子

12 月 12 日 (水) 9：30 から PTA 室にて第 6 回運営委員会が開かれました。

〈１〉 山内会長挨拶
おはようございます。
すっかり寒くなりました。皆さんご体調はいかがでしょうか。お餅つき大会、駅伝大会
も終わり、今年の大きな行事は無事終了いたしました。
先日、ソフトバンクのネット障害が発生しましたが、私も１ユーザーでした。特に大事
な予定がどうこうというものはありませんでしたが、仕事が終わり、メールを返信したい
にもできず、電話をしなければならないものもありましたが出来ず・・・つくづくスマホ、
ネットに依存しているなと感じました。
ここ最近は終わったら連絡する、着いたら連絡するということをしている気がします。
便利になりましたが、今回のようなことが起こった時困りますね。改めて約束はちゃんと
しよう、と考えた日でした。
そしてもう一つ。
皆さんは PTA って必要だと思いますか？
そう聞かれても返答に困るかと思います。先日、教育長との懇談会でもそのような話に
なりました。
あれこれ面倒なことはしたくない、これは必要か？と疑問に思うことがあれば要らない
と感じるでしょう。PTA は学校のお手伝いだけをする団体でもありません。また、役員決
めが大変となっているのも現実でありますが、そのような誰もやりたくない組織はうまく
いかないし必要ないのではないか、という言葉もあり、考えさせられました。PTA 本来の
目的は、子ども達の安全と充実した生活が送れるようサポートすると共に保護者自身もい
ろいろと学び、向上していくことです。皆さんが参加したくなるような組織を目指した活
動をしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
〈２〉 校長先生挨拶
師走、いよいよ本年も押し詰まってきました。本年もＰＴＡ活動をはじめ、学校の諸活
動にご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。
１２月に入ってから３年生との面接をしています。面接は、質問する側と答える側の対
話のキャッチボールです。面接の後、反省会をしますが、「緊張して、全部話せなかった
です」との答え。聞き手のストライクゾーンに答えを投げられたかの不安です。でも心配
はいりません。
はじめは、相手のストライクゾーンに自分の意見を投げ込みたくて、面接対策集に出て
くる模範解答を話してくれます。「団結力」だとか「達成感」だとか。確かに聞いている
と「格好いい」答えです。

しかし、私は、みんなのことを知っているので、あえて突っ込んだ質問をします。想定
外の質問なので、答える側は四苦八苦します。本音が出てきます。「らしさ」がでてくる
のです。「らしさ」がでてくると、「こう答えるかなぁ」と想定して、次の質問をします。
その回答が想定通りだと、ストライクゾーンは広くなるのです。聞き手が納得すると、話
し手は安心して話ができるようになります。聞き手も話し手が話しやすい質問をします。
なぜなら、話した内容が合っているか間違っているかで合否判定するのではなく、相手の
よさを知りたいからです。
子どもの話に相槌を打つだけでなく、子どもが本音を語れるように、質問を投げ返す。
そのやりとりの中で、子どもの考えを知り、大人の考えを伝える。十数年間、たくさんの
面接をして、最近、そういうふうに考えるようになりました。
〈３〉

副校長先生挨拶

３年生は面談も終わり、進路の目標も決まり本番に臨む時期になりました。今年も早
いもので残り数日となりました。１，２年生も面談でお話したことを参考として、２学期
を振り返り、冬休みの生活について計画を立ててみてください。インフルエンザも流行し
ております。体調管理をしっかりおこない、冬休みを過ごしてください。良いお年をお迎
えください。
〈４〉活動報告
役員・委員会活動報告
役員
（杉中 P 協）

役員
（単 P）

学級代表
校外生活
広報

活動報告
活動予定
11/27 杉中 P 協学級専門委員会講演会 12/18 第 3 回学校運営協議会
講師の先生と打合せ
1/9
11/28 杉中 P 協第 2 回学級専門委員会・ 1/10
特別支援学級懇談会主催
1/21
12/3 杉中 P 協合同研修参加
12/5 教育長との懇談会出席
12/8 桃井第三小学校創立 90 周年式典
出席
11/28 杉中 P 協 2 回学級専門委員会、 1/9
特別支援学級懇談会手伝い、
参加
12/ 5 第 8 回学校支援本部定例会
12/ 7 お餅つき大会前日準備
12/ 8 お餅つき大会
第 6 回役員会
12/ 9 中学校対抗駅伝大会応援
12/12 第 6 回運営委員会
11/28 杉中Ｐ協第２回学級専門委員会
出席
特になし
12/8 お餅つき大会取材

教育委員との懇談会
杉中 P 協第 3 回拡大役員会
杉中 P 協第 4 回実行委員会

第 9 回学校支援本部定例会
第 7 回役員会
1/12 第 7 回運営委員会

1/12 土曜授業受付お手伝い
特になし
12/16 広報委員打合せ
第 3 号入稿準備

教養厚生

12/1 クリスマスリース製作
当日、反省会

特になし

選考

役員選考 打診中

役員選考 引き続き打診

〈５〉教養厚生委員会 企画について
（教養厚生より）
・今回はクリスマスリース製作を行った。参加者からは好評だったが、教養厚生委員・PTA 役員を
除いた一般会員の参加が少なかった。
体育大会の PTA 競技、給食試食会、カウンセラーの先生との懇談会でも参加者集めが課題とな
っている。講習での講師探しも負担感がある。
（運営委員の意見）
・P 協専門委員会も同様。参加者は各学校の委員が参加しているが、ためになる講演会もあり、
勿体ないと感じる。
・「クリスマスリース」を作ることを明記していたらもっと参加したのでは？12 月で忙しかったのかも。
毎年の恒例企画にしても良いのでは？
・企画の内容はその時の教養厚生委員で毎年決める、で良いのでは？講師探しは支援本部を
頼っても良いかも。
・神明クラブの活動の中に入れていくのも良いのでは。
・カウンセラーの先生との懇談会や給食試食会は曜日を変えて開催してもらい､参加しやすかっ
た。
（教養厚生）
次年度以降 支援本部や神明クラブに協力して頂くことも考えていきたい。
〈６〉お餅つき大会（12/8）
寒くなる予報でしたが、日差しもあり穏やかな日でした。今年は 3 年生の参加がとても多く、
合格祈願を兼ねたお餅つき大会！と趣旨にあったものになりました。お手伝いの保護者の方、参
加された先生方ありがとうございました。また、つき手として成人サッカーの男性陣にお手伝いを
していただきました。さすがにずっとつき続けるのも大変だったようで、子ども達ももっとついてく
れると良いかな、と思いました。
豚汁は PTA お手伝いの方で２００食作って頂きました。前日８名、当日１９名の方にお手伝い
いただきました｡

校長先生も『神』となって合格鉛筆を 3 年生にお渡ししてい
ただきました

〈７〉PTA 室プリンター複合機購入について
今年度にプリンター複合機を購入したいくお伺いをいたします。
（理由）・現在使用のプリンターが、トナー交換時期となり、トナー代+メンテナンス費として 6 万
円の費用がかかるが、プリンター購入から現在 8 年程度経っており、そろそろ修理が発
生した場合、交換部品が無い可能性もある。（製品としての寿命もそろそろ）
・２～３月に新入生用の PTA 関係書類一式を作成。（5 月には総会資料作成）
・来年度、神明中は杉中 P 協の執行部（事務局）を担当することになっており、杉中 P 協
関係の書類作成・印刷が増加。
・給紙カセットが現在 1 段の為、サイズの違う用紙を使用の際、用紙の入れ替えや手差
しを使用しているので不便。
以上のことから、現時点でトナー交換をするのではなく、プリンター複合機購入を希望。
→承認されました。
※なお、金額は 432,000 円、備品積立費より購入予定
〈８〉第 2 回学級専門委員会講演会・特別支援学級懇談会（11/28）
前済美養護学校長・松浦隆太郎先生をお招きし、「共生社会と心をあたためるコミュニケーシ
ョン」としてご講演いただきました。
多様性って何？共生社会って？障害？普通って何？というところから、お互いを認め合うこ
とが大事であること、そしてそのための傾聴の仕方も学びました。相手の話したいことを聴く姿
勢、相手を承認するということがコミュニケーションをとる上で必要といった内容で、他にもたく
さんのことを学びました。とても良い講演でしたので、是非出席されなかった保護者の皆さん
へも資料をお見せしたく思いますので、後日何らかの形でご紹介します。
〈９〉教育長との懇談会（12/5）
教員の働き方改革、部活動の運営方法の方向性、PTA と学校・地域の関わり方、特別支援
教室全校設置に向けて、望まれる中学生像について教育長と懇談をしてきました。
〈１０〉駅伝大会報告（12/9）
風が強く冷え込む中、杉並区中学校対抗駅伝大会が済美山陸上競技場にて行われました。５
人１チームで走り、男女１チームずつ参加しました。３年生の男子が区間賞を取るなど健闘しまし
た！
PTA からは温かい飲み物とおにぎり・パンの差し入れをしました。
〈１１〉西荻地域区民センター運営委員募集
来年度、神明中が担当となる委員です（2 年任期）。西荻地域の小・中学校が参加しています。
委員については近隣中学 4 校で 3 校ずつ順番に担当をしていますが、PTA、学校とは独立して
動いていただくものとなります。やりたい方がいらっしゃいましたら是非お願いをしたいと思いま
す。詳細は後日一斉メールにて配信します。
以 上
次回の運営委員会は明年 1 月 12 日（土）9 時 30 分から PTA 室にて開催します。

