
 令和元年１２月１８日 

ＰＴＡ会員の皆様 

                                    調布市立第八中学校  

ＰＴＡ会長 長谷川 正  

                  

《第２回全体委員会報告》１２月２日（月）午後７時～八中視聴覚室にて 

◎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。また、日頃よりＰＴＡ活動にご協力いただきありが

とうございます。 

今年度のＰＴＡ活動は、早いもので折り返しを過ぎました。自分自身も、時間の経過とともに、徐々に慣

れてきたところです。何か私ができること、また、活動の中で気になったことなどありましたら、お伝えく

ださい。今後も、より良いＰＴＡ活動を目指していきますので、ご協力の程、お願い致します。   

今年も、台風や大雨など、自然の驚異を感じることが多かった気がします。仙川地域周辺は、大きな被害

はなかったかと思いますが、染地では床上浸水、多摩川では避難指示が出た地域もありました。『備えあれ

ば患いなし』です。今回被害にあわなかった方も、防災に対する意識は常にもち、いざという時は、地域の

方々とコミュニケーションをとってください。 

生徒の学校活動も、大きな問題が起きることもなく、今年が終わろうとしているようです。一番嬉しいこ

とは、生徒の皆さんも保護者の方々も、笑顔でお会いすることができることなので、折り返し後の半年も、

引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

◎校長先生挨拶 

夕方のお忙しい時間にお集まりいただきありがとうございます。日頃よりＰＴＡ活動にご協力いただき感

謝申し上げます。長谷川会長を中心に、八中代表としてＰ連体育行事に参加、他校の周年行事では、ＰＴＡ

役員の方が出席、行事の際にはイベントスタッフの方が受付や案内をしてくださり、大変助かっております。 

この４月に八中に赴任して参りましたが、ＰＴＡの皆様のお力添えがなければここまでやってこられなか

ったと感じております。ありがとうございます。 

学校活動のことは、すでに長谷川会長にはお伝えしましたが、大きな事件、事故はなく、本日まで順調で

した。各学年の様子はこのあと学年主任からお伝えいたします。 

今日から三者面談が始まりました。３年生の面接練習も始まっています。その際、Ａ「校長先生の名前は

なんといいますか？」と質問しますと、答えられない生徒がいます。もう少し私自身頑張らなければと反省

しております。また、Ａ「どうしてこの高校を選んだのですか？」Ｑ「近いからです」 Ａ「部活動は何を

やっていましたか？」Ｑ「帰宅部に所属していました」と、指導が必要な生徒もいます。本番に向けて、繰

り返し練習をすることが大切だと感じています。 

来年も変わらず力を貸していただき、生徒の健やかな成長を見守っていだけたら嬉しいです。今後ともよ

ろしくお願いいたします。 

 

◎副校長先生挨拶 
１年で一番長い２学期です。無事に終えられると思っております。ご協力ありがとうございました。 

夏休みにエアコンが体育館に設置され、快適でしたが、気づけば１２月。月曜日には暖房に切り替え、朝

礼を実施致しました。冷暖房完備の体育館ということで、子ども達も活動を頑張っております。 

２学期は学習発表会という大きな行事がありました。子ども達の頑張っている姿をご覧いただけたのでは

ないかなと思います。受付等でお手伝いいただいた保護者の方々は、寒い中、ご協力いただきありがとうご

ざいました。 

調布市内の公立小中学校で、ＩＣＴ化が推進されています。具体的に言うと、教員に一人一台タブレット

が配備され、授業で活用することができます。まだ配備されたばかりで、使用方法に四苦八苦しているとこ

ろではありますが、少しずつ新しいものを使用した授業展開をすることができるのではないかと思っており

ます。そして、普通教室すべてにプロジェクターが設置されました。今までは、必要に応じて、移動式の電

子黒板を教室に運んでいましたが、その必要もなくなり、来週開催される道徳地区公開講座などでも活用で

きると思っています。当日、皆様にも、直接見ていただきたいと思っております。 



お知らせが２つあります。 

１つめは、上履きの仕様を変更します。以前から時々壊れやすいという声があがっていました。また、１

０月からの消費税率引き上げ、業者からの問い合わせもあった中で検討し、市内の他中学校でも使用し、定

評のある物に変更します。販売は来年１月からになります。取扱店は、今まで通り、ワールドスポーツです。

見た目に大きな変化はなく、それでいてより丈夫な物ということで、金額が３,６００円、現在のものより

２００円増になります。 

２つめは、学校で加入する賠償責任保険を、より充実したものへ変更したいと思い、検討しています。現

行のＰＴＡ保険は、保護者については、ＰＴＡ活動中の傷害や賠償責任、生徒に関しては、学校活動外での

賠償責任が保険対象となっています。今回学校が加入する保険は、学校活動中に発生した事故[身体(相手の

み)、財物(本人・相手)の賠償]、例えば授業中に投げたボールがぶつかりケガをさせてしまった、友達の物

を借りて壊してしまった時などにも対応できる保険です。市内で実際に導入している学校が複数あり、現在

保険会社に見積もりを依頼、導入に向けて準備を進めています。後ほどの議題になるかと思いますが、現在

ＰＴＡで加入している保険と並行させることも可能ですし、重複する部分はプランの見直しを検討すること

もできるかと思います。実際に、市内で今年あった事例をお伝えすると、職場体験先で棚を壊してしまった

際や、部活動中に置いてあった友達の眼鏡を踏んで壊してしまった時も、全額保証されたとのことです。生

徒の実態に合った保険ということで導入を進めていきたいと思っております。また、教員への補償も学校活

動中に発生した事故[対人(本人・相手)・対物(相手のみ)の賠償]が対象になります。来年度以降、ＰＴＡ保

険に教員が加入するかも、検討していくことになります。  

 

◎ＰＴＡ担当の先生方より 

【1 学年主任】  
1 年生は、1 学期の緊張している様子や遠慮がちな態度があまり見られなくなり、授業は、どの教科も意

欲的に取り組んでいます。 

２学期は定期考査が９月と１1 月にありました。定期考査直前の勉強だけでは厳しいということに気づき、

今後に向けた具体的な勉強方法や目標を、各自がふり返りシートに書く姿を見て、「自分で考え、実践する

こと」を繰り返す中で、自分なりの学習方法を身に付けることができればと願っています。 

１月には移動教室があります。実行委員会でルールを検討し、部屋班の係ごとにしおり原稿の作成中です。

ルールを守ってみんなが楽しめる宿泊行事にしていきたいという思いです。 

２学期の学習発表会ではきれいなハーモニーでしたが、緊張からか、リハーサルよりも声が出ていなかっ

たように感じました。３月の合唱コンクールでは、たくさん練習し、その成果を発揮して、1 年生らしさあ

ふれる合唱を作り上げてほしいと思います。 

２学期はありがとうございました。３学期も引き続き、ご協力よろしくお願い致します。 

 

【２学年主任】  
毎回お伝えしていることかと思いますが、２年生は、全体的に非常に心優しく、一人一人の個性を重んじ、

いいところや努力すべきところをそれぞれが認め合い、学校生活を送っています。 

２学期には、学習発表会や調布市中学校連合音楽会がありました。非常に協力的で、総合的な学習発表で

も学年合唱でも、意欲的に取り組むことができました。 

２学期から２年生は、学校の中心的な位置での活動が増えます。生徒会本部役員が一新され、委員会の委

員長や部活動の部長も２年生が担います。個々の課題としては、自分を表現するということが少し苦手と感

じるので、できる限り一人一人に多くのチャンスを与え、一人でも多くの生徒が、自分の考えや思いを言葉

にし、発表する機会を増やしていきたいと思っています。 

３学期には校外学習があり、一生懸命に準備をすすめています。これからもご協力よろしくお願いいたし

ます。 

 

【３学年主任】  
３年生は、受験モード一色です。２学期の学習発表会が遠い昔のことのように感じられます。 

生徒一人一人が、それぞれの進路に向けて、日々たくさんの思いを抱えながら過ごしております。先週は、 

仮の内申ではありますが、１、２学期の合わせた成績を伝えました。悲喜こもごもありましたが、現実を受 

け止め、三者面談で志望校を決定していくことになります。 

１１月の定期考査で、最後の追い上げと、勉強も提出物も頑張った生徒がいましたが、やはり積み重ねが

大切、思い描いた結果は出ず、落ち込んでいました。３年生に進級した当初、もう受験は始まっているとい

う言葉を何度もかけてきましたが、今になり、その言葉の意味を重く受け止めている様子がありました。２



年生の保護者の皆様、何人もの３年生が、今になって「４月から頑張っておけば」という思いを抱いていま

す。後悔しないためにも強くお伝えください。そんな生徒も歩みを止めるわけにはいかないので、現実を受

け止め、気持ちを切り替え、目標に向かって頑張っております。 

校長先生との面接も始まりました。友達同士で練習をし、校長室に入室するものの、初めての体験の上に、

校長先生と１対１なので、かなり緊張もし、今にも泣きだしそうな生徒、思いが言葉にならない生徒もいま

す。もう一度と言われてしまうこともありますが、頑張っていますし、本番のための練習なので、見守りな

がら応援していきたいと思います。ご家庭でも、体調管理を含めたサポートをよろしくお願い致します。 

 

◎各委員会より活動報告・予定  ・・・別表参照 
  文化教養委員会より 標準服他回収、リサイクルについて・・・資料１参照      

 

◎ＰＴＡ役員より 

進学フェア in 調布 2019 報告                   

7/28(日) 電気通信大学 B 棟にて開催。都立高校 28 校、東京都専修学校各種学校協会の計 29 校が参 
加。 

ブース形式による個別の相談会やプレゼンテーション形式による集団説明会が行われ、1,313 名が来場し

ました。そのうち八中生は 114 名、前年度の約 1.4 倍もの生徒や保護者が参加しました。 

八中の担当業務はアンケートの作成、集計、回収でした。アンケートを記入された方の約 95％が満足、

やや満足という回答でした。 

2009 年にスタートした「進学フェア in 調布」は、子どもの貧困が社会問題として浮かび上がった当時、

塾へ通うことができない子は進学情報を得にくく、経済格差がそのまま情報格差、学歴格差につながること

を憂えた PTA によって自主的に始まったものです。 

来年度は本校が幹事校になり、ポスター制作を本校の生徒にお願いすることになります。また同時期に東

京 2020 オリンピックが開催されるため、期間中は電通大を使用できず、7 月上旬に開催することになりそ

うです。詳細が決定しましたら、追ってご連絡いたします。 

部活の事しか考えていなかった子どもたちに「進学」のスイッチを入れるよい機会になると思いますので、

来年度もぜひ多くの方に参加してもらいたいと思います。 

 

緑ヶ丘地区健全委員会    

7/13(土)14(日) 緑ヶ丘小学校にて、みどりんキャンプが行われました。1 年生 17 名、2 年生 18 名、3

年生 9 名 計 44 名の中学生が参加し、1、2 年生は班つきリーダーとして小学生をまとめ、3 年生は児童館

スタッフと一緒に運営に携わりました。夜のキャンプファイヤーはとても盛り上がりました。大きな怪我な

どはなく、無事に終えることができました。八中の先生方にも子ども達たちを見守っていただきました。ご

協力に感謝いたします。ありがとうございました。 

10/30(水) 緑ヶ丘小学校にて、緑ヶ丘小学校第八代校長でもある、西宮嗣(にしみやあきら)氏の講演会が

開催されました。こども 110 番で 40 年もの長い間、小中学生や高校生、保護者の悩みに寄り添っている現

役の先生です。素朴な疑問から深い内容の相談まで、すべてお答えいただき、「またぜひ呼んでください」

という言葉もいただきました。先生のお話をお聞きしたいという声がありましたら、ご一報ください。 

八中の正門にて、毎週月曜日の朝、あいさつ運動を実施しています。引き続き行っていきたいと思います。 

定期パトロールの件。重点的に、この場所やこの地域をパトロールして欲しいという要望がありましたら、

健全委員へお知らせください。子ども達の安心・安全のために、健全委員会としても、協力したいと思って

おります。 

 

滝坂地区健全委員会   

月に一回の定例会に出席  

滝坂小学校や滝坂地区のイベントのお手伝いを中心に活動 

6/2(日) 芝生で体力アップフェスティバル・・・カレー作り 

7/28(日) 29(月) つつじが丘夏まつり・・ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰのお手伝い、焼そば作り、会場周辺パトロール 

8/3(土) 4(日) おらほ仙川夏まつり”・・・会場周辺パトロール 

8/18(日) 健全育成地区親善ソフトボール大会 

10/5(土) きずな(滝坂小地区協議会)主催防災訓練・・・豚汁作り 



11/3(日) つつじヶ岡児童館まつり・・・フランクフルト作り 

今後の予定 12/7(土) 作って遊ぼう昔遊び  

 

仙川まちづくり協議会   

２ヶ月に一回の定例会に出席 

3/28(土)[雨天翌日]に、桜まつりが緑ヶ丘小学校校庭にて開催されます。ダンス部がステージでパフォー

マンスをします。PTA は昨年度、参加を見送りましたが、今年度は要望もあり、駄菓子屋を出店する方向で

動いています。ゲーム形式にしたいとも考えています。何か子ども達を笑顔にできる方法がありましたらア

ドバイスをお願いします。 

 

緑ヶ丘児童館運営委員会  

10/20(日)に緑ヶ丘児童館まつりが実施されました。PTA イベントスタッフや生徒数名も協力し、無事終

了しました。イベント終了後の反省会では、課題も見つかり、今後も子ども達のために、よりよいおまつり

実施を目指していこうと、改めて気持ちを一つにしました。 

 

ふれ愛のつどい実行委員会       

11/10(日)にふれ愛のつどいが緑ヶ丘地域福祉センターにて開催されました。3 年生の篭野心和さんが 2 年連

続で司会を担当。PTA イベントスタッフは喫茶室のお手伝い、生徒数名も模擬店に協力しました。世代間交

流を目的としたイベントで、今回もたくさんの方の来場がありました。 

 

ベルマーク運動            

ベルマーク教育助成財団に登録済み。現在の回収方法に加え、学校のパソコン室のトナー回収や、ウェブ

ベルマーク(ネットショッピング前のちょい寄り)の制度を利用し、回収率をアップさせるとともに、八中

PTA 単独の活動が可能かどうか、作業は会員の負担にならないか、価値あるものかなどを確認し、正式な活

動にするかを考えていきます。2 月の平日にイベントスタッフ 5 名と、集計経験のある PTA 役員数名で、

集計作業を試みてみます。引き続き、ご協力をお願い致します。詳細は、八中ホームページの目次“PTA

より”をご参照ください。 

 

新成人を祝う会               

1/13(月・祝)新成人を祝う会が開催されます。 

毎年成人の日 (正午～午後 1 時 15 分) に、調布市グリーンホール小ホールまたは調布駅前広場で行われ

ているイベント。調布市内公立中学校のＰＴＡや同窓会主催によるもので、在校当時お世話になった先生方

を会場に招くほか、アルバムや恩師からのメッセージカードを展示、校歌や合唱した曲を流すなど、各校が

趣向を凝らした企画で、卒業した新成人を祝福、再会を喜ぶ場となっています。数年後、ご自身のお子さん

が新成人になられた時の参考にもなるはずです。お時間ある方、ぜひお立ち寄りください。 

 

ＰＴＡ連合会講演会               

1/30(木) 13:30-15:00 実施予定。12/3(火)お知らせ配布済み。先着 20 名。定員になり次第締め切り。 
『仙川キューポート内 マヨテラス見学、野菜に関する簡単なお話』 

第八中学校近くにある、仙川キューポート内のマヨテラスにて、マヨネーズのなるほど！を楽しく体 

感！体感後に野菜に関するお話を聴きます。地域に支えられている公立中学校。地域にある施設(民間 

企業)を知る機会にもしたいと考えております。 

 

ＰＴＡ有志による合唱参加者募集       

3/12(木)調布市グリーンホール大ホールにて合唱コンクールが開催されます。 PTA 合唱は例年正午頃、

Member 募集のお手紙は年明けに配布予定です。練習は、八中 3 階音楽室にて 19:00～20:30  2 月初旬～5、

6 回程度。ぜひ皆さんお誘い合わせの上ご参加ください。 

 



給食試食会                           

2/4(火) 11:50-13:30 実施予定。11/27(水)お知らせ配布済み。定員 30 名。希望者多数の場合は抽選。締 

め切りは 12/24(火)。 

 

調布市青少年表彰候補者の推薦   

表彰にふさわしい活動を行っている青少年や青少年団体をご存知の方は、会長もしくは PTA 活動アドバ

イザーにご連絡ください。   

 

◎その他(質疑応答)  

☆地域団体親睦会費捻出について 

・・・資料２参照 → 承認 

 

☆PTA 総合補償制度(PTA 保険)見直しについて 

・・・資料３参照 → 第 3 回(令和 2 年 3 月開催予定)全体委員会持ち越し議題   

 

☆消耗品等の購入時の支払い方法(カード決済・ポイント付与)について 

 ・・・現在消耗品などの購入は現金のみとしています。キャッシュレスを推奨している背景や、ネット購 

入は、役員や委員の時間的負担を減らすことができること、同じものでも比較し、より安価なもの 

を購入できること、などを考えると、カード決済での支払いも認めたいと思っています。カード決 

済の場合は、自動的にポイントが付与されるケースもあるので、合わせて承認していただきたい。 

→ 承認 

 

☆役員・各委員選出時に、任期 2 年めの役員選出委員をくじ引き対象外にすることについて 
 ・・・第 1 回全体委員会報告書より  

    現状： 現在の役員、各委員選出において、くじ引きが免除されるのは、その学年での役員経験 

者と、2 年連続で委員を経験した方のみ。役員選出委員は、2 年任期なので、2 年連続で委員を 

経験した人と同じように、くじ引き対象外にして欲しいという声が上がっている。以前は、役員 

選出委員の 2 年目の仕事は、自分たちが選出した会長・役員・各委員の転出がなければほぼな 

いという状況だった。 一昨年度からは、１年目の役員選出委員とともに、よりよい選出方法を 

考えたり、委員会にも出席しているので、くじ引き免除にしてもいいのではないか。→ 第 2 回 

全体委員会までの持ち越し議題とする。 

    → 承認  

 

☆SNS に関するアンケート実施について 
 ・・・12 月 12 日(木)に実施される P 連教育懇談会のテーマは「ソーシャルメディアの在り方」です。事 

前アンケートにご協力いただきありがとうございました。 

   

◎今後の主な行事確認       

 12/ 3 (火)～12/9(月) 三者面談 

12/11(水)  道徳授業地区公開講座５校時 主題『生命尊重』 講座後 協議会 

12/19(木)  保護者会(全学年) 

  12/25(水)   終業式  

1/ 7 (火)   始業式 

1/10 (金)   教科作品展 

1/11 (土)   学校公開、教科作品展 

オリンピック・パラリンピック教育推進校講演会 

1/13(月・祝) 新成人を祝う会 

1/16(木)-1/18(土) 移動(スキー)教室(1 年生) 

1/23(木)   音楽鑑賞教室(２年生) 

1/25(土)   第 3 回英語検定(申し込み ～11/29 済) 

1/26(日)    第 64 回調布市市民駅伝競走大会  

令和 2 年度新 2.3 年生の PTA 役員候補 7 名を選出(新 2 年生 4 

名、新 3 年生：3 名)。選出された 7 名の中から互選会にて、 

代議員となる副会長候補 2 名を選出。担当は役員選出委員 補 

佐は 1、2 年学級委員と PTA 役員。 

 

 



1/28(火)  歯の健康 講演会(1 年生) 

1/30(木)    P 連講演会『仙川ｷｭｰﾎﾟｰﾄ内マヨテラス見学、野菜に関する簡単なお話』先着 20 名 

1/31(金)  第 3 回漢字検定(申し込み 12/10・12/11 の 2 日間 済) 

1/30(木)-2/4(火) 調布市連合美術展 

2/ 4 (火)    校外学習(2 年生) 

2/ 4 (火)    給食試食会 〆切 12/24(火) 抽選 30 名  

2/12 (水)  新入生保護者説明会 

2/25 (火)・2/26(水)・2/27(木) 定期考査Ⅳ 

3/ 3 (火)  保護者会(全学年) 

  3/12 (木)    合唱コンクール 於：調布市グリーンホール大ホール 

3/19 (木)    卒業式 

3/25 (水)    修了式 

4 月        始業式     

      入学式  

 

 

 

       保護者会 

 

 

 

 

ＰＴＡ総会 

 

 

    

 

 

◎会長より 
 PTA 連合会は調布市内の公立小中学校の PTA 会長 28 名が構成員で、各校の校長先生が理事となり、理事

会に参加してくださっています。 

P 連進学フェアは、中学校の PTA 会長 8 名と各中学校の PTA 担当者が協力し開催しています。先程担当

者からも来場者数の話がありましたが、1 年生は 23 名が参加、昨年は 7 名でしたので、3.3 倍になります。

素晴らしい伸び率です。 

電気通信大学という場所がお借りでき、高校側が協力的なので、今年も実施することができました。しか

しながらここ数年は、稲城や狛江、新宿などでも開催されるようになり、高校側からは、三鷹・府中・調布

で一緒に開催するなどし、回数を減らして欲しいという要望が出ています。高校側の負担を考えれば当然だ

と思いながらも、現実的にはかなり難しいので、調布としては今まで通りの開催をお願いしています。 

1、2 年生は進学フェアで情報収集し、3 年生は限られた時間の中で、ある程度絞られた志望校の学校説

明会や文化祭に足を運ぶのが良いかと思います。継続性もあり、PTA 連合会主催のイベントの中でも、特に

真剣に、やりがいをもって準備しています。来年は八中が幹事校、実行委員長となります。皆さんお誘い合

わせの上ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者証の着用について 
・オレンジ色の用紙【保護者証】と黄色い用紙【パトロール中】を名札ケ 

ースに入れて下さい。不審者対策として、来校時には必ず着用をお願い

致します。 

・名刺ケースの破損、紛失された際は、自己負担で購入をお願いします。 

・用紙を破損、紛失された際は、ＰＴＡ役員までお知らせ下さい。新しい 

ものをお渡しします。 

・保護者会や学校行事などで、複数で来校される場合は受付時に、名札 

バッチをお渡ししますので着用して下さい。尚、複数保護者証をご希 

望の方は、ＰＴＡ役員までご連絡いただければ、用紙のみ配布します。 

名札ケースは各家庭にてご用意下さい。 

☆今後も 

ＰＴＡ活動に 

ご協力を 

お願い致します☆ 

 

入学式後の保護者会にて、 

・PTA 加入届回収 

・PTA 会費集金 

≪担当：PTA 役員 補佐：1,2 年学級委員・役員選出委員≫ 

・令和２年度 新 1 年生 PTA 役員候補、各委員候補を選出。 

≪担当：役員選出委員 補佐：1,2 年学級委員、PTA 役員≫ 

・令和２年度 新 2.3 年生各委員候補を選出。 

≪担当：役員選出委員 補佐：1,2 年学級委員、PTA 役員≫ 

・PTA 会費集金 

≪担当：PTA 役員 補佐：1,2 年学級委員・役員選出委員≫ 

・保護者会後の互選会にて、PTA 役員候補は役職を決定、引き継 

ぎ。各委員は委員長・副委員長選出、引き継ぎ、担当教諭へ挨 

拶。≪担当：PTA 役員、各委員１名引き継ぎのため出席≫ 
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