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《第２回全体委員会報告》１１月２２日（月）午後６時００分～八中２階多目的室にて 

 

◎会長挨拶 
本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 
コロナ新規感染者数が減少していますが、第６波に対する不安もありますので、これからも油断せず、一つ一つ出来

ることを皆さんと協力しながら進めていきたいと思います。 

今後もよろしくお願い致します。 

 

◎校長先生挨拶 
本日はお忙しい中、また雨の中、ご来校いただきありがとうございます。 

２学期は、夏休みの延長、オンライン授業と、学校としても厳しいスタートとなりましたが、大谷会長のお話にもありまし

たように、コロナ感染が落ち着き、１０月からは予定した活動が徐々にできています。 

１０月の合唱コンクールは、保護者の人数を各家庭１名と制限する中で、なんとか実施することができました。マスク

着用で歌うのは息苦しさがあり、生徒たちは大変であったかと思います。さらに、全員が初めて経験する合唱コンクール

で不安もありましたが、３年生がよく頑張ってくれました。後輩たちを引っ張り、良い伝統が作れました。  

１１月は、学校公開,道徳授業地区公開,秋のあいさつ運動などが行われました。また、家庭科の授業では、コロナ禍

で中止せざるを得なかった調理実習を再開させました。全校朝礼も実施しました。本校は小規模校なので、実施でき

ることも増えてきています。 

部活動については、運動部の朝練習の実施を見合わせていますが、調布市のガイドラインに沿って、ほぼ通常通り

の活動ができています。 

来年１月は１年生のスキー教室、２月には２年生の校外学習、そして９月に予定されていた３年生の修学旅行が２

月末に予定されています。すべてが行われ、３月の卒業式、修了式を迎えることを願っています。 

さて、ご家庭での生徒たちの様子はいかがでしょうか。ご家庭や友達との様子、ＳＮＳ等に関することでご心配ごとな

どがありましたらお聞かせいただき、この場で共有したいと思います。 

対面で委員会を行うのは1年半振りです。限られた時間ですが有意義にしていきたいと思いますので、忌憚のないご

意見をお聞かせください。よろしくお願いします。 

 

◎副校長先生挨拶 
久しぶりの委員会ということで、直接お目にかかるのが「初めまして」の保護者の方も多いかもしれません。学校の活

動もＰＴＡ活動も、ようやく下半期となり動き出しました。先日の学校公開の受付や秋のあいさつ運動の参加などでご協

力くださりありがとうございました。 
 私からは２点、今後のことについてお知らせいたします。 

１つ目は工事についてです。 

校庭南側にある防球フェンスの高さを延長することになりました。西寄りは高さ１２ｍ程のフェンスがありますが、中央 

から西側は低く、住宅が建設されたということもあり、延長されることになりました。工事は１２月２７日～２月２５日を予

定しています。地下を３ｍ堀り、重機も入るため、校庭南側１０ｍほどにガードフェンスを立てることになります。体育の授

業や部活動に少し制約が出てくるものの、生徒たちの活動は可能です。また、安全を最優先して行うようにお願いして

ありますのでご安心ください。 

２つ目は調布市研究推進校発表会についてです。 

本校が令和２年度３年度において調布市教育委員会の「教育研究推進校」としての指定を受け、研究の集大成と

なる発表会を 1月２８日に開くことになっています。市内の小中学校が順番に行うもので、従来ですと２００～３００名の

方が来校されますが、今回は人数制限を設けつつ、教育委員会の方や他校の先生方をお招きする予定でいます。テ 

ーマは「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育の推進」です。発表会当日は、ＰＴＡの皆様に受付や案内等で

お手伝いいただきたく、無理のない範囲でご協力をお願い致します。 



◎ＰＴＡ担当の先生方より 
【１学年主任】 大賀先生より  

  今年度から導入された新しい学習指導要領の「主体的で対応的で深い学び」を下に、主体性を生かす活動してい

ます。目的意識を持ち、しっかりした意図を考えながら、生徒がやりたい活動の中で、１学期は新たな取り組みとして

「学年清掃」を行いました。生徒全員でコミュニケーションをとりながら掃除をしました。２学期は、毎週金曜日の学活で

「討論会」グループディスカッションを行っています。「犬と猫どっちが好きか」というような簡単なテーマから始めました。

最終的には自治的なテーマで話し合いができればと考えています。これからも、みんなでコミュニケーションをとりたい、

こういうことをやってみたい、という生徒主体の取組を行っていきます。 

初めての合唱コンクールは、実行委員や各パートリーダーが中心となり、積極的な声かけをし、非常によい取り組み

ができていました。小学校では「主体的で対応的で深い学び」は先行導入されており、その積み重ねの賜物なのではな

いかと感じています。 

 今は１月のスキー教室に向けて実行委員がルール作りをし、全体にルール浸透を図っていこうとしているところです。

各ご家庭にも、これから詳細が伝わることかと思いますが、生徒たちの主体性を見守っていていただけたらと思います。

よろしくお願い致します。 

 

【２学年主任】 久下先生より 

２月に校外学習があります。昨年度は調布市内巡りだったので、１つ進んだステージで活動できれば良いなと考えて

います。感染状況が現在のままであれば、班ごとに都内を巡り、飲食もできたらと思い、準備を進めています。第６波の

不安を口にする生徒もおりますが、できなかったことができるようになったことを素直に喜ぶ姿も見られます。 

もうすぐ３年生になります。上級学校や職業について調べるなど、進路についての意識を徐々に高める取り組みをし

ています。来年自分の進路を一つ決めるというのはとても大変なことです。２年生のうちから早めに準備していきます。 

部活動や委員会も、３年生から２年生へと受け継がれています。いよいよ２年生が学校の中心となってきました。教

員も、それを支えるために全力で頑張っています。保護者の皆様とも連携して進めていきたいと思っていますので、今

後ともよろしくお願い致します。 

 

【３学年主任】 津口先生より 

本日は最終進路希望調査の提出日でした。受験一色の今ですが、生徒たちは楽しく学校生活を送っていると思い

ます。１年生の３月にコロナ渦で休校になり、練習していた合唱コンクールが突然中止になるということから始まり、２年

生では、当初３クラスだったのが２クラスになり、１クラスが４０人となり、蜜を避けるため、一時的に広い多目的室を使

用したこともありました。そんな中３年生になったので、先日の合唱コンクールでは熱いものを感じました。生徒たちには

最後の年なので、誰よりも保護者の皆さんやお世話になった先生方に、想いを乗せて歌って欲しいという話をしました。

初めての合唱コンクールでしたが、３年生らしく、１,２年生にすごいと感じてもらえる合唱になり、生徒たちの自信にも繋

がったのではないかと思っています。 

９年間の義務教育の最後の年ということもあり、総合的な学習の時間では、「未来への提言」として、一人ひとりが好

きなテーマを決め、そのテーマを自分の理想に近づけるための熱い想いを語り合っています。これからの社会を生きて

いくうえで必要となる表現力やコミュニケーション能力を磨いています。自分のことばかりではなく、他の人たちの意見を

聞くことで共感したり、周りの人の意見や考えを聞いた上で、改めて自分の思いや考えを抱く姿を見て、日々の成長を

感じています。 

修学旅行は受験が終わり、定期考査最終日翌日からの実施を予定しています。修学の意味を理解しつつも、中学

校生活最後の行事を満喫してほしいです。 

まずは受験に向けて、不安な時期でもあるので、学年の先生方としっかり支えていきたいと思います。 

 

◎ＰＴＡ役員・各委員・・・自己紹介 

 

◎各委員会活動計画・報告・・・報告書➁を参照 

 

◎ＰＴＡ役員よりお知らせ 

・進学フェア in調布２０２1   

昨年度同様、書面開催となった。昨年度も配布した都立３９校の高校紹介に加え、各高校の生徒が書いてくれた学

校紹介「教えて先輩」も全校生徒に配布することができた。本校はホームページ[ＰＴＡより]にも掲載。来年度の開

催方法については未定。書面開催になった場合、配布時期・学年については検討中。 

 



・連絡用システム マ・メール  

加入率：９６.５％ 家庭数２６２ 加入家庭数２５３ 

配信受信の不具合は特になし。今後気になることがあれば担当役員に連絡する。 

 

・緑ヶ丘地区健全  

７月みどりんキャンプ、１０月緑ヶ丘児童館まつり(みどわーつ)、緑ヶ丘児童館との共催のお祭り、親子そば体験は、 

昨年度同様中止。 

今できる活動として、緑ヶ丘小学校校庭にて月３回土曜日に、ソフトボールの練習をする児童のサポートに励んでい 

る。昨日は滝坂小学校の児童たちとのフレンドリーマッチを開催し、大人も交えた試合形式の合同練習を実施するこ 

とができた。１１月の第１週目は秋のあいさつ運動も行った。 

7/17に予定していたみどりんの TaKiBi（焚き火）は１２月４日(土)１５:３０〜１７:００、緑ヶ丘小校庭・緑ヶ丘児童館館 

庭にて開催予定。みどりんキャンプが開催できなかったことにより、夏のイベントが形を変えて開催される。中学生１２ 

名、５，６年生６０名の参加を受け付けている。 

定例会にて、緑ヶ丘小学校ＰＴＡと協力し、子どもたちのために何かイベントができないかという声があがり、１２月２５ 

日(土)１３：００より、緑ヶ丘小学校ＰＴＡ企画「ちゃんばら大会」をすることになった。スポンジの刀を使い、相手の体 

に貼ってある的を落とすゲーム。みんなで遊べるゲームになっている。年齢差を考慮しグループで行う予定。参加賞 

などの景品も用意する。参加は緑ヶ丘小学校の児童に限る。申込み期限は１１月２５日(木)。 

 

・滝坂地区健全 

つつじヶ丘ふれあい夏祭りは中止。５月,１０月,１１月定例会に出席。１１月の定例会では、緑ヶ丘小学校の児童たち 

とのフレンドリーマッチ開催に向けての話しが主な議題となった。次回の打ち合わせは１２月２日(木)を予定している。 

学校行事の議題が中心となり、健全として関わる内容は未定。 

 

・仙川まちづくり協議会    

活動を徐々に再開。仙川まちづくり協議会の最も大きな行事「桜まつり」は緑ヶ丘小学校校庭で開催されている。今 

年の開催の可否は１２月の役員会、１月１１日の運営委員会を経て決定。開催の場合、日程は３月２６日の予定。 

今後の活動として、緑ヶ丘コンサート(桐朋学園大学の学生よる楽器演奏)が２月１９日に緑ヶ丘地域福祉センター 

にて行われる。また、緑ヶ丘小学校の南門にチューリップを咲かせよう、入学式の時に新入生を喜ばせてあげたいと 

いう企画があり、１２月１２日(日)１０：００～１１：００に球根を植える。お時間ある方は軍手持参のうえ当日現地に集 

合。 

 

・緑ヶ丘児童館運営委員会          

みどりんキャンプ、緑ヶ丘児童館まつり(みどわーつ)は中止。 

7/17に予定していたみどりんの TaKiBi（焚き火）は１２月４日(土)１５:３０〜１７:００、緑ヶ丘小校庭・緑ヶ丘児童館館 

庭にて実施予定。中学生参加member募集のチラシは、１１月１９日(金)に配布。申し込み期限は１１月２６日(金)。 

現在の参加申し込みは０名。ポスターとパンフレットの絵・イラストを美術部の生徒が担当。 

 

・ふれ愛のつどい実行委員会   

実行委員会に出席。開催は２月２７日(日)１０：００～１３：００、緑ヶ丘地域福祉センターにて決定。例年より規模縮 

小。舞台発表は子どものみ、テイクアウト販売、大きな木の壁画にメッセージを集める、クジ引き、ミニバザーなど。   

  

・Ｐ連教育懇談会 

１２月８日(水)１４：００～１６：００ zoomによるオンライン開催。テーマは「親も子も幸せになる子育て」。講師は明橋 

大二先生(心療内科医・児童思春期精神医療専門) 。   

             

・ベルマーク・インクカートリッジ            

八中では回収のみを行い、集計は緑ヶ丘小学校ＰＴＡにお願いしていたが、一昨年度初めて、回収から集計までの 

作業を試みた。従来の回収方法に加えて、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く。昨年度はコロナ禍で集計作業が出来なかったが、今年度は２ 

月の平日にイベントスタッフと共に、集計作業を試みてみる。 



・新成人を祝う会                     

令和４年１月１０日(月・祝)  

 １０:３０～１１:３０ 調布中・神中・七中・八中  １３：３０～１４:３０ 三中・四中・五中・六中 

毎年成人の日に、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。今年度は、コロナの影響 

で、会場は調布市役所前、２部制の開催となる。雨天の場合については検討中。現ＰＴＡや新成人の保護者、同窓 

会が主となり、アルバムの写真や恩師からのメッセージカードを展示、各校が趣向を凝らした企画で、卒業した新成 

人を祝福、在校当時お世話になった先生方もお招きし、再会を喜ぶ場となっている。 

 

・給食試食会                        

令和４年２月８日(火)１１:５０-１３:３０実施予定。１１月２４日(水)お知らせ配布予定。定員２０名。希望者多数の場 

合は抽選。締め切りは１２月２２日(水)。１１月２９日現在申込み人数８名。 

 

・調布市青少年表彰被表彰候補者の推薦  ※資料参照 

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、１２月１３日(月)までにＰＴＡ活動アドバイ 

ザー福田まで連絡。   

 

・イベントスタッフ                               

今年度は、役員・各委員・３年生の保護者を除く１,２年生の保護者にお願いをした。緊急事態宣言の発令や、新規 

コロナ感染者数の増加で、お手伝いをお断りしたケースはあったが、学校周辺パトロールや秋のあいさつ運動、消毒 

や行事の受付など、多くの保護者に協力してもらった。年度始めに担当分けをしたにも関わらず、欠席された方はい 

なく、感謝しかない。これからも引き続き協力をお願いしたい。 

 

・社会福祉協議会小地域交流事業活動の表彰(１０月２４日マ・メール配信済)  

  長きにわたり、本校ＰＴＡが社会福祉協議会の事業に関わり、お手伝いをしてきたことに対しての表彰を受ける。 

 

・布田小４０周年記念誌・記念品披露 

ＰＴＡ室内卓上にある。    

                      

・調布市研究推進校発表会                  

令和４年１月２８日(金)午後開催。市教委、市内各中学校・学区内小学校の先生方が来校する。受付・案内の手 

伝い依頼あり。詳細(内容・時間・人数等)がわかり次第改めてお知らせし協力依頼をする。 

 

◎質疑応答 

・標準服等の回収・リサイクルの現状と今後のよりよい活用法   ※資料参照 

体操着上下、大きいサイズの標準服(ブレザー・スタート、ズボン)が不足。 

小さいサイズの標準服は、たくさん在庫を抱えている。ほとんど需要がない状況。今後のよりよい活用法を考えてほし 

い。以前行事の時に本校保護者対象に無料配布したことがある。次回の全体委員会への持ち越し議題。   

 

・ＰＴＡ室用掃除機購入                                   

１０年ほど前に購入したスティック型掃除機が故障している。購入を希望。→ 承認 

  ＰＴＡ役員と機種を検討。次回の全体委員会にて購入の承認を得る。 

 

 

 

 

これからもＰＴＡ活動にご協力をお願い致します。 

 

                            



◎今後の主な行事確認     ※年間行事予定表〖改定版〗ホームページ参照   

R3.12/ 2 (木)～ 12/9(木) 三者面談 

12/ 6 (月)  いのちと心の道徳授業 1校時 主題 ： 「がん」を通して学ぶ命の大切さ  

12/13(月)～ 12/17(金) 体力向上週間 

12/17(金)  保護者会(1、2年生)  

校外学習説明会(2年生)  

移動教室説明会(1年生) 

12/21(火)   学校歯科医山根先生による 

歯の講演会 6校時(1年生) 

 12/24(金)   終業式  

R4.1/10(月・祝) 新成人を祝う会 

1/11(火)    始業式 

1/14 (金)   第 3回英語検定 ＊申し込み期間 11/22(月)～11/26(金) (11/23(火・祝)除く) 

                            ＊2次 2/20(日) 

1/20 (木)-1/22(土)  移動(スキー)教室(1年生) 

1/28 (金)   調布市研究推進校発表会  

1/30 (日)   第 66回調布市市民駅伝競走大会 ＊中学生の部エントリー締め切り 12/17(金) 

2/4  (金)   第 3回漢字検定  ＊申し込み期間 12/21(火)・12/22(水) 

2/8  (火)   校外学習(2年生) 

            給食試食会 ＊申し込み締め切り 12/22(水) 

2/16(水)    新入生保護者説明会 

2/17(木)・2/18(金)  定期考査Ⅳ前自習教室 

2/22(火) 2/24(木)・2/25(金)   定期考査Ⅳ 

2/26(土)-2/28(月)  修学旅行(３年生) 

3/3 (木)-3/5(土)   学校公開 

3/4 (金)-3/5(土)   教科作品展 

3/5 (土)         学習発表会 

3/10(火)  保護者会(全学年) 

     3/18(金)   卒業式 

3/25(金)   修了式 

4/6 (水)   始業式     

4/7 (木)   入学式  

 

 

 

4月中旬  保護者会 

 

 

 

 

4月中旬   ＰＴＡ総会 

 

令和４年度新２.３年生の PTA役員候補８名を選出 

(新２年生：４名、新３年生：４名)。 

選出された８名の中から互選会にて、会長、代議員となる副会

長候補２名を選出 

≪担当：役員選出委員 補佐：１.２年学級委員、ＰＴＡ役員≫ 

 

 

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４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４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≫ 


