
★☆★第２回運営委員会が開催されました★☆★ 

日時：１１月１２日（土） １０時１５分～１０時４５分 場 所 ： ３階会議室 
 

 

［忍田会長挨拶］ 

  先日の学習発表会はとても素晴らしく、各学年の生徒さんがとても頑張っていて胸が熱くなりました。齊藤校長

先生をはじめ、先生方のご尽力でより広い会場で行うことが出来たため、入れ替え制もなく１、２年生は各家庭１人

という条件はついたものの、すべての演目を見る事が出来たのはありがたかったなと思いました。改めて御礼を申

し上げます。コロナの第８波と言われる中、学校生活がどうなるのか不安な生徒さんもいると思いますが、PTAとし

ても、学校に協力して子どもたちの安全で健康的な活動を支援していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

 

［齊藤校長先生ご挨拶］ 

学習発表会について、おかげさまでトラブルもなく行うことが出来ました。ただ、お子様の様子を撮影したいという

保護者の皆様の要望に十分応える事は難しい状況であったので、そこについては課題として取り組んでいきたいと

思います。来年度についてはシビックホールを確保してあります。今年度は改築の関係で使用出来ませんでした

が、来年度以降は区の会場を使っていくという取り組みをしていく予定でおりますので、ご承知おきいただければと

思います。 

定期考査も始まりますが、子どもたちも上手く切り替えが出来ているように思えます。３年生は進路相談も終わ

り、１２月には学校を絞り込む面談も残ってはいますが、ぴりっとした雰囲気が出てきました。２年生との面談の際に

は「２年生がしっかりしている学校はますます良くなる」という話をしてきました。２年生の顔つきも変わってきたよう

に思えます。１年生の面談は始まったばかりですが、中学にも慣れてきてその辺の様子を聞き始めたところです。

学校外での活動なども聞きながら、色々と考えることが出来るなと思っています。PTAの皆様には引き続きご支援

いただきたいと思っております。 

 

［学校連絡事項］ 齊藤校長先生 

１２月は１、２年生の教育相談の面談も行われますので学校の様子をお話しさせていただきますが、ご家庭での

様子や気づいたことなどをお話しいただければと思います。 

 

［地域学校協働本部について］ 

５月２７日(金) ２年生の学年委員の皆さんと２年生防災宿泊体験の食事準備を行いました。 

９月２７日(火)～２９日(木) ２年生職場体験の受け入れ先の調整を行いました。 

１０月２９日(土) 学習発表会での最寄り駅にて会場案内を行いました。 

また、部活動支援として通年保護者の皆さんにグラウンドキーパーのご協力をいただいております。 

引き続きPTAの皆さんと共に支援を行って参りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

［青少年委員会について］  

【活動報告】 

６月２４日(金) 五者交流研修会  
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【活動予定】 

１２月に中学生サミットに新生徒会の生徒が参加予定。 

 

［学年委員会・広報委員会・卒業対策委員会より］ 

 

1. 学年委員会: 

【活動報告】 

５月２７日（金） 「２学年対象防災宿泊体験」手伝い 

９月１７日（土） 「次年度本部役員指名活動」打ち合わせ 

９月３０日（金） 「次年度本部役員候補者推薦アンケート」をフェアキャストでアナウンス 

１０月 ７日（金） 「次年度本部役員候補者推薦アンケート」をフェアキャストでアナウンス（リマインド） 

１０月１５日（土） 「次年度本部役員候補者推薦アンケート」集計＆打ち合わせ 

１１月  ９日（水） 「１学年対象修学旅行業者プレゼン」出席 

 

【活動予定】 

１１月１２日（土） 「第２回運営委員会」出席 

１１月１２日（土） 「次年度本部役員候補者」に手紙配付＆メール連絡 

１１月１４日（月） 「次年度本部役員候補者」指名活動開始 

１２月中旬「次年度本部役員候補者」指名活動終了（予定） 

２月 ２日（木） 「第３回運営委員会」出席 

３月上旬 「次年度PTAアンケート」集計＆確認作業 

３月上旬 「第４回運営委員会」出席 

 

 

2. 広報委員会: 

【活動報告】 

５月１７日(火) 運動会取材 

５月１９日(木) 教職員アンケート回収分作業 

５月２４日(火) 校長・PTA会長対談取材＆撮影 

５月２７日(金) 防災宿泊体験取材 

６月 ２日(木)〜部活動取材（後期号） 

６月１５日(水) 初稿アップー校正作業（学校、本部含む） 

７月 ２日(土) 再校到着―校正作業 

７月 ７日(木) デザイナー事務所にて最終校正（委員長） 

           「いちょう」３９号校了 

７月１１日(月) 配布お手紙作成、学校チェック 

７月１４日(木) 「いちょう」３９号納品  

７月１５日(金) 配布作業、郵送作業 

８月２０日(土) 「いちょう」４０号 編集会議（ZOOM） 

９月 ５日(月) 第２回編集会議 編集内容、担当決め 

９月１０日(土) 打ち合わせ 学校にて。副校長先生と編集内容打ち合わせ（色紙） 

９月２１日(水) 第３回編集会議 レイアウト、担当など 

１０月１２日(水) 部活取材（サッカー部） 

１０月２４日(月)～２６日(水) 音羽中アリーナにて、学習発表会のリハーサル取材 

１０月２５日(火) 第４回編集会議 色紙、スケジュールなど 

１０月２９日(土) 学習発表会の閉会式（音羽中アリーナ） 取材、岩崎先生取材 

１１月 ４日(金) 第５回編集会議 表紙写真他 



【活動予定】 

１１月 編集作業 

１２月 ３年生色紙ページ配布と回収 

１月 デザイン入れ 

２月 校正作業 

３月 配布作業 

 

 

3. 卒業対策委員会: 

【活動報告】 

６月１１日(土) 第２回委員会開催 今後の活動確認 

６月１６日(木) 卒業を祝う会、会場予約 

７月  ４日(月) コサージュ決定、発注 

７月２５日(月) コサージュ納品、検品 

９月１４日(水) 祝菓子の市場調査 

１０月１１日(火)、１１月９日(水) 記念品決定、発注 

 

【活動予定】 

１１月２８日(月) 記念品納品、後日検品 

１２月１５日(木) 以降 副校長先生、矢野尾先生と卒業を祝う会について話し合い 

２学期の終業式前に卒対の活動について、卒業を祝う会についてのお手紙を配布予定 

卒業を祝う会の開催次第では、今後について相談する予定 

 

[PTA本部からのお知らせ] 

①要望書回答について 副会長 土佐 

１.音羽中学校運動場側でのインターネット環境整備 

１人１台のタブレット運用が本格的にスタートする中で、校舎から離れた運動場にネット環境(校内LAN含

む)が整備されていません。昨年度も同様の要望をいたしましたところ、「他校を含めネット環境の整備は

予定しておりません」とご回答をいただきました。しかしながら、コロナ禍による運動会等の制限開催にお

いて、動画の提供などが困難である上、将来的に体育の授業でのタブレットの利用が考えられるため、引

き続き早期の整備を要望いたします。 

 

(回答) 

昨年度と同様、音羽中学校を含めたその他の中学校においても運動場への校内LANのネットワーク 

環境の整備は現時点で予定しておりませんが、運動場でもネット環境が利用できるよう、モバイル 

Wi-Fiの導入を検討してまいります。 

 

２.人工芝の張り替え 

運動場開きの平成２２年１月からすでに１２年目となり、校庭人工芝の摩耗・劣化がかなり進み、ゴムチッ

プ飛散及び水はけの悪化が顕著となっています。日本体育施設協会屋外体育施設部会技術委員会は、

劣化した状態での人工芝の使用は安全性に問題があると注意喚起しており(注 １)、生徒等の事故防止の

観点から、人工芝張替え等の安全確保策を速やかに講じることを改めて要望します。なお、一昨年及び

昨年度の同様の要望に対しては、「校庭の改修につきましては、文の京総合戦略に基づき、各校の直近

の改修年度や現状を総合的に考慮しつつ計画的に実施しております」と記されるのみであり、修繕計画は

示されませんでした。計画修繕の開示とともに、グラウンドの人工芝の張り替えを引き続き要望するものと

いたします。 

(注 １)日本体育施設協会屋外体育施設部会技術委員会は、「ロングパイル人工芝は、芝丈が短くなった



り、芝葉が細く裂けてしまったりしてゴムチップなどの充填材が表層を覆うような状態になった場合は、プレ

ー時に滑りやすくなり、またゴムチップ飛散が顕著になります。そのまま使用すると、芝葉が充填材を補足

できず、充填材が流出してクッション性が低下するなど安全性にも問題があります」としています。 

 

(回答) 

校庭の全面改修につきましては、文の京総合戦略に基づき、各校の直近の改修年度や現状を総合的に

考慮しつつ、計画的に実施しております。また、部分的な補修につきましては、状況に応じて対応しており

ます。 

 

３.電子黒板の反射防止フィルムの設置 

教室に設置されている電子黒板について、照明や座席の位置により反射で見えにくいことがあり、生徒た

ちの授業に差し障りがあります。 

文部科学省の「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」には、電子黒板の画面が

見えにくいと児童生徒の目の疲労が増し、円滑な授業の実施に支障をきたす可能性があると記載があり

ます。特に本校は、校舎の窓側が他校のグラウンドとなり日差しを遮るものもなく、直接教室に入ることも

あり、設置の工夫や力―テン・照明だけで調整するにも限界があると思われます。 

本校生徒の健康と授業への集中力を高めることにつながりますので、電子黒板専用の反射防止フィルム

の設置を要望いたします。 

 

(回答) 

電子黒板メーカーに確認したところ、フィルムを貼ることによる反射軽減の検証を行っていないことやタッ

チ操作が正しく動作しなくなる可能性がある、フィルムを貼ると画面が暗くなり見づらくなるなどの理由によ

り推奨しないとの回答がありました。そのため、現状、教室の窓前側に遮光力―テンを設置しているところ

ですが、後ろ側にも遮光力－テンを設置することで対策を講ずるよう検討してまいります。 

 

４.グラウンドにアプローチする木道の補修 

お茶の水大学構内を経由して、本校よりグラウンドにアプローチする道として木道が設置されております。 

同木道の一部が経年劣化あるいは地盤の関係により傾斜し、雨天時は横幅の３分の２以上が水たまりと

なり、安全な歩行が困難となっております。 

本校はグラウンドが校舎から離れており、移動時間も限られる中、事故や怪我の原因になりうる、こちらの

木道の補修を改めて要望いたします。 

本要望に関しましても、一咋年、昨年度ともに「補修の必要性は低いと認識しております」とご回答いただ

いておりますが、年を追うごとに劣化は増してまいります。 

現状確認の結果、どのような判断がなされ、どのような対策が立案されたのか伺いたく、合わせて要望い

たします。 

 

(回答) 

木道につきましては、現時点では補修の必要性は低いと認識しておりますが、劣化が激しい部分を確認し

た場合は、補修工事を実施してまいります。 

 

５.学習発表会への経費補助及び区の施設の貸出し 

本校では学習発表会を２年間、他の民間施設を借り開催しております。 

かかる費用は保護者やPTAが負担し、会場の探し出しは学校側で教職員方が尽力され、様々な負担が

かかっております。 

すべては児童生徒が全学年で体験することの教育的意義のためであります。 

健全育成の観点から、自然体験、文化体験などリアルな体験の充実と合わせて推進していくことが重要で

あるといわれております。 



そして、その成長を見守ってきている保護者への発表の場としても、学習発表会の意義をご考慮いただ

き、引き続き行事への経費補助や改修後のシビックセンター大ホールの貸出しの検討を要望いたします。 

(回答) 

学習発表会等の学校行事は、生徒が成長し、多くを学ぶ機会となるため、重要な教育活動であると考えて

います。シビックセンター大ホールの各校における行事での利用については、区民利用の状況に配慮しつ

つ、各校の要望に基づき、関係部署と連携を図ってまいります。 

 

②中間決算報告について 会計 小田島 

１０月２９日に中間決算報告及び監査を完了しております。運動会の写真展に関しまして、親子ふれあい

教室の活動費といたしまして３万円いただいておりますので、そちらを使わせていただきました。 

スポーツフェスティバルにつきましても予算内に収まっております。 

③学校給食運営協議会について 副会長 石丸 

１０月２５日に学校給食運営協議会に出席いたしました。 

齊藤校長先生、小池副校長先生、佐藤栄養士、給食委託業者メリックス(株)、本部より役員が３名出席 

し、協議会後には学校運営協議会の方々も加わり、３年ぶりに給食の試食会も行われました。 

アレルギー対応の給食について除去食材など、一人一人に細心の注意を払い、調理員→担任→生徒と

手渡しでアレルギー対応されているなど、安心安全に食べられる給食であることがとてもよくわかる協議会

でした。 

④係活動について 

【実施】 

６月１１日（土） 第１回標準服リサイクル 

７月  ９日（土） 中Ｐ連スポーツフェスティバル 

７月  ９日（土） １０日（日） 護国寺祭礼パトロール 

９月１０日（土） 第２回標準服リサイクル 

 

【中止又は係活動無し】 

・歯と口の健康づくり講演会（６月予定） 

・今宮神社祭礼パトロール（９月３日、４日予定） 

・吹上稲荷神社祭礼パトロール（９月１７日、１８日予定） 

・文京区学校保健講演会（１０月平日予定） 

・音羽中学校保健委員会（１１月下旬予定） 

 

※一昨年と昨年は、コロナ禍のため全ての係活動が中止となりましたが、今年度は、３年ぶりに開催され

た中Ｐ連スポーツフェスティバルや護国寺祭礼パトロール、今年度より係活動として新設された標準服リ

サイクルなど、少しずつではありますが実施することができています。ご担当いただいた皆様、ありがとう

ございました。 

今後も感染状況により係活動が中止又は不要になることもあるかと思いますが、都度、実施の有無をＰ 

ＴＡ本部より担当の皆様にご連絡差し上げます。今後とも係活動へのご理解とご協力をどうぞよろしくお願 

いいたします。 

 

［音羽青少年健全育成会より］ 副会長 沖本 

【活動報告】 

８月２７日(土) 学校できもだめし 

 

【活動予定】 

１１月１３日(日) 文の京こどもまつり 

スポーツセンター前のグランドにてじゃんけん大会及びスタンプラリー 



１２月 ４日(日) 森林公園へのバスハイク 

１月～２月星空天体観測 

 

コロナ禍でなかなか出来なかったイベントも徐々にではありますが再開し始めています。夏には関口台町

小学校にて３年ぶりにきもだめしも開催することができました。４００名の参加者があり、音羽中からも３７

名のボランティアが参加しました。 

 

［大塚青少年健全育成会より］ 副会長 中村 

【活動報告】 

９月２４日(土)  カプラで遊ぼう！！  

 

【活動予定】 

１１月１３日(日) 文の京こどもまつり 

 

２学期に入りまして、落語のワークショップ及びカプライベントを行いました。カプラには音羽中からも学生

ボランティアが参加してくれました。 

 

［卒業対策費について］ 会計 小田島 

・今後、卒業対策委員会が保有する口座を独自に用い、PTA会費とは別会計といたします（卒対が独自に

金額等を設定・徴収） 

→但し、年度による不公平をなくすため、段階的に減額し移行してはどうでしょうか？（例：１年目は記念品・ 

コサ－ジュ代等として約２０万円、２年目はコサージュ代等として約１０万円、３年目より独立会計のみで 

の運営） 

→約３０万円分の予算が余る事については、実質会費の減額に至るほどの金額差ではない事、今後コロナ 

が軽減し以前のような支出が見込まれる事から、会費減額の必要性はないと判断しました。次年度予算 

を提示する際に会員へは説明する予定です。 

 

尚、上記卒業対策費減案につきましては、学年委員及び広報委員の皆様のご賛同を得られております。 

 

・(校長先生より) 

教職員へのお気遣いはたいへんありがたいと感謝しております。私どもはそのお気持ちだけで十分です。 

その分生徒たちの門出のお祝いに還元してあげてほしいと思っています。 

 

［顧問制度について］ 会長 忍田 

現状、前会長が現行の本部役員からの推薦で、顧問として任期１年(再任あり)で就任しておりますが、前会 

長がPTAを卒業していることも多く、近年のコロナ禍の中、活動いただく機会がありません。 

PTA活動は、現役の保護者の方達が現役の生徒の為に尽すのが大切だと思うので、来年度より顧問制度 

を廃止した方が良いか協議する予定です。 

 

 

役員会・運営委員会は会員の皆様からのさまざまなご意見を受け止め、話し合う場でもあります。 

ご意見・ご要望はＰＴＡ本部にて随時受け付けています。 

令和４年度第３回運営委員会の日程は２月２日（木）１６時から開催予定です。 


