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《会長より》
謹んで新年のお喜びを申し上げます。PTA 本部一同手探りでの活動でしたが、皆さまのご協力により
これまでの活動を無事に終えることが出来ました。
特に、年末に行われました土曜日授業では多くの保護者の皆さまにご協力頂きましてありがとうご
ざいました。竹園地区ならではのバリエーションに富んだ講座が並び、生徒たちにも良い経験になっ
たのではないかと思います。私も「天体望遠鏡と太陽系の成り立ち」という講座を持たせて頂きまし
た。詰め込み過ぎた感は否めなかったのですが、想像以上に内容を捉えた感想をもらい生徒たちの高
いポテンシャルを実感しました。余談ですが、今月は水星をみるチャンスです（「ほしぞら情報 2015
年 1 月」で検索して下さい）ので夕方お時間がありましたら御覧ください。本題の土曜日授業は２月
の第３回で最後となりますが、来年度も同様の形式で行われるようですので今回講師をやって頂いた
方もそうでない方もご協力頂けますようよろしくお願い申し上げます（ＯＢ、ＯＧでもＯＫです！）。
さて、別途ご案内させて頂きました通り、来年度の本部役員について承認いただきましてありがと
うございました。引き続き専門委員および学年委員の募集となりますのでご協力の程宜しくお願い致
します。我々の任期も残すところ３ヶ月となりましたが、これまで同様にお力添え頂けますようよろ
しくお願い申し上げます。

第６回実行委員会報告

12 月 13 日（土）於：メディアルーム

《会長より》
前回、創明祭を終え活動も半分を過ぎて落ち着いたかた思ったところでしたが、その後いろいろば
たばたとお願いすることになりました。ご協力どうもありがとうございました。今回は次年度本部に
ついて見通しがたってきた点等もご報告したいと思います。残りの期間よろしくお願いします。

《校長より》
今日の夜、8 年生がランタンアートに参加しローソクを付けることになっています。是非見てあげてほしいと
思います。さて、今皆様には学校評価アンケートをお願いしております。その中でも触れています「学びのスキ
ル系統表」についてお話しします。学園では小中学校は校舎が離れていても心はひとつということで音楽会で一
緒に歌ったりもしているわけですが、やはり一番大事なことはちゃんと学習が繋がっているということです。そ
のために学校では「学びのスキル系統表」を作成し小中の教員が 9 ヶ年の学びに共に責任をもつということに力
を入れ授業をおこなっています。こうした意識を子どもたち自身にも持ってもらいたく児童生徒版の「学びのス
キル系統表」を作成することにしました。これは既に理科、つくばスタイル科について完成し配付しています。
これを全教科について作成し、来年度には本格的に子どもたちに配付します。これにより子どもたち自身が、い
ま自分はどのような学力をつけるべきかを確認し、また 9 年間全体のイメージを描きながら学習に取り組んでも
らいたいと思います。さらに次年度には学習の基本的スタイルと学習中に使えるかっこいい言葉を選定しとりま
とめたいと考えています。そして下敷きにして生徒に配付することも企画しています。こうした取り組みがひい
ては子どもたちの 9 年間を一緒に学んでいるという実感に繋がってくれればと思います。
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１．報告事項
＜各種委員会より＞
① 講演会『夢に向かって』開催報告（11/4）【研修委員会】
澤野大地氏（陸上選手・棒高跳び、富士通株式会社陸上部所属）を講師にお招きし講演会を開催
しました。目標を持つことの素晴しさを感じた生徒が多かったようです。そうした生徒の感想文は
澤野選手に届けました。今後の生徒たちにとっていい体験になったと思います。
② 講演会『子どもとメディア -現状と、親が今できることを知る-』開催報告（11/4）【家庭教育学
級委員会】
学園内の小学校も誘ったところ講座へ多数の参加がありました。子どもに対してだめだだめだで
はなく心と身体を護るための話なんだと伝えること、そのうえでメディアへの関わり方を教えるこ
と等、ためになるお話しを聞くことができました。
③ 県南女ネット研修会参加報告（11/22）【女性ネットワーク委員会】
県南地区の「いばらき教育の日」研修発表会と講演会に参加しました。つくば市、つくばみらい
市の各代表による発表と稲垣美加子先生（淑徳大学総合福祉学部 教授）の講演「子どもを護り育ち
あうために」を聞きました。内容の詳細は PTA ホームページに掲載しましたので、そちらをご覧く
ださい。
④ 活動報告
【本部役員会】
10/25 第 5 回役員会・第 5 回実行委員会・第１回指名委員
会
10/26 「繫がれ！誓いのモザイクアート」
10/28 平成２７年度本部役員募集文書配付
11/12 第２回つくば竹園学園校外安全協議会
11/15 奉仕作業（校内清掃・資源回収）・第２回指名委員
会・県 P 連振興大会
11/17 小学校（６学年）宛本部役員募集文書配布
11/20 つくば光の森現場設置
11/21 関東甲信越地区中学校理科教育研究会
11/22 つくば光の森点灯
11/22 第３回指名委員会
11/25 ＰＴＡだより印刷配付・平成２６年度本部役員追加募
集文書配付
11/29 第４回指名委員会・モラロジー生涯学習セミナー
12/1 市 P 連マナーアップキャンペーン
12/9 冬季 PTA
【7 学年委員会】
10/25
第 1 回指名委員会(委員長・副委員長)
11/15
第２回奉仕作業受付・第２回指名委員会(委員長・
副委員長)
11/22
第３回指名委員会(委員長・副委員長)
11/29
第４回指名委員会(委員長・副委員長)
12/9
冬季ＰＴＡ受付・懇談会司会・ＰＴＡ室清掃
【8 学年委員会】
11/15
PTA 奉仕作業・PTA 会議室清掃・第 1 回指名委員
会
11/22
第 2 回指名委員会
11/29
第 3 回指名委員会
12/9
授業参観・学級懇談会司会
【9 学年委員会】
11/15
PTA 奉仕作業・学年末茶話会についての打ち合
せ・指名委員会（委員長・副委員長）

11/22
指名委員会（委員長・副委員長）
11/29
指名委員会（委員長・副委員長）
【広報委員会】
11/1
竹園 105 号編集作業
11/7
入稿
11/11
音楽祭取材
11/14～22
各自校正
11/15
音楽祭写真選定・レイアウト記事まとめ
11/22
音楽祭記事編集作業及び初稿の校正・再入稿（音
楽祭記事入稿）
11/28～12/12
校正及び再入稿
【保健校外委員会】
11/5
第２回さわやかマナーアップ運動
11/12
第２回つくば竹園学園校外安全協議会
11/20
つくば光の森ＬＥＤ設置
12/6
第６回保健校外委員会
【研修委員会】
11/4
会場設営開始・研修委員企画「澤野大地講演会」・
会場片付け、お見送り
【ホームページ委員会】
11 月
ＨＰへのデータアップ
１．Ｈ２７年度本部役員追加募集のお知らせ
２．Ｈ２６ＰＴＡだより第５号
３．いのちの授業（つくば香風寮）のご案内
12 月
女性ネットワーク委員会からの活動報告（第３回）
【女性ネットワーク委員会】
11/20
つくば光の森ＬＥＤオブジェ設置
11/21
理科教育研究会クロークボランティア
11/22
県南女性ネットワーク研修会参加
【家庭教育学級委員会】
10/27
第２回講座案内の一斉メール送信
10/29
第２回講座の案内文書配布
11/4
閉級式、第２回講座開催

⑤ その他
保健校外委員から第 2 回校外安全協議会の報告がありました。その協議会で緊急メール（不審者
情報関連）について学園内三校で必ずしも同じように配信されないのは何故かとの質問があったこ
とから学校へ照会することとなりました。その結果、小中では登下校の方法・時刻、自己判断力の
発達の違いがあり、それぞれの実態を考慮しながら個々の事案に応じた対応をしているとの説明が
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あり、今後も、小中で連携を取り合って対応していくとの回答がありました。
＜本部より＞
① 竹園 1 丁目セントラル歯科前交差点の完全歩車分離化への要望について
１２月１２日提出。何度確認しても改修の必要を感じる信号機であり、早期に直してもらいたい。
本件の要望は区会からも出してもらいたい。
② 「繋がれ！誓いのモザイクアート」（ギネス記録に挑戦！）（１０／２６）
多くのご協力ありがとうございました。お陰様で無事にギネス認定されました！「つくば モザイ
クアート ギネス」で検索してください。追加情報があればお知らせします。
③ つくば竹園学園校外安全協議会（１１／１２）
第二回目は担当者のみの会合であり本校からは副会長が参加しました。毎年二回開催しています
が、一回でもよいのではないかとの意見が出されました。次年度の第一回目の際に検討することに
なりました。
④ 奉仕作業（１１／１５）
校内清掃及び近隣公園清掃には非常に多くの皆さまにご協力頂きましてありがとうございました。
予想以上に多くの方にご参集いただき、一部の方に作業後の飲み物が行き渡らず申し訳ございませ
んでした。飲み物の数が不足した理由は一家族で複数人参加している場合があるためだと思われま
す。今後は参加人数を記載してもらい人数把握に努めます。
⑤ 茨城県ＰＴＡ振興大会（１１／１５）
神栖文化センターにて開催された茨城県ＰＴＡ振興大会では、つくば市からは昨年度の事業であ
る「ランドセルは海を越えて」について報告がありました。また、数学者であり大道芸人でもある
ピーター・フランクル氏による「わが子が幸せになるための助言」について基調講演がありました。
ふだん深く考えることがない話を聞く機会になりました。
⑥ 関東甲信越地区中学校理科教育研究会について（１１／２１）
荷物預かり、接待等のご協力ありがとうございました。200 人近い多数の参加がありました。連続
した学びをテーマに小学校、中学校の授業を公開することができました。
⑦ つくば光の森（１１／２２〜）
設置作業（11/20）へのご協力ありがとうございました。２２日の点灯式も無事終え、１月１２日
まで中央公園で点灯しています。１２月１３、１４日はランタンアートもありますので是非御覧く
ださい。
⑧ モラロジー生涯学習セミナー（１１／２９）
つくば市役所にて開催された、つくば市「教育日本一キャンペーン２０１４」モラロジー生涯学
習セミナー「学校と家庭と地域の絆を考える」に参加してきました。参加費５００円（テキスト、
資料代）はＰＴＡ予算から支出させて頂きました。
⑨ 市Ｐ連マナーアップキャンペーン（１２／１）
小雨が降る中にも関わらずご協力頂きましてありがとうございました。
⑩ 平成 27 年度本部役員の選出について（指名委員会）
10/28 第 1 回募集案内、副会長が決まらなかったため 11/25 追加募集しました。その結果、12 月 5
日の〆切をもって本部役員候補が決まりましたので、来週承認伺いを配布する予定です。また、初
めての試みとして小学校６年生保護者にも募集を行ったところ、１名の立候補がありました。
＜学校より＞
① 土曜日授業「特別講座」の実施状況について
28 名の方々を講師としてお招きし、開設日三日（11/20, 12/20, 2/21）で延べ 50 回の特別講座
を開設するはこびとなりました。生徒は三講座を選択し受講します。第 1 回目から内容多岐にわた
る講話をいただきました。一人ではなく 2,3 人で協力して講師をすることも大丈夫ですので、今後、
より多くの方に講師になっていただければと思います。この機会を通じて講師間での繋りもできた
のではないでしょうか。別途、今年度、科学内容の特別講座に使える補助金をいただいており、次
年度も補助金をいただけるように申請をしております。こちらにも是非ご協力いただければと思い
ます。

２．連絡事項
＜学校より＞
① 学校評価について
保護者の皆様には、12 月に学校教育活動に関するアンケートをお願いしました。今年度は小中一
貫教育についてより具体性のある質問項目も加えました。アンケートは子どもたちのための学校活
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動について、学校の考え方と保護者の考え方を擦り合わせて今後の改善に活かすことを目的として
います。年内に別途生徒向け、教員向けのアンケートを実施し、1 月から集計・分析を実施し課題
の抽出、改善策を検討します。さらに、これに対する第三者評価委員の外部評価も実施されます。
それらをふまえた学校改善への取り組みは、学校だより等でお伝えしていきたいと考えています。
ご協力ありがとうございました。
② 音楽祭ＣＤ販売について
昨年度までは学校担任が代金を預かりＣＤを購入してもらっていました。今年度は現金のやりと
りは購入者と販売者が直接おこなうこととしました。
＜本部より＞
① 行事写真販売について
スナップスナップにて、スポーツフェスティバル・創明祭の写真販売中です。(〆切 12/31。)音
楽祭の写真販売準備も進んでいます。整い次第、文書にてお知らせいたします。
⇒ 音楽祭写真の購入期限は 1 月 31 日です。詳細は別途配付した 1/16 付の文書をご覧ください。
② 選出委員会の発足について
次年度 PTA 専門委員・学年委員募集の案内を準備しています。小学校 6 年生保護者にも配付する
予定です。
③ 決算期の準備について
年度始めに各委員会へ渡したファイルを返却してもらいます。そのため、各委員会は次回実行委
員会で、会計報告書・現金出納帳・領収書・活動費残金・来年度の予算案を提出（会計報告書には
担当者の印）してください。またメールで次年度案の提出期限を案内します。
④ PTA 室の印刷機について
印刷機の使い勝手を確認したところ、電源から遠い、A3 の印刷ができない、操作が分かりにくい、
等の意見がよせられました。リース契約の更新時期でありご意見をふまえて対応を検討してまいり
ます。
⑤ 書き損じ葉書の回収
葉書は PTA 室で回収しています。是非ご協力をよろしくお願いします。
⇒ 回収期限は 2 月 6 日です。

第７回 実行委員会開催予定

２月７日（土）１０：３０～メディアルーム

※各委員会は、活動報告書(活動報告・活動予定・審議要望事項・会員への配付物予定)を１月３０日
（金）までに（庶務）＜h26shomu@takechu-pta.org＞へ送信してください。
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