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平成 30 年度ＰＴＡの活動が始まりました。本年度一年間よろしくお願いいたします。
『ＰＴＡだより』は、会議等の報告のほか情報共有の場としても活用してまいります。
中嶋ＰＴＡ会長より（総会挨拶より）
平成３０年度の PTA 会長を務めます中嶋信美といいます。３年間続けて本部役員ということになりまし
た。会長就任にあたって PTA の役割について考えてみました。一つ目は、教育環境を改善するために関係
機関へ要望することです。今年度はつくば市 PTA 連絡協議会の事務局になっています。市長や教育長と直
接話をする機会もあるので、要望したいことがあればどしどしと意見等連絡を下さい。
2 つ目は PTA の会員の皆さまが日頃思っていること、あるいは、おかしいのではないのかと思っている
ことを真摯に聞いて解決していくことが PTA の一番大事な役割だと思っております。最近は、それが PTA
を経由せず学校の方へ直接いってしまい、先生方にかなりの時間を割いていただくということが起きてい
ますので、学校に直接連絡するのではなく、少し考えた上で PTA の役員さんあるいは委員さん、そして、
もしそういう方のお知り合いがいない場合は info@takechu-pta.org まで送っていただけましら、PTA 会長
と副会長のみに連絡がいくようになっていますので、遠慮無くご連絡ください。
今年度で一番下の子供が卒業するため、義務教育との関係は最後になります。精一杯やりますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。
片岡校長兼ＰＴＡ顧問より（総会挨拶より）
今日は皆さまに日頃の学校活動へのご協力に感謝申し上げるところでございます。今年度の学校の方針
をきちんとご理解いただきまして、また平成 30 年度もいい学校づくりをしていきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
最初に、正式な学校の名称が、今まで竹園学園東中学校や竹園東中学校等いろいろ混在していたのです
が、
「竹園学園つくば市立竹園東中学校」という名称で統一します。これは、つくば市の学校管理規則に、
学園名は「竹園学園」、学校名は「つくば市立竹園東中学校」ときちんと明記されていることに基づくも
のですので、ご理解いただければと思います。
さて、今年度の活動に入る前に、今の子供たちの現状についてお話をしたいと思います。
昨年度、私が着任し子供たちの様子を見ていましたところ、やはり学力が高い、それから運動面での活
動が大変活発であるということで、体力面でも問題ないと思っております。学校行事への参加の様子を見
ていても、一人ひとりが生き生きと活動しています。実行委員の話し合いも充実しており、それに基づく
活動も行っています。この間の修学旅行でも、班長会議で決まったことはみんなで守るという姿勢ができ
ていたな、と感じました。ただ、一人ひとりの考えが素晴らしいにもかかわらず、みんなの考えを集めて、
それをもっとより良い考えにしていこうというのが、まだ苦手です。その他に、いじめ、登校しぶり、と
いった問題も学校の方では起きています。
友達とのトラブル、それから LINE 上での悪口の言い合いが、昨年ありました。何故そのようなことが
発生しているのか、私たちは考えました。昨年度末、検討委員会で話し合いをしたのですが、子ども達は
行事に流されてしまって、学級内での問題を十分に話し合うことができていないということです。それか
ら、道徳の授業で自分以外の価値観に触れるということができていなかったのではないかという話も出て
いました。自分の感じた感覚とか発想だけで物事を決めてしまっていて、そこから人の話を聞く、人と競
合してアイデアを出し合う、というスキルが十分に身についていないのではないか、ということです。
また、人とどのように関わったらよいのか分かっていない、ということです。一人でポツンといた子供
に対して、周りの子供たちが「仲間に入りなよ」という一言も言えない、また、ポツンといる子供が「仲
間に入れて」という言葉も言えない、これが現実なのです。この延長線上に先ほど言いました、いじめ、
友達同士のトラブル、不登校、などの問題が発生していると思います。
そこで、今年度の重点目標を３つ掲げております。
（１）主体的に学び続ける生徒の育成、
（２）思いや
りのある生徒の育成、
（３）主体的に行動できる生徒の育成、この３つです。
一つ目の主体的に学び続ける生徒の育成、これは、従来からやってきっています「学びのスキル系統表」
や「学びのヒントシート」を利用した学習に加え、今年度は新たに、クリティカルシンキング、分析的に
見る、批判的に見る、こういった力をつけていきたいと考えております。思考ツールの活用、そして地域
の人材を活用しながら主体的に学び続ける生徒の育成を進めていきたいと思っております。
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二つ目の思いやりのある生徒の育成につきましては、関わり方を学ばせる形で、ピア・サポートを活用
します。それから個人の考えや友達の考えを受容し合えるような道徳教育の充実にも繋なげたいと思いま
す。それから、自己有用感を高められるような小中一貫教育も推進していきます。
三つ目の主体的に行動できる生徒の育成については、学級活動や話し合い活動を充実していきます。そ
して生徒フォーラムも充実していきます。これは、学級や学年の問題をみんなで話し合うこと、問題を解
決していくことを願うものです。いじめ防止フォーラムというものを年に 2 回ほど開いています。いじめ
や友達関係についてしっかり考えさせる場を作りたいと思います。しかし、残念なのは、子供たちと話し
合っていると、自分たちの学級の中で何が問題になっているのかについて気づいていない、というところ
が問題です。こういった問題に対して、我々は考えさせる場を子供たちにしっかり与えて、解決していく
活動を取り入れていきたいと思っております。
とは言っても、昨年通りの学校行事を行っていたのではそのための時間が取れないのです。学年の行事、
創明祭、それから音楽祭など、準備や練習で時間が潰されてしまっては、子供たちが自分達の問題を話し
合う時間が十分に取れません。そこで、この時間を確保できるように、行事全体についての見直しを昨年
度から行っています。今年度徐々にそれを出していきますが、大きく今年度の活動、例えば、2 日間の創
明祭を 1 日に減らすということはしませんが、内容については、検討をします。音楽祭についても同様で
す。その際に生徒と一緒に考えながら、何を削っても大丈夫なのか、何を狙いとしているのかを、しっか
りとみんなで考えながら進めていきたいと思っています。
本来やらなければならない活動というものを重視し、竹園学園の目指す児童生徒像である「竹園から世
界にはばたく児童生徒の育成」に向けて取り組んでいきたいと思っております。
皆さまのご協力が必要です。よろしくお願いいたします。

第１回実行委員会報告

4 月 28 日（土）於：図書室

１．審議事項
（１）平成 30 年度活動方針(案)および活動計画(案)について
『地域と育てる未来の力』
1. 総会・役員会・実行委員会・各委員会の開催
2. つくば市 PTA 連絡協議会の事務局としての活動
3. 県南・茨城県ＰＴＡ連絡協議会との連携
4. 講演会・講習会・大会への参加
5. 懇談会・研修会の開催
6. 学校行事への参加協力
7. ボランティア活動の実施
8. 竹園学園内の連携
9. 学校・家庭・地域の連携
10.学校防災連絡会議への参加協力
11.その他
（２）平成 29 年度決算書(案)および平成 30 年度予算(案)について（会計）
・今年度の会費を 400 円／会員に上げることになった。その結果、会費が昨年度に比べて 787,200 円の増額
となる。
・増額分は、除草作業費、市 P 連事務局担当校としてかかる会議費の増額、材料費高騰のために創明祭準
備金の増額などに充てる。一方、親睦会補助費の不計上、奉仕作業飲み物購入費の減額などの減額措置
も併せて行った。
（３）ＰＴＡ規約の改正について（副会長）
・現在、PTA 規約では副会長数は 3 名（内、1 名は学校職員）となっている。しかし、今年度は本校が市の PTA
連絡協議会の事務局となっており、現副会長 1 名がこの仕事を代行している。そのため、本来、本副会長が
行う仕事を担当する新たな副会長が必要となっている。これに関して、本部が学校側と事前に相談した結果、
PTA 規約を現在の「副会長 3 名」から「副会長 3 名以上」に改定すること、また、規約改正に伴う竹園東中学
校 PTA 組織(案)を改正することとなった。
※上記（１）～（３）について第 1 回実行委員会を経て、総会で承認されました。
２．連絡事項
（１）実行委員会開催日程（2 回目以降）
・5/12、6/30、8/18(開催時間未定)、10/13、12/15(授業参観と重複するため午後開催予定)、
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1/26、3/2 の年間 8 回
時間：10:30～ 場所：図書室
PTA 規約により、原則として委員長＆副委員長は毎回出席
（２）奉仕(ボランティア)作業及び資源回収について
・奉仕作業：年 2 回（これまでは 8 月中旬、11 月中旬に実施）
（外注予算が承認されても、会員同士が交流する機会としてボランティアとしての参加で実施を検討中）
・資源回収：奉仕作業日(検討中)と創明祭の年 2～3 回を予定
・奉仕作業は、生徒が登校している平日の午後を中心に年 1 回か 2 回を予定。
・資源回収は、奉仕作業日と創明祭の、合計年 2 回か 3 回を予定。
（３）ＰＴＡ室の使い方について
＜部屋の使い方＞
・使用前に職員に終了予定時刻を伝え、使用後に終了した旨声を掛けること。
・土・日の使用については事前に必ず委員会担当職員に相談すること。
・使用予定（委員会名・時間）を必ずＰＴＡ室のカレンダーに記入すること。
・ストーブを使用する際は職員に伝えること。
・エアコン・ストーブの使用後は、スイッチを消したことを必ず確認すること。
・学校で処分できるのは、活動中に出たゴミのみです。個人のゴミは持ち帰ること。
＜印刷について＞
・ＰＴＡ室の印刷機を使用します。
・使用目的・枚数を印刷機使用簿に記入します。
・印刷用紙が無くなった時は、職員に報告の上、２階の印刷室から補充します。
（４）本部および各種委員会のメールアドレス設定について
内容・宛先
E メールアドレス
会長・副会長 公式アドレス
info@takechu-pta.org
本部全体(会長・副会長・庶務・会計) h30honbu@takechu-pta.org
庶務(報告書・文書申請等)
h30shomu@takechu-pta.org
会計
h30kaikei@takechu-pta.org
７学年委員会(委員長・副委員長)
h307g@takechu-pta.org
８学年委員会(委員長・副委員長)
h308g@takechu-pta.org
９学年委員会(委員長・副委員長)
h309g@takechu-pta.org
広報委員会(委員長・副委員長)
h30kouhou@takechu-pta.org
保健校外委員会 (委員長・副委員長)
h30hokenkougai@takechu-pta.org
研修委員会(委員長・副委員長)
h30kenshu@takechu-pta.org
ホームページ委員会 (委員長・副委員長) h30hp@takechu-pta.org
女性ネットワーク委員会 (委員長・副委員長) h30jonet@takechu-pta.org
家庭教育学級委員会 (委員長・副委員長) h30kakyo@takechu-pta.org

平成 30 年度ＰＴＡ総会報告

4 月 28 日（土）於：体育館

4 月 28 日(土)にＰＴＡ総会を開催し、平成 29 年度活動報告・会計決算報告・会計監査報告、平成 30 年
度活動計画(案)・会計予算(案)についての説明が行われ、承認されましたことをご報告いたします。多く
の皆様のご参加とご理解を頂きましたこと、心より御礼申し上げます。
なお、当日は、会員数 595 名中、出席者数 234 名、委任状提出者数 333 名、合計 567 名により、ＰＴＡ
規約第 6 章第 10 条の 2 の規定に基づき総会は成立いたしました。

平成 29 年度矢野ＰＴＡ会長より
昨年一年間、私は標語として「地域と育てる未来の力」を掲げ、皆さまと一緒に活動してきました。そ
こで特に心がけたことは２つあり、その一つは「地域および学校の教育環境の改善」であり、他の一つは
「先生と私たち保護者の労力の負担軽減」です。
一つ目に関しましては、竹園東小学校、竹園西小学校および竹園東中学校の 3 校の連携により、PTA 会
長同士で話をし、つくば市に対して要望書を作成、提出しました。特に今回、保健校外委員さんに多大な
る協力をいただき、通学路の安全という視点で、危険個所や防犯灯設置要望箇所等を絵図面にまとめ要望
書とともにつくば市へ提出しました。今後、このようなアクションがつくば市による予算化につながるこ
とを期待しています。そして２つ目の「先生と私たち保護者の労力の負担を軽減すること」に関する活動
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については、昨年度後半、委員会活動についての再検討を実行委員会および本部役員の間で頻繁に議論し
てきました。その結果が、本日の PTA 総会の審議事項にあります除草作業の外注化につながってきます。
その他、広報誌の構成や委員会の統合等が実行委員会で話題になったのですが、具体的な審議事項にまで
まとまっている状況ではありません。
このような様々な事項を、1 年間議論してきた訳ですが、
「変える」というところまで、なかなか 1 年間
では難しかった面がありましたので、今年度および来年度へと数年がかりで引き継いでいきまして、皆さ
まにとって楽しく、負担感も少なく活動ができるように、と思っております。
私の子供が中学生、高校生となり、私自身、子供の成長とともに、今後どのように社会貢献、地域貢献
をしていけばよいのか、自分の人生をより一層考える時期になってきたと思っています。子供が成長する
とともに、大人も成長するのだろうな、と思いながら、PTA 活動を通じて皆さまとお話したり、先生とお
話したり、そういうチャンスになったのではないかと、感慨深く思っています。
教育に非常に意識の高いつくば市という地域ですし、その中でも今日ここに集まった方はさらに意識の
高い方々だと思います。本日の PTA 総会へ、230 人以上の保護者様に参加いただけ、本当にありがとうご
ざいます。最後までご審議のほどよろしくお願いいたします。

議事（詳細はＰＴＡ総会資料参照 ）

議長：平成 28 年度 PTA 副会長

斉藤氏

・平成 29 年度活動報告
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・平成 29 年度会計決算報告
・平成 29 年度会計監査報告
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・PTA 規約の改正
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・平成 30 年度活動方針・活動計画(案)
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・平成 30 年度会計予算(案)
○除草作業を外注化するため、平成 30 年度 PTA 会計予算共通経費学校会計に除草作業費(700,000 円)
を新規に予算化した。
○平成 30 年度つくば市 PTA 連絡協議会事務局担当校になることにより、会議参加の増加が予想されるため、
平成 30 年度 PTA 会計予算共通経費本部会計の会議費を 150,000 円に増額した。
以上の内容につき、質疑はなく承認されました。
・その他
○標準服リサイクルボランティア、図書ボランティア、字幕各ボランティアの紹介がありました。

平成 30 年度ＰＴＡ懇親会報告

4 月 28 日（土）於：体育館

ＰＴＡ総会の後に体育館にてＰＴＡ懇親会が行われました。
教職員 34 名、保護者 63 名の出席があり、大変盛況な懇親会となりました。立食パーティ形式で行われ
た懇親会では、美味しい食事や Sweets、淹れたてのコーヒーなどで和やかに歓談がはずみ、新任の先生
達とも大いに盛り上がりました。多数の皆様のご参加をありがとうございました。

平成 29 年度竹園学園要望書に対するつくば市長からの回答書(http://takechu-pta.org/)
平成２９年度竹園学園要望書へつくば市長より回答が来ました。
去る５月５日(土）平成３０年度つくば市 PTA 連絡協議会（以下市 P 連）の総会が開催されました。市
長と教育長が出席し、挨拶のあと、昨年度提出した要望書に対する回答を市 P 連会長に手渡しました。
回答は市 P 連宛のものと各学園宛に分けたものからなっています。昨年度、竹園学園から提出した要望
書と市 P 連宛の回答と竹園学園宛の回答をＨＰ(http://takechu-pta.org/) にアップしたのでご覧下
さい。
（会長 中嶋信美）
平成 30 年度
平成 30 年度

第２回実行委員会開催予定
第 3 回実行委員会開催予定
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5 月 12 日（土）10：30～
6 月 30 日（土）10：30～

図書室
図書室

