
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尾崎 正人 会長 

本年度、縁あって会長という大役を務めさせてい

ただくことになりました、尾崎正人と申します。本

日はお忙しい中、全体会にご出席いただき、ありが

とうございます。 

上の息子が昨年度本校を卒業し、下の娘が今年度

入学しました。 

息子が在学中、運動会の手伝いや上中音楽会のコ

ーラスに参加させていただき、当会の活動を知りま

した。運動会の時も音楽会の時も一所懸命準備や進

行に取り組む生徒達の姿を見ることで私自身もパ

ワーをもらえたことを覚えています。 

当会は家庭と学校が協力し、生徒達を健全に育成

することを目的とした会であると会則に記載があ

ります。 

恥ずかしながら私も親としてまだまだ未熟で、

日々悩みながら子供と接している最中です。恐らく

先生方もまた日々の指導の中で悩まれていること

が多々あるのではないかと思います。 

そんな中、家庭と学校が互いに悩みながらも協力

し、会の目的である生徒の健全な育成を目指してい

ければいいな、と思います。 

固い言い方になってしまいましたが、こうしなけ

ればいけないなどどいったことはなく、その時でき

ることを一所懸命やっていけば子供たちにも伝わ

るのではないかと思います。 

縁あって委員になられた皆さまです。せっかくな

ので、楽しみながら無理なく、活動していければな

と思います。1年間よろしくお願いいたします。 

令和元年５月20日 

 

 

 

 

 

 

 

新村 紀昭 校長先生 

 

 新年度を迎えお忙しい中、総会に引き続いて学年

委員全体会にご参加いただきありがとうございま

す。上中生もおおむね順調なスタートを切っていま

す。今年度は４月保護者会でもお伝えしたように

「何事にも本気で取り組む上中生」をスローガンに

掲げましたが、今、生徒たちは運動会に向け、3年

生を中心として「本気」で練習に取り組んでいます。 

 さて、グローバル化は私たちの社会に価値観の多

様化をもたらし、急速な情報化や技術革新により私

たちの日常生活も様々に変化しています。そうした

時代の中、学校教育には教科指導や生活、進路、部

活動指導など従来からの教育内容に加え、○○教育 

と名の付く実に多岐にわたる教育内容が求められ

ていますが、しかしその一方で、「教員の働き方改

革」もまた重要な課題です。本校の教職員はその狭

間にあって努力を続け、生徒のために工夫して教育

活動を展開していますが、まだまだ十分ではありま

せん。やりたいという思いがあっても人手や時間、

予算に限界があり、もどかしさを感じる現状もあり 

ます。 

 「令和」を迎え、開校60周年という節目を迎え

た本校が、新たな時代にふさわしい教育活動を進め

ていくためには、どうしても家庭や地域の教育力を

貸していただく必要があります。保護者や地域の皆 

様と学校が生徒のよりよい自己実現のために同じ

方向を向いて協力体制を築いていく、その中心的な

機関が保護者と教師の会だと思います。１年間、本

活動をやって良かったと思っていただけるような

会を一緒に作ってまいりましょう。どうぞよろしく 

お願いします。 

 

 

 

 

広めよう！ 

笑顔と元気なあいさつを‼ 

保護者と教師の会 スローガン 

令和元年度／Ｎｏ.1          上石神井中学校保護者と教師の会 会長 尾崎 正人 

学年委員全体会だより  日時： 5月11日（土）11:00～11:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 活動報告 】 

≪学年活動≫ 

（１、２、３年） 

5/11・今年度学年活動について話し合い 

≪育成委員会≫ 

5/9 ・青少年育成上石神井地区委員会(育成地区 

委員会)総会、歓送迎会 

5/11・第 1回育成委員会 

5/14・青年活動部部会(予定) 

・第 1回中学生福祉同好会会合(予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪広報委員会≫ 

4/15・校長先生＆副校長先生のコメントを依頼 

   教職員アンケート、写真依頼 

4/27・アンケートと副校長先生のコメントを回収 

  ・校舎撮影、ホームページの写真を利用して掲

載することの許可をいただく 

4/22・引き継ぎと、印刷デザイン会社と打ち合わせ 

5/11・第１回広報委員会 

≪音楽委員会≫ 

5/11・第１回音楽委員会 

  ・前年度委員長より引き継ぎ 

≪代表委員会≫ 

4/4 ・代表委員入学式配布物の準備 

4/6 ・３０年度会計監査 

4/8 ・近隣小学校入学式 

4/9 ・上中入学式・1年生委員選出 

4/17・代表委員会・委員説明会 

5/9 ・青少年育成上石神井地区委員会 

総会、歓送迎会 

5/10・３０年度給食費監査 

5/11・保護者と教師の会総会 

・第 1回学年委員全体会 

5/14・青年活動部部会（予定） 

・第 1回中学生福祉同好会会合（予定） 

5/16・保護者と教師の会 会費集金（予定） 

・『標準服等収集のお願い』印刷配布（予定） 

5/23・西武新宿線立体化促進協議会（予定） 

5/25・上中運動会手伝い（予定） 

5/29・第２回６０周年実行委員会（予定） 

6/7 ・ひまわり 110番連絡協議会（予定） 

6/8 ・地域パトロール（予定） 

6/27・第２回中学生福祉同好会会合（予定） 

7/4 ・育成委員研修（予定） 

 

窪 宏孝 副校長先生 

 

１年間を通して、各実行委員会の皆さんが分担し

た内容を実施するにあたり、多くのことを相談させ

ていただくことになります。今まで以上に、より良

いものとなるように変えていくことも必要となる

と思います。いつでもご相談ください。また、11

月の60周年記念行事も平行して準備を行っていか

なくてはなりません。1年間、どうぞよろしくお願 

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今年度全体会予定】 

３階会議室にて 

・７/13(土)10:00～ ・９/14(土)14:30～ 

・10/8(火)10:00～  ・12/14(土)14:00～ 

・１/11(土)14:00～ ・３/4(水)10:00～ 

※ 次回（７/13）会場準備は３年生です。 

 ９:45までにいらしてください。 

 

 

毎月の全体会に収集ボックスを設置し

ますので、ご家庭にある使用済み切手・                                

ベルマークをお持ちください。 

  福祉同好会で整理をし、福祉事業に

役立てます。 

上石神井中学校では 

地域防犯防火連携組織に 

加わり、子供たちの安全・安心 

に努めています。 

地域防犯防火連携組織とは 

「地域のことは地域で協力して守る」という

考えに基づき、町会自治会、商店会、小・中

学校ＰＴＡ、児童施設、学校応援団、青少年

育成地区委員会など、日頃から防犯・防火に

ついて活動している各団体が、相互の連絡調

整・情報交換を行うための組織。 



【代表委員会】  

【実行委員会】  ◎ 委員長 ○ 副委員長 

役職名 保 護 者 教 職 員 

相談役  新村 紀昭 校長 

会 長 尾崎 正人（1Ｂ）  

副会長  田中 多江（2B○育）  後藤 香織（3B○育） 窪 宏孝 副校長 

会 計  伊藤 香織（2A）  今里 由起子（2Ｂ○音）  長屋 愛 ・ 武内 亮 

庶 務 

 塩田 廣惠（1A）   中平 美香（１Ｂ○音） 

三浦 美保（1C○広）  甲斐 幸枝（3Ａ） 

大堀 明子（3Ｄ○広） 

石坂 恵理 

会計監査  辻 恵子（２Ａ）    加藤 明子（３Ａ）        鈴木 明典 

育成 

委員会 

◎伊賀 由希子（２B）  ○光山 純子（1B） 

木村 きく恵（１C） 三森 恵里香（2Ｂ） 大熊 晴美（３Ａ） 横山 和美（３Ｃ） 

広報 

委員会 

◎古川 和恵（３Ｂ）  ○麻生 祐美（１A）  ○櫻井 美紀（２Ｂ） 

佐藤 美緒（１Ａ）   白鳥 恵子（１Ｃ）   中島 愛子（２Ｂ） 

川﨑 真渚（２Ｃ）    小川 みな子（３Ｂ）  清野 仁（３Ｃ） 

音楽 

委員会 

◎岩渕 弥生（２A）   ○関口 まち子（1C）  ○塩路 佐和子（３D） 

増田 智子（１Ａ）   酒井 由起子（１Ｃ）  桑原 智子（２Ｂ） 

林 史絵（２Ｂ）    竹林 陽子（３Ｄ）   檀原 雅恵（３Ｄ） 

マメールの更新は済んでいますか？ 

２・３年生の方でまだプロフィール編集の済んでいない方は、４月初めに送信された「プロフィール編集のお願

い」のリンク付メールの指示に従って登録を更新してください。 

☆毎月15日テストメール配信中☆ 

届かなくなった場合は、以下をご確認ください！ 

◆メールアドレスの変更 

→ kamichuu@mamail.jpに空メールを送って、再度入会してください。 

◆機種変更、迷惑メール防止機能・ドメイン指定受信の設定… etc.  

→ 各種の設定をご確認ください。 



 


