
 
後期に入り紫翠祭、音楽祭が開催され、吾妻中三大行事も無事終了しま

した。PTA 会員の皆さんには、それぞれの行事にご参加、ご協力いただ

き大変ありがとうございました。 
さて、12 月 1 日(土)に第 4 回 PTA 実行委員会が開かれました。PTA 活

動も後半に入りました。子ども達も 1, 2年生はそれぞれの学年の仕上げ、

3 年生は中学校生活の集大成を作り上げる時期になっていきます。PTA
としても次年度に向けた活動を進めて参りますので、今後ともご協力お願

いいたします 
 

第 4 回 PTA 実行委員会報告： 

日時 ： 平成 24 年 12 月 1 日(土) 10：00～11：00 
場所 ： 吾妻中学校 3F メディアルーム 
出席者： 吾妻中教職員(校長：廣瀬、他 3 名)、PTA 本部役員(会長：長屋、他 5 名) 

各委員会代表(役員選考委員会、第 1 学年委員会、第 2 学年委員会、第 3 学年委員会、広報

委員会、安全委員会、吾妻まつり委員会、PTA ホームページ委員会、家庭教

育学級委員会) 
 
1．活動カレンダー 

9/3(月), 24(月), 10/5(金) 第 2 学年委員打ち合わせ(卒業アルバムについて)【第 2 学年委員会】 
9/7(金), 12(水) ｢第 1 回紫翠祭模擬店説明会｣実施【本部、吾妻まつり委員会】 
9/11(火) ｢校内公衆電話の撤去について(お知らせ)｣配布(本部→全生徒) 
9/12(水) ｢子どものネットトラブル対策に関する講演会について｣配布(PTA ホームページ委員会→全

生徒) 
9/13(木) 第 3 回役員選考委員会(役員募集文書の印刷)【役員選考委員会】 
9/15(土) 体育祭 PTA 種目実施【各学年委員会】、写真撮影【広報委員会】 
9/21(金) 吾妻小学校へ次年度役員選考文書の配布依頼【役員選考委員会】 
9/21(金) ｢PTA だより No.3｣配布(本部→全生徒) 
9/24(月) ｢子どものネットトラブル対策に関する講演会｣実施【PTA ホームページ委員会】 
9/24(火) ｢平成 25 年度 PTA 役員及び会計監査の選考について｣配布(役員選考委員会→全生徒) 
9/27(木) ｢吾妻中学校 PTA 規約細則の改正について｣掲載【PTA ホームページ委員会】 
9/29(土) 第 5 回第 3 学年委員会(卒業対策について)【第 3 学年委員会】 
9/29(土) 第 4 回安全委員会(｢110 番の家｣協力事業所(店舗)の対応について、秋の通学路パトロールの

計画について)【安全委員会】 
10/1(月) 秋の通学路パトロール(天久保地域)【安全委員会】 
10/3(水) ｢第３回家庭教育学級のご案内｣配布(家庭教育委員会→全生徒) 
10/5(金) 秋の通学路パトロール(吾妻小学校周辺地域)【安全委員会】 
10/6(土) 紫翠祭模擬店注文票の集計【本部、吾妻まつり委員会】 
10/9(火) ｢第 2 回紫翠祭模擬店説明会｣【本部、吾妻まつり委員会】 
10/12(金) 秋の通学路パトロール(春日・研究学園地域)【安全委員会】 
10/13(土) つくば市 PTA 連絡協議会(市 P 連)第 2 回会議【教頭：奥谷、会長：長屋】 
10/15(月) 第 4 回役員選考委員会(募集個表の確認、選考作業)【役員選考委員会】 
10/15(月) 家庭教育委員会(第 3 回家庭教育学級参加申し込み集計、参加者連絡)【家庭教育委員会】 
10/18(木) 秋の通学路パトロール(筑波大学構内)【安全委員会】 
10/19(金) 紫翠祭準備(テント設営他)【本部、吾妻まつり委員会】 
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10/20(土) 紫翠祭模擬店出店【有志ボランティア、本部、吾妻まつり委員会】写真撮影【広報委員会】 
10/24(水) 秋の通学路パトロール(吾妻幼稚園周辺地域)【安全委員会】 
10/25(木) 音楽祭写真撮影【広報委員会】 
10/29(月) 紫翠祭模擬店反省会【有志ボランティア、本部、吾妻まつり委員会】 
10/30(火) ｢ウィンナー手作り体験バスツアー｣実施【家庭教育委員会】 
11/3(土) 第 6 回第 3 学年委員会(卒業対策(コサージュ、アルバム)について、体育祭・紫翠祭について

の意見交換)【第 3 学年委員会】 
11/8(木) 教育日本一キャンペーン 2012(主催：つくば市教育委員会、つくばカピオ)【教員：3 名、本

部：3 名】 
11/10(土) 第 4 回第 2 学年委員会(卒業アルバムの業者選定)【第 2 学年委員会】 
11/14(水) ｢吾妻中学校における｢いじめ撲滅に関する取り組み｣について｣配布(吾妻中学校、PTA 本部

→全生徒) 
11/14(水) 吾妻小学校・吾妻中学校合同第 1 回学校防災連絡会議(吾妻小学校) 【教員：3 名、本部：2

名】 
11/17(土) 第 5 回安全委員会(｢110 番の家｣協力事業所(店舗)の対応について、秋の通学路パトロールの

報告)【安全委員会】 
11/18(日) 第 4 回広報委員会(広報誌｢吾妻 48 号｣紙面構成、発行スケジュールについて、)【広報委員

会】 
11/19(月) 広報誌｢吾妻 48 号｣原稿執筆依頼【広報委員会】 
11/21(水) ｢｢いじめ撲滅フォーラム｣の参観について｣配布(吾妻中学校、PTA 本部→全生徒) 
11/21(水) ｢冬季防犯パトロール(夜回り)の御案内｣配布(本部→全生徒) 
11/22(木) ｢つくば AZUMA 学園芸術鑑賞教室のお知らせ｣配布(第 1 学年委員会→第 1 学年生徒) 
11/22(木) ｢吾妻小学校・吾妻中学校合同親睦会のご案内｣配布(本部→全生徒) 
11/26(月) ｢学校防災研修会｣(主催：つくば市教育委員会、つくば市役所)【教員：2 名、本部：2 名】 
11/26(月) ｢通学路の安全に関する要望書｣をつくば市教育委員会およびつくば中央警察署に提出【本部、

安全委員会】 
11/30(金) ｢つくば AZUMA 学園芸術鑑賞教室｣【第 1 学年委員会】 
12/2(日) ｢つくば市人権講演会｣(主催：つくば市、つくばカピオ) 【教員：1 名、本部：2 名】 
 

2．報告および協議 

2．1．本部 

・｢いじめ撲滅に関する取り組み｣について【報告】 

11/14(水)付けで｢吾妻中学校における｢いじめ撲滅に関する取り組み｣について｣と題した手紙を

配布致しました。突然の封入、厳封の手紙を配布させていただきましたので、皆さんには多少驚

かせる様な状況となってしまい失礼しました。 
手紙にも書きましたように、残念ながら吾妻中学校においてもいじめもしくはその可能性があ

ると認識される事案が確認されています。 
今後も継続的に“弱いものをいじめることは人間として絶対に許されない”、との強い認識・姿

勢をもって吾妻中学校と協力していきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 
 
・公衆電話について【報告および協議】 

9/11(火)付けの配布物でお知らせ致しましたが、校内の公衆電話が 9/3(月)に撤去されました。

これまで設置されていた公衆電話は NTT が設置主体となっていましたが、利用状況(採算性)から

設置を継続できない、として撤去されました。 
このため、生徒が自宅などに連絡する場合には、職員室の電話を使わせていただいております。 
しかしながら、子ども達からは｢職員室の電話は借りづらい｣といった意見があるとともに回線

数が少ないため待たされてしまうこともあり、公衆電話を必要とする声が届いています。 
このため、当面の間以下のような対応とします。 
・保健室でも電話の利用を受け付けます。 
・公衆電話の必要性と設置方法(自費(PTA予算)設置を含む)について引き続き検討します。 

本件について、ご意見などがございましたら、PTA 本部までお願い致します。 



・吾妻小学校・吾妻中学校合同親睦会について【ご案内】 

11/22(木)付けの配布物でお知らせ致しましたが、｢吾妻小学校・吾妻中学校合同親睦会｣を

12/14(金)に実施します。 
本親睦会には、それぞれの学校の先生方も多くご参加下さいますので、是非ご参加ください。 

 
・本部役員の体制について【報告】 

PTA 本部役員は、規約では 7 名体制(会長(1), 副会長, 書記, 会計(それぞれ 2)) となっており、

年度当初より規約に基づく体制で運営してきましたが、1 名の副会長のお子さんが転校されたため、

下半期の PTA 本部の運営について残る本部役員で協議を致しました。 
その結果、副会長の職務として比較的業務量が多いと考えられる紫翠祭関係の業務については、

多くの皆さんの協力により無事終えることが出来たこと、本部役員の選考にあたっては総会によ

る承認が必要であること、などを鑑み今年度については、後任を選出しないこととしました。 
 
2．2．役員選考委員会 

・平成 25 年度 PTA 役員及び会計監査の選考について【経過報告】 

9/25(火)に｢平成 25 年度 PTA 役員及び会計監査の選考について｣とした手紙を、全 PTA 会員お

よび次年度入学予定者に配布し、平成 25 年度役員および会計監査候補者の選考を進めております。 
選考結果については、全ての役員候補者が出そろいましたら、手紙でご連絡致します。 

 
2．3．第 2 学年委員会 

・卒業アルバムの製作業者の選定について【報告】 

卒業アルバムの製作を委託する業者選定を年度当初より行ってきましたが、委員会内で多角的

な評価を行い、委託業者を決定しました。本件については年度末の学年 PTA の場で再度説明致し

ます。なお、今回の卒業アルバム業者の選定は当該学年での活動とし、次年度以降の卒業アルバ

ム業者の選定などを制約するものではありません。 
 
2．4．安全委員会 

・｢通学路の安全に関する要望書｣について【報告】 

夏休み前に吾妻小学校と合同で実施した、｢危険注意箇所および改善要請に関するアンケート｣

の結果を踏まえ 11/26(月)に｢通学路の安全に関する要望書｣を吾妻小学校 PTA と連名でつくば市

教育委員会およびつくば中央警察署に提出しました。 
本アンケートについては、次年度以降も継続的に実施、吾妻小学校と通学路の危険箇所に関す

る情報共有を行っていく予定です。 
また、10/1(月)～24(水)に秋の通学路パトロールを実施し、把握された要注意箇所を安全マップ

に反映させました。 
 
・｢110 番の家｣について【報告】 

緊急時に子どもたちが避難するための｢110 番の家｣に協力いただいている店舗などの事業所を

訪問し、協力へのお礼および継続のお願い、古くなったステッカーの交換を実施しました。 
 
2．5．吾妻まつり委員会 

・紫翠祭について【報告】 

10/20(土)に開催された紫翠際では、父母の参加による学校・生徒との交流、参加者への食事な

どの提供を目的にカレーや焼きそば、炊き込みご飯などの模擬店を出店しました。 
模擬店の出店にあたっては、多くの保護者の皆さん、吾妻中 OB の保護者の皆さんのボランテ

ィアによる、多大なご協力をいただきました。また、本年度の模擬店の運営では、地域交流の観

点から吾妻まつり委員会が主体となって協力をしました。ご協力をいただきました皆様には、こ

の場を借りてお礼申し上げます。 
なお、模擬店の出店にあたって、可能な限り原価に近い形で食事を提供できるように調整を図

っておりましたが、ご協力をいただいた皆さんの工夫により少しではありますが余剰金が出てお

ります。この余剰金については、次年度以降の紫翠祭での活用を念頭においた調理器具などの備

品の購入に充てさせていただきたいと思います。 



2．6．PTA ホームページ委員会 

・｢子どものネットトラブル対策に関する講演会｣について【報告】 

子ども達の携帯電話やパソコンを利用したネット上でのトラブルを未然に防ぐフィルタリング

に関する説明を中心とした、｢子どものネットトラブル対策に関する講演会｣を 9/24(月)に実施し

ました。 
当日は多くの保護者の皆さんにご参加いただき、活発な質疑となるとともにネット端末への理

解、その危険性の理解を深めていただきました。また、本講演会の実施にあたりましては、デジ

タルアーツ(株)に多大なご協力をいただきましたのでご報告致します。 
なお、当日の資料などを希望される方は、PTA 本部までご連絡ください。 

 
3．学校からの連絡事項 

・学校近況報告(学校長挨拶より) 

－3 年生は、受験を見据えた時期となり、近く私学の出願が始まります。出願書類などに間違いがな

いように、全職員で点検しながら作業をしております。一人ひとりの生徒の夢の実現に向けて、頑

張ってまいりたいと思いますので、ご協力をお願いします。 
－平成 25 年度の入学生の入学試験から入試制度が大きく変わります。3 年生の保護者に向けては学年

で説明会を開いて説明致しました。1 年生、2 年生につきましては、年度末の学年 PTA などで説明

する予定です。 
 

・｢いじめ撲滅に関する取り組み｣について 

昇降口に｢NO PIECE NO AZUMA｣という、いじめ撲滅運動のスローガンを記した横断幕を掲示し

ています。これは生徒たちより、｢いじめ撲滅フォーラム｣を通してみんなで考えたスローガンを掲

示し、みんなで意識して｢いじめ｣という言葉が学校から消えるように、という決意表明です。 
学校としての｢いじめ撲滅に関する取り組み｣は、本部からの報告にもありますように、PTA と協

力し、11/14(水)付けで手紙を配布しております。これまでの経過などについては手紙でご案内した

ところですが、その後の取り組みとして、11/28(水)に｢第 2 回目のいじめ撲滅フォーラム｣を開催し

ました。本フォーラムでは、外部の先生にも入っていただき、ピアサポート運動として子ども達が

仲間同士で支え合っていける活動を学び、その後の学校生活に役立てています。 
今後も更なる状況の把握として、繰り返しアンケートなどを通じた調査を行っていく予定です。 
また、子ども達からは、これまでの経験を踏まえて、｢第 3 回いじめ撲滅フォーラム｣を開催した

いという声が上がってきております。時期としては、次年度を見据えた段階となりますので、AZUMA
学園として小学校との連携を視野に入れ、吾妻小学校の 6 年生を迎えるなど、これまでとは違った

視点で意識の向上、形成していきたいと考えております。詳細な期日などは未定ですが、2 月中旬

頃を想定しています。本件につきましては、改めて手紙などでご案内致します。 
いじめ問題の対応にあたっては、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
・職員の異動について 

家庭科を担当しておりました佐藤優子が、11/7(金)付で産休に入りました。後任として、福森幸子

が着任しています。3 学年に所属し、全学年の家庭科を担当します。 
 
4．その他 

・吾妻中 PTA ホームページ、PTA 本部への連絡 

吾妻中 PTA では、本部および各種委員会の活動を会員の皆さんに連絡、周知することを目的に

PTA ホームページを開設しています。 
今後随時、各種情報をホームページに掲載していきますので、お時間のあるときにご覧下さい。 

吾妻中学校ホームページ： http://www.mdjapan.jp/ajhsPTA/ 
また、PTA 本部への連絡は 

E-mail：2012azuma.jhs.PTA@gmail.com 
まで、お願いします。 


