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【PTA 活動年間計画】 

5/2 （月）PTA 総会 

5/21（土）PTA ボランティア除草活動 

8/20（土）第 1 回 PTA 進路学習会 

10/8（土）PTA 親子ボランティア 

     清掃活動 

11 月  第 2 回 PTA 進路学習会 

2 月   PTA 新旧役員会 

専門委員会の紹介 

PTA総務委員長  平松 勇 

 今、コロナ第 7波により行動がかなり制限され、出来

ることも限られますが、自分なりに頑張っていきたいと

思います。 

PTA進路委員長  浜木 秀義 

 今年度は、２回の進路学習会で卒業生の保護者や会社

の方のお話を聞くことができるよう計画しました。みな

さん、積極的に参加してください。 

PTA広報委員長  髙 かおり 

 広報委員会では、子供たちの学校行事の様子や PTA

活動の取組などを『あゆみ』を通して保護者の皆様に発

信していきます。 

 今年度 PTA 会長を務めさせていただいております田中と申します。1 年間どう

ぞよろしくお願いします。いくつかの会議を経験する中で、就業体験や就職の受け

入れ先の確保をはじめ、子供たちの今そして未来のために多くの方が考えてくださ

っていることを実感し、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 私は 3 年生の保護者なのですが、入学当初からコロナ禍の 3 年間でした。子ども

たちの学校生活に様々な制約が課されただけではなく、PTA 活動も中止や縮小が

目立ちました。〝ソーシャルディスタンス（社会的距離）″で片付けるのではなく、

〝フィジカルディスタンス（身体的距離）″は確保しながら〝メンタルディスタン

ス（精神的距離）″は縮めていけたらよいと思っています。今後とも、PTA 活動

へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2年生保護者の感想 

6 月の就業体験を終えて 

本人が希望した職種の
就業体験であったが、あ
まり合わなかったみた
いなので他も経験し自
分に合った仕事を見つ
けてほしいです。 

1 年生の時に比べ働くこ
との大切さをより理解で
きたのかと思います。周
りのサポートもあり、無
事終わりよかったと思い
ます。 

就業体験の初日は、初めて
の事もあり上手くいかな
いことの方が多かったけ
れど、最終日には全て良
好。よく頑張りましたね。 

今回の就業体験中に担
当の方が出張で不在に
なられることがありま
したが、臨機応変に対応
できたようなので成長
を感じました。 

自分の子どもにどんな
仕事が向いているのか、
まだ分からないのです
が、長く働ける仕事が見
つかればいいと思って
います。 

１日１日、目標をしっか
り立て、とても頑張って
いました。就業時間が日
によって違いましたが、
バス時刻表を見て通勤
もできていました。 

食肉加工会社での 2 日
間は、生肉の血を見て大
変だったみたいですが、
包装や箱詰めを集中し
て頑張れたようで良か
ったです。 

会社の方と話ができるよ
うになると、一歩前進でき
るのになぁと思います。本
人なりに頑張って成長し
ていると思います。 

今回、製造業で体験しま
した。親切に指導して頂
けたようです。次回は、福
祉施設での体験を希望し
ています。頑張って欲し
いです。 

2 回目の就業体験であり、
1回目の時より辛い事があ
ってもグッと踏ん張り頑
張っていました。精神的に
も少し強くなれたように
思います。 

都合により初めての就業
体験に臨みました。積極
的にコミュニケーション
を図って仕事に取組み、
就業に向けて自信に繋が
ったように思います。 

卒業生の先輩が働いている
職場ということもあり安心
感があったと思います。難
しい作業だったと思います
が、日増しに上達していま
した。 

野菜の袋詰めの仕事が
楽しかったと話してい
ました。挨拶や返事を
しっかりできるように
なって、次回も頑張っ
て欲しいです。 

集中力、正確さ、言葉遣
いなど改めて働く事の
厳しさ難しさを痛感し
ましたが、できるとい
う自信がついたように
思います。 

入学して 2 回目の就
業体験でしたが、なか
なか本人のやりたい
仕事と結びつかず、親
としても複雑な心境
です。 

今回の体験では、職場
の方に作業内容を聞く
だけではなく、自分で
判断し行動できたこと
もあったようで嬉しく
思いました。 

今回は、一人で任される仕
事が多く、その中で自分な
りに責任感が身に付き、回
数を重ねる毎に成長し、頑
張っていたと思います。 

1 回目の体験後に課題と
なっていた点を強く意識
して、よい仕事・評価とな
るよう自分で考えて真剣
に取り組む姿に成長を感
じました。 

2 年生になり、2 回目
の就業体験でしたが、
1 週間、毎日頑張って
いたと思います。仕事
は厳しいけど、楽しく
していたと思います。 

就業体験期間中は、毎
日出勤する事ができ、
作業日誌も体験先に毎
日提出する事ができま
した。息子の成長を感
じた就業体験でした。 

我が子は体が弱いの
で、ちゃんと働くこと
が出来るのか心配で
す。しっかり食べさせ
て寝る習慣を身に付け
させたいと思います。 

2 年生になって 2 回目の
就業体験。初日と２日目は
緊張、3日目になると人に
慣れ、分からない事も聞け
るようになり、成長できて
いるなと感じました。 

本人がやってみたいと
思う仕事を体験する事
ができ、意欲的に頑張
っていたように思いま
す。 

５月 21日（土）に行われた PTAボランテ

ィア除草活動は、コロナ禍により保護者のみ

の参加となりましたが、皆様お忙しい中、参

加していただき、ありがとうございました。 

グランドの除草や石拾い、テントの設営を

行い、きれいなグランドで体育大会を開催す

ることが出来ました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 年生保護者の感想 

6月の就業体験を終えて 

３週間、集中して頑張っ
ていたと思います。毎日
楽しそうに体験に行く姿
に成長を感じ、嬉しく思
いました。 

同じ会社で３回目の体験
でしたが、前回よりも身
に付いたことが多く、成
長しているのを感じまし
た。子どもも自信がつい
て楽しそうでした。 

３年生になり、３週間の
就業体験で心配しました
が、頑張ろうという気持
ちが伝わってきました。
成長を感じました。 

３週間の体験で、社会人
としてのコミュニケーシ
ョンの大切さを学び頑張
っていました。成長した
なと思いました。 

体験先が２度目という事
もあり、落ち着いて取り
組めたと思います。また、
最終日まで、責任感を持
って行動できたのではと
思います。 

就業時間の延長、暑さと
体力面の心配はありまし
たが、最後までよく頑張
ったと思います。同じ会
社で３回目の体験だった
ので、就職を意識しなが
ら取り組んでいました。 

写真 少しトラブルがありまし
たが、体験先の方や先生
の支援もあって無事３週
間の体験を乗り越えられ
ました。ありがとうござ
いました。 

写真 ３年生となり、就職に向
けての体験という事で真
剣に取り組んだ期間でし
た。とても有意義な時間
を過ごすことができたよ
うです。 

福祉施設でお世話になっ
たのですが、人間関係や
効率の良い仕事の仕方を
勉強させていただき、こ
の先役立てて欲しいなと
思いました。 

写真 今まで体験したことが無
い作業に３週間務まるか
心配しましたが、いろい
ろ学んだことがあったよ
うで、職場の方の指導に
感謝しています。 

たくさんの方々の協力を
得て体験させて頂いたこ
とを、これから生かして
欲しい。挨拶や言葉遣い
をしっかり身につけて欲
しい。 

暑い中、３週間頑張って
いたと思います。今回、同
じ会社で３回目の体験だ
ったので、集中してでき
たと思います。 

今まで、４か所程体験さ
せていただいたので、実
際就職先を決める時の参
考になるのではないかと
思います。 

３年生になり、３週間の
就業体験を終えて、１日
も休まず最後まで頑張り
ました。１日１日成長し
ていったと思います。 

暑い日が続き、就業体験
も大変でしたが、いろい
ろな仕事を体験してみ
て、仕事の大変さを忘れ
ないよう今後も頑張って
欲しいと思います。 

自我の確立ができている
のでしょうか？この状態
での就職、大変なのはわ
かります。FIGTH！ 

５月 28 日（土）体育大会が開催されました。 

晴天で風も強かったですが、みんな最後まで頑張っていました。 

赤団団長 上野 藍良 

 

僕は赤団の団長を務めま

した。エールを考えて、

みんなをリードするのは

少し大変だったけど、本

番では赤団が優勝できて

本当によかったです。 

白団団長 中田 有哉 

 

僕が白団の団長になった

時、みんなをまとめられる

か不安でした。でも、白団

の 3年生や先生が支えてく

ださったお陰で、エール交

換や競技などを力いっぱい

できました。 

【団長からの感想】 

写真 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年生生徒の感想 

7月 8日（金）校外学習 

１年生は、７月 8日（金）に富山県庁、イタイ

イタイ病資料館、四季防災館に行って来ました。

貴重な体験ができ、実りのある 1日となりまし

た。 

編集 

後記 

PTA の皆様、生徒の皆さんのご協力のもと、今年度最初の広報誌 

『あゆみ』21 号を発行することが出来ました。 

今後とも、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

（広報委員会 委員長 髙 かおり） 

富山県庁やイタイイタイ
病資料館などに行きまし
た。自分の好きな歴史や
イタイイタイ病にかかる
辛さなどを学べてよかっ
たです。 

僕は、校外学習の日に休
んでいたので、行けませ
んでした。イタイイタイ
病資料館や四季防災館
に行けなくて残念でし
た。 

校外学習で、富山県庁と
イタイイタイ病資料館、
四季防災館に行きまし
た。歴史や文化を学ぶこ
とができてよかったで
す。 

県庁で、議会の席に実際
に座ると、とても広かっ
たです。四季防災館で
は、地震や暴風について
体験しました。とても勉
強になりました。 

富山県庁、イタイイタイ
病資料館、四季防災館へ
行きました。政治や災害
について、理解、関心を
深めました。とても楽し
かったです。 

富山県庁に行って来ま
した。議会の部屋では、
旗と旗の間にある議長
の座る椅子が高かった
です。よい勉強になり楽
しかったです。 

校外学習で挨拶をする
係になりました。相手の
目を見て挨拶でき良か
ったです。目標達成に向
けて自分なりに努力す
ることができました。 

自分は、四季防災館に行
けなかったけど、次の校
外学習では四季防災館
や他の所にも行ってみ
たいなと思いました。 

四季防災館に行って来
ました。四季防災館で
は、地震体験や暴風雨体
験をしました。地震震度
7の時、揺れが強くてび
っくりしました。 

四季防災館での地震体
験で、震度 7の強い地震
が怖かったです。暴風雨
体験では、30ｍの風が
強くて怖かったです。 

四季防災館で暴風を体
験して楽しかったです。
イタイイタイ病資料館
では、イタイイタイ病は
骨が大切だと思いまし
た。 

この校外学習で一番心
に残ったことは、四季防
災館へ行ったことです。
その中でも特に地震を
再現した、地震の体験が
心に残りました。 

私は、校外学習に行けま
せんでした。四季防災館
に行きたかったです。理
由は、行ったことがない
からです。来年の校外学
習は行きたいです。 

僕は、富山県庁に初めて
行きました。建物が大き
く、中が広くて建物の中
でいろんな仕事をして
いて、すごいなと感じま
した。 

富山県庁に初めて行き
ました。中に入ると、何
だか古風で、おしゃれな
感じがしました。若い人
がたくさん働いていて、
びっくりしました。 

僕は、校外学習で 3つの
場所に行きました。印象
に残ったのは、富山県庁
で議長席に座ったこと
です。貴重な体験になり
ました。 

私が一番印象に残った
所は、四季防災館です。
地震と暴風の体験をし
ました。災害の恐ろしさ
を実感する事ができ、と
ても勉強になりました。 

僕が、校外学習で思った
ことは、災害はとても怖
いということです。どの
場所も行ったことがな
かったので、行けて楽し
かったです。 

四季防災館で改めて災
害の恐ろしさを学びま
した。学んだ事を生かし
て、日頃から気を付けて
生活をしていきたいで
す。 

最初に行った富山県庁
で議長席に座りました。
座り心地が良かったで
す。四季防災館では、地
震体験をして、地震の怖
さがよくわかりました。 

校外学習では、地震の体
験が一番印象に残りま
した。理由は、震度 1か
ら 7まで体験したのは、
初めてだったからです。 

最初に行った所は、富山
県庁です。中がきれいで
した。次にイタイイタイ
病資料館です。病気につ
いてわかりました。とて
も楽しかったです。 


