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「令和元年度ＰＴＡ活動を振り返って」 ＰＴＡ会長 岡田智克
平素から初島中学校の保護者、地域の皆様、先生方におかれましては、ＰＴＡ活動に御理解、御協力を賜り誠にありがとうございます。
本年度ＰＴＡ会長を務めさせて頂き、もうすぐ１年が経過しようとしています。これまでのＰＴＡ活動や学校行事においては、皆様の

ご協力で頑張れました。生徒のみなさんの各行事での前向きな行動を多く見ることができ、私自身の活動の原動力となり、これまでの活
動ができたと思います。体育大会や文化祭では、生徒の案を先生方が理解し、初島中学校独自の達成感がある取組でした。個人個人の持
ち味を活かして活躍する生徒を見ると、少人数ではありますが、それを感じさせない行動力があり、保護者、地域の皆様も身近に生徒の
成長が見られたのではないでしょうか。校外活動、リサイクル活動、部活や様々な発表の場、生徒と先生、保護者の皆様の協力、何事に
おいても初島中学校は良い経験をしていると実感します。今後も地域の皆様と共に活動していく事を願いたいと思います。
有田市ＰＴＡ連合会では、他校の会長様と共に、会議、行事ごとの参加等、勉強させられることばかりで良い経験ができました。様々

な講演のなかで、私が注目したのは、時代は平成から令和、様々なニュースや出来事、私たちが過ごしてきた中学時代とは様々なことが
変化しています。変化の中で、もちろん考え方も変化しています。選ぶツールもたくさんあります。保護者、生徒お互いがコミュニケーションを取って、お互い
に何を選んでいるのかを知っておくことが大切だと思いました。
今回、初めての会長で様々な所で皆様には何かとご迷惑をおかけしたかと思います。皆様の御理解、御協力、本当に感謝致します。初島中学校ＰＴＡ会員の皆

様、本当にお疲れ様でした。最後に、校長先生をはじめ先生方、保護者、地域の皆様には、御指導、御支援をして頂き本当に有り難うございます。今後も初島中
学校をはじめ有田市小中学校ＰＴＡ活動に御支援、御協力を宜しくお願い致します。皆様、本当に有り難うございました。

「ＰＴＡ活動を振り返って」 副会長 中澤征司 「中学校行事を通して」 文化部長 所久保ひろ子
１年間副会長を務めさせていただきました。様々な行事に関 学校行事、特に文化祭の準備から後片付けまでを経て、普段は見ることので

わらせてもらい、微力ながら後方から子ども達をサポートする きない子どもたちの一生懸命な顔や友達と語らう様子、声を掛け合い頑張る姿
ことができました。これまでのＰＴＡの方々の苦労も感じるこ を間近で見ることができ、親としても勉強させていただきました。
とができました。 また、保護者の人数も少なく、総出で子どもたちの大切な中学校行事を盛り
年々生徒数が減少し、行事や部活動においても難しさが出て 上げていけるよう助け応援する姿、先生方が一生懸命考えて頑張ってくれてい

きたように感じています。有田市中学校の統合に先立ち、令和 ること、地域の皆様に守られていることを、子どもたちが１つ１つの行事から
４年度より初島中学校は先行統合することになります。学校、 感じ取り成長してくれたのではないかと思います。
保護者がより連携しながら準備を進めていくことが大切だと これから中学校を卒業して地域の外へ出て行っても、誰かが支えてくれてい
思います。生徒達が不安を感じることなくスムーズに統合でき ることに気付き感謝できる人になって欲しいです。１年間ありがとうございま
ることを願っています。１年間ありがとうございました。 した。

「ＰＴＡ活動を振り返って」 副会長 川原ルミ子 「母校、最後の日まで」 指導部長 久保川茂美
１年間副会長としてＰＴＡ活動に参加させていただきました。振り返れば、あ 微力ながら指導部長として活動させていただき、先生方をはじめ多くの方々

っという間の１年でとても充実した１年でもありました。 との交流を通じて、改めて初島のあたたかさ、優しさに触れることができた充
市ＰＴＡのソフトバレーボール大会では、保護者の方と先生方にご協力をいた 実した１年となりました。少人数校ということもあり、我が子達が在学中の５

だき、毎回の練習がとても楽しかったことが思い出されます。文化祭では、やり 年間、続けて何らかのＰＴＡ活動をしてまいりました。至らない点も、ご迷惑
遂げることができるか不安でしたが、保護者のみなさん、先生方、役員さんに助 をおかけしてしまったことも多々あったかと思いますが、皆様のご協力のお陰
けてもらい、無事に終えることができました。これも一重にみなさんのご協力の で無事に終えることができ、感謝しております。本当に有り難うございました。
おかげでございます。本当にありがとうございました。今後は、生徒数の減少に 統合も決まっておりますが、初島中学校最後の日まで、楽しくアットホームな
より保護者の方の負担が増えると思いますが、ご支援ご協力の程、どうかよろし 初中であり続けてほしいと願っております。
くお願い致します。

「この１年を振り返って」 副会長 岡川洋文 「ＰＴＡ活動を振り返って」 人権部長 南村幸子
１年間、副会長としてＰＴＡ活動に参加させてもらいました。印象に大きく残 人権部長として、１年間ＰＴＡ活動に参加させていただきました。初島中学

っているのは、毎年恒例の文化祭です。生徒の人数が減少している中で、少ない 校は少人数ですが、学校訪問をすると生徒たちが元気に挨拶してくれます。改
なりに心に残るイベントでした。生徒たちは、このことで何かを身につけて次に めて明るい雰囲気の学校だと感じました。先生方のきめ細やかなご指導、地域
進んで行くと思います。日頃から御世話をして下さっている先生方のお陰だと思 の方々の交流など色々な形で人との関わりを学んでいるのかと思いました。
います。また、陰で支えて下さっている他のＰＴＡ役員並びに保護者の方、地域 学校生活では体育大会や、文化祭、部活動等の行事が１年を通してあります
の皆様方の御支援、御協力に誠に感謝しています。私自身も役員を務めさせてい が、ＰＴＡ役員として文化祭の時、舞台で緊張した顔、緊張から解放され笑い
ただく中で、何かとご迷惑をおかけしたかと思いますが、無事に終えることがで 合う顔等を近くで見ることができました。
きました。また、子どもたちの成長を間近で見ることや、少ない人数ながら１つ 文化祭の準備は大変でしたが、今年度から全保護者がお手伝いして下さるこ
になって前に進んでいくことなどを教えてもらったような気がします。 とになり、皆さんと協力してやり遂げることができました。部長として至らな
初島中学校はあと２年間という短い月日ですが、少ない時間を大切に１つ１つ い所ばかりでしたが、１年間を無事に終えたことに感謝致します。本当にあり

前に進んで行ってもらいたいと思います。１年間本当にありがとうございました。がとうございました。

「１年間を振り返って」 会計 吉田恵子 「ＰＴＡ活動を振り返って」 保体給食部長 中村真也
１年間、会計を務めさせていただきました。振り返ると文化祭が特に大変でし この１年間、保体給食部長を務めました。

たが、役員の皆様に助けられ無事に終えることができました。ありがとうござい 保護者の皆様、三役様、先生方のサポートがあり、
ました。 無事に務めることができましたこと感謝致します。
活動を通して、子どもの成長を身近に感じることができ、私自身も様々なこと 文化祭の開催等に参加して、他の保護者の方と一致

を学び、とても良い経験をさせていただきました。 団結してできたことが思い出です。１年間お世話に
残り２年での初中の閉校は寂しくなりますが、前向きに進んでいく子どもたち なりました皆様、有り難うございました。

を心から応援したいと思います。

１年間の思い出
「１年間を振り返って」 １年 白川 朝奈
この１年間、皆で協力して助け合い、心を１つにして過ごしてきたので、たくさんの思い出が作れました。４月、新しい制服を着て入学式を迎えました。中学

生になった緊張で胸が膨らんでいました。初めて授業をする教室がわからなかった時、先輩が丁寧に教えてくれてとても助かりました。５月、初めての中間テス
トをしました。小学生の時も何回もテストがあったけれど、中学生では範囲が広くて難しかったです。８月、１年生のみんなで宿泊研修に行きました。海でのカ
ヤックやシュノーケリングをして楽しい思い出がたくさん作れました。行きの途中で立ち寄った道成寺では、安珍清姫の話を聞かせて頂いたり、色々と学べまし
た。９月、体育大会。いろんな種目があったけど、自分から積極的に種目を選んで参加しました。練習の時は、先輩方が教えてくれたり準備体操を一緒にしてく
れて楽しかったです。本番でも借り物競走など先輩との思い出がたくさんできました。１１月、文化祭。迫力のある３年生のパフォーマンスは、会場の視線を集
めたり、笑顔があふれていてすごいなと思いました。
部活動は、先輩方が基本のことを詳しく教えてくれたりたくさんのことを教えてくれました。次は、２年生になって先輩になるので、先輩方のように１年生に

たくさん教えてあげたいと思いました。先輩という自覚を持って頑張ります。

「先輩になる」 ２年 神保 美紗
２年生になってからもう１年が経とうとしています。１年生の時は先輩方に色んなことを教えてもらう側でしたが、進級してからは私たちが教える側になりま

した。１年生の時に先輩達が教えてくれた時は優しいなと思っていましたが、実際に教えようとしたらとても難しかったです。何度も先輩のように教えられるよ
う頑張ろうと思いましたが、空回りをしてしまうこともあり、情けない思いをしたのです。そういう時、先輩が「１年生のためにそうやって動けることは、いい
ことやからね。」と言ってくれたので、励みになりました。また、自分にとって難しいと思うのに、先輩はとても分かりやすく、丁寧に教えてくれて本当にありが
たいと思うようになりました。
私の目標である「頼ってもらえるような先輩」にはまだまだ到達していませんが、４月になると３年生に上がって後輩が増えもっと先輩らしくしないといけな

いと思います。また、３年生になると先輩もいなくなり不安もありますが、頼れる先輩を目指して頑張り続けようと思います。大変だろうけど、自分のため、後
輩のために頑張っていこうと決意します。

「成長できた文化祭」 ３年 所久保厚希
今年、一番思い出に残っていることは文化祭です。今年の文化祭は、3年間で一番印象深い文化祭になったと

思います。その理由はいくつかありますが、主に２つの事が大きいと思います。
まず１つ目は、「今年は例年より、先生達が生徒の自主性を重んじてくれた。」ということだと思います。私た

ちのクラスは、歌の他にパフォーマンスも行いました。このために、休日に集まり、曲の作成と人の配置を考え、
練習をしてどこを改善するか話し合いもしました。その結果、緊張はしましたが本番では本格的なパフォーマン
スを披露することができました。このことから、真剣に打ち込むことの大切さ、全力で行うことの楽しさを学ぶ
ことができました。
２つ目は、今年は運営側も体験したということです。１年生、２年生の時とは違って司会や挨拶をしました。

当日までスピーチを考え、必死で覚え練習しました。他にも、パワーポイントでのスライドショーの作成や、ビ
ブリオバオルの練習もしました。とても緊張しましたが、良い経験となり何よりも楽しかったです。今年の文化
祭は、３年間で一番楽しく、充実した文化祭となりました。



教職員から３年生へのメッセージ
丸谷 昌 ご卒業おめでとうございます。一度きりの人生、大きな「志」を持って、自分の道を切り拓いていってください。今後のご活躍を心よりお祈りいたします。

Where there is a will, there is a way.【「志」あるところに「道」あり】
蜂谷 俊幸 ご卒業おめでとうございます。この 1 年間で印象に残っているのは学校行事での皆さんの活躍です。下級生に優しく、そしてリーダー

シップを発揮しアドバイスしている姿や、体育大会や文化祭では主役として盛り上げてくれた姿を思い出します。
卒業後も自分たちの力を信じ、また、今まで学んできたことを十分に発揮し、それぞれの立場で活躍することを願っています。

出口 悦子 小学校を卒業したての可愛らしさ一杯の皆さんと出会って早３年。
いよいよ卒業されるのですね。何かクラスでやるときは、いつの間にか役割分担して、皆で笑いながら取り組んでいたのが、印象的な
皆でした。どうか体に気をつけて、それぞれの道を進んでいってください。ご卒業おめでとうございます。

石井 恵梨 ご卒業おめでとうございます。「座右の銘」がありますか。目標に向かって頑張ろうとするときや、くじけそうなとき、その言葉を思い出して自らを奮い
立たせることができます。たくさんの素敵な言葉と触れ、心豊かで思いやりのある人になって下さい。いつも明るく笑顔の皆さんにたくさん元気をもらっ
た３年間でした。ありがとうございました。

上田 真利子 ご卒業おめでとうございます。どんなに時間がかかろうとも、努力して得たものは、確実に「夢」に近づく力になっていきます。自分を信じて「夢」に向
かって頑張ってください。

小根田 真也 ご卒業おめでとうございます。皆さんと共に過ごした日々の中で、一番印象に残っているのは日々の授業です。学び取ろうとする雰囲気が私はすごく好き
で、とても刺激的でした。いつまでも向上心を大切に、これからの人生を謳歌してください。「人生とは学び続けること。」

中西 淳 ご卒業おめでとうございます。皆さんと過ごした 2 年間とても充実したものでした。これからそれぞれ新しいステージに飛び立ちますが、「今だけを頑張
る」そんな皆さんになってください。今だけを頑張り続ければ、きっと充実した未来が待っています。

冨上 麻友 ご卒業おめでとうございます。これから自分が選んだ道が「正解かどうか」ではなく、自分自身の力で「正解だ!!」と自信をもってい言えるように過ごし
ていってほしいと思います。ゴールは１つでもゴールへの道のりはひとつではありません。あなたの道を歩んでいってください。

中村 早智 ご卒業おめでとうございます。みなさんが元気に卒業していってくれることを心から嬉しく思います。何をするにも「健康第一」です。これからも心身と
もに健康に気をつけて、夢や目標に向かって頑張ってください。

川端 麻友 ご卒業おめでとうございます。これからの人生、山あり谷ありの連続です。困難に立ち向かえる心を育てていって下さい。後、挨拶は生
きていく中でとても大切なことです。自分から挨拶のできる素敵な大人になって下さい。

上野山いずみ ご卒業おめでとうございます。自分を大切に出来る人は、周りの人の事も大切に出来る人です。これからも体に気をつけて、色々な事に
チャレンジしていって下さい。

楠瀬 直美 ご卒業おめでとうございます。中学の３年間は楽しかったですか？給食はどうでしたか？春からは高校生、環境も大きく変わって大変な
事もあるかもしれないけれど、楽しい高校生活を送って下さい。

福田 よしみ ご卒業おめでとうございます。「物事を面白く体験するための５Ｋ」。それは、「好奇心・観察力・行動力・向上心・そして感性」だそうです。中でも、特
に感性が大事だと思います。この感動する力、ワクワクする気持ちを忘れずにこれからも色々な体験をしてください。ありがとうございました。

冨上 真生 ご卒業おめでとうございます。音楽の時間では楽しく歌ったり、演奏したり、皆で協力しながら一つの音楽を作ることができましたね。これからも自分の
道を信じ、仲間を大切に未来へ羽ばたいて下さい。

松本芹菜 新しい門出を心よりお祝い申し上げます。美術の授業では、想像力に溢れ、静かに作品制作を行っていたのが印象的でした。楽しく協力しあいながら作品
制作を行う姿が見られ嬉しく思います。卒業後も、悔いのないよう様々なことに挑戦し続けてください。卒業おめでとう！

酒井 陽子 ご卒業おめでとうございます。週に１度、朝読書や昼休憩の短い時間でしたが、読んだ本やこれから読みたい本について会話ができたこと、ビブリオバト
ルの練習や本番に立ち会えたことは、大切な思い出です。最後に、読書は心の栄養です。これからも読書を楽しんで下さい。

中野 誠志 ご卒業おめでとうございます。時間の速さを感じると同時に、色々な日々を歩いてここまで来たのだろうなと思っています。どんな経験も、人生を彩る花
を咲かす大切な種に出来るのが、人の力だと思っています。ここで得た種をもって、これからの人生でも沢山の種を得ながら、素敵な人生を歩んで下さい。

植村 由香 ご卒業おめでとうございます。「努力する人は夢を語り、怠ける人は不満を語る。」私の好きな言葉です。いつも夢を抱き、その夢を実現するために努力を
惜しまず、叶えてはまた次の夢を追い求める。そんな心豊かな人生を歩んで行って下さい。今後のご活躍と幸多い人生であることを心よりお祈り致します。

会長 則松 拓弥 副会長 脇村太地
会長になりたいと思った理由は２つあります。１つ目は、地域 全校生徒が学校生活を有意義に過ごせる環境を作りたいです。

の人々との交流を深めることです。このことで初島中学校の生徒 意見を全て聞き入れることはできませんが、生徒会４人が中心と
がどんなことを頑張っているのかを知ってもらえ、今以上に応援 新生徒会役員紹介 なって学校をもっと楽しいものにしていきたいです。そのために、
してもらえると思いました。２つ目はみんなの意見を取り入れる 定期的にアンケート等を実施し、細かくても、小さくても、改善
ことです。みんなが不安に思っていることがわかり、何ができる していける所は改めていきたいです。４人だけでは学校全体に目
かを考えることができるからです。この２つのことを達成できる を通すことができないと思います。全校生徒で学校を良くしてい
ように頑張りますので、この１年間よろしくお願いします。 きたいです。楽しい学校、良い環境を作っていきます。
副会長 栗生成彬 副会長 池田未春
生徒会役員になったからには、自分の仕事に責任をもってした これから１年間、生徒のみんなが楽しく学校生活を過ごし、最

いです。また、生徒会活動を会長や他の副会長と協力していきた 高の思い出ができる学校にしていきたいです。そして、初島中の
いと思います。やりたいと思っていることは、みんなの意見を取 伝統でもある「初中ソーラン」をもっと地域の方に知ってもらい、
り入れるために目安箱を設置したいと思います。また、俳句を募 喜んでもらえるものにしたいです。今まで以上の最高の学校にし
集したりするなど、みんなにとっての学校生活をさらに楽しく盛 ます。これまでみてきた先輩達の活動ぶりを目指して、これから
り上げていきたいです。１年間全力で活動していきますので、よ の活動に挑んでいきたいです。頑張りますのでよろしくお願いし
ろしくお願いします。 ます。

令和元年度 初島中学校ＰＴＡ １年間の活動の歩み ○有田地方中学校総合体育大会（7月15日） 場所：紀三井寺公園陸上競技場
◎ ４月 ８日 入学式（三役） 岡田実桜・・共通円盤投１位、共通砲丸投１位
◎ ４月１１日 三役会（三役） 川原裕翔・・共通走幅跳１位、３年100ｍ４位
◎ ４月１７日 委員総会（三役、地区役員、学級委員） 中澤実久・・共通走幅跳１位、３年100ｍ１位、
◎ ４月２２月 授業参観、ＰＴＡ総会、学年懇談会、懇親会（全会員） 高島萠愛・・共通走高跳５位
◎ ５月１８日 市ＰＴＡ連合会総会（三役） 岩田知希・・共通円盤投５位
◎ ５月２５日 青少年指導員会総会・委嘱式（会長） 栗生成彬・・共通砲丸投４位、共通円盤投８位
◎ ６月１６日 県ＰＴＡ新任役員等研修会（三役） 中村優一・・共通走幅跳３位
◎ ６月２７日 有田市青少年育成市民会議総会（会長） 池田未春・・２年100ｍ７位、共通走幅跳８位
◎ ７月１５日 天神社宵宮補導（三役、指導部員） 川原理央・・１年100ｍ３位、共通走幅跳４位
◎ ７月２３日 市学校保健協議会総会（三役 保体給食部員） 黒﨑陸斗・・１年1500ｍ３位、800ｍ５位
◎ ８月 ３日 アルミ缶・スチール缶収集活動 池田未春、中澤実久、川原理央、南村歩未・・女子共通リレー３位

（三役、各部部長・副部長、地区役員）
◎ ９月 ３日 授業参観・部活懇談会 ○和歌山県中学校総合体育大会（7月25日26日) 場所：紀三井寺公園陸上競技場
◎ ９月 ６日 三役・保体部会(三役、保体給食部員） 中澤実久 共通女子走幅跳 ７位
◎ ９月 ７日 人権教育地方別研修会【有田・日高】（三役、人権部）
◎ ９月１４日 校内体育大会（全会員）ＰＴＡ種目（玉入れ） ○有田地方中学校新人体育大会（9月23日） 場所：紀三井寺公園陸上競技場
◎ ９月１９日 文化祭三役会（三役） 栗生成彬・・共通男子砲丸投２位 共通円盤投４位
◎１０月 ７日 市ＰＴＡｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会練習①（参加選手）
◎１０月１６日 市ＰＴＡｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会練習②（参加選手） 岩田知希・・共通男子円盤投３位、共通砲丸投７位
◎１０月２１日 文化祭拡大実行委員会 中村優一・・２年走幅跳２位、２年100ｍ４位

（三役、顧問、監査役、地区役員、学級委員） 神保美紗・・共通女子砲丸投げ５位
◎１０月２３日 人権尊重地区別学習会（三役・人権部） 池田未春・・２年100m２位 、共通女子砲丸投げ８位
◎１０月２５日 市ＰＴＡｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会練習③（参加選手） 川原理央・・１年100m１位、共通女子走幅跳２位
◎１０月２７日 市ＰＴＡｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会（参加選手） 黒﨑陸斗・・１年800ｍ２位
◎１１月 １日 文化祭実行委員会（三役、顧問、監査役、各部部長・副部長） 南村歩未・・共通女子走幅跳４位
◎１１月 ８日 文化祭各部打合せの会（全会員） 中村優一・栗生成彬・黒﨑陸斗・岩田知希・・男子共通リレー６位
◎１１月１３日 文化祭バザー値付け（三役、各部部長）
◎１１月１５日 文化祭前日準備【食堂・バザー会場】（全会員） ○和歌山県中学校秋季陸上競技大会（10月6日）
◎１１月１６日 文化祭（全会員） 場所：田辺スポーツパーク陸上競技場
◎ １月 ８日 朝の挨拶運動・校門指導（指導部）【雨天で中止】 栗生成彬・・共通男子砲丸投げ６位
◎ １月１６日 授業参観、懇談会 黒﨑陸斗・・１年800ｍ８位
◎ １月１８日 県ＰＴＡ指導者研修会（三役）

市ＰＴＡ連合会指導者交流会（三役） 卓球部
◎ １月２０日 第１回選挙管理委員会（三役、各部部長・副部長、地区役員 ○有田地方中学校新人体育大会（9月23日）
◎ ２月 ４日 有田市学校保健協議会合同研修会（三役・保体給食部） 場所：本校体育館 上田桜愛・・第３位
◎ ２月 ５日 第２回選挙管理委員会（三役、各部部長） ダンス部
◎ ２月１２日 学校保健委員会（三役、保体給食部） ○ ９月２８日 初島小学校運動会で演舞
◎ ２月２７日 委員総会 （三役、地区役員、学級委員） ○１０月１６日 天神社秋祭りで演舞
◎ ３月 ９日 卒業式（三役）【会長のみ】 ○１０月１８日 北原会館文化展で演舞
◎ ３月１２日 引継会（新旧三役）【中止】 ○１０月２６日 砂浜会館文化展で演舞

令和元年度初島中学校各部活動の足跡 ○ １月１２日 有田市成人式オープニングで演舞し、
陸上競技部 平成２６年度当時３年生で初めて初中ソーランを
○全日本中学校通信陸上競技大会和歌山大会（7月6日・7月7日） 踊ってくれた先輩にお祝いのメッセージを送る。
中澤実久 共通女子走幅跳 ７位 各部とも、日々の活動に大変熱心に取り組みました。保護者の皆様、１年間応援
川原裕翔 共通男子走幅跳 ７位 場所：紀三井寺公園陸上競技場 ありがとうございました!


