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「心で向き合えていますか」
～家庭で、学校で、地域で共に育つために～

　本年度の上小ＰＴＡ連合会研究集会は台風が去った秋晴れの下、塩田中学校で開催されました。例

年は午後開催でしたが、９月初旬ということで暑さ対策もあり、会員の皆様方に快適な環境で研究集

会に参加して頂けるようにと午前開催とさせて頂きました。参加された皆様方、如何だったでしょう

か？

　この上小ＰＴＡ連合会研究集会は「講演会」と「12の分科会に分かれての発表とディスカッション」

の二部構成となっており、県下最大規模の450名を超える動員数となっております。毎年、その時の

トレンドに応じた講演、並びに分科会となっており、かつ他校の同じ境遇のＰＴＡ役員と本音のディ

スカッションが行えることから、会員の皆様方の満足度は非常に高い結果となっております。

　さて、本題に入りますが、まず講演会については、文部科学省教科調査官長田徹先生から「社会総

がかりでの人づくり」といった演題で御講演を頂きました。その中で長田徹先生御自身が実際に体験

された東日本大震災の事例を元に日頃の地域、御近所との繋がりが、災害においてたくさんの命を救

うことができることを教えて頂きました。最近は物騒な事件が多く、とかく御近所付き合いが希薄に

なりつつありますが、どこの家にどんな家族が住んでいて、何かあった時にはどのように助け合いの

行動をすれば良いか常に想定しておく必要があります。何かが起きてからでは遅い、起きる前の「最

大限の想定」や「必要十分な準備」が不可欠であると改めて痛感しました。東日本大震災でお年寄り

が、子供達が、地域の皆さんが取った行動を決して忘れてはいけないと思います。そんな生々しい状

況を丁寧に、解り易く解説して頂いた長田徹先生に心から感謝申し上げます。

　次に12の会場に分かれての分科会ですが、この上小管内でも信州型コミュニティースクールが活性

化してきたこともあり、「家庭、学校、地域」をテーマにした分科会が目立ち、又「父親のＰＴＡ役

員の決め方をどうすれば良いか」、更には「親子のコミュニケーション」、「ＰＴＡを関わりやすく活

動しやすいものとするためには」といった興味深いテーマが揃い、本年度も上小ＰＴＡ連合会らしい、

熱いディスカッションが繰り広げられておりました。私もいくつかの分科会を回らせて頂きましたが、

廊下まで響き渡るほどの会員の皆様の力のこもった発言の姿、時折交えるジョークに対する笑い声が

非常に印象的で「来年度はもう少しディスカッションの時間を長くして、思う存分会話をしてもらお

う」と感じるとともにトップダウンの説明の機会より、ボトムアップのディスカッションの機会をど

うやったら増やせるかを考えておりました。他校の同じ境遇のＰＴＡ役員の皆様方がその悩みや苦労

を分かち合い、どうすれば問題を解決できるか、子供達が安心して生活できるかを真剣に話す機会は

絶対に必要だと思いますので、これは来年度に向けた宿題とさせて頂きます。

　本年度も講演会、並びに分科会が大変充実した内容となり、途中経過ではありますが、アンケート

の回答も95％以上の皆様方に御満足頂けた結果となりました。但し、もう一方で、この研究集会も従

来からほぼ同等の形式と開催規模で進められており、少子化や学校の統廃合が叫ばれている中で見直

しの時期も来ております。平成28年度の研究集会に向けて、今回の反省点を振り返り、「講演会の内

容や他校の良い事例をお土産として持ち帰って実践して頂く」という研究集会の本来の目的に対して、

どうすれば最適化が行えるか、会員の皆様方に更に御満足頂けるかを今から検討していきたいと思い

ます。

　最後になりますが、会場校として御尽力頂きました塩田中学校、並びに少ない学校数の中で力を合

わせて御協力頂いた塩田ブロックの役員、先生の皆様方、分科会レポート発表校の皆様方、東信教育

事務所の皆様方に心より御礼申し上げます。素晴らしい研究集会にして頂き、本当に有難う御座いま

した。

  上小ＰＴＡ連合会長　大　島　　　修
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「社会総がかりでの人づくり」

長田　徹（おさだ　とおる）先生

　おはようございます。

　話を始める前に、３つ上げたいと思います。

　１つ目ですが、文部科学省の教科調査官、教科って、国語、算数、理科、社会の教科ですよね。か

たそうな仕事をしている人が来ましたね。どんなかたい話をするのだか、不安でいっぱいでしょう。

ごめんなさい、かたい話をしません。

　今紹介を受けた私は、田舎の中学校の教諭です。石巻というところの中学校の教諭だったのです。

かたい生徒の話や法律の話をするのではなくて、現場の特色に沿ったお話をさせていただきますので、

まずお許しください。

　２点目です。もうばれていると思いますが、私、生まれも育ちも東北なのです。今望まざる出稼ぎ

で東京さ住んでおります。気づいていると思いますが、私なまっているのです。力が入れば入るほど

なまります。ネイティブスピーカーだから許してください。通訳しませんので、ヒアリングしていた

だければと思います。

　もう１つあります。私、厳しい女房がいるのです。ものすごい厳しいのです。なので、家庭生活で

女房の話をはぐらかすということが身につきました。ころころ話を変えます。きょうも実はころころ

話が変わります。２回大きく変わります。前半では、子供の学力、国語、算数、理科、社会の学力を

上げる、教科調査官が何でこんな話をする。そこの部分の理由を説明させていただきます。真ん中の

部分で、もう皆さんお気づきだと思いますが、私宮城の出なので東日本大震災の被災者です。あのと

きの学校の様子をありのまま、お父さん方、お母さん方にお伝えしたいと思います。そして最後後半

でこのテーマに落としていきたいと思っておりますので、話がころころ変わりますが、ついてきてい

ただければと思います。

　自己紹介を兼ねまして、私、娘がいるのです。今高校１年生です。この春東京都立の高校に入学し

ました。女の子なので小学校５年生の秋くらいから僕に近寄ってこなくなったのです。近寄ってこな

いと言っても全然ではないですよ。３メートル手前までやってくるのですけれども、なぜかそこから

内側に入ってこなくなったのですね。ですから、彼女と私はいつも地球と月のような関係になります。

　ところが、彼女が中学校に入学するとなぜか私に今度はすり寄ってくるようになります。私が家に

帰ると私と腕を組むのです。ぴたっとくっついてくる。中学生の女子が親父に毎日腕を組む、気持ち

悪くないですか。気持ち悪いです。そして毎晩私の耳元でこうささやくのです。「お父さん、携帯を買っ

てくれない」、私は絶対だめと言っています。

　というのも上に兄貴がいます。22歳の兄貴がいまして、兄貴は高校入試が終わった後に買ってやっ

たのです。一応兄弟ですから、年もそんなに離れていませんし、バランスをとるために今は絶対だめ

と言っていたのです。

　ところが、私の娘なので全然勉強しないのです。試験期間中、女房が何を言ってもぴくりとも動き

ません。まるでオブジェのようなのです。でも、私は中学校の教諭でしたから、彼女を机に向かわせ

るようにコントロールする。簡単ですよね、彼女を机に向かわせる。ある夜、もうわかりますね、親

父の立場としてはどんなに汚い手を使っても机に向かわせるしかないのです。文部科学省の教科調査



－ 3 －

官としては、それを言って彼女が机に向かっても決していいことではないのはわかっています。親父

の立場と教科調査官の立場で戦います。どっちかわかりますか。親父が主です。ついつい言っちゃう

のです。「おい、次のテストで成績が上がったら、携帯」、ここまで言っただけで娘はぱあっと机に向

かいました。

　うちの娘、私は無理無理机に引っ張っていませんよね。自分の足で机に向かったではないですか。

これは学習意欲だ。自分の足で向かいました。ただし、いわゆる動機があります。明らかにそこに動

機づけがあります。携帯電話を買ってもらうための勉強です。これは違いますよね。勉強の目的は携

帯電話を買ってもらうためではありませんよね。よりよく生きていくため、豊かな知識を持って誰か

を支えていくために学ぶわけなので、携帯電話を買ってもらうために勉強するなんて、これは外発的

動機づけによる学習です。私は親としてちょいちょいやっております。成績が下がったら部活やめさ

せるぞ、成績下がったらお小遣いをカットするぞ、成績下がったら携帯なんか絶対買ってやらないぞ。

これも外発的動機づけによる学習です。

　もう一つ学習があります。学ぶこと自体楽しいです。何か新しいことにチャレンジすること自体わ

くわくすると思います。内側からわき出てくる内発的動機づけによる学習です。この外発的動機づけ

による学習と、内発的動機づけによる学習の違いは、子供たちのペーパーテストの成績どおりか調べ

てみたかったのです。

　本来であれば、長野県の子供たちを使ってやってみればいいのですが、その権限は私にはありませ

ん。なので、先ほど紹介がありました、私、宮城県仙台市というところで７年間学力向上担当指導主

事をしていました。ですので仙台市の子供たちを使って分析をしてみました。

　仙台市には１学年１万人います。小学校だと130人、中学校で70人、義務教育で計200人、毎年４月、

独自の学力検査をして、それだけではもったいないので、どんな時間の使い方をしているのか、どん

なことを言われて育ってきたのか、どんなしつけを受けてきたか、徹底的にアンケートで調べて、学

習成績の相関を分析します。

　これは６年生１万人を７年間追いかけたデータです。左から国語、社会、算数、理科です。それぞ

れの帯の色の違いは、先ほどの内発的動機づけによる学習意欲と外発的動機づけ学習意欲の交点の違

いをあらわしています。帯の長さが成績です。長ければ長いほど成績がいいです。

　青い帯、これはいいですよ。でも１位にはどの教科もならないのですね。青はどの教科も２番です、

２位。これは内発的動機づけが高く、外発的動機づけも高い環境にある子供です。いわゆる本人やる

気、親も勉強しなさい、勉強しないと勉強についての刺激をちょいちょいかけてくださっているから

です。両方の意欲が高いのに１位にはならないです。

　赤を見てください。よくないですね。でもびりになってないです。どの教科もびりから２番目、こ

れは本人やる気なし。親も勉強については放置し放しの家庭です。両方の意欲が低いのにびりになり

ません。不思議ですね。

　緑を見てください。これが一番いいのですね、どの教科もこれが１位を占める。これは本人やる気

あり、しかし、親は勉強しなさい、勉強しないと、勉強に対する直接的な刺激はあえて控えている子

供です。内発的意欲が高くて、外発的意欲が低い家庭にはペーパーテストの成績は最もいいことがわ

かっています。ただし、お母さん方安心してください。人数で言ったらこの緑の子たちが圧倒的に少

ないのです。成績がいいことはわかっていますが、人数はこれが少ないとわかります。
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　最後、紫です。僅差ですが、これが一番悪いです。どの教科もびりです。これは本人やる気なし、

親がやる気満々の家庭です。うちです。

　私はこのデータを発見したとき、仕事に使えるなと思ってガッツポーズをしたのですが、自分の子

育てには間に合わなかったのです。がっかりしました。なので心に決めましたよ。私はこのデータを

子育てに間に合わなかったので、必ず孫育てに生かすべきです。

　このデータが示しているのは、水辺の馬、どんなにおいしい冷たい水を準備して、そこにのどが渇

いていない馬を無理無理引っ張っていっても水の役割は果たせない。一方、ぬるくても、泥水でも、

隠しておいても、馬さえのどが渇いていれば、そのにおいをかぎ分けていってごくごくとおいしそう

に飲む。勉強についても全く同じことが言えるんだなということを確認したのです。

　せっかくですので、あと２つばかりデータを持っています。

　これは縦軸、真ん中のところが相関ゼロになっています。上に行けばいくほど成績がいい。下に下

がれば下がるほど成績が悪いという相関です。

　横軸は、小１はちょっとかわいそうなので、小学校２年生から右に向けて中学校３年生まで書いて

あります。見方としてはこうです。上の３つ、青、赤、緑、これはどの学年でも成績がいい。どんな

ことを答えたか。「好きな授業がある」「好きな先生がいる」、こういう子たちはどの学年でも成績がい

いです。「新しいことを覚えるのは楽しい」、こう答えた子たちもどの学年でも成績がいい。「よい成

績だとみんなからすごいとほめられるので勉強が頑張れる」、こういう子たちはどの学年でも成績が

いいことがわかっています。

　しかし、一番下の紫をごらんください。これはどの学年でも成績が振るいません。しかも、マイナ

ス0.2の相関を下回っていますから、相当強い相関が出ています。どう答えたのが成績が悪いか。「将

来に役立つ勉強だけしたい」、そう答えています。

　これですね、私、中学校３年生の担任ばかりしていたので、中３になるとこういうことを言うので

すよ。「先生、体育とか美術って入試に出ない、無駄だから数学させてよ」、こういう子に限って志望

校に受かりません。不思議なものです。親も本人も何かハードルが迫ってくると、それに向けて近道

しよう、近道させようとするのですが、近道させようとすることが子供にとって決してプラスになっ

ていません。一見遠回りに見えるようなことが子供の成長には非常に重要だということがこのデータ

からわかっています。

　もう一つ、青を見てください。小学校の２年生と３年生は成績がいいのです。どう答えたか。「僕

は夢や目標を持っているんだ」と答えた子です。夢や目標を持っているとずっと成績が伸びそうなの

ですが、残念ながら４年生以上になると成績が下がります。というのは、「その夢ってなあに」と聞

くと、「うん、よくわからない」。夢や目標を持っていると答えられるんだけれども、それはなあにと

具体的に言うと答えられないです。

　一方、そのほかの３つは学年が上がるごとに成績が伸びてきます。これは僕はこんな夢をかなえる

ために勉強を頑張るんだ、「こんな」の部分が何となく言える子です。僕はこんな世の中の役に立つ

人間になるために勉強を頑張るのだ、「こんな」の部分が何となく言える子、僕はこんな将来の可能

性を広げるために勉強を頑張るのだ。「こんな」の部分が何となく言える子、こういう子たちは学年

が上がれば上がるほど成績が伸びてきます。要は何のために勉強するのか、何のために努力をするの

か、ゴールがある程度見えている子は学年が上がれば上がるほど成績が伸びていきます。
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　それはそうですね。だって、学年が上がれば上がるほど勉強する内容は難しくなっていきますし、

守らなくてはいけないルールも厳しくなってきますから、難しくなればなるほど、その努力やその中

身が何に結びつけていくか、ゴールの説明ができている子とゴールの説明ができていない子とは学習

意欲に大きな差が出ていることがわかります。

　小学校低学年までは大きな夢を大つかみで持たせておいていいのですが、小学校高学年以上になっ

たら、これは何のために頑張っているか。これは何に結びついていくか。学びや努力を将来の具体的

な知識や技能として結びつけてあげる必要が出てくるわけですね。

　では、数の紹介はこのくらいにして、あと幾つかわかったことを紹介します。

　これは特に小学校です。教室の中での勉強の内容が実社会や実生活に結びついている子、これが学

習意欲が高いです。先ほども言ったとおり、この学びが何に結びつくか、ゴールの設定ができている

子たちは成績がいいです。

　さらに、子供個人にばらつきがあるというのは教室にもばらつきがあります。というのは、子供が

それはできるわけはないです。担任の先生がこの授業の内容はここに結びつくんだよ、この努力はこ

こに結びつくんだよ、大人がそこに導いてあげているかどうかが子供たちの学習意欲に大きな差が出

ます。ということは、恐らく家庭でも同じことが言えると思っています。

　さらに、毎日親と担任の先生しか会話してない子は学習意欲が低いのです。親、担任、それ以外の

斜めの関係の大人と毎日会話している子は学習意欲が高いのです。スポーツ少年団の監督、コーチで

もいいのですよ。塾の先生でもいいです。こういうことでもいいですよ。毎日子供たちの下校を見守っ

てくれる地域のおじいさん、見守り隊のおじいさんと毎日10分間世間話をして帰ってきます。それで

も親と担任しか会話がない子と比べると学習意欲が高い。斜めの関係の大人と会話ができる、ここで

す。たくさんの好きな大人、あこがれの大人、こんな大人になってみたいな、ゴール設定の選択肢を

いっぱい持っているか、親と担任しか持っていないか。その差は子供の学習意欲に大きな影響を及ぼ

してくることがわかりました。

　実は私こんな分析をしていたので、毎年テキストをつくり続けて、先生方に授業の改善をお願いし

てテキストをつくり直す、こういう作業を繰り返していたのですが、これで本当に子供の学力が伸び

続けられるのか、疑問に思ったのです。

　そこでかじを切りました。子供にとって本当に必要なのは何か。たくさんの斜めの関係の大人との

出会い、それが学習意欲の基盤になっているのではないか。そこで仙台市の200の小中学校にお願い

して、子供たちを外へ出せと。職場見学、職場体験、地域調べなど、たくさんの大人たちと会話がで

きるように設定したいと思います。今なら文部科学省はキャリア教育といいます。しかし、当時はそ

んな名前はついてなかったのです。とにかく子供たちを外へ出せとお願いした。

　さらに反対に、地域の皆さんやお父さん、お母さんに学校へ来ていただきたいと思ったのです。た

くさんの人に学校に来ていただいて、先生たちがどれくらい頑張っているか、子供たちの現状が学校

ではどうか。地域の皆さんとお父さん、お母さんたちと一緒に人づくりができないかなと思います。

　今、文部科学省は学校支援地域本部とか、コミュニティスクールという名前がつけられていますが、

当時はそんな名前がついてなかったのです。とにかくたくさんの大人にかかわらせたい。子供たちに

かかわってもらいたいと思ったのですが、うまくいったか。全然うまくいかなかったのです。

　先輩たちは、何でそんな新しいことをするんだよ、ただでさえ忙しいのにふざけるなよと怒られま
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した。長野県にはこういう校長先生はいません。長野県には全然こういう先生はいませんよね。でも

僕のふるさとにはこういう校長先生がいるのです。明らかに反対、そんな新しいことをやるのは反対、

そういう校長先生、「それはいつからやるのだ」「２年後です」、そう言うと、にやっと笑って、「では

いいよ、やれよ」。これはどういう意味かわかりますか。反対の校長先生は２年後ですと言った瞬間に、

にやっと笑ってやれと言います。単純です。２年後は退職していないのです。自分が現役のうちは嫌

だけれども、退職したらそんなことは好きにやって構わない、こんな校長だったのです。

　あるＰＴＡ会長さんはこう言いました。教師は教育のプロではないの、プロだったら、人の力なん

か借りないで自分でやれよ。今だったら私言い返します。プロだからこそ、本当に子供に必要だと思っ

たら頭を下げます。でも、当時は自信がないから言えなかったのです。

　ある町内会長さんがこう言いました。地域の力を貸すのはいいけれども、貸したものは返せ。今な

ら言えますよ。子供たちは貸してもらった力は必ず返します。でも、当時は自信がないから言えなかっ

たのです。

　私はあせりまして、実はある退職したおじいちゃんに小学校のゲストティーチャーをやってもらう

ことを仕掛けたのです。私はあせっていわゆるサクラをつくったのです。その私がお願いしてゲスト

ティーチャーに行ってくださったおじいちゃんからお叱りをいただきます。二度と学校にはかからな

い。「ゲストティーチャーをさせていただきました。事前に打ち合わせは電話でした。私の力不足もあっ

てねらった内容には全くなりませんでした。40分の持ち時間を時間配分ができず、伝わらないどころ

か、子供たちは騒然となり出しました。途中から担任の先生が子供たちの声がけすると私はますます

焦ってしまい、大変つらい経験となりました」。

　今はワープロを使っておりますが、実際の手紙は直筆だったのです。すごい筆圧です。もう紙が破

けてあっちが見えるくらい、怒っているぞというのがわかりました。私がお願いしてサクラをつくっ

たそのおじいさんが、学校には二度とかかわりたくない。学校、家庭、地域の連携というとみんな賛

成、賛成というけれども、実際やってみると、難しいなと実感した出来事でございました。

　では、話をころっと変えさせていただきます。

　３月11日、東日本大震災のあの日、学校はどうだったか。私の知っている範囲でお父さん方、お母

さん方にお伝えしたいと思います。

　あの日、仙台市内の中学校は午前中に卒業式が終わっておりました。ですので中学生は全員下校し

ておりました。小学生は１週間後の金曜日が卒業式の予定でございましたから、２時46分、６年生は

どの小学校でも卒業式の総練習をしておりました。

　仙台市立荒浜小学校です。３月10日、震災前に校長先生が卒業していく６年生の活動の様子を記念

に撮影してくれていました。１年生が通学するところを見守っている６年生の姿です。後ろの校舎を

見てください。この学校は昭和の時代に急激な少子化が進みまして、昭和のうちに各学年１クラスに

なります。ですから、全員で６クラスしかありません。その後校舎が建てかえられますが、見てくだ

さい、４階建ての鉄筋コンクリートです。１階だけで本当は十分間に合いますが、荒浜は大津波が想

定さていましたので、４階建ての建物を維持しています。

　体育館です。県立高校の体育館くらいの大きさです。なぜなら、指定避難所になっているからです。

記録によると、この体育館には100人程度の地域住民が避難していたと記録に残っておりますが、全

員亡くなったか、本日まで行方不明のままでございます。体育館に階段になっているのが見えますか。
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皮肉にも波の形をデザインした体育館です。

　200の小中学校のどの学校にもこういうお祝いのメッセージや紅白幕が常に飾られておりました。

これ不思議なもので誰も取れないのです。その余裕がありません。学校は紅白幕やお祝いのメッセー

ジを張ったまま避難所や遺体安置所に変わっていっております。

　これは校長先生が毎年３月10日に４階の屋上から地域の風景を撮影してくださっていたのですね。

手前に写っているのは農協の備蓄用の倉庫です。真ん中に広がっているのが仙台平野です。奥のほう

に仙台のまちが広がっています。これですね。

　私、この学校の担当だったのです。この学校に大津波がきたときには一等先に私が駆けつけて、こ

の学校の子供たちの安否確認をするというのが防災計画の中に入っています。行けないのです。２時

46分の段階で県内全部停電になって、信号もとまったのです。あの段階で走っている車だけでも大渋

滞だった。そこに新しい車を出すことができなかったのです。

　２時間もたつと、大きな県道と国道は全部自衛隊、消防専用道路です。一般の国民は横切ることさ

え許されません。なので、私、計画ではこの学校にすぐ行かなければならなかったのですが、行けて

ないのです。夜中、ＮＨＫのラジオのアナウンサーがこう言っていたのです。「仙台市若林区荒浜地

区は全ての建物が失われてしまった」。学校だけ残ったのです。「二、三百の遺体が放置されたままに

なっています」。私がそのラジオで自分の担当の地域がそうなっていることに気づきます。

　翌日、自衛隊から連絡がきます。荒浜小学校の屋上に逃げた人たちをどうやら助かっている。荒浜

小学校の子供たちの安否はどうなっているか、教育委員会は子供たちの安否さえわかりません。全員

無事なのか、亡くなった子がいるのか、それさえわからなかったです。

　翌日、教育長の指示で私はこの学校に行くことになります。３キロ手前まで車で行けたのですが、

それから先、道路がどこにあったかわからなくて、歩いていくほかありませんでした。正直言います

よ。45を超えておりましたが、怖くて、怖くて、声を出して泣きながらでないと歩けなかったのです。

もう１回大きな余震がきたら私死んでしまうだろう。家族の顔が頭から離れませんでした。さらにＮ

ＨＫのラジオのアナウンサーの言っていたことは正しかったです。お顔が拝見できるご遺体がいっぱ

いありましたが、手足だけが海の中に浮いてしまうご遺体もかなりありました。怖かったです。何時

間歩いたか実は覚えてないです。私の記憶に残っているのは私の上と下の歯がずっとかたかたと当た

り放しだったこと、これだけは記憶に残っています。

　学校に着いたとき校長先生と泣きながら抱き合いました。子供たちが全員無事であることを確認し

ました。自衛隊のヘリコプターに子供たちがどんどん吊り上げられていった後、私はとにかくたくさ

んの記録を撮ろうと思いました。数百枚撮ったと思います。その中の２枚だけ、校長先生が撮った景

色と合致しています。比較してください。

　これが校長先生が撮ったものです。３月12日、私が撮った同じ景色です。

　ちょっと明かりのかげんが悪くて、後ろのほうの皆さんにはごらんなりにくいかと思いますが、手

前の倉庫は当然なくなっております。田んぼだったところには、私の背丈よりも高い津波が残ってお

りました。道路がどこにあったかもさっぱりわからない。なぜなら、アスファルトごと太平洋に消え

ております。

　これは校長先生が撮ったものですよ。屋上からさっきの体育館の屋根越しに住宅地を撮影しており

ます。真ん中にガソリンスタンドが写っているのが見えますか。３月12日に私が撮った同じ景色です。
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これですね、体育館の屋根だけ残っているのですが、床も壁も全部なくなっております。先ほど申し

上げたとおり、この体育館に避難されていた方、100名程度全員お亡くなりになっています。家も一

軒も残ってないです。それどころか、ガソリンスタンドも消えております。ガソリンスタンドが持っ

ていかれてしまうほど津波の勢いが強かったことがわかります。

　この学校の担任の先生たちの記録によるとこういう記録が残っています。

　６年生、途中から声を殺して泣き始める。金網をつかみながら、自分の家や自分のふるさとが津波

の中に消えていくころ、６年生は歯を食いしばって大粒の涙をぼろぼろと落としながら、声を殺して

泣きます。

　後日、この子たちに私は聞き取りをすることになります。「何で声を出さなかった」。子供たちはこ

う言いました。だって、先生、僕たちが声を出して泣いたら、周りの人たちがもっと悲しくなるじゃ

ないか。周りの人は誰を指しているか。５年生以下の後輩と地域の人たちを指しています。この学校

は地域と学校の関係が非常によくて、いつも行事や授業で地域のおじいちゃん、おばあちゃんと子供

たちが接していました。だから名前も顔もわかっております。大人が動揺している様子を見て、子供

はどう振る舞えば大人が少しでも安心できるか、考えるものであります。

　途中から５年生も声を殺して泣き始めます。それは６年生がなぜ声を殺しているか、５年生も気づ

いたのです。４年生以下の後輩のために、地域の人たちのために、子供たちは声を殺して泣きました。

　１年生の男子が自分の家が流されている場面を目の当たりにします。「窓の中に人がいる」、小さく

つぶやいて、手は金網から外れませんでしたが、膝が床に落ちました。この時間にお家にいるのはお

母さんだけだと知っていたのですね。でも、周りに与える影響やお母さんであってほしくないという

希望があって、お母さんだと言いませんでした。「人がいる」と。大変残念ながら、この子とお母さ

んは二度と会うことができませんでした。

　これですね、私は行くには行ったのですが、帰れなくなったのです。私が一番最後に自衛隊に救助

されたのです。この地域には学校以外の建物は全てなくなっていますので、この角度で校舎を振り返

れるということは私がヘリコプターに乗っていることになります。

　ここにはプールがあったのです。プールのような低い建物は残りそうではないですか。残らないの

です、これ。根こそぎ太平洋に持っていかれております。

　校舎２階の教室です。１年生から６年生まで学級全て黒板がかかっていました。机も椅子もなくな

るのは想像がつくと思いますが、黒板ですよ、普通、教室の壁にくっついていますよね。それが全て

太平洋に消えております。

　これはさっきの波の形をデザインした水色の階段の一部なのです。私、数百枚写真を撮ったのです

と先ほどお父さん、お母さん方にお話をしたのですが、実は皆さんに見ていただける写真は数枚しか

残ってないのです。なくしたわけではないですよ。それはどの写真にも必ずといっていいほどご遺体

が写り込んでおりまして、そうでないものを探すと、数枚しかごらんいただく写真がないということ

でございます。

　これは校舎３階にある図書室です。私、正直に言いますと、震災前は４階建ての鉄筋コンクリート

なんて大げさだなと正直思っていたのです。これは３階にあった図書室ですが、私の記憶だと本棚の

一番下のほうがぬれていたのです。２段目のほうは乾いていましたから、この学校は３階の高さ20セ

ンチのところまで津波が上がってきた。ということで、この学校は４階建てだったので、４階の屋根
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のあるところで子供たちと地域住民はあの日の夜過ごすことができた。あの日の夜ふぶいたのです。

でもここの学校以外は全て２階建てと３階建てだったので、屋上で地域の人と子供たちは抱き合わな

いと寒さをしのげない状態でした。

　こう言うと、大人が小中学生に身を寄せたと思いますが、逆です。なぜかというと、子供たちは学

校にいたので靴もはいています、ジャンバーも着ています。傘も持っています。ところが、地域住民

は着の身着のまま逃げてきていますから、サンダル履きの方もいらっしゃいます。ジャンバーも着て

ない方もいます。当然皆さん傘も持ってないのです。子供たちのほうから傘を差し出してあげたり、

余っているジャンバーを貸してあげたり、自分は外靴に履き替えて、上履きを地域の人に貸してあげ

たり、子供たちから地域の皆さんに身を寄せていったのです。それはそうですよ。だって、いつも何

とかばあちゃん、何とかじいちゃん、お世話になっている地域のおじいちゃん、おばあちゃんの名前

も顔も知っているのですから、震えるおじいちゃん、おばあちゃんを放っておけるわけがありません

よね。

　ここには家が200軒あったそうですが、１軒も残っておりません。太平洋が本当は見えないのです。

江戸時代に植林された防風林で隙間が埋まっていたはずなのですが、津波に全て持っていかれており

ます。子供たちは総合的な学習の時間で、この防風林の高さが何メートルか調べておりました。16メー

トルです。子供たちはあの防風林の上に津波が見えたと記録を残しております。

　子供たちの命を守るための保健室です。このありさまでございます。

　廊下に車が入っております。これは被災地の学校全て同じ状況になりますが、今の車はスピードを

出しやすいように軽くなっております。ですからすぐにつながります。つながりながら転がっている

うちに、車体が柔らかいですからサイコロのように丸くなってきます。そしてこういう広い体育館の

ようなところは水の流れがゆっくりいきますが、廊下は逃げ道がありませんから水の流れが早くなり

ます。理科で習ったとおり、浮いているものは流れが早いほうに寄ってきます。ということは廊下に

寄ってきます。たくさんのサイコロのようになった車が廊下に詰まります。その中に運転手さんや労

働者さんが乗ったままの状態になっていました。

　別な学校です。

　この学校は２階建てです。１階だけしか見えないのは、校舎がＬ字の形をしておりまして、Ｌの引っ

込んだところに瓦れきが積っております。１階の天井部分まで瓦れきが積って、その上に家があると

思います。この家、屋上の金網をつかんで泣いていた小学校２年生の女の子の自宅です。自分の家が

失われていくだけではなくて、自分が避難している学校の校舎に自分のお家が当たってきました。こ

の子は今も元気に笑顔で学校生活を送っておりますが、このとき受けた心のダメージは何歳になった

ときに病理現象となって出るか。これは我々は被災地の教員は全く予測ができておりません。

　車で逃げようとした人たちが都心部では大きな被害に遭いました。30分前、お母さんが迎えにきた

子がいます。安全なところに逃げますから、子供を迎えに来ました、引き取りに来ました。校長先生

も担任の先生も、それでは気をつけて行ってくださいよと引き渡します。30分後、校舎の屋上から学

校の前の市道を見ると、30分前にいなくなったはずのあの車が渋滞にはまり市道にとまっています。

信号がとまっているのです。

　大きな道路を走っている車は少しずつ動いていましたが、小さな道路から出ようとするとほとんど

動かなかったのです。そこに同級生たちの記録によると防風林の上を超える黒い津波がまるで映画の



－ 10 －

ように迫ってきた。同級生たちは声をかけます。「津波だー、走って行け」、聞こえないです。エンジ

ンがかけ放しで、寒かったので恐らく窓が閉まっていたかと思います。どんなに叫んでもその車には

聞こえません。最後は、真っ黒い津波の中に30分前まで一緒に遊んでいた友達の乗った車がブレーキ

ランプを何回も光らせて消えていったと子供たちは証言します。

　これは新しい家ですね。若い夫婦が挨拶に来ていました。４月になったら新築の家が完成するので、

娘が小学校にお世話になります。家が完成したのですが、ごらんのとおり入居することはもうかない

ません。子供が入学するはずだった予定の小学校もなくなってしまいました。

　左の上のほうが白くなっておりますが、この日の深夜、50メートル離れた町工場から火が出たので

す。この学校は２階建てですが、地域の人と子供たちは屋上で身を寄せ合って吹雪をしのいでいまし

た。夜中の２時半、工場の火が見えます。冷静に考えれば50メートル離れていますから、火が届くの

には相当時間がかかるのですが、校長先生は恐らく怖かったのだろうと思います。泣きながら教育委

員会に無線を飛ばしてきました。この年定年退職の校長先生でしたから、60歳の男の校長先生でし

た。「子供だけでいいんだ。子供だけでいいから助けに来てくれ」。その無線を受けたのは私なのです。

勢いよく教育委員会から飛び出して市の災害対策本部に行きました。わかりました。私はすぐに行き

ますという確約が欲しかったのです。すぐ行けますね、すぐ行けますねとしつこくお願いいたしまし

た。すると消防隊がこう言いますね。「先生、気持ちはわかる。でも全ての隊員が今目の前の人命救

助を全力でやっているんだ」、すぐに行けないのだなということがわかりました。

　国道４号を挟んで県庁がありまして、自衛隊の災害本部があります。そこにも行きました。すぐ行っ

てくれよ、すぐ行ってくれよ。やはり回答は同じでした。私、子供が好きで教師になっています。仙

台市の学校を守るために教育委員会に勤めていたのですが、泣きながら子供の命を助けてくれという

校長先生の声に私は応えることができなかったのです。何もできなかったです。公務員としてだけで

はなくて、１人の人間として何もできない、本当に苦しい一晩でありました。

　もう１個だけ見ていただきます。

　これですね、大津波を全く想定していないのです。ですので、見てください。２階建ての上にモダ

ンな造りをしていますね。屋上がないのです。屋上がない、津波を想定していない学校の職員室はこ

うなります。江戸時代の寺子屋から続くような歴史ある学校なのですが、大津波がきたという記録は

一度たりとも残っていませんでしたので悲劇が起きます。

　３時の段階で校庭には約200台の車が避難してきたという記録が残っています。なぜ車で避難して

くるか。理由は２つあるのです。１つは、どうせ津波はこないからです。実は10日ほど前にも同じよ

うな避難命令が出ます。海面が10センチしか上がりませんでした。さらにこの日は天候が震災後急に

悪くなって、90代、80代のおじいちゃん、おばあちゃんを歩いて避難させるのは酷だったです。です

から、自然、車で避難した。

　車の中でこういう会話があります。「おらはここで90年生きているが、大津波なんかきたことはな

いってば。ほら、１週間前もそうだったべ。おらは足が悪いし、きょうは車の中で暖を取っているか

ら、あんたたちだけ校舎さ行け」。大丈夫ですか、伝わりましたか、通訳要りますか。各車の中で大

先輩の地域住民が津波は絶対来ないよ、大丈夫だから。

　これは岩手県釜石市で、大丈夫だというおじいちゃん、おばあちゃん、泣きながら小学生が頼み込

んで山の上へ連れていきますね。これが釜石の奇跡です。ちょうど私が教師をしていた仙台市はそう
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はなりませんでした。おじいちゃん、おばあちゃんたちだけが車に残って、若い人たちが校舎に避難

しておりました。

　そこに６年生11人が２階から大津波を発見します。「津波だー」、やはりきたのですね。担任の先生

が一緒についていれば、そういう判断は絶対とらなかったと思いますが、担任の先生はここについて

いませんでした。子供たちは自分で考えます。２階に残っていれば少しは安全です。しかし、子供た

ちは校庭に行きます。「おじいちゃん、おばあちゃん、津波だよ」。体の悪いおじいちゃん、おばあちゃ

んを背負って２階まで上がります。階段にしゃがんで詰まったおじいちゃん、おばあちゃんを女子が

押します。その様子を見ていた教師が、「６年生、もういい、行かない」、そこから先は先生たちが１

人でも多くのおじいちゃん、おばあちゃんを助けようとして走り回ります。校長先生はその様子をじっ

と校庭から見ていました。ついに校長先生の足元に津波が迫ったとき、校長先生は初めて声を出しま

す。「先生方、もういい、２階へ上がれ」、そして校長先生はそのまま津波に流されます。

　校長先生が流されたのは自分の学校の図書室でした。全ての本棚が流されているのですが、なぜか

あれだけ床にくっついていました。あの本棚の脇に校長先生がしがみつきます。ところが、津波はだ

んだん水位が上がってきまして、校長先生はたまりかねて本棚の上に上ります。成人男性ですから、

天井に頭がつくくらいの高さまできています。ところが、津波はどんどん水位を上げてきて、校長先

生の口をふさぎ、鼻をふさぎ、ついには校長先生の目をふさぎました。この段階で校長先生は覚悟し

ます。

　しかし、よくよく考えてみると自分の頭の上までは津波が寄っていないことに気がつきます。校長

先生は恐る恐る背伸びをしました。すると、相当ヘドロを吸いましたが、息はできる。気づいたので

す。息ができるのに気づいた瞬間、死にたくなかったのです。６年生11人がちゃんと２階でやってい

るのか、先生方が自分のために地域住民のお世話役に徹しているか、くそっ、このまま死んでたまる

か。校長先生の戦いはここから始まります。

　校長先生は時折大きく背伸びをして息を吸ったら、またもとの姿勢に戻ったと言います。後日校長

先生に、何でもとの姿勢に戻ったのですかと聞いてみました。「長田さん、背伸びしたまま何時間も立っ

ていられるか。もし本棚が落ちたら、次どこさ流されるかわからないべ、だからもとの姿勢、安定し

た姿勢に戻ったんだ」。

　夜７時、津波が下がり始めます。本棚の高さまで津波が下がったときに校長先生は意を決して２階

へ上がってきます。無事に２階へ上がりました。真っ暗いまま、拭くものも洗うものも何もないです。

校長先生はその姿のまま、子供たち一人一人に声をかけ、心のケアをし、地域の皆さんのお世話役に

徹することになります。これもふだんから地域の皆さんと校長先生や学校の先生方、子供たちの関係

が築かれていたからこそ、こういう姿になったのだろうと思います。校長先生が津波に流されたのは

４時、津波の水位が下がり始めたのが７時、校長先生は３時間、ヘドロの中で戦い続けたことになり

ます。

　これは校庭なのですが、境目がもうわからなくなっております。中学校は卒業式を終わって下校し

ておりましたので、一番近い小学校に中学生が避難してきました。２階から見るとおじいちゃん、お

ばあちゃんが手を挙げて津波の中から助けを求めています。男子は発泡スチロールや棒を投げて、一

人でも多くのおじいちゃん、おばあちゃんを救い上げようとします。

　長野県も似たような傾向があると思いますが、中学校の冬場の体育は外でしにくくなります。雪が
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降ります。そうするとどうしても教室内の保健の授業になります。たまたまこの子たちは人命救助を

習ったばかりだったのです。拭くものも洗うものもない真っ黒なおじいちゃん、おばあちゃんを子供

たちは口をつけて人命救助を繰り返すのです。後日、おまえたち偉かったなと声をかけるとこういう

回答が出てきます。「先生、俺たち偉くないぞ。だって助けられた人って１人か２人なのだ。あとみ

んな亡くなったのだ」。私は初めてこれに気づきました。中学生が何人もの人の絶命を目の当たりに

しているのです。それなのに、次に、次にと人命救助を繰り返しております。

　中学生の女子が校舎中のカーテンを全部持ってきたのです。理由はぬれたおばあちゃんたちを温め

てあげるためです。中学生の女子は打ち合わせもせず、ぱっと立ちます。ところが、なかなか帰って

きません。理由は簡単です。どこのおばあちゃんたちも震えていたのです。ですからカーテンをぽん

と渡してすぐに帰ってくることができなかったそうです。ある女子はおばあちゃんの手を握ってあげ

る、ある女子はカーテンの上からおばあちゃんの背中をさすってあげる、ある女子は震えているおば

あちゃんを後ろからぎゅっと抱きしめてあげて、おばあちゃんの震えがおさまるまでその姿勢を崩さ

なかった。これ、ばらばらの一人一人の女の子がそれぞれ判断してこういう行動をしています。

　数キロ離れたところに名取市閖上という地域があります。全滅しています。閖上から運転手さんが

流されてきました。最後の力を振り絞ってこの校庭に立っている１本の電柱にしがみつくのです。津

波からは離れました。しかし、電柱から降りられません。下に津波が残っています。数キロの津波の

中を流されてきましたから、恐らく皮膚感覚がなくなっていたと思います。日没が迫っています。ふ

ぶき始めました。これをまた６年生11人が２階から見ているのです。誰も大人が指示していませんが、

６年生11人はじゃんけんをします。順番を決めるのです。そして日没のころ、６年生11人はじゃんけ

んで決めた順番に従って、「あんちゃーん、寝るなよー」、「あんちゃーん、大丈夫だよー」、一晩中声

をかけ続けるのです。このおじさんは後日こう言っています。誰に向けて声をかけているかさっぱり

わからなかった。そうなのです、真っ暗だったのです。しかし、おじさんはこう証言しています。何

度も気絶しかけた。でもそのたびに６年生の男子のかけてくれる声が本当の息子、当時小学校５年生

の息子がいた。父さん、諦めるなよ、父さん、死ぬなよって言ってくれているように聞こえて奮い立っ

たそうです。

　おじさん、朝まで頑張ります。翌日、前の日に震災があったことがうそのように雲一つない晴天に

なりました。朝自衛隊のヘリコプターがこのおじさんを発見して電柱の上を旋回します。この段階で

普通の大人だったら掛け声をやめます。でも子供たちは自衛隊員がおじさんを抱きかかえてヘリコプ

ターの中に姿が消えるまで掛け声をやめなかったのです。

　「何でやめなかった、最後まで」と聞きました。子供たちの回答はこうでした。「先生、だって俺

たちのクラス６年１組の担任の先生の口癖が、最後こそ肝心だったんだ」、担任の先生が毎日の朝の

会議に言い続けた言葉がここで行動となってあらわれました。

　震災当日の子供たちの様子をお話ししましたが、実は４年半たっていますが、今も子供たちの活躍

は変わっていません。これは私の初任校、石巻市立雄勝中学校の子供たちです。雄勝のまちは4,000

人いた人口が全部ばらばらに避難したために700人にまで減ります。88人いた中学生は30人にまで減

ります。みんなどこに避難したかさえわからなくなりました。でもこの子たちは地域の人たちに恩返

しをしたいと言っています。なぜか、それは地域の人に育てられたという実感があります。

　この学校も、地域住民も先生たちも、私、この学校に赴任したとき養殖クラブの顧問になりまし
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た。養殖クラブですよ、ハンバーグやスパゲティの話ではないですよ。カキとかホタテガイを養殖す

るのです。東京の大学を卒業して石巻の中学校に赴任した私が養殖の指導ができるわけではないです

か。顧問をしています。では誰を先生に呼ぶか、地域の人です。雄勝は硯の生産日本一です。ですか

ら、硯彫クラブというクラブがあります。当然顧問は教師がやりますが、指導は教師ではできません。

誰が先生か。地域の人が先生です。江戸時代から続く伊達の黒船太鼓、伊達政宗がその起源になって

います。これも顧問は教師ができますが、指導は地域の人がしてくださっていました。

　しかし、地域の人がばらばらになって、みんなでやっていたこういった作業ができなくなりました。

何とかお世話になった地域の人たちに、ばらばらになった人たちのために元気づける何かが中学生は

できないかと考えた。養殖は海にあるので絶対できない。硯石を探して求める。大量に太平洋に消え

ていた。でも、中学生は諦めなかったのです。見てください。津波で流されてきた古タイヤやビニー

ルテープがあります。100円ショップに行って棒を２本ずつ買ってきました。それで伊達の黒船太鼓

の練習を続けます。次第に新聞やテレビのニュースがこれを取り上げます。すると連絡がとれなくなっ

て全国にばらばらになっていたふるさとの仲間たちが、「あれは元気が出たぞ。おらたちも必ずまち

に帰って一緒に復興するからな」、ばらばらだった地域の大人の絆を子供が紡いでいるのです。

　これは岩手県山田町にある山田南小学校、当時６年生の女の子です。この学校は早い段階から地域

の皆さんと先生方が協力して地域総ぐるみで教育をすることを手がけてくださいました。ですから、

子供たちもおじいちゃん、おばあちゃんの顔がよくわかっていたのです。町が全滅して、避難所で生

活している６年生の女の子が「今頑張っていること」という手紙を書いてくれました。紹介しますね。

この子も津波でお母さんを失って、父親と２人で仮設住宅に入っています。

　「去年は運動会ができなかったので、私は小学校生活最後の運動会ができることになってすごくう

れしかったです。運動会の練習が始まると仮設住宅の皆さんが校庭に出てきて、上手、上手と言って

拍手をしてくれました。地域の皆さんは運動会を楽しみにくれることがわかって何だか心が温かくな

りました。運動会当日の朝には驚きました。「30周年記念大運動会おめでとう。笑顔で頑張れ」とい

うメッセージが仮設住宅のフェンスに飾られていたのです。地域の皆さんが私たちを応援してくれる

気持ちに応えたいと強く思いました。

　競技が始まり、私たちの獅子舞や太鼓披露のときには地域の皆さんの笑顔があふれていました。演

技終了とともに大きな拍手が聞こえ、いつもよりもはじけた地域の皆さんの笑い声が響きました。私

は今まで獅子舞や太鼓を何となく練習してきたけれども、地域や誰かのためになると考えたことはあ

りませんでした。でも、この運動会の経験でどうすればもっと山田の人々が元気になるか、深く考え

るようになりました。そして些細なことですが、挨拶だけでも地域や仮設住宅の皆さんのためにした

いと考えるようになったのです。私から笑顔で、以前の挨拶は親や先生に言われてしていた私が今は

進んで笑顔をつくっています。なぜかいつもよりも気持ちよく登校できています」。

　格好いい話ばかりやめちゃうと、子供の現実です。皆さんから向かって左側、震災前の小学校５年

生に宝物箱を書かせたのです。自分の絵を真ん中に描いておいて、すぐ右にお母さんと書きます。こ

れはもともとお父さんがいないので、大好きなお母さんをすぐ右側に描きます。お母さんに買っても

らったバッグ、近くの公園の名前だけわかります。とても残念ですが、この子のお母さん、海辺の工

場に勤めておりまして工場に残っていれば助かったのです。しかし、一人息子のことが心配で心配で

車を走らせてしまいました。４月11日にお母さんはご遺体となって発見されます。６年生になってか
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ら、右側、同じものを描かせる授業がやってきました。自分の絵は描けています。しかし、上には、

力ない字で「何もない」、下には「わからない」と書かれています。自分の周りを四角で囲んでいる

のが何の意味を指すのか、皆さんであれば想像していただけるかと思います。

　ごめんなさいね、どうしても震災の話になると重苦しい雰囲気になってしまいましたね。ごめんな

さい、本当は私はもっと楽しい大人なのです。私の授業は笑いで包まれているんです、本当は。

　ちょっとふざけますね。学校、家庭、地域の連携を市民総ぐるみでできないかと訴えたときに、い

ろいろな人たちから反対されたという、最初にお話をしたではないですか。でも私諦めなかったので

す。なので、どうにかできないか、どうにかできないかなとずっと考えていました。家で悩んで、ビー

ルを飲みながら野球の中継を見ていたのです。ＷＢＣという世界の野球大会で日本が優勝したのです。

そのときの胴上げピッチャーが岩隈というピッチャーです。この人が協力してくれたらな、何かでき

ないかな、そういえばこの人は仙台に住んでいるな。当時楽天という弱いチームのピッチャーだった

のですよ。そこで私思いつきました。あ、岩隈の娘、仙台市立の小学校に通っているな、人質に取っ

ているなと思いました。

　もともと私ストーカー気質なので、彼が日本に帰ってくるというところにあわせて球団事務所の前

で待ち伏せしたのです。３日、ノーアポです。マスコミに囲まれてわあっと来ました。でも負けてい

られないので突進しました。ノーアポです。先生、事務所へどうぞ、通されました。びっくりしまし

た。そして15分、こうやってつばを飛ばしてぶあっとやったのです。

　岩隈は何と言ったと思いますか。「いいです。学校だけで受ける教育には限界があると思います。

うちの娘は仙台市の小学校にお世話になっていますから、ぜひ市民総ぐるみの教育をやりましょう

よ。何でもいいから僕を使ってくださいよ」と岩隈に言われたです、私は。岩隈に何でも使ってくだ

さいと言われたら、使っちゃいました。仙台市内に130校の小学校全部に、45分ずつ授業に入りました。

あり得ないですよ。しかもシーズン中ですよ。あり得ないです。ＰＴＡ総会にお母さん25人しか集ま

らなかった小学校で、岩隈が授業に来ますよと、お母さんが250人集まりました。

　でも、子供たちは岩隈の顔にあこがれたと思います。どの希望する子とも放課後キャッチボールを

します。小学校１年生の女の子に岩隈が校庭に膝をついて教えます。格好よくないですか。こういう

大人になりたくないですか。こういう格好いい大人になるためには勉強、努力、頑張りが必要です。

これが内発的動機づけによる学習です。

　右側のおじさんですが、私は若いころから飲み友達で、愛情を込めてインチキ親父といいます。彼

はテレビゲームをすると脳が鍛えられるというゲームを発売しているのです。脳トレというゲームで

す。本当にそれで脳が鍛えられるのかと私はしょっちゅう言っていていたのですが、彼も何でもいい

から俺を使えと私に言ってくれたのです。川島隆太先生に、東大のお医者さんに使ってくれと言われ

たら当然使っちゃいますよね。

　一番最初に皆さんにごらんいただいた仙台市の子供たちの学習意欲の相関図、あれは中学校の社会

教員にできるわけはないです。川島隆太に丸投げしました。あれは東大のお医者さんたちが分析をし

てくださったデータであります。相当おもしろいデータが出ているなと思います。

　中にはこういう応援をしてくれる人もいます。（テレビコマーシャルの音声）先生、市民総ぐるみ

に協力しましょう。大賛成です。でもうちの商売は非常に危険な商売をしているので、小中学生に体

験させたり、学校に行ってお話をしたりすることはできないです。何もできないので応援のためにテ
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レビコマーシャルをつくってきましたから、ある会社の社長さんがコマーシャルをつくって持ってき

てくれたのです。画像も曲も全部自作ですよ、これ。ありがたいのですが、つくってくれたのは会社

の社長なのですが、これを放映するのは教育委員会なのです。そんな予算があるわけはないですね。

ところが、私は７年間も指導主事をしましたので、行政で年度末に予算が余るのです。余った予算を

かき集めることができるのです。そういうずるいことを覚えていたのです。かき集めて、かき集めて、

かき集めて放送しましたよ、私は。放送できたのは夜中の２時半でした。誰も見ていません。でも気

持ちは本当にうれしかったです。

　そんなとき、二度と学校にかかわらないと言ったあのおじいさんが二度目の手紙をいただくことに

なりました。今度はこういう手紙です。「ことしの依頼でまず驚いたのは、先生でない、ＰＴＡ会長

さんの依頼で何度も打ち合わせに訪問してくださったことでした。さらに授業になれない私の経験で

はたった８分間だけ、加えてもう一人民間の方がいらっしゃり、私自身がとてもよい話を聞けたこと、

前回とは全く違った点でした。終わった後も校長先生に丁寧にお礼をいただき、うれしい思いで帰宅

しました」─私はここで気づきました。前の校長先生はお礼を言わなかったのかなと。「これをきっ

かけに子供たちに職場体験を引き受けたり、知り合いになったＰＴＡ会長さんの勧めでボランティア

に加わったりと、この半年で私は毎日学校にかかわるじいさんになりました。何よりもうれしいのは

孫より小さな子供たちに挨拶されること、時には「先生」などと呼ばれては何とも言えないくすぐっ

たくも身の引き締まる思いになることです。家内からはいつの間にか学校が生きがいのおじいさんに

なったねと冷やかされております」。

　こう申し上げると、仙台市内の地域と学校の連携はうまくいったように聞こえますが、そうではあ

りません。ここで６年という歳月をかけて、ある１つの地域、２つの地域では学校、家庭、地域の連

携がうまく行き始めていました。しかし、それ以外の多くの地域では、これは学校のこと、これは家

庭のこと、これはそれ以外のこと、こうやって外から誰も手をつけない。相変わらずそういう風潮が

続いていました。そういうカラーの地域をまとめたころ、あの３月11日がやってきたのです。

　私、避難所の運営をさせていただく中で肌で感じていることがあります。それは被害がものすごく

大きいのに居心地がいい避難所と、被害が小さいのに何かぎすぎすして居心地の悪い避難所がありま

す。理由は簡単です。ふだんの関係です。先生方と地域の人と、お父さん、お母さん方の顔がわかっ

ているか、名前で呼び合えるのか、ふだんから会話があったのか、これによって相当避難所の雰囲気

が変わってきたのだろうと思いました。

　しかし、それは私の膚感覚ですが、校長先生方が後日こういうインタビューがあります。学校、家

庭、地域の連携のシステムは避難時、学校運営に役立ったか。「大いに役立った」と答えた校長先生

は95％、「役立った」５％、「役立たなかった」ゼロ％。そういった学校、家庭、地域連携のシステム

は避難所運営に役立ったか。「大いに役立った」という校長先生方は100％の回答でした。

　さらに、これは私がそうであったように、最初の３日間、避難所の運営は本当は責任がないのですが、

学校の先生がします。なぜなら、役場職員は到着しないのです。先生方を大いに使って責任を持って

避難所運営を委託します。ところが、限界なのです。自分の家族の安否すら先生方にはわかってない

わけです。そんなときに地域住民、保護者は、「先生、家さ帰れ。自分の子供の安否もわかってない

んだべ、あとは先生は自分の家と学校のことだけやってくれ。避難所運営は俺たちがするから」、これ、

避難所の自治組織になります。
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　この避難所の自治組織がうまくいったかどうか。もともと、学校、家庭、地域の連携のシステムが

よかった、あったというところは左、そういうシステムが課題があったという地域が右側にして比較

して見ていただきます。

　避難所の自治組織が順調だったかどうか、もともと関係がよかった地域では、「順調だった」95、「ど

ちらとも言えない」５、「混乱が見られた」ゼロ。課題があったと正直に答えてくださった地域では、「混

乱が見られた」40、「どちらとも言えない」25、「順調だった」35、明らかな差が出ております。

　ちなみに、震災後、校長先生に聞いています。「学校、家庭、地域連携のシステムはこれからの学

校運営に必要ですか」、運営ですからね。学校を経営していく上に必要ですか。「大いに必要」95、「必

要」５、「不要」ゼロという回答になりました。

　では、幾つか声をいただいておりますから紹介します。

　ＰＴＡのＯＢで学校のボランティアをしてくださっている方です。学校支援活動に取り組んできた

ことによって子どもたちが先生と呼んでくれるので、地域以外からの避難者が私を先生だと思ってく

れたようです。施設についても自然と案内することができました。毎日のように学校に行ってくださっ

ている方だからこそ、ここは保健室、ここはトイレ、この教室は使っていないということがわかった

のですよね。先生方は避難所運営だけではなくて、次々と呼びとめられて、あれはどこにありますか、

これはどうなっていますかと言われてパニックになっていましたから、先生方にかわって学校を案内

することができたというメッセージですね。

　ＰＴＡ現役の方です。「学校と町内会の両方に所属する私の強みは名前で呼べる人が多かったこと

です。難しい避難所運営をみんなとやり終えて感謝です」。

　ＰＴＡのＯＢの方です。「避難所運営の格差は、日ごろ、学校と地域住民のかかわりの質の格差が

ありました。会議だけで顔を合わせる人よりも、定期的に子供たちや先生たちの一緒に汗をかいてい

る人はごく自然な形で避難所を支援する側に立っていました」。

　一つ飛ばしますね。では最後です。津波に襲われていない学校を紹介します。

　ＪＲ仙台駅の真隣にある小学校です。長野県で言えば、ＪＲ長野駅の隣にある小学校と思ってくだ

さい。地域はオフィスビル、ホテル、デパートが多く乱立していますが、地域住民はほとんどいません。

仙台市ではこの小学校に避難してくる人は200人程度だろうと想定していましたが、夕方４時、仙台

市にいらっしゃった出張や旅行から帰れない方、帰宅困難者が2,000人以上小さな校舎に押し寄せま

した。

　校長先生の声です。３月11日、学校は帰宅困難者で座るスペースもありませんでした。この校舎に

今何人がいるのだろうと身震いしたのを覚えています。本来運営は区役所が行いますが、ライフライ

ンが寸断され、地域全域がパニックに陥る中で、30名の先生方は精いっぱいの対応に尽くしていまし

た。この体制のまま、あと何時間もつのか、不安ばかりが頭をよぎっていたとき、黄色いジャンバー

が目に入りました。見てください、黄色いジャンバー、背中に「ＰＴＡ」これは各学校のＰＴＡの役

員の皆さんに仙台市ＰＴＡ協議会がＰＴＡジャンバーを配ったのです。そのジャンバーと、もう１種

類、それは子供たちの登下校を見守りしてくれている地域のおじいさん、おばあさんに「見守り隊」

という黄色いジャンバーを配ったのです。

　だから、校舎からあふれ出る顔を見たこともない人たち、それを外から見ていた見守り隊のおじい

ちゃん、おばあちゃん、ＰＴＡの役員の人たちはこう思ったのです。あれ、校長先生、大丈夫だろうか、
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教頭先生が走り回っているぞ。教務主任の先生、汗だくじゃん。心配になります。名前を知らない人

だと心配になりません。しゃべったこともない人だと心配になりません。ふだんからかかわっている

人だからこそ心配になります。「ばあさん、俺ちょっと校長のことが心配だから行ってくるわ、家の

ことを頼むな」、「お父さん、私、ちょっと学校へ行ってきてもいい。お家のことをお願いね」、ふだ

んから先生方と名前で呼び合い、会話があって顔を知り合えていたからこそ心配になって、次々と黄

色いジャンバーを着ている人たちが学校に来てくれました。

　校長先生、何すればいいですか。電気屋さんがさっと声をかけてくださっています。自宅や商売の

ことは忘れて、皆さんがこのときとてもつないでくださったのです。その黄色いジャンバーが時間を

追うごとにふえ、次第に先生方とチームが組まれてきました。ＰＴＡジャンバーを着ている人たちは

現役の保護者、見守り隊のジャンバーを着ている人たちは保護者のＯＢです。いずれにしても保護者、

ペアレンツです。先生方はティーチャーです。ペアレンツとティーチャーのチーム、これがＰＴＡな

のかな、改めて私思いました。

　夕方、ツイッターが開始できます。「仙台市内に避難するのだったら東六番丁小学校が最高だぞ」、

そういうツイートがされていたことを私も知りました。でも５月の連休明け、お礼の手紙が届き始め

てからその意味がわかりました。

　実はこの学校、私が一番最初に子供たちを地域で受け入れてください、地域の皆さん、ぜひ学校に

来てくださいというメッセージを送ったとき、一番最初にやってくださったのがこの小学校です。で

すから、私は責任を持って、毎月、校長先生と町内会長さんとＰＴＡ会長さん、この３人が集まり、

会議と称する飲み会に渋々行っていたのです。すごく行きたくなかったです、この飲み会、なぜかと

いうと終わりがないです。毎回、毎月、夜中の２時半ですよ。最後は町内会長さんのお家へ行き、奥

さんに大変御迷惑をかけ、それで２時半に差しかかろうというときに町内会長がこう言い出します。

うちの地域へ来た人はみんなお客様だ。客だぞ、だから、うちの地域に来た人たちは「みんなでもて

なすぞ、おー」とやって解散になります。もうへとへとになって、私は次の日に役所に行きます。

　でも、５月の連休明けに届いた手紙、見てください。「東六番丁小学校の先生方、商店街、地域の

皆さんには本当に感謝です。ご自分も被災者なのに、おもてなしだと家や家族のことを後回しにして、

商売用の食糧まで避難者に配ってくれた。全ての温かいもてなしに感謝を込めてありがとう」。ここ

ですね、最初に避難してきたとき先生たちが対処しますね。地域住民が入ってきます。保護者も入っ

てきました。１週間以上たつと小中学生のほうも避難所にボランティアに入っていますよ。そして10

日ほどたつと東京や大阪から大学生が来ます。こういうばらばらな人たちが避難所運営するとき入る

と、見てください。もてなしています。あのときの町内会長が毎回飲み会のたびに言っていたあの言

葉が避難所運営の合言葉になったのです。

　時がたちまして沖縄からも70歳代の老夫婦が全校朝会にいらっしゃいます。深々と頭を下げ、僕た

ちが無事に沖縄へ帰れたのは、みんなお父さんお母さん、地域の皆さんのおかげなんだ。本当は一軒

一軒回ってお礼を言いたいけれども、それができないので、君たちに小学生に委ねますね。70を過ぎ

たおじいさんが１分間、90度のおじぎを続けました。６年生は心が揺さぶられました。１時間目の学

級会、話をします。気づきました。あのときおにぎりを配ってみんなありがとうね、ありがとうねと

俺たちに言ったじゃん、あれ俺たちに対するありがとうではなかったんだね。

　このごろ体育館が真っ暗だったのです、電気がなくて。お父さんが会社から発電機を持ってきます。
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ところが、被災地にガソリンがないのです。地域のおじさんがどこかでガソリンを持ってきたので

す。真っ暗な体育館に明かりがぱっとついたとき、そのお父さん、おじさん、2,000人から大拍手です。

格好よくないですか。地域のおじさん、お父さん、格好いいですよね。これが内発的動機づけの学習

ではないですか。

　水さえかければ食べられるアルファ米、３日で限界がきます。そこに町にあった仙台みその店から

蔵ごとみそを寄附されます。子供たちは陰でいつも悪口を言っていました。このみそ屋、客が１人も

いないが大丈夫かな、ところが、大きなみそ蔵一個寄附です。格好よくないですか。

　アルファ米を小さなおにぎりに握り直すお父さん、お母さん、地域のおばさん、それにみそをたっ

ぷりと塗って配ったのが子供たちでした。みんなからありがとうね、ありがとうねと言われた、あの

「ありがとうね」は地域のおばちゃんやうちの母ちゃんに言われていた、あのみそ屋の親父に言われ

たことだなと気づいたのです、そこで。

　きょう帰って、恥ずかしいけれども、父ちゃん、母ちゃんに改めてあのとき格好よかったよ、あり

がとうねと言い直そうとします。お昼の校内放送で６年生は全員にこれを指示します。地域の人たち

をどうするか、６年生はこうすることにしました。登校時の子供たちのランドセルに、思い思いに自

分の字で「地域の皆さんありがとう。復興よりも福幸」と大きく掲げた。感謝されるどころか、学校

に感謝したい。

　お約束の時間になりました。私は経験したくなかったのですが、たまたま経験したので、学校に最

も近い地域住民であり、地域に住み続ける学校関係者はやはり保護者だなと思っています。実は私、

今日帰ってこの後、もう息子も娘も大きくなって小学校には全然関係ないですが、私の近くに小学校

があります。きょうお祭りなのです。３時から私駐車場係です。私が文部科学省の教科調査官なんて

誰も知りません。でもきょうはいろいろ飲み会が楽しみで、楽しみで、そして私のようなものでも地

域や子供たちの役に立つこと、私でも実行できることがうんとあります。ＰＴＡ活動、決して楽では

ないですよね。大変だと思います。でも子供たちに貸していただいた力は必ず返ってきます。私はそ

う確信しています。引き続き各地の学校と子供たちにお力をお貸しいただければと思います。

　ご清聴ありがとうございました。（拍手）
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第 １ 分 科 会 記 録

第１分科会テーマ　　　『過去・現在・未来　～本との関わり～』

○発表校と係役員

　　○発表校　　田中小学校　　　　　　　　　　○助言者　　土屋　哲章（祢津小学校長）

　　○発表者　　芦田　高英　　　　　　　　　　○記録者　　平沢　　清・向井　梓

　　○司会者　　緑川　浩良　　　　　　　　　　○世話係　　細萱　　昇

１　提案の趣旨

　日常生活において本との関わりを考えた時、昔は通学の電車の中や学習でわからないことがある

と本で調べたり、家でリラックスしている時など本を読んだり、毎日何かしら本との関わりを持ち

ながら生活をしていた。

　今の生活を考えた時、文庫本がテレビゲームに代わり、辞書や専門書がインターネットに代わっ

てきている。

　日常生活での本の役割は昔とだいぶ変わってしまった。

　そこで、将来を見据えながら本との関わりを改めて考えてみたいと思い、研究テーマとし色々な

ケースで検証してみたい。

２　討議の内容

　⑴　メディアとの関わりについて

①学校現場では？

・意味調べの際、辞書を使い、調べた言葉のページには付箋を貼るなどしている。

・携帯や電子辞書などを使う子もいるが、できるかぎり辞書を引く機会をとっている。

・高校生ぐらいになると、電子辞書を使うようになってくる。携帯に便利、いつでも使えると

いう利便性がある。使い分けをすることが大事である。

・インターネットでの調べ学習は、情報量が多いこともあり、小学生には大変むずかしい。もっ

と、図書館などにある本を使って調べる機会をとっていくことが大切だ。

　　②活字を読ませる努力

・映画などのメディアを先に見てしまうと、原作のイメージと違ってしまう。原作を先に読み、

想像を広げてから映像を見るようにしたらどうか。

・音楽でも歌詞を読むとその歌から伝わることを想像することができる。

　⑵　本との関わりを増やしていくことについて

①　本に向き合うきっかけをつくっていくには

・最初から難しいものを読まず、興味のあるものから入る。マンガ本の中から興味を広げ、本

や図鑑などに手を伸ばしていった。

②　読み聞かせの実践
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・上田図書館では「ざしきわらしの会」による「おはなしと本の会」を月１回実施している。

頭の中で内容を映像化できると、今度は自分から読んでみたいとなるのではないか。

　「聞く」読書から読むようになるまではハードルが高いが、橋渡しになればよい。

　　｢ストリーテリング」は子どもたちの顔を見ながらやるので、想像力を育てるのに効果的だ。

・寝る前に１冊の読み聞かせをしている。それが当たり前の生活になった。年齢があがるにつ

れて、読んでもらうのがめんどうになり、自分で本を読むようになった。厚い本でも短時間

に読めるようになった。

・本を読まないではいられない、というぐらいになるまでが親の役割か。

・本の魅力は、そこから感じる時間、におい、景色などを自分の頭の中で作り上げることが

できること。また、何かにぶつかったときに、原点回帰になるのが本でもある。

③　本のある環境

・テレビをつけていなければ、周りにある本やマンガ本を読む。

・本棚には数百冊の本がある。図書館も利用するが、手元に置いておきたい本は購入する。

・周りに本がある環境が大事だ。

３　助言者のまとめ

・｢忍たま乱太郎」「かいけつゾロリ」など、必ず読ませられた。子どもは、Ｅテレのアニメから入った。

メディアから入るか、紙媒体からはいるか、すみわけでよい。ネットも好き、本も好き、でよい。

・最近は本離れが進んでいる。

　インターネットによると、｢１年間で１冊も本を読まなかった10代から60代」は、29％。本離れ

に対して、警鐘を鳴らしている。本を読むことの良さとして、｢脳内の働きの活性化」「アルツハ

イマー病の予防」など、15の項目が挙げられている。

・上田市では｢子ども読書活動推進計画」として、子どもの読書活動に関する環境づくりを進めて

いる。｢親しむ。広げる。深める。」をテーマに読み聞かせグループなどの活動を市が支援してい

るのもその一つ。

・父母が本好きだと、子どもは読書好きになる。親の姿を見て育つ。

・小５の女の子が「鹿の王」という上下刊ある厚い本を読んでいた。「先生も読んで。」と言うので

読んでみた。その後、女の子に「おもしろい本というより、考えさせられる本だね。」　と言うと「私

もそう思った。」と言われた。本を通して子どもとのつながりが生まれる。

・子どもの思考力を高める上でも、家で読書の習慣をつけて欲しい。
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第２分科会テーマ　　　「子どもたち・保護者・地域の方々との協働」

　　　　　　　　　　　　　　～ふれあい伝承広場にて～

○発表校と係役員

　　○発表校　　傍陽小学校　　　　　　　　　　○助言者　　小山　喜博　（北御牧小学校長）

　　○発表者　　三井　　豊　　　　　　　　　　○記録者　　若林　悦子・三井　久美子

　　○司会者　　内海　誠一　　　　　　　　　　○世話係　　砥石　順一　（本原小学校長）

１　提案の趣旨

　本校は地域との結びつきが強く、地域では大変子どもたちを大切にしてくださいます。しかし、

近年の児童数減少は本校にとりまして深刻な問題となっております。時代の流れと共に伝統や地域

性も薄れていく傾向に危惧し、大人から子どもたちに地域の良さや、伝統的な遊びや活動を引き継

いでほしいという願い、大人との関わりの中で楽しい経験をしたり昔ながらの知恵を学んだりして

ほしい、そしてなにより地域に愛着と誇り持ってほしいということで、本校に長寿会企画のもとＰ

ＴＡも協力し「ふれあい伝承広場」が誕生しました。毎年子どもたちはこの行事を楽しみにしてお

り、10年以上継続しています。このような行事を皆様方に知って頂き、各校の実情を出し合って頂

くなかで、さらに学校・家庭・地域の連携が深まる方向を探っていただけたらと思います。

２　討議の内容

　前半は他校での地域交流の実践例をあげていただくとともに、問題点、改善点、課題点などを討

議、検討し合いました。後半は昨年度本校で開催の「ふれあい伝承広場」の分科会よりブンブンご

まの試作・体験を参加者の皆さんにしていただきました。

⑴　各校　地域交流実践例（抜粋）

・クラブ活動として、地域の専門の技術をもった方を講師として招いて行っている。

　良い点は子どもたちが先生方や親からでは聞けない価値観や講師の方の幼少時の話などを聞

き、普段とは違う刺激を受けている。

・地域との繋がりとしては、育成会があるが参加者が減ってきているのが実情で、今後の課題と

して親がどう理解して自分たちが地域とどのように関わりあっていくかを考えなければいけな

いという意識づけが必要だと思う。

・地域との関わりが昔より減ってきている。親の価値観や考え方も変わってきているのでは。

・公民館行事としては地域との交流はあるが、学校に講師を招いての活動は行っていない。

・月１回、13名の地域の方が朝の会で読み聞かせをしてくださっている。

・５年生のお米づくりでは、昨年度、お米を収穫した後のわらでしめ縄づくりまでしてくれた。

公民館行事の際に講師の募集を呼びかけてみた。

・商店街の為、専門の技術を持った方が講座を開いてくださり、その場で質問ができる。

第 ２ 分 科 会 記 録
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第 ３ 分 科 会 記 録

第３分科会テーマ　　　『父親のＰＴＡ役員の決め方はどうすればよいか』

○発表校と係役員

　　○発表校　　丸子中学校　　　　　　　　　　○助言者　　坂慎　邦章（和田中学校長）

　　○発表者　　掛川　正幸　　　　　　　　　　○記録者　　竹花由美子・竹沢達大

　　○司会者　　笹川　博功　　　　　　　　　　○世話係　　竹田　和徳（上田一中）

・保護者主催でフェスティバルを開催し、地域の方も参加ができるので交流もできる。

・登下校の見守り隊の方を招いて子どもたちがお礼をしている。

・授業の「地域の方に学ぶ」活動で教えてもらい、作った作品を展示して頂けるので、保護者は

参観日に見ることができる。

・学校の使われていない空き教室を利用して地域の方が休み時間に遊んでくれる。

・四者会協議会があり地域・学校・ＰＴＡ・児童で30分ほど協議したが、地域の方から時間を増

やしてほしいと要望がありました。

・地域の公民館でボランティアの方が夏休み最初の４日間、朝から夕方まで預かってくれて勉強

を教えてくれたり、散歩に行ってくれたりといろいろ企画してくれ、ありがたい。

　⑵　伝承よりブンブンごまの試作・体験の様子

　　試作説明の後、皆さんは何の迷いもなく作成開始。最初は隣の方と会話しながら笑顔を見せ作

成していました。が、作成が進むにつれ段々と無口に…..。そうです。本気モードに突入です。

その結果、見本のこまの形よりはるかに手のこんだ素敵なこまを作成していました。

３　助言者のまとめ

　地域の方たちは、子どもたちへの声がけはもちろんのこと、ほめてくれる場面もあります。ほめ

られるということは、認められるという意味もあり、認められると頑張れるのでそういう方の存在

は大切であると思います。また、地域の方にとっては学校へ来て、自分たちが講師となり教える事

に生きがいをもってもらえると思いますので、お互いに関わっていくことを大切にし、継続してい

けるようにしていくのが今後の課題だと思います。そして、地域の方と子どもたちとの間にＰＴＡ

が入っているとさらに繋がりがもてて、そこから関わりが広がっていくこともあるので大切だと思

います。参加者の減少につきましては講師の方もＰＴＡの方も仕事を持っている方が多いので、例

としましては土曜日開催も視野に入れるなど学校、地域、ＰＴＡの理解と協力が必要になっていく

のではと思います。



－ 23 －

１　提案の趣旨

「父親の役員決めはどうしたらいいのか？」

・ＰＴＡといえば、“母親中心”と考える父親が多く、ＰＴＡ活動に参加するという概念がそもそ

も薄い。

・父親間はＰＴＡ活動を通じての交流はほぼ無いに等しい。

◎このような現状の課題を踏まえながら解決方法を模索してきた。

・「自分たちの代表は、自分たちで決める」の通り、父親の代表は父親みんなで集まって決めれば

いいが、それがなかなか出来ないのが悩みである。

◎そこで、今年の候補者選出会議は、父親と母親の会議時間を分けることにした。（9/6予定）初

の試みになる。通知を出し何度となく声掛けもした。

◎他校のＰＴＡでは、父親の役員決め、特に本会の役員はどのように決めているのでしょうか？

　何か工夫されている部分はありますか？

　お困りの部分はありますか？

　今後の参考に致すべく、ぜひ取り組み状況をお聞きしたい。

２　討議の内容

　⑴　選出方法について

・各地区ごとＰＴＡ会長、副会長を出す。もち回りで決定している。

・どこの地区から出すのか、数年先まで決まっている。

・地区公民館にて男女関係なく、過去何の役もやっていない人の中からあみだくじ。

・保、小、中が１校ずつなので誰でも１回は役をやることになる。

　暗黙の了解。６年生の９月頃決めて中学入学式のときは決定している。

・いわゆる“一本釣り”現男性副会長が次期男性副会長を選ぶ。

　やりやすい人や知り合い。

・２年生になる生徒の父親で２年間（副→長）。３年生から女性副を２人だす。一本釣りで名前

があがり、説得されて決まる。

・「選考委員会」を立ち上げてその人たちが決める。

・事前にアンケートをとる。立候補、推薦したい人など項目がいろいろある。

・ＰＴＡ会長は女性でもできるように規約を改訂した。自分がよくわかっている女性に長をやっ

てもらいたい。

　推薦した人にも責任を持ってもらいたいので直接「推薦したい」と頼む。みんなで決めた方法

がいいので一本釣りは廃止した。

・“おやじの会”があり、父親同士で地域の方たちとの交流があり、そういった場から「次は○

○さんお願い」と自然に話があがる。

　⑵　課題

・少子化により、各地区ごとの人数の差が大きい。

・少子化により、上の子どもの時にやっている人が多い。



－ 24 －

・役場、JA職員、自営業の人たちが引き受けることが多いが、合併によって地元勤務ではなくなっ

ている。

・くじ引きや家に訪問しての説得では、もめる。

・PTA活動の簡略化も必要ではないか？学校内だけでもたくさんの活動がある中で、上小P連、

市P連など負担が大きい。

３　助言者のまとめ

　例えばＰＴＡの役員などを決める際、誰もが何らかの動機が発生し行動に移る。役員に決まるプ

ロセスとしては、ほとんどの場合、順番で決まっているとかくじで自分に決まったなどの外発的動

機付けが要因になっている様である。そして、「引き受けたからにはしっかりやりたい」とか「自

分の出来る範囲で頑張る」といった内発的動機付けに変わっていく。

　本日のテーマである父親の役員決めに関しては、再三に渡り話が出るように、父親のＰＴＡ活動

に対する意欲の低さや活動に参加しないといった事が、より一層役員決めなどを難しくしていると

思う。父親に対し、ＰＴＡ活動への参加協力を今まで以上に求め、外発的動機付けを与えていくこ

とが課題解決のひとつになるのではないか。

第 ４ 分 科 会 記 録

第４分科会テーマ　　　『命の大切さ

　　　　　　　　　　　　　　　～木島知草さんによる講演会を通して～』

○発表校と係役員

　○発表校　　上田市立塩川小学校　　　　　　○助言者　　大貫典子先生（長小学校長）

　○発表者　　安藤由香里　　　　　　　　　　○記録者　　西本百合子先生　茨木洋美

　○司会者　　堀内江美子　　　　　　　　　　○世話係　　竹内由美子

１　提案の趣旨

　丸子北中学校区にある塩川小、丸子北小、丸子北中の三校では、毎年ＰＴＡ人権同和教育推進事

業が行われています。昨年度塩川小学校では、松本市在住の国内外で活動される「がらくた座」主

催、木島知草さんをお招きし「命の大切さ」というテーマの講演会を行いました。

　大人こそが性教育を正しく学び自分を見つめ直し、共にこの時代を生きる子どもたちと、日常の

会話の中で語り合えるきっかけになること、さらにこの取り組みを伝達し、より多くの家庭にも豊

かな対話が広がることを願い本分科会の提案としました。

　木島さんは、「性教育は『生きることそのもの』であり、『生活の中にあるもの』という観点から、
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子どもに幼少期より性について話してほしい、一人ひとりがかけがえのない命で、違いは特性と、

ありのままの存在を認めるメッセージを伝え続けること。『大切に思う』『大切に思われる』関わり

が関係性を強くし、子どもは愛されている安心感を得て、大人への見通しを持ち、生きる素晴らし

さを知ることができる。」とのことでした。

　もし「困った時に『相談できる力』、『相談される力』をつけることにより、自分の命、身体、精

神が誰のものでもなく、自分らしく幸せに生きる権利があることを伝えられる。更に侵害、被害に

直面した時、それに気づき、拒否し、助けを求めることがその傷の拡大を防ぎ、非暴力、非戦の行

動へとつながり、やがて人と人とが対話により理解し、解決していこうとする平和的な行動をも育

てる」、と話され、日常、子どもとしっかり向き合い、その存在を認め、温かなコミュニケーショ

ンの積み重ねにより実現出来るという内容でした。

２　討議の内容

　レポート発表を受け、日頃の家庭の様子、親として子どもとの関わりで悩んでいることなどを自

由に話すため、グループに分かれ活発な話し合いが行われました。

⑴　家庭での様子

①　割にオープンでまだ子ども。いろいろ聞いてくる。兄弟でも一人ひとり成長が違っていてお

もしろい。

②　生理が来て急に父親とも距離を取るようになった。心も成長している様子。

⑵　家庭での性教育

①　どういう風に進めたら良いか悩む。子どもから聞かれたときに答えるタイミングが難しい。

（複数）

②　男親（または女親）に任せたいが、まだ上手く分担できない。

③　友だち同士で情報交換している様子で自然に任せているが、悩み事があったら相談できるよ

うにしたい。

④　男の子に対しては父親の立場で話す必要を感じている。関係が良いので気軽に話せる気がす

る。

⑤　絵本がいろいろありタイミングに合わせてプレゼントする。

⑥　その子の成長を思い、その子なりに関わってゆく。

⑶　その他

①　性＝人権ということがわかり、親としていろいろ考えられる良い話し合いだった。

②　「生」の問題でもあると知った。子どもは「あの時思いをちゃんと聞いて欲しかった」と泣

いて訴えた時、人として向き合い対等に話してやれば良かった、と考えさせられた。性のこと

を考え共に成長した感がある。

③　今の子は過激な情報が多いので心配。

④　ネット社会、何が正しいのかを生活の中で伝えてゆくことが大切。

⑤　子どもが心にため込まないよう、成長とともに同じ目線で話してやりたい。

⑥　命の大切さを中心に、そのときはゆっくり相談に乗ってあげたい。
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３　助言者のまとめ

　今日は、笑い声が上がる人権教育の時間を持つことができ、性は生きる「生」に繋がっていると

実感しました。子どもは次々に疑問を抱くもの、性の問題も勉強すればするほど真剣に聞いてきま

す。塩川小学校のＰＴＡ活動が皆さんの「思い」で進められていて、今回は安藤さんが木島知草さ

んの話を聞き、それをもとに皆で話し合いたいと願い成立した研修会でした。「伝えたい」と願っ

た言葉は人を通し、「魂」を持った言葉になります。性教育は性の行為を教えることではなく「生」

を教えること、今日のグループ討議は誰が正しい答えを出したかではなく、皆で考え合う場面で、

とても有意義でした。

　全国学力実態調査に生活状況調査があり、教育上とても大切な要素と考えます。自己肯定感に関

する質問では「難しいことに失敗を恐れずに挑戦していますか」「自分に良いところがあると思いま

すか」など沢山の質問がありますが、もし自己肯定感が低いと自分に自信が持てず、過敏に反応し

てしまいます。子どもに自己肯定感を持たせてあげられるのが保護者だと思います。

今日のレポートは提案という形でした。子ども達に生きてゆく力をつけてあげたいと思わされまし

た。

第 ５ 分 科 会 記 録

第５分科会テーマ　　　『交流からつながるＰＴＡバザー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～学校・家庭・地域が輪となる～』

○発表校と係役員

　　○発表校　　武石小学校　　　　　　　　　　○助言者　　畑中　浩美（傍陽小学校長）

　　○発表者　　竹内　秀樹　　　　　　　　　　○記録者　　滝沢　友子・斎藤　卓馬

　　○司会者　　清住　朋也　　　　　　　　　　○世話係　　松井　誠彦

１　提案の趣旨

　武石小学校では、ＰＴＡの重要行事の一つに「ＰＴＡバザー」がある。

　今年度10年目の節目となった、ＰＴＡバザーでしたが、時代の変化により、需要と供給のバラン

スが崩れ、年々収益も減少傾向にある。そんな中でも、「子供達のために」を合言葉に、収益だけ

に拘らず、皆が楽しめるＰＴＡバザー、学校と家庭と地域の方々との交流が深まるＰＴＡバザーを

目指し取り組んだ。

　しかし、そこには様々な問題点があり、色々と検討する時期と考え、分科会テーマとした。

　⑴　武石小学校　練馬区小学校との田植え・稲刈り交流紹介

　⑵　ＰＴＡバザー取り組みの様子①　事前検討内容説明
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　⑶　ＰＴＡバザー取り組みの様子②　取組内容・実行員会構成等の説明

　⑷　2015年度ＰＴＡバザーの模様（写真紹介）

　⑸　ＰＴＡバザー　成果と問題点　提起　

　⑹　ＰＴＡバザー　今後の課題　提起

２　討議の内容

　　⑴　質問事項

①　ＰＴＡバザーを実施する事になったきっかけ

②　軽食コーナーの保健所届出関係に関して

③　余った品物の処理方法に関して

④　ＰＴＡバザー以外の収益になる活動に関して

⑤　実際の収益状況に関して

⑥　収益の使い方に関して

⑦　地域住民への周知徹底方法に関して

⑧　色々なブースに関して、担当部署（人員）に関して

　　⑵　意見交換

　　　ＰＴＡバザー実施有無・実施内容・問題点/課題の解決方法等の意見交換を実施

①　学校の祭りと併せて、土曜参観の日の午後に２時間実施

　　親父の会が屋台を担当する。子供（５・６年生希望者）の出店も有り。

　　売れ残りの改善策：前半と後半に分けて実施　前半：高い金額　後半：叩き売り

　　最終的には、無料で子供に配布していき、今年度は完売した。

②　学校創立○○年といった、記念の年に、ＰＴＡバザーを実施している。

③　フリーマーケット等を実施している別団体とのコラボも良いのでは？

　　広報活動には、ＳＮＳも実施していけば良いのでは？

④　リサイクルデーと銘打って、運動着・ランドセル・ピアニカ等の学校で使う道具を多く回

収し、販売している。（開催時期は10月）

　　子供達の発表の場を多く実施。→自然とその親が来場し、集客にも繋がる。

　　地域の和太鼓団体やダンスサークルの方々も呼んで発表してもらっている。

⑤　ＰＴＡバザーは実施しているが、軽食コーナー等も無く、ただのバザーとなっている。

　　武石小学校のバザーはお祭り感があり、羨ましい。

　　毎年、来る方々も決まっている状態

　　支部長が収集担当　当日は、ＰＴＡ本部役員・先生のみで対応

　　開催日は、７月第１週　回覧板で地域へ周知をしている。

⑥収集物が減少し、収益が減少している状況

　　何年か前に、ＰＴＡバザーから、○○祭りに名称変更を実施した。

　　バザーは継続しており、親父の会が担当している。

　　子供が参加する、相撲大会も同時開催しており、集客も毎年多い状況

  →集客目当てであれば、子供参加型のイベントを同時開催する事が最適かと思われる。
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⑦　バザーのみを実施で、軽食コーナーは無し。

　　前半と後半の部に分けて実施している。後半は、袋（大・小）を配布し、袋詰め放題○○

円といった形式で実施している。

　　余った売り物は、毎年、業者に引き取ってもらっている。

⑧　バザーは、何年か前にやめて、資源回収を実施している。

　　バザーに関しては、とにかく、回収作業が一苦労で本部役員の負担が大きく廃止した。

　　本日の分科会にて、子供参加型イベントとの併用で復活も検討してみたい。

⑨　バザーは未実施であるが、子育て委員会にて、運動着を無料回収し、参観日に販売を実施

している。

　　地域の別イベント（ウォークラリー）にて、パンの販売をＰＴＡとして実施している。

⑩　10年に１度という事で、ＰＴＡバザーを実施する事としている。

　　地域の少年サッカー団体・野球団体としての参画もある。（親が対応）

　　手作りの雑巾販売ブースがあり、地域のお年寄りには大好評。

　　余った売り物は、子供達に無料配布を実施している。

３　助言者のまとめ

　ＰＴＡバザーは、年々実施が難しくなっている現状で、資源回収のみとしている学校が多い。

　回収物の減少が一番の問題。学校にしまっておく場所も無い状態

　周年行事で実施する学校もあるが、その時のＰＴＡ役員の負担が大きいという問題もある。

　交流というキーワードが肝である。

　子供の参加があると、盛り上がる傾向　子供達の発表の場を設けるのも一案

　  →集客が望める

　但し、子供の参加に関しては、学校との相談が重要となる。

　特別学級の子達の参加も必要である。招待状を作成したりと、勉強の一環にもなる。

　学校で農園等を実施しているところは、それを販売するのも勉強の一環。

　業者・福祉施設との地域との繋がりも重要なファクターであり、P・T・Aの協力体制が必要。

協力者を拡げられるような、ＰＴＡ役員になっていって頂きたい。
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第 ６ 分 科 会 記 録

第６分科会テーマ　　　『「ことばのちから」［大人力］

　　　　　　　　　　　　　　～子どもと家庭・学校・地域の［大人］が向き合うことについて～』

○発表校と係役員

　　○発表校　　中塩田小学校　　　　　　　　　○助言者　　清水　恒善（青木中）　

　　○発表者　　半田　大介　　　　　　　　　　○記録者　　村瀬　雅子・小林知寿子

　　○司会者　　柳澤　邦典　　　　　　　　　　○世話係　　小泉　昌彦（西内小）

１　提案の趣旨

⑴　『大人力』…ＰＴＡ行事やボランティアなどを通して、子どもや保護者・地域の大人たちはそ

れぞれから、子どもが大人から学ぶこと、大人が子どもから学ぶことがあります。

　　①　中塩田小学校の子どもと大人が一緒に活動するＰＴＡ行事やボランティア活動

　　　ア　盈進まつり…土曜参観の後に、ＰＴＡ主催のお祭りを開催

　　　　・バザー、各種販売、じゃんけん大会、中学校の合唱部等の発表

　　　　・盈進アワードキャッチフレーズコンテスト

　　　　・子ども店

　　　　・おやじの屋台

イ　親子交通安全教室…自動車学校の練習所にて、実際の自動車や交差点、道路、信号を活用

したより体験を大切にした教室

ウ　親子ふれあい教室…保護者や地域の方、大学、企業の方々が子どもたちや保護者の先生と

なって授業を行う

　　②　大人が関わる学校ボランティア活動

ア　学習支援ボランティア…主に保護者が月・木にチャレンジタイムに児童が挑戦したプリン

トに〇をつける

イ　読み聞かせ、英語などの地域の方々が行うボランティア

⑵　『ことばのちから』…「ことば」には相手を傷つけることば、逆に元気にさせる、楽しくさせ

ることばがあります

　　子どもの悪いことば、気になることばは、どこから影響をうけるのか

　　元気が出る、楽しくなることばはどんな時に感じるのか、調べてみた

　　大人が関わり、子どもたちと共に行うＰＴＡ行事は、保護者や児童にも好評です。お父さん、

お母さんが先生？になり、そこで発せられる言葉、真剣に活動している姿は、子どもにとって貴

重な思い出となり、自分の父母への敬意を持つ場となっています。

　⑶　グループに分かれて話し合い

　　①　大人力が発揮される活動について
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ア　各グループのベスト大人力は。

イ　どんな時に大人力が発揮されるのか。

ウ　もっと大人力を発揮するには。

　　②　ことばのちからについて

ア　子どもから発せられる良いことば、悪いことばとその場面。

イ　大人が発する良いことば、悪いことばとその場面。

ウ　元気が出ることば、楽しくなることばとは何か。

２　討議の内容

　⑴　１グループ

　　①　大人力が発揮される活動について

　　　・運動会、文化祭合唱への参加、バザー、ふれあい教室がある

　　　・中学になると大人との関わる活動が少なくなるのではないか

　　　・講演会に多くの人に参加してもらえる機会があったら良いと思う

　　②　ことばのちからについて

　　　・親と子供の会話、夕食時に学校での会話が出る

　　　・自分がされて嫌だと思うことは人にもさせないようにさせていく事も大切

　　　・相手を傷つけないように言葉を選んでいく必要もあるのではないか

　⑵　２グループ

　　①　ことばのちからについて

　　　・中学生とかは口数が少なくなってくるけど、たまに「ありがとう」と言われるとうれしい

　　　・小３の息子が［ママが大変だから…」と言ってくれた時、涙が出た

　⑶　３グループ

　　①　大人力について

　　　・親子カルチャーとして親も地域の方にも参加してもらっている

　　　・四者会議（先生、生徒、保護者、地域）の人たちの意見交換をしている

　　　・地域の方に畑の指導者として関わってもらっている

　　②　ことばのちからについて

　　　・家族からも声をかけられて、うれしいと思ってもらいたい

　　　・子どもを認めてあげて、その時の一言が大切になっている

　　　・外部からの言葉（テレビ等）も子どもたちにも影響がある

　⑷　４グループ

　　①　大人力について

　　　・地域の方が交通安全として横断歩道に立ってくれている

　　　・親だけだとむずかしい、地域の方とのふれあいが大切

　　②　ことばのちからについて

　　　・友達が言ってくれたうれしい言葉は次は友達に言いたくなる

　　　・小学生は思ったことを口に出してしまう。中学生は少し考えて言葉にするようになる
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　⑸　５グループ

　　①　大人力について

　　　・ベスト大人力とは、それぞれにある力。バックアップし合うという考え方に基づく力

　　　・大人ってすごいな！という期待、経験

・それぞれの立場でできること、できないことを知りバックアップし合う関係が子どもの興味、

関心を高め、内発的動機づけにつながるのではないか

　　②　ことばのちからについて

　　　・悪いことばとは言葉ではないが無視は失意の強いメッセージ［世界を失うことば」

・元気がでることばとは、言葉とは限らない。子どものアンテナにそってただそばにいる、い

つでもいいよという待つ姿勢から成り立つものも大切

３　助言者のまとめ

⑴　大人力について（講演に結び付けて）

　①　子どもたちを実社会と結びつける

　塩田中の壁にはスマートフォンや携帯の注意点が貼ってある。これは実社会への警告であり、

中塩田小の盈進まつりや交通安全教室も実社会につながる

　②　斜めの関係（子どもと大人の関係）

　親は縦の関係、子どもは横の関係である。地域の大人や保護者が自分の子どもだけではなく、

他の子どもとの関係、斜めの関係が大切になる。

　③　あこがれる親（大人）になる

　みなさんがやっている好きなことをやりがいを持ってやっていると、子どもたちの生きがい

になる。

⑵　ことばのちからについて

　　親としてこれだけはということは言葉で伝えなくてはいけない。

第 ７ 分 科 会 記 録

第７分科会テーマ　　　『子どもたちの生活を考える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　～あおきっ子教育ポイント５か条の取り組み～』

○発表校と係役員

　　○発表校　　青木村立青木小学校　　　　　　○助言者　山崎　　茂先生（上田一中）

　　○発表者　　小林　宏記（上原　博信）　　　○記録者　増田　千春・横田　康子

　　○司会者　　戸島　孝幸　　　　　　　　　　○世話係　河島　宏明（祢津小ＰＴＡ）
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１　提案の趣旨

　青木村では、青木村保育園・青木小学校・青木中学校が連携した保小中一貫教育委員会で、村内

各家庭での子どもの教育を支援していくにあたり、「あおきっ子教育ポイント５か条」を平成23年

度に作成した。それを村内全戸に配布し、平成24年度から取り組みを行ってきている。

　平成24年度から平成26年度については、５か条の中から重点的に取り組む項目を決め、「あおきっ

子チャレンジ」で良さや問題点を理解し、チャレンジカードに記録しながら取り組みを行い、アン

ケートで振り返る活動を行ったり、アンケート調査の結果をもとに「子育てフォーラム青木」で取

り組みについての意見交換を行ったりしてきた。

　昨年度フォーラムで行われたシンポジウムにおいて、「将来に生きる社会力」をテーマに話し合

いがなされたが、そこから「自己肯定感を育て躾を身につけるということ、それらを育てるために

はどうしたらいいのかの方向を探っていくこと」が示唆され、本年度は第４条の「心を育てる」に

焦点を当て、「自尊感情」をキーワードに取り組みを行っている。

２　討議の内容

　４グループに分かれて、「あおきっ子教育ポイント５か条」の発表について感想と意見交換

⑴　第１条『早寝・早起き・朝ご飯　歩いて登校　脳と体にスイッチオン』について

・朝ごはんをいらないという子に、ちゃんと食べていくように努力している。

・朝食アンケートを取ると、意識もできるし、朝食レシピも参考にできていい。

・朝食をきちんと食べるために、早寝早起きが大事だと思うが、中学生は早寝が少し難しい。

・歩いて登校させたいが、親も忙しく、送迎が多くなってしまう。反省している。

⑵　第２条『あいさつは　魔法のことば　家族で　地域で　学校で』

・学校では毎朝校長先生が昇降口に立っていて、児童ににあいさつをしている。

・あいさつ運動に力を入れている。子どもに求めるばかりでなく、大人もあいさつを心がける。

・低学年は、自分からあいさつはなかなかできない。チャレンジカートは効果的だと思う。

・校内でのあいさつはできるが、校外でのあいさつができないので、できるようになるといい。

⑶　第３条『週に１日 見ない やらない テレビとゲーム　携帯電話は持たせない』

・月に一日、“ノーメディアデー”という日があるが、意識が薄れてきている。ただダメと言っ

ても子どもは納得しないので、なぜゲームがいけないのかを説明して納得させたい。

・スマホ、携帯での友達とのトラブルが心配。持っていないと友達との疎外感、いじめにつな

がるのではと心配。買い与える時期に悩む。

・ゲームでつながっていない子とはケンカになったり、仲間はずれの原因になるのではと心配。

・中学生では携帯は必要ないと思うが、習い事の都合で持たせている。事件に巻き込まれない

ように、利用制限をして持たせている。

⑷　第４条『決めた時間はかならず学習』

・学年に合わせて学習時間が決められている、トータルではその時間になるが、低学年は集中

してやるのは難しい。

・中学生になると自分の部屋で勉強するので、親の目が届かず何をしているかわからない。
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習い事、部活などで忙しく、120分という時間は難しい。

⑸　第５条『心を育てる　読書とお手伝い』

・学校で親子で本を読む、読み聞かせの活動がある。

・弁当の日、お手伝いの日があり、学校ほ方でも意識させている。

・決まったお手伝いを決めて、責任を持たせてやらせる。

⑹　「あおきっ子教育ポイント５か条」について

・５か条は、子どもはもちろん親の意識も大切。

・アンケートも具体的な内容で、チャレンジカードがあることで、取り組みやすい。

３　助言者のまとめ

　自己肯定感を育むことが大切。以下の一つでも大事にして、取り組んでほしい。

⑴　「だめだ」と言われ続けると「自分はだめだと」思うようになってくる。

⑵　家の中で、自分の仕事（手伝い－玄関はき・犬の散歩など）がある子どもは、保護者がほめ

る（親に認められる）機会ができる。（あおきっ子教育ポイント第５条）

⑶　基本的な生活を身につける。心が育つ（あおきっ子教育ポイント第１条）

幼稚園教育要領には「幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なもので

あり、道徳性の芽生えを培うに当たっては、基本的な生活習慣の形成をはかる」とある。

⑷　「あいさつ」を自分から、笑顔であいさつ（あおきっ子教育ポイント第２条）

⑸　「ことばを大切にする」

　　「愛護よく廻天の力ある」…愛を持った言葉は、天地宇宙をひっくり返すほどの力がある。

　　「ありがとう」という言葉の力

⑹　ボランティア活動に取り組む…必ず自分に好い報いがある。

⑺　自然の中で遊ぶ（学ぶ）「春は花　夏ほととぎす　秋は月　冬雪さえて　すずしかりけり」

　　四季は、宇宙がくれた最高の贈り物→感性・感謝の心が育つ

　　携帯電話、ゲーム機等と「どう向き合うか」（あおきっ子教育ポイント第３条）

　親から受け入れられ、評価されることで、子どもの自己肯定感は高まる。それたけでなく、親を

安全基地として支えにすることができ、それが、その人の安心感を高め、他の人との関係において

も、生産的で前向きな関係を結びやすくなる。
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第８分科会テーマ　　　『自然と向き合う、親子で向き合う』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～「ロビンソンの会」の取り組み ～

○発表校と係役員

　　○発表校　　城下小学校　　　　　　　　　　○助言者　　青栁　信雄（丸子北小学校長）

　　○発表者　　栁澤　泰史　　　　　　　　　　○記録者　　清住めぐみ・吉村　香織　　

　　○司会者　　熊谷　紳一　　　　　　　　　　○世話係　　斎藤かんな

１　提案の趣旨

　平成11年度から学校主催で始まった「千曲川ふれあい活動」が、平成14年度にはＰＴＡ主催の「ロ

ビンソンの会」と名称改め、学区内に千曲川あるという地域の特性を生かして川遊びを中心とした

自然と向き合う活動を継続している。自然を相手に生きる知恵と、生命を大切にする体験をしよう

という願いが込められ命名された「ロビンソンの会」は、千曲川が近くにありながら、川や河原で

遊ぶ経験の乏しい児童と一緒に親子で自然体験し、成功も失敗も自ら実体験することで自然と人間

の関わりや親子の絆を育んでいる。皆が安心して活動を継続させるための安全対策と、如何にして

父親参加率を向上させるかを模索するために研究テーマとした。

２　討議の内容

　Ａ～Ｅのグループに分かれ「父親参加率」について話し合い、以下のような意見がでました。

・父親同士のコミュニケーションが無かったり、仕事の都合などで参加しづらい。

・学校全体で「親父の会」を作るなど、父親も楽しく参加できるイベントがあればいいのでは。

・川遊びプラスバーベキューなどで一緒にフランクフルトを焼いたりする等…。

・父親も学校の情報を知れるような工夫が必要。

・川遊びなど学校行事にし、各クラス毎でペットボトルで筏を作ってレースをするなどの催し物

をすれば、もっと参加人数が増えるのではないかと思う。（筏を作る際に、父親の力を存分に

発揮してもらう等…）

・ＰＴＡ作業、土曜参観等の特別な事が無いとなかなか参加しない。

・母子家庭も増えていて、父親のいない子どもにはどう対応したら良いか？

・父親の意見をもっと取り入れるようにしたら良いのでは。（アンケートなど）

・顔見知りがいないと参加しづらい。

・父親同士が交流をもてるような事があればいいと思う。

・ＰＴＡ活動、学校行事＝母親が参加という雰囲気があるので参加しづらい。

・父親だけの懇親会があっても良いのでは。

・地区やソフトボール、消防ではつながっているので、そういたものが学校にもあればよいので

は…。

第 ８ 分 科 会 記 録
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・「親父の会」があり、父親が計画し『学校の体育館に泊まろう！』というイベントがある学校

もあり。

３　助言者のまとめ

　今回のレポートの「ロビンソンの会」、ロビンソンって何だろう？から子どもたちがその名前の

由来を聞き、ロビンソンクルーソー漂流記を読み、」感動し、興味を持ち、いろいろやりたい事が

出てくる。川遊びとはスリルだったり、ワクワクだったり、そしてそこから「またやりたい。」と

続いていく。継続してくる中で最初は「点」であったものが時間的にも継続し、串うち、あて塩と

やる事が増え「面」になり、またやりたい、クラスでもやりたい…となればいいと思う。クラス毎

に筏を作ったらどうか…など、こういった発想が出てくるといった取り組みをしている事がすごい

と思うし、また川遊びだけでなく、それぞれの学校で行われている事にこの考え方が生かせるので

はないかと思う。

　以前「親父の会」で味噌作りをしていた学校があった。味噌だけでなくどんなものでもいいので

子どもが、お父さんお母さんと一緒になって体験し、準備の段階から一緒にする事により、手順や

仕組みなどを子どもと一緒にお父さん、お母さんも味わえる。

　朝日や夕日を一緒に見て、「きれいだね。」という一瞬などの積み重ねによって、意欲や好奇心、

筋道を立てて考えるなど、内発的な動機付けにつながっていくので、今回の城下小の事例からそれ

ぞれ出来ることを考えていくと良いのではないか。

　父親の参加については、ＰＴＡ全体でも良いが、学級単位のレクリエーションのなかで何か父親

の力を借りなければ出来ない事や、父親が参加できる例えば、バーベキュー、料理作りなどが出来

るのか組織が小さいと出来ないのか…など今後考えていく材料になるのではないかと思う。

　リーダーシップをとって先頭に立って動いているお父さん、お母さんはやっぱり「かっこいい！」

と子どもは思うだろう。人の為に、僕たち私たちの為に頑張っている自分のお父さん、お母さんは

子どもにとって自慢であり、そうなりたいと憧れるようになる。どんな場面でもいいので、子ども

の憧れになるような行事や活動が出来れば良いのではないだろうか。

第 ９ 分 科 会 記 録

第９分科会テーマ　　　『親と子のコミュニケーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～笑顔あふれる生活へ～』

○発表校と係役員

　　○発表校　　清明小学校　　　　　　　　　　○助言者　　吉澤　修一（青木小学校長)

　　○発表者　　水出　浩介　　　　　　　　　　○記録者　　佐藤　令奈・佐藤　郁子

　　○司会者　　細野　博利　　　　　　　　　　○世話役　　鎌倉　克仁（清明小学校長)
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１　提案の趣旨

　子どもを取り巻く環境は常に変化していると思います。そのような中で、子どもの成長の大切な

時期の家庭内コミュニケーションが重要であると考え、コミュニケーションを図ることが子どもと

親、そして学校の信頼関係を構築する一助とするとともに、学校目標にもあるように、子ども自ら

学び、育つ力を育むことで笑顔あふれる生活へ繋がると考え、親と子のコミュニケーンをテーマに

かかげて活動に取り組んでいます。

　ＰＴＡ組織の一つである学級会長会が中心となり、近年継続して各家庭で取り組んで実施してい

ます。実施後、実施した日付、テーマ、具体的な内容、取り組んでみての感想などをアンケートに

とり、フィードバックし、各クラスのＰＴＡ間で情報交換することで今後の親子のコミュニケーショ

ンのあり方について話し合っています。

　成果として、子どもと触れ合う時間を意識できてよかった。父親、祖父母とのコミュニケーショ

ンがとれてよかった。子どもの成長や意外な一面を見ることができたという感想がありました。今

後の課題として、親が共働きという事もあるので実施する日数、時期なども考慮し、テーマの内容

も義務的にならないよう配慮していきたいと考えています。親と子のコミュニケーションが笑顔あ

ふれる生活にも繋がっているので今後も引き続き実施していきたい。

２　討議の内容

⑴　親子のコミュニケーションの取り組みの仕方として、学校全体や学級としての取り組みをした

らどうか。

⑵　各家庭のコミュニケーションについて情報交換ができた。

⑶　親子の得意分野や子どもの手伝いをもとにコミュニケーションがとれるので良いと思う。

⑷　地域の方々と学校とのコミュニケーションがあるところもあって地域との連携の大切さを感じ

た。

⑸　スマートホンの取り扱いで親子のコミュニケーションがとれている事で使い方を間違えないの

ではないか。

⑹　ＰＴＡ役員が大変ということで親子レクが少なくなっているが、やはり親と子のコミュニケー

ションとして大切な行事だと感じた。

⑺　見守り隊の方々の協力を得てのコミュニケーションもよいと思う。

⑻　親と子のコミュニケーションは意識させてもらうことで、改めて親と子で同じ目標で同じ経験

ができて、親子間で話題も深まり、絆も深まる。

３　助言者のまとめ

　学校目標をかかげて、学校で向き合ってＰＴＡ活動に取り入れていることはとても大切。

　もう一度、学校目標、理念を見返して欲しい。

　目標をかかげることだけでなく、具体的にどうするかを決め出して実行してみることが大切である。

　アンケートについて、やりっぱなしではなく結果を出して次に繋げていくのは大切なことである。

子どもと同じ方向、同じ目標を向いて接することで子どもとのコミュニケーションがとれるように

なる。また、普段からの積み重ねが大切である。
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第 1 0 分 科 会 記 録

第10分科会テーマ　　　「プラスの風車を回そう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～親が巻き起こす上昇気流～」

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田市立第三中学校　　　　　　○助言者　　三溝　清洋（丸子北中学校校長）

　　○発表者　　渡辺　望美　　　　　　　　　　○記録係　　堀場　孝俊・山極　博美

　　○司会者　　横関　妙子　　　　　　　　　　○世話係　　川上加代子

１　提案の趣旨

　上田市立第三中学校では、昨年から基本的生活習慣の確立～プラスの風車を回す～を健康教育の

１つの柱として学校全体で取り組んだ。今年度は、ＰＴＡ子育て委員会を中心に保護者も積極的に

参加し「基本的生活習慣の確立」に向け活動をしている。

　プラスの風車とは…風車理論が元となっており、風車は羽の１つに風が当たると回る。生活習慣

に置き換えて考えてみると、生活習慣の１つが改善されると風車のように次々と他の事も改善され

ていくという事です。第三中学校では、主に５つの項目について挑戦をしました。

①朝食を取る。　②メディアコントロールをする。　③浴槽入浴をする。　④勉強に集中する。　

⑤熟睡する。（23時までに就寝する。）

　実践の内容として、元気アップアンケートを取り、生徒、教師、保護者が関わり生活習慣の見つ

め直し改善する事を個人個人アドバイスをもらい生徒は改善に取り組んだ。

　アンケートの集計結果をＰＴＡ子育て委員会で分析をし、感想や課題等を話し合った。また、そ

の結果を、学級懇談会の議題にし、学級の中でも話し合いをした。

２　討論の内容

４つのテーマに分かれ各グループで討議をした。

①　ゲー厶・インターネット・テレビ等について

・スマホを子供に持たせている家庭は少なかった。

・親のスマホ、タブレット端末でYouTubeを見たりしているが、親の許可の範囲で使用して

いる。

・上の子に高校合格して初めて持たせたので、下の子も同じにする。

・「ライン」でのトラブルはよく聞く。犯罪に近い事も起こる事がある。

・ゲームを強請られ、与えたがその時の約束が守れず注意をしすぎて親子関係が悪くなった。

②　キャリア教育について

・学校は社会に出る為の勉強をする場。

・なぜ必要なのか具体的に話をする。（将来の職業、夢、につながる事）

・宿題を一緒にやってみた。（親ができれば尊敬される。出来なければ子供に教えて貰ったり）
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・勉強はどうせ社会に出て役に立たないと言ってしまう。思っている。

・社会人になる為にはまずしけんがある為。

・話し合いをした７人中塾に通っている子供は５人だった。

・「こうなりたい！」と目標を持つ。持たせてあげる。

・何故勉強するのか？の対しての返答→賢くなるため、生きていく為に必要なこと。漢字が書

けないと、とか、数学が出来ないと、とか具体的に説明をしている。

・目標の設定が重要。

・色々な大人との関係が多いと目標を持ちやすい。

・職場体験等を通じて将来の具体的な目標を見つける事が出来る。

・勉強の為の勉強ではなく、将来自分が生活をする為の物として勉強できると良いと思う。

③　健康について

・テレビを消す取り組みを行い、女官の使い方を変えた。

・朝食はどこの家庭もご飯、味噌汁、おかずがあり、バランスの取れた朝食を用意していた。

・睡眠時間は７時間を目標としている。

・中学生の子供だが、ゲーム・スマホ・インターネットはやらせていない。

・小学生は児童館で、中学生は外でバスケ等で遊んでいる。

・コミュニケーションを取るようにしている。今日何があったか、何をしたか等々。

・ＤＳが止まらなくて困る。

・自分（親）が忙しい時にゲームやスマホがあると大人しくしていてくれるので止めさせられ

ない。

・基本的生活習慣の重要性は解るが、家だけでは難しい。学校でも取り組んで欲しい。

・朝、自分で起きて、しっかり食べていく。

・治安が悪く、外遊びが出来ない。不審者が心配。所々に交番があると安心。見守り隊の方が

夕方も居てくれると安心。

先生よりアドバイス

　元気アップカードの記入により、学校での困った事があるか等の情報の吸い上げも出来る。

　先生からのコメント「どうした？何かあったか？」等の問いかけもあり、子供とのコミュニ

ケーションツールとしての活用も出来ている所もある。

④　基本的生活習慣について

・勉強と部活の割合がうまくいかない。疲れて帰って来て夜何もせず寝てしまう。

・ＤＳをやる時間が長い。隠れていつまでもやっている。

・部活から帰って来て食事をし、塾に行ってテレビを見ていると夜中の１時になっている。

・早寝・早起きが出来ない。親に隠れて夜更しをしている。

・兄弟がいるとどちらかに合わせるので、どちらかが苦労している。

・息抜きの時間を作ってあげている。

・自分で判断出来るように促している。あまりしつこく言わない。
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　やると言った事は本人に責任を取らせる。

・親の感情を押し付けない→自立→親子のコミュニケーションが取れる。

・自分の子育てを振り返りながらやっている。

３　助言者より

　一番活発な討議が出来ていて良かったと思う。

　子育てをする時期は、長くても18年！もう半分終わっている。自分自身も後悔する事がある。

　今回の討議をきっかけに今日から真剣に子育てをしてほしい。

第 1 1 分 科 会 記 録

第11分科会テーマ　　　『学校で、家庭で、そして地域に学ぶ、開かれた学校づくり』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～こどものため、自分のため、地域のため～

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田第五中学校　　　　　　　　○助言者　　原澤　利明（依田久保南部中学校長）

　　○発表者　　藤森　和行　　　　　　　　　　○記録者　　小山　健史・奥村　典代

　　○司会者　　江守　義和　　　　　　　　　　○世話係　　宮原　美恵（豊殿小学校長）

１　提案の趣旨

　本校では、授業参観ゃ鳳祭、ＰＴＡふれあいバザー、ＰＴＡ作業、講演会、地域の先輩に学ぶな

ど既存の組織を生かし、学校と家庭、地域住民との交流を図っています。中でも、様々な経験と実

績、知恵を持つ地域の先輩方の地域学習（地域の先輩に学ぶ）を体験することは、日常生活で簡単

には経験出来ないほどの貴重な体験学習です。皆、初めての体験で、とても楽しく興味がわいた、「面

白かった」など生徒の反応も好評できいきしています。

　生徒自ら挑戦し、経験し、学び、初めて分かることの楽しさ、喜びを感じとってもらうことによっ

て、今後の学習意欲、学力向上に繋げ、将来に向けて個の財産づくりのお手伝いとして現在も活動

しています。

　　そこで、今回は「学校、家庭、地域で学ぶ、開かれた学校づくり」をテーマとして

　⑴　五中ふれあいバザー

　⑵　地域の先輩に学ぶ講座

　⑶　五中応援団「チーム鳳」

　以上３項目について、今までの活動を振り返るとともに、今後の方向性（五中型CS）を模索す

るため、次に繋げるための土台づくりを含めての発表内容とします。
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２　討議の内容

　⑴　質疑応答

①　チーム鳳におけるＰＴＡの役割は何か

　　運営委員として前・現会長が参加する。地域と保護者の橋渡し役として、今後の組織作りに

協力をしていく。

②　父親委員会の活動内容は何か

　　ＰＴＡ作業の草刈り（通学路安全確保のための除草）年間２回実施する。

　　ＰＴＡバザーでの会場・警備、駐車場誘導、料理販売、協賛品搬入を担当。

　・年間２回の参観週間にグループで校内巡視と授業参観をする。

(2)　地域との連携に関する情報交換

①　各校の取り組みと成果

　　取り組みが進んでいる各小学校では、ふれあい隊、見守り隊、お助けっ十有志隊、算数教

え隊、英語教え隊、読み聞かせ隊などのチームが組織されている。平日は登下校時の児童の安

全確保や学校での学習サポートなどを行ったり、休日は自然とふれあう体験学習やそろばん教

室を行ったりしている。

　　また、家庭を離れて教育学部の大学生と１週間生活を共にし、通学をする通学合宿や長期

休業中に公民館が主催して、中学生と小学生が一緒になって学習を深め合う塾などの取り組み

をしている小学校区もある。

　　これらの取り組みは、学習の人的環境や学力の向上だけでなく、家庭でおじいさんやおば

あさん、年の離れたお兄さんやお姉さんと勉強したり遊んだりすることとが少ない児童・生徒

にとって異年齢の人たちと触れあうよい学習の機会ともなっている。

②　各校の課題

　ア　コーディネーターの必要性　

　　学校が地域との連携を図っていく上で、地域の情報と人脈を持つコーディネーターの存在

が欠かせない。その多くは公民館の方になっていただいている。

　イ　高齢化にともなう地域講師の不足　

　　登録されている方たちが、高齢のため登録取り消しのお話がある。やりたい気持ちはある

が、交通手段がない。

⑶　自校のＰＴＡ活動に関する情報交換

①　父親のＰＴＡ参加

　　多くの小学校に親父（おやじ）の会がある。有志の父親が参加し、ＰＴＡバザーでの屋台

や校内の環境作りなど楽しく参加している様子がある。児童が卒業するとやめる方がほとんど

だが、会の輪が広がっているため引き継ぎがされている。　

　　また、中学校にもそのまま親父の会が引き継がれている中学校区もある。児童・生徒が卒

業しても活動にかかわってくれる方もいる。

②　ＰＴＡ活動の課題

　　ＰＴＡ役員の任期は１年だが、よい活動が次年度へ引き継がれるように現役員が情報発信

していく必要がある。任期が終わっても、児童生徒が卒業しても、地域校にかかわっていくＰ
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ＴＡ組織作りが地域との連携につながっていく。

３　助言者のまとめ

⑴　五中レポートについて

①　五中ふれあいバザー

　　ＰＴＡの皆さんが積極的に学校行事にかかわっている。「ふれあいバザー」は地域と学校を

つなぐ意味を感じる。活動を行うためには、どこに視点を置くか、趣旨をＰＴＡ会員がどのよ

うに理解していくかが大切になる。

②　地域の先輩に学ぶ講座

　　すでに10年間の活動で、異年齢で学び合い、地域の方ともつながる素晴らしい取り組み。地

域で育てられているとともに地域の方も子どもたちからエネルギーをもらっているのではない

か。

③　五中応援団「チーム鳳」

　　信州型コミュニティスクールでは、学校運営委員にＰＴＡ役員が入ることで、地域との連携

をスムーズにする橋渡しとしての役割が期待される。

　　また、子どもが卒業した後にも地域の支援者としてかかわっていく意識がＰＴＡ会員に広

がっていくことが大切になる。

　　さらに、ＷＩＮ・ＷＩＮの関係を作る。学校や地域支援者の両者にとってよいと思われる活

動にしたい。地域支援者はボランティアで来ているので、その行為が報いられるような思いが

大切。各校はぜひ、コーディネーター探しをする。

⑵　コミュニティスクールと信州型ＣＳの違いについて（資料配付）

　　コミュニティスクールとは「学校運営協議会」を設置している学校を指す。学校運営協議会の

役割（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５）は、

　　①　学校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること

　　②　学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること

　　③　教職員の任用に関して、教育委員会に意見を出すことができること

　　　学校運営協議会は学校の良きパートナーになるもの。

　信州型コミュニティスクールとは、長野県教育委員会が推進する、学校と地域の皆さんが継

続的に連携していくための仕組みをもった学校。

　①　これまでの地域の取り組みを土台にする

　②　話し合いの場である「学校運営委員会」を設置する

　③　「こんな子どもに育てたい」という願いや課題を共有する

　④　願いを共有した皆さんに「学校ボランティア」として活動に参加していただく。
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第 1 2 分 科 会 記 録

第12分科会テーマ　　　　『ＰＴＡを関わりやすく活動しやすいものとするためには』

○発表と係役員

　　○発表校　　上田市立東小学校　　　　　　　○助言者　　小出　敏男先生（川辺小学校長）

　　○発表者　　大木　伸司　　　　　　　　　　○記録係　　村山　陽子　

　　○司会者　　大木　伸司　　　　　　　　　　○世話係　　石川　弘子

１　提案の趣旨

　１　学校紹介

　学校教育目標：よく気づき、よく考え、よく働き、進んで学ぶ子ども

　別添資料「学校要覧」をご参照ください。

　

　２　テーマを取り上げた理由

　　平成27年４～５月に全国紙のホームページ上でＰＴＡに関するアンケート調査が実施され、他

のテーマに比べて大きな反響があったようです。

　　ＰＴＡ活動に対して肯定的な意見もあった一方で、「面倒くさい、負担が大きい」「そもそも必

要？」といった率直な否定的な意見も多く見受けられます。

　　ＰＴＡの活動についてはそれぞれの学校や地域によって全く異なりますし、インターネット上

のアンケートであるため、その正確性が疑われるといった側面がある一方で匿名性のあるイン

ターネットであるからこそ対象者の本音が見えるという側面もあると考えられます。

　　東小学校ＰＴＡでは、今年度はＰＴＡ活動をできるだけ楽しくできたら、負担を少なくできれ

ば、と考えています。

　　この調査の中で、「ＰＴＡに改善してもらいたいこと」という項目では、「役員、係の決め方」

「活動内容の簡素化」が上位に挙がっています。

　そこで、今回の研究会の分科会を通して、これらの点に重点を置いて本校の現状や考え方を紹介

するとともに、各学校の現状や考え方を意見交換し、改善点を考えたいと思いました。
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　３　資料

　　全国紙がホームページ上で行ったＰＴＡに関するアンケート結果について、別添資料をご参照

ください。

【その他資料】

　アンケートの中で、生活様式の変化等が挙げられています。

　そこで、実情について各種統計を調査しました。

　○共働き世帯の推移（出典：厚生労働省）

　　○労働時間の推移
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　４　ＰＴＡ活動の課題・改善点

　資料の中で、ＰＴＡに改善してもらいたいことが挙げられています。

　これらの課題について、本校の取り組みの一部を紹介します。

　　⑴　活動内容の簡素化

　　　○短時間の会議、子どもを連れての会議参加

　年間８回の理事会（各部長、支部長参加）

　平日の午後７時から開始し、原則として午後９時には終了する。（ＰＴＡ理事会役員内務規

定による）

　今年度は、会議での報告事項の簡略化や議論の効率化により午後８時前に終了している。

　特に共働き世帯では、家庭の事情によっては会議時間中に家庭に子どもだけになってしまう

ことがあったため、子どもを連れての会議への参加を認めました。（もともと禁止されてい

たわけではない。）

　　⑵　役員決め

　　　○３役経験者への他の役職の免除

　会長、副会長、相談役を経験した者及び家庭は、その他の役員への免除が会則で　規定され

ています。

　これにより、きょうだいが多い家庭にとっては、一度３役を引き受けることで他の役員を引

き受けなくてもよいというメリットがあります。

　　　○誰でも役員ができる雰囲気や環境づくり

　「この職業でなければ３役ができない」とか「とても大変そうで引き受けられない」といっ

たことの起きないよう、都合がつかないときの代理出席を役員同士で気軽にできる雰囲気や

環境に心がけています。

　５　今後の課題

　　各支部でのＰＴＡ活動の負担軽減

　　別添資料（※ＰＴＡ総会の染屋支部の活動報告）

　　地域での子ども育成のために、自治会と一体となった支部でのＰＴＡ活動が重要ですが、資料

にあるように支部長や連絡員といった各支部の役員の負担がとても大きくなっています。

　　また、支部によっては子どもの数が少なく、支部長を２度、３度引き受けなければならない実

情もあります。

　　これらの課題に対して、持続的な活動を行っていくためにどのような方策があるのか研究した

いと思います。

２　討議の内容

⑴　自己紹介を兼ねて、役員・係を受けた経緯を皆さんに話していただき、各学校の諸事情・問題

点・関わり方を出していただきました。

・免除規定のある学校



－ 45 －

・少人数の為、持ち回りで役員を受けている学校（地域の係も回ってきている）

・本人不在の場で役員に選出された学校

・くじ引き・じゃんけんでやむなく決まった学校

・クラス役員をじゃんけんで奪いあっている

・夜の会合・会議が多い

・所属校以外の参加要請が多く驚いた

・兄弟で一度受け、関わりが広がったので再度引き受けた方（子供達との接点も増えて楽しかっ

たので）

・保護者同士親しかったので、頼み込まれた方

・受けたからには楽しく、先生・子供達とも顔や名前がわかるようにしたい

・昨年、小学校の係で参加。中学校はマンモス校で不安がいっぱい

　⑵　役員・係を引き受け、変更できること・改善点などの思いを語っていただきました。

　　　（各校ですでに実施している対策も出していただきました。）

　・少人数なので誰でも役員になれる様負担軽減（免除規定を設けられないので）

　・少人数・資金難で行事を削減（負担軽減）

　・サラリーマンでもできるＰＴＡにしたい

　・資料の簡素化、係のスリム化

　・役員（理事会）会議の時間を短縮（45分に）

　・会議の日数を減らす（参観日に合わせる）（会議日程を重ねて来校日数を減らす）

　・学校へ出向く回数より、内容を重視し無駄な時間を減らす

　・委任状の意味合いを明確（正確）にしたい

　・議論がまとまらない場合はいったん冷却期間を設け、再議論としている。

　・部会の必要性（部会を減らしてもよいのかな）

３　助言者のまとめ

・ＰＴＡの皆さんの協力があって児童も学校生活を過ごせている。

・児童数の減少・少人数の為、免除規定を設けられないなど、各校負担感・不公平感などがある

ことを感じた。

・役員になったらなったで、いろいろな方と接する事ができ良かったなど達成感なども感じられた。

・前年度活動からの、効率化・簡素化・スリム化が、どの学校も課題になってくるかと思われます。
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あ と が き

　平成27年度上小ＰＴＡ連合会研究集会は、９月５日（土）、上田市立塩田中学校

おいて開催されました。当日は、天候にも恵まれ、各係の皆様のお陰をもちまして

予定通り研究集会を行うことができました。今年度は、午前開催でしたが、400名

を越える参加者を迎え、支障なく会を進めることができました。

　今年度のテーマは、県テーマと同じ『心で向き合えていますか ～ 家庭で、学校で、

地域で　共に育つために～』でした。

　大島ＰＴＡ連合会長は、開会式の中で本研究集会の意義と課題について次のように述べています。

「本研究集会が県下でも最大規模の研究集会であり、講演会・分科会ともに多くの学ぶべき点がある。

それを各単Ｐの実践に是非生かして参りたい。そのための研究集会になることを強く期待する。また、

少子化に伴い役員や分科会レポート校への負担感についても課題があり、見直しが必要ではないか。」

というものでした。　

　講演会は、講師に、文科省調査官の長田　徹先生をお迎えし、『地域総がかりでの人づくり』とい

う演題で講演していただきました。東日本大震災での実体験をもとに、地域総がかりでの人づくりが

如何に重要であるかということを命や心といった本質的な視点でご講演いただきました。地域・学校・

家庭の連携なくして、次の時代を力強く生き抜く子どもは育てられないなと感じました。子どもが生

き抜ける社会環境の改善、親や地域が背中で教える家庭、地域づくり等々貴重がお話をお聞きするこ

とができました。

　その後行われた分科会は、12に分かれてレポートの発表があり、発表校の実践に学びました。その

活動の意味や重要性を理解し、自校に取り入れることができるかを真剣に考えて頂きました。更に聞

きたいことや自校の悩みまで具体的に出されながら話し合われている姿を目の当たりにして、改めて

本研究集会の意義の大きさを実感致しました。ＰＴＡの皆様の力の大きさ、また、学校教育を支えよ

うとされている気概を感じさせていただいた有意義な時間となりました。それぞれの分科会レポート

発表校の皆様が何回もレポート内容を検討され、また、事前に発表リハーサルまで行って、この会に

臨んでいただいたことも後で教えていただきました。どの分科会の発表内容も、喫緊の課題に対応し

た実践報告であったと思います。先を見通された実践発表、大変感謝申し上げます。

　最後になりましたが、会場校　塩田中学校の海沼校長先生はじめ、多くの先生方にご協力をいただ

きました。また、陰で支えてくださいました塩田ブロック小中学校のＰＴＡ役員の方々、校長・教頭

先生方のお力のお陰と感謝致しております。心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

　この研究集録は、昨年度からＣＤ化に踏み切りました。このことにより、より多くの会員の方にど

のような会であったかを知っていただけるようになるのではないかと期待している所でございます。

これからのＰＴＡ活動のあり方や方向を探るために参考となる提言満載です。各単Ｐでの活動にお役

立ていただけますことをお願い致しまして「あとがき」とさせて頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  平成27年10月

  上小ＰＴＡ連合会副会長　　酒　井　弘　幸



平成27年度　上小ＰＴＡ連合会研究集会集録

発行日　平成27年11月20日

発行所　上小ＰＴＡ連合会　TEL・FAX（0268－27－3394）

発行者　上小ＰＴＡ連合会会長　 大　島　　　修

　　　　東信教育事務所所長　 茅　野　繁　巳

印刷所　新星プリント社




