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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～

　ローカル線として全国的に有名な別所線がすぐ脇を通る、そんな風光明媚な上田市立第四中学校を

会場として、今年も伝統ある上小ＰＴＡ連合会研究集会が東信教育事務所、学社融合フォーラム実行

委員会との共催により開催されました。前日まで降り続いた雨もすっかり上がり、当日は秋晴れの爽

やかな空の下、多くの御来賓と450名を超える会員の皆様のご参加をいただき、大いに盛り上がった

研究集会となりました。主催者として心より感謝申し上げます。

　さて、皆さんはこの研究集会がどの様に企画運営されているのかご存知でしょうか。開催４か月前

の５月から担当校の先生方と城西ブロック、常任委員から成る実行委員会が立ち上がり、その間入念

な打ち合わせと準備がなされてきました。総務、進行、会場、駐車場、受付、接待、記録等・・・多

くの係に役割分担がなされ、大変システマチックに全てが進行していく姿を目の当たりにして、改め

て長きに渡り培われてきた上小ＰＴＡ連合会という組織力の素晴らしさを感じたところであります。

当日も100名を超えるスタッフの皆様のお力により、大きなトラブルもなくスムーズに開催すること

が出来ました。そんな裏方の苦労もあってこの会が成り立っていることを、皆さんも少しだけ知って

いただければ幸いです。

　話は研究集会の内容に移りますが、今年も、12の分科会に分かれ、ワークショップ形式で熱い意見

交換がなされました。研究テーマもＰＴＡ活動への父親の参加、地域と学校との交流、子どもの健全

育成、創立記念事業への取組等、どれも魅力的な内容であり、出来ることならそのすべてに参加して

みたい、そう感じさせられるものでした。私も来賓の皆様をお連れしながら５分ずつ会場を廻らせて

いただきましたが、白熱した議論を前に、次の教室に移る際は本当に後ろ髪を引かれる思いでした。

　こうしたスタイルで分科会を進めている郡市PTA連合会は県内でも大変少なく、参加者が主役と

して真剣に取り組む姿からは、無関心と言われている今の保護者のイメージは微塵も感じられません

でした。ここで得た気づきをぜひ地域に持ち帰り、今後の子育てやＰＴＡ・育成会等の活動に活かし

ていただけることを願っています。

　分科会終了後の講演会では、「学校を拠点にまち育て」（学校を拠点に生涯学習＆福祉コミュニティ

＋地域ぐるみのコミュニティをつくろう）を演題に、文部科学省コミュニティースクールマイスター

で秋津コミュニティ顧問の岸裕司先生による講演をいただきました。よく「まちづくり」という言葉

が使われますが、岸先生は敢えて「まち育て」という表現をされていました。地域全体で学校に関わ

ることで、それが福祉や教育を支えるまちづくりに繋がる、これからの少子高齢化の時代を見据えた

大変示唆に富んだお話しでした。私たちＰＴＡもそのあり方が問われているように思います。今まで

は、単に学校行事の手伝いをしたり、ＰＴＡ作業で草刈りをしているだけで、何となく満足していた

自分たちがいました。これからは、もっと積極的に先生を助ける役割を果たしていかなければならな

い、そう考えさせられた瞬間でした。

　今年も分科会から全体会（講演会）まで、大変充実した内容となりました。来てよかったと多くの

参加者に思っていただける研究集会になったと確信しています。ただ、私たちＰＴＡ連合会の願いは、

ここでの体験が子どもたちのために活かされることです。皆さん、知識として終わらせないでまずは

行動してみましょう。すぐに結果が出るかどうかは分かりませんが、行動しなければ何も変えること

は出来ません。この研究集会が皆さんの背中を押すきっかけとなることを願っています。

　最後に、会場校としてご尽力をいただきました上田市立第四中学校の先生方、城西ブロックの皆様、

分科会レポート発表校の皆様、東信教育委事務所、学社融合フォーラム実行委員会の皆様の御協力に

より、素晴らしい研究集会となりましたことを心より感謝申し上げます。

上小ＰＴＡ連合会　会長　土　屋　勝　浩
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「学校を拠点にまち育て」
～学校を拠点に生涯学習＆福祉コミュニティ＋地域ぐるみの子育てコミュニティをつくろう～

習志野市・秋津コミュニティ顧問

岸　裕司（きし　ゆうじ）先生

　こんにちは。ただいまご紹介いただきました岸裕司と申します。

　それでは、早速、きょう僕が話す内容は、資料の中に、袋に入っているかと思いますが、前段は学

校を拠点にまち育て、僕はまちづくりではなくて、まち育てというふうにいつしか呼ぶようになりま

した。というのは、まちの仲間たちがある種の共有イメージを持って積極的にまちをつくっていこう、

育てよう、そういうイメージがあるものですから、まちづくりではなくて、まち育てと使うようにし

ました。

　それと学校の持っている機能というのは、みなさんと同じようにＰＴＡの活動を通してどういうこ

とかが、わかってきたんですね。それを改めて取り戻して、学校とともに、地域社会の中で、大人も

含めてみずからが学ぶという社会、それを生涯学習社会というわけですけれども、そういうこと。そ

れから、長く続けていくことによってみんなで助け合う福祉コミュニティ、そういうものもつくって

いくことが可能なのではないかということで、学校を拠点に生涯学習、そして福祉コミュニティ、さ

らに地域ぐるみの子育てコミュニティをつくっていこう、そのようなことを実践の中から感じてきた

ものですから、副題につけさせていただきました。

　さて、この画面に子どもがいますが、かわいいでしょう。さっきご紹介がありましたけれども、先

日国会で参考人として話をしたんです。それが中継されたんですね。じつは私の娘が私の孫に見せて

いるんです。まだ９か月の子どもですからわからないと思いますが（笑）。

　それで、私は株式会社バンゲアという広告デザイン会社を東京で営んでおりまして、それがメイン

の仕事です。あとはＰＴＡ活動を通してさまざまに実践してきたことを本にしたこともあり、そのほ

かの肩書のようにいろいろとやってきました。ですから、きょうは特にビジネスで学んできたこと、

ＰＴＡ活動で学んできたこと、さらに自分なりの研究で学んできたこと、そういったことも含めてお

話をしたいと思っています。

○社会的親をふやそう

　まず、皆さんにお渡ししたこの資料の中の、Ｑ＆Ａ式になっていまして、Ｑが書いてありますけ

れども、アンサーのほうは書いてありません。「いまなぜ学校を拠点にまち育てなのかを考えよう！　

特に保護者や地域住民は」とあります。では最初のＱです。

　Ｑ：小中学生は年間いくらくらいの税金がかかっていますか？

　このことを、普通は考えたりしないんですよね。

　僕は広告デザイン会社をやっていますから、日常的にマーケティング、市場調査というのが仕事

として普通なんですね。ですから、ＰＴＡの役員になったときも、自分は保護者側ですが、ついつ

い先生業界というのはどういうものか。例えば人口がどのくらいで、平均年齢が何歳くらいかとか、

そういうことを事細かに調べて、そして保護者の方がまず共有する、そういうことが非常に重要な
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んだという経験をしてきました。

　ですから、自分の子ども、僕は幸いにも３人の子どもがいたのですが、どのくらい税金を負担し

ていただいているのか。そうすると、アンサーは、小学校で年間約100万円、中学校で約120万円かかっ

ています。そういうことになると、子どもが３人いたら300万円強、お子さんのいない人も含めて、

おじいちゃん、おばあちゃん、独身者、そういう方々の税金を使わせていただいているのだという

ふうに保護者としては考えたいと僕自身は思いました。つまり保護者だけの税金ではないのだとい

うことですね。

　それから、学校週５日制が完全に始まったのは2002年ですけれども、もう1998年くらいから、

2002年に全ての土曜日が休みになるということがわかっていたんですね。ですから、当時考えたの

は、もし学校週５日制がうまくいったら、その次は４日制になるかもしれない。場合によったら３

日制になるかもしれないとかいろいろなことを考えました。そうなった場合に、もし学校という制

度がなくなったら、自分たちの子どもを誰が教育するかということにもつながるんですね。

　そこでいろいろ調べると、かつては地域みんなが寺子屋とか、京都で番組小学校という住民自治

学校がありましたが、こういうところで育てていたという歴史があるということがわかってきまし

た。

　では、寺子屋というのはどういうものか。左のほうの絵は異年齢で学習しているんですね。それ

から、右のほうは何か自由な感じがする。お寺さんが中心に教えていたわけですけれども、義務で

はないんですね。それで圧倒的に第１次産業、農林水産業従事者の多い時代なわけですけれども、

お金で対応できない親は野菜とかお米とか、そういったもので納める。そういう時代がついこの間

まで当たり前だった。ついこの間というのは明治になる直前までです。つまり親の責任というのは

当たり前だったということですね。

　番組小学校というのは、学校教育制度は明治５年に始まるわけですけれども、それより３年早い

明治２（1869）年に、今でいう京都市に、番組というのは町会という意味ですが、自分たちの64の

町会が学校をつくるんですね。かまど金といいますが、自分の家で食べる食事を１食抜いて寄附を

集めるんですね。

　なぜ明治２年だったかというと、天皇を含むお公家さんみんなが東京・江戸に行ったからです。

長いことお公家さんや天皇につながる人たちは、いわゆる京都の文化を担うお客さんだったんです

ね。そのお客さんがいなくなった。つまり京都のまちの危機だ。その危機をどうしようか。そうい

うように思った地域住民が考えて、学校教育制度ができるはるか３年も前に自分たちで学校をつ

くったんですね。

　そのときの学校ですけれども、番組小学校には講堂があります。消防署もあります。右上の写真

のように今でも鴨川のほとりに行くと、ああいう火の見やぐらがある学校がありますけれども、そ

れから交番、いわゆる見廻り組と言っていましたけれども、交番もありました。それから、役場の

出張所もあったんですね。町会の詰所もありました。さらには保健所もありました。つまり学社融

合の機能が何でもあったんですね。だから京都市の市民は改めてそのことを思い返して、日本では

非常に多い、206校のコミュニティ・スクールを現在は導入しています。

　つまり社会的親、親や地域の人がお金も人も雇い、住民自治で学校教育を担ったのです。社会的

親が多かったということです。
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　社会的親とは何なのか。私的親に対して、私的親というのは、自分の血縁の子にしか関心がない

親、だけれども、血縁に関係なく、地域の子どもはみんなで育てるのだ、そういう思いを持って育

てていこうという親はもちろんですが、子どものいない大人たちをふくめてのことです。これは関

西大学教授の杉本厚夫先生という方と対談したときに私は初めて知りました。

　児童数が22人しかいない小規模の宇治市立笠取小学校を杉本先生が研究されたんですけれども、

杉本先生は、このように述べています。

　「僕が調査した結果、大人たちとの付き合いが街の子と違いました。街の子には、社会的親がよ

くて３～４人しかいませんでした。それに対し、大人との関係や、人との距離感などをすごく学習

していました。人間関係のバリエーションが身についているから、新しい環境・集団の中にも自然

に入っていけたのです。今よく言われる『生きる力』ですね。僕はそこで、子どもが育つには、社

会的親が不可欠だと確信しました。僕は、この小規模校は、社会的親の大規模校だと申し上げてい

ます」と、おっしゃっています。

○なぜ今、生涯学習＆福祉コミュニティづくりか

　そこで今なぜテーマである生涯学習とか、福祉コミュニティづくり、地域ぐるみの子育てが必要

な時代なのかということを、ここ90年くらいの変化の事実をみなさんと共有したいと思ってつくっ

た図がこれなんです。

　上の横長の図は90年前、1920（大正９）年のときの平均的な日本人夫婦が結婚してから死ぬまで

のライフサイクルですね。夫は25歳で結婚し、妻は21.2歳、最初の子どもが生まれて、末子、最後

の子どもが平均５人いた時代なんですね。そして最初の子どもが結婚し、夫の定年と初孫誕生がほ

ぼ一緒だった、55歳。そのときに妻は約51歳。夫は55歳の定年まで元気に働けたのも女房のおかげ

と思い、どこか温泉にでも行って女房に感謝しようなんて考えて計画をしている間に、あっという

間に６年たって夫が61歳で死んじゃうのですね（笑）。で、夫が死ぬと奥さんが元気になる（笑）。

では、奥さんが長生きできたかというとそうでもないんですね。旦那が死んだとき奥さんは57歳、

４年後の61歳で夫のあとを追い死んでしまうんですね。だから今の時代で言う年金問題は全くない

ですね。生涯学習の言葉すらもない。

　ところが、90年たったらどうなったかという図が下ですが、結婚年齢が遅れて、子どもは1.3人

しかいない。それから定年が５年くらい延びた。だけれども、ここで逆転現象が起きて、最初の子

どもの結婚は旦那の定年の２年後である。だから当然初孫誕生は64歳ですね。で、ここで死んでく

れたらいいんですけれども、今は死なないんです（笑）。夫だけでも19年くらい生き延びて平均寿

命も80歳を超えたし、妻に至っては26年くらい生き延び87歳まで平均して生きるんですね、今は。

ですから、社会の課題として年金の問題もあるし、孫の問題も、核家族化になって、息子を大学ま

で行かせたから、東京の大企業に勤めてそこで出会った人と結婚し、盆暮れには孫が小さいときだ

け来たけれども、小学校中学年くらいになったら家に帰ってこない。つまりおじいちゃんとおばあ

ちゃんだけの家になり、ものすごく寂しい。そのような状況を日本中でつくってきたんですね。

　人類史における90年というのはあっという間です。あっという間にこんなに違っちゃったんです

ね。だから、ピンピンころり、ただ長生きしていればいいのではなくて、生涯心身ともに健康で、

そして長寿を全うしようというふうに国は考えるわけですね。ですから、文部科学省は生涯学習と
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いう概念を法律にも決めて、いろいろな施策として進めるようになったのですね。学校支援地域本

部事業の目的の一つも、学校を拠点とした生涯学習社会をつくるということが入っています。

○少子・核家族化だからこそＰＴＡが大切

　さて、今までの話は大人の話なわけですけれども、では、子どものほうの環境は90年でどう変わっ

たかというのが右側です。

　少子化、核家族化とよく言われますが、どのくらい少子化なのか、どのくらい核家族化になって

きたのかをみてみましょう。

　90年前は１世帯平均で６～８人くらいいたんですね。子どもが５人いるわけですから。だから５

人の子どもが喧嘩をすると、それだけで実はコミュニケーション能力が培われたんですね。で、お

父さんに怒られる。でもおばあちゃんが助けてくれる。「本当はあなたはいい子なんだよ」と。と

いうことは、家の中で理想環境を育成することができたかもしれません。当時はそういう価値を全

く考えていませんでしたが、でも、今から考えたら、実はそういう価値を大家族の中で形成してい

たんです。

　では、今はどうなったかというと、１世帯平均2.36人しかいない。つまり３人家族になってしまっ

た。子どもが１人とお父さんとお母さんしかいません。お父さんは圧倒的にサービス業従事者がふ

えてきましたから、朝早く出ていってしまう。お父さんが帰ってきたときは既に子どもは寝ている。

そうすると子どもから見ると、家で会話できるのはお母さんしかいません。お母さんが必死になっ

てたった１人の子どもをよくしようと思って育てているんですね。だけれども、お母さんの想いと

子どもがよく育つかどうかは別です。ちょっとばかり違和感のある子どもに育ってしまったら、お

母さんは逃げ場がありません。だから、私のせいではない。世の中のせいだ。学校のせいだ。私は

こんなに頑張っているのだから。そうなるとお母さんの立つ瀬がありません。特に大都会のように

５階建て、10階建てのコンクリートジャングルに住んでいるとですね。地方から来られたお母さん

で、友達はいません。鉄の扉を閉めてしまったら、隣との交渉はありません。頼れる親もいません。

　つまり核家族化ということは親も寂しいのです。だから生涯学習しないとだめなんです。子ども

が幸いにも生まれたんだから、ＰＴＡに入って親同士で学んでいこう。産んだだけでは親になれな

いのだ。だからＰＴＡが重要なんだ。社会教育関係団体なのだということだと思います。

○核家族化だから子どもたちにみんなでかかわろう

　さて、その３人家族の子どもが小学校に上がりました。小学校は学級担任制です。ですから、小

学校で意図的に多世代交流を図らなければ、その子が出会えるのは同年齢の子どもとたった１人の

異年齢の担任のみということになります。だから、さまざまな人がかかわる社会的親を、学校の教

育活動に、ＰＴＡが主体になって今こそつくり上げていく、そういうことがとても重要なんです。

　学校だって、意識しないと、先生が頑張っているけれども、コミュニケーション能力や褒められ

る体験を通した自尊感情の育成などが、知らず知らずのうちにつかない子どもたちを今つくってし

まう環境にあるということを認識していただかないと、とてもではないけれども、かつてのように

は育ちません。

　先生はプロですから、クラスの全員を平等に見ようと思っています。しかし、30人の子どもから
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見たら、全員が自分のほうを向いてくれていると思うかどうかはまた別問題ですね。先生は僕のほ

うを向いてくれてない。先生は私のほうを余り気にしてくれてない。もし１人でもそういう子が出

れば、その子にとっての学校に居場所がありません。今そういう環境に子どもの側から見るとある

のではないでしょうか。だからこそ、意図的に子どもを多世代とふれあう環境が必要なのではない

でしょうか。

　では、ご当地上田市の１世帯平均人数は何人くらいでしょうか。こういう時、主催者の方に聞く

のが一番いいですね。今日、教育長さんがいらっしゃってないから、生涯学習、学社融合実行委員

長さん、先ほど僕をご紹介いただいた事務局さんにお尋ねしたいと思います。

　教養を問う問題ではありませんから、全国平均に比べて……（「2.5人」の声）2.5人、積極的な発

言ありがとうございます。まだ上田市は全国平均よりも人数が多い。2.5人だとのご意見です。中

には３人以上と思われている方もいらっしゃると思いますが。

　実は正解はほぼぴったしの2.52人（おお、と歓声）。これは８月１日付です。ホームページを見

るとどこの自治体でも出ているんですね。だから人口を世帯数で単純に割れば、８月１日現在、上

田市の人口15万6,861人、世帯数６万2,161、ですから、１世帯平均人数が2.52人。

　僕は地方へ行かせていただくときに、基本的には必ずその自治体の１世帯平均人数を調べていま

す。でも３人を超えたところはほとんどありません。いや、うちは地方なんだから、うちはまだま

だ田舎なんだからと思っても、もうそういう時代ではないんですね。

　もちろん都会では1.何人ですね。それだけに、例えば23区で「あのおじいちゃんを最近見かけな

いね」「そうなのよ、１週間前に１人で部屋で孤独死していたんです」が今、社会問題です。23区

だけで年間2,000人を超えているんですよ、大都会の孤独死、こんな国に誰がしたのか。やはり我々

がしちゃったのですね。

○先生の大変な現状だから応援団が必要

　そこで、改めてＰＴＡのＴ＝先生側というのはどういう立場にいるのか。実は地域や保護者は先

生を応援する側に回らないと、とてもではないけれども、先生がもうきゅうきゅうとしているとい

うことを数字で示していきたいと思います。

　上の図は、昭和41（1966）年の公立小中学校の先生の１カ月の勤務時間、そのころは残業が月に

８時間でした。それが40年後の平成18（2006）年には先生の勤務形態がどれくらい変わったでしょ

うか。

　文部科学省のデータですが、40年の間に、実に４倍強の34時間にも残業時間が増えたということ

です。しかも増えたのは、親として一番望みたい授業内容充実のための時間では全然ないんですね。

つまり親として望みたいのは、先生はいい授業をしてほしい。だけれども、授業をよくするための

自主研修時間が大幅に少なくなっているんですね。自主研修がかつてはこれだけあったのに、残業

時間が増えて、なおかつ増えたのは授業外の事務的な時間、それから、生徒指導や補習・部活、だ

から先生を応援する人がいないと授業すらよくならないのです。先生になっているだけでは先生に

なれないのですね。もちろんクビになることはありません。だけれども、先生自身の力量を、ご自

分が納得できるような力量を発揮できてこそ先生ですね。そのための学び合いの１つの団体が、私

はＰＴＡだと思います。
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　では、全国の小中学校は約３万校あります。私立と国立附属も含めてです。その３万校の先生た

ちの数は何人くらいでしょうか。

　こちらの学校の校長先生、いらっしゃいますか。当てずっぽうで結構です。（「この学校の校長で

はないんですけれども、長野県が１万人くらいですので、50 ～ 60万人かなと思います」の声）。60万、

60万人くらいという予想ですけれども、もっともっと……、余り考えたことがないですよね。ＰＴ

Ａに所属していながら、Ｔのことを考えたことがないです。

　正解は74万人、これは最新データですが、今、新卒ではなくて、臨時の先生がものすごくふえちゃっ

ているんですけれども、それは別問題として。ということは、総人口１億2,700万人の0.6％です。

別な見方をすると170人に対して１人の先生ということです。だからＰＴＡのＰというのは170人側

にいるんだということです。

　こういう数字を見ると、何か感じるところはないでしょうか。170人が寄ってたかって、１人に

あれもやれ、これもやれというのは非人間的ですよね。

　しかも、その74万人の全教員の平均年齢は高齢化している。それは我々わかるんですけれども、

実際の年齢はどれくらいなのでしょうか。現状は44.3歳。うちの子どもはサッカーが得意なので将

来Ｊリーガーに育てたい。だから先生、サッカークラブを続けてくださいと言っても、元気な５、

６年生とまたは中学生と２時間も走れる先生は少ないんです。つまり、170人側にいる方々をどう

やって１人の先生に近づけていくか、これが現実的な対応なんですね。

　では、通学や帰宅途中の子どもの事故の責任は誰にあるでしょうか。実は、法律では学校なんで

すね。独立行政法人日本スポーツ振興センター法という法律があって、学校管理下の責任が４つあ

るんですね。その中に、家を出て学校の校門に入るまでに事故が起きたときは学校の責任なんです。

帰宅途中に事故があったら学校の責任なんです。サラリーマンと同じ法律なんです。ドア・ツー・

ドアまでの間に怪我したら保険がおりるんですね。だから子どもも同じ考え方の法律なんです。だ

から先生は登校下校の指導を徹底させるんです。子どもにとっては道草が奪われているんですね、

今は。

　２年ほど前に、京都のある市で、朝の通学途中の児童の列に無免許の青年の車が突入して何人も

の死傷事故がありました。マスコミに出て謝ったのは学校長と教育長ですね。それは今言ったよう

な理由からなんですね。

　その後に保護者が立ち上がり、保護者というのは住民ですから、有権者なんですね。議員さんを

やっと動かして、ガードレールを設置したんですよ。遅きに失するというのはこういう話ですよ。

地域住民は、我々は外国籍でない限りは有権者なんだ。法律的にも子どもを守っていくように果た

さなければだめなんだ。学校任せにしていたらだめないんだ、議員も動いてくれないんだ。だから

ＰＴＡで学び合い、保護者や住民は先生方を助けつつ、子どものより良い環境づくりをしていく必

要があるんです。

　また、今、中学校では武道とダンスが必修化されました。だけど、必ずしも教えられる先生ばか

りではありません。特に柔道を導入しちゃうとバスケットボールの10倍の死亡率になっています。

そうすると受け身しかやりません。子どもはおもしろくありません。そこで、170人側にいる柔道

の得意な方の助けを借りたら良いと思うのです。

　ダンスだって、子どもに聞けばヒップホップダンスをやりたいと言います。だけれども、保健体
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育の先生は必ずしもヒップホップができるとは限りません。でも、公民館に行けばヒップホップダ

ンスグループはあるのではないでしょうか。170人側には、そういったことに関心のある人たちが、

関心があるグループがそこかしこにいるのではないでしょうか。それをつなぐ。先生の大変さを助

け、そして子どもの望むことの実現に少しでも近づけるような学校教育改革をしていく。その最前

線にいる団体がＰＴＡだと思うんですね。

　また、小学校では英語が必修になって、５・６年生ですよ。小中学校の授業時間もふえてきまし

た。だから保護者や地域は先生を応援しよう、そのための社会教育団体がＰＴＡなんだ。そういう

ふうに私は感じながら今までやってきました。

○学校と家庭・地域が一体での教育を

　そこで、その推進は、学校、家庭・地域一体で、と謳った法律ができたんですね。

　教育関係の法律の憲法である教育基本法が、2006年に改定されました。憲法は最上位法ですね。

教育関係の法律というのは二、三百あるわけですけれども、その最上位の法律は教育基本法なんで

すね。その改定教育基本法の第13条「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」の条文に、「学

校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、

相互の連携及び協力に努めるものとする」と謳われました。

　そうすると、その条文にそった事業の予算をつけることができるんですね。その中の１つが学校

支援地域本部事業であり、コミュニティ・スクールであり、放課後子ども教室であり、また、最近

推進の土曜日授業です。それぞれにいいところ、または推進のあり方等々あるわけですけれども、

このことを文部科学省は予算をつけてやっているわけですね。

　すると、その効果としてたとえば、地域による学校支援活動が進展し効果を発揮している、と回

答した先生、学校は、実に小学校で約95％、中学校でも87％が「効果がある」。昨年度の全国学力・

学習状況調査、それに新しく加えられた設問のデータです。

　それと保護者や地域の人が学校の諸活動にボランティアとして参加している学校のほうが学力が

高いのですね、小学校も中学校も。これもデータではっきりしているんですね。だから、保護者や

地域の人が学校に参加して先生を助けることで、効果を上げることができるのです。

　また、おもしろいデータがあります。中学生になると職場体験で外に出ます。そのときに、２日

未満の中学生より、５日間職場体験したほうが実は成績が高いのですね。これは変ですよね。普通

は２日間職場体験して、３日間国語と数学を中学校で勉強していたほうが学力は高くなると思うん

ですが、結果はそうではないのです。

　さらに内面的なこと、人が困っているときは進んで助けますか、「助けます」という率が高いの

ですね。「自分によいところがあると思いますか」、「ある」と思っているんです。「難しいことでも

失敗を恐れないで挑戦しますか」、チャレンジ精神が高いんです。

　ただ、唯一、「将来の夢や目標を持っていますか」、これだけが全国平均や職場体験２日未満の子

よりもちょっと、0.4ポイント低いんですね。

　国立教育政策研究所が調べたデータですけれども、どうも具体的な体験を通してより慎重に考え

るようになったからではないか。職場体験をする前は、パティシエになりたい、保母さんになりた

い、花屋さんになりたいなどの、さまざまな夢を持っている。しかし、実際に職場体験してみたら、
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２日未満だったら恐らく苦労もわからなかったんでしょう。５日間やっていたら、月曜日に仕入れ

た花が半分しか売れなくて、半分残って枯れてしまった。だから原価割れしてしまった、そんなこ

とを知るかもしれません。やはり仕事は大変なのだ。そのことを知ったために少し減ったのかもし

れません。では、なぜ成績が上がったのか。それは、何のために学ぶのかという学ぶ意欲が５日間

体験したことによって刺激されたからなのではないか。

　こういうことは先生だけではできません。やはり170人側の方々と協働する、先生だけが駆けず

り回って探すのではなくて、ＰＴＡのＰ側ができるだけ先生の意向を酌んで、または子どもたちの

体験したい職場の種類を聞いてみなさんでコーディネートしていく、そのことの大切さもこういう

データが示唆しているように私は感じます。

○秋津小学校の「２つの開かれた学校」の実践その１「授業や行事を地域に開く」

　それでは、ここからが秋津小学校の、私たちの学校の事例なのですが、前段でちょっとゆっくり

話し過ぎたので、早めにいきます。あと30分しかなくなってしまいましたので。

　習志野市内に16の小学校、中学校は７校ありますが、2001年に池田小学校事件がありました。校

舎内に暴漢が押し入り、児童らを死傷させた事件です。その直後に、教育委員会が校門の看板の見

直しに予算をつけました。すると、うちの当時の校長さんはこういう文言を看板にしたんですね。

　「学校と地域が共に学び、共に協力し合いながら、教育を進めている学校です。この目的に反す

る者は、立ち入りを禁止します。秋津小学校」と。

　つまり、学びたい人ならどなたもどうぞ、との意味なんです。以前から、保護者はもちろん、地

域の人も学校に集い、授業の協働や１階の開放施設の秋津小学校コミュニティルームで学び合っ

てきました。そういう学校こそ秋津らしいのだ。だから、「開かれた学校を今までどおりやります」

と宣言したのですね。私たち保護者や住民は、とてもうれしかったです。

　さて、秋津は、「２つの開かれた学校」という実践を意図的にやっています。

　第１点目は、授業や行事を住民と協働することで「学校を開く」。いろいろなサークルが秋津コ

ミュニティに所属しているんですけれども、ばか面愛好会というサークルがあります。その方々は

毎年３年生にひょっとこや怒り面などのばか面を着けて踊る伝統芸能を教え、秋津祭りのときに子

どもたちがパレードしながら発表する。右の写真にはソーラン節を踊っている５・６年生がいます。

ここの右で生演奏している民謡サークルも、秋津コミュニティのサークルなんですね。毎年５年生、

６年生になると、正調ソーラン節をこの民謡サークルの方々に教えてもらいます。ロックソーラン

などもやるのですが、正調ソーラン節を伝えていく。それを教えて、子どもたちがお祭りのときに

発表します。そしてみんなと踊ります。これは一例です。

　こういうあり方がコミュニティ・スクールと通称呼ばれる「学校運営協議会」制度にぴったりだ

ということで、千葉県で最初にコミュニティ・スクールに指定されました。さらには学校支援地域

本部事業を文科省が始める前にあちこちに視察しましたが、秋津がモデルになるということで、学

校地域支援本部事業のモデルになっています。

　こうするためのポイントは、授業参観から授業参画、または授業の協働という考え方に立ってい

ます。年間２万人ほど保護者や地域住民が参加します。

　今までいろいろな事業をやってきた中で、秋津小学校の先生たちは、秋津の保護者や住民とのふ
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れあいのあり方を３つに整理しまし

た。

　「人間だいすきふれあい活動」と

いう全学年を通した領域名で学校は

実践しています。人間を大好きに

なってほしい。そのためには、第一

に交流というふれあい方がある。第

二に連携という考えがある。さらに

は、第三に融合というふれあい方が

ある、との３つです。そして、学校

教育と社会教育の価値を共有し活動を協働しながら、子どもたちには６年間を通してさまざまな人

と「ともに生きる力」を育成し、住民とともに「共学共育共生の生涯学習社会」をつくることが大

きな目的です。

　そして、第一の交流は、ふれあいそのものに価値がある、との考え方です。

　えてして学校は、人材活用という発想をしがちなんですね。その発想には誰か優秀な人に来てほ

しいとの考えを、意図してもしなくても内在化しています。でも小中学校は義務教育ですから、大

体地域の人が来ます。そうすると、あのおばあさんは有能だから活用される。僕のおばあさんは有

能ではないから活用されない、といったことが地域内に起こることがあります。つまり、地域に活

用される人と活用されない人とを顕在化させ差別感を持ち込みやすいのです。人材活用という発想

のあり方がそういうふうになりがちです。秋津でも随分前にやってしまいました。

　そこで、交流そのものに価値があるのだ。おばあちゃんがそこに座っているだけで子どもが安心

する。逆に、子どもが座っているだけでおばあちゃんは心が温かくなる。だから交流という価値も

重要なのだ、とのことに実践から気付いたのです。

　第二の連携は、一方がカリキュラムを作成し、他方がそれに支援や協働をする関係。一般的な学

校と地域とのかかわり方は、この連携です。

　それに対して第三の融合は、協働してカリキュラムを作成する。価値を共有する。ともに評価を

する。なぜか評価をするかというと、学校はもちろんですが社会教育も教育だからです。当然、地

域の方々なので謝礼は一切もらわない無償。こうした４原則が融合にはあります。

　この無償の原則も、学校や行政が当初は間違えたんですね。学校のために来てくれているのだか

ら、謝礼を払わなくてはまずいのではないか。だけれども、寺子屋時代のことを考えても、地域の

人が学校のことで何かをやって謝礼をもらいたい人っているでしょうか。基本的にいないと思うん

ですね。それとお金をもらっちゃうと、それが校長先生のポケットマネーではありませんから、税

金なので、予算が減ってくるとカットされちゃいます。カットされると、きのうまで楽しく学校に

行っていたのに、きょうから行けなくなっちゃうのですね。そういう行政頼みはもうやめたほうが

いいと思うのです。そのためにも無償が大切なのだということです。

　ただし、一般的ですが、こういう意見がどうしても出てきます。学校はやるべき仕事をわざわざ

地域に押しつけているのではないか。先生たちが楽をしたいのではないか。協力できない人は肩身

が狭くなるので、積極的にやらないでほしい、と。そこで、学校がなぜ協働したいのか、そのビジョ

ともに

生きる力《
学
校
教
育
》

価
値
の
共
有
性

《社会教育》

活動の協働性

共学共育共生の生涯学習社会

融合

連携

交流
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ンを明確に説明する必要があります。行政にもあります。

　日大の佐藤晴雄先生の考え方ですが、子どものために今の教育力を120％にも130％にも高めたい、

といった明確な理念を説明する必要がある、と。その上で、私は、融合の発想で、保護者や地域の

人にもメリットがある手法で推進することが大切だ、と思っています。

○連携と融合の違い

　では、融合の発想とは何か。私はビジネスマンなので、仕事をしながら確立してきた考え方が右

側の図ですね。私の会社ももうけるけれども、取引先も一緒にもうけましょう。英語のウィン・ア

ンド・ウィンの考え方です。逆に言うと一人勝ちはだめだ。それをＰＴＡに私は当てはめたのです。

　どういうことかと言うと、学校教育の推進＝Ｔのメリットになるけれども、同時に参画する保護

者＝Ｐや地域住民のメリットにもなるのだ。資産の共有や協働の状態を認めていかないと、いつま

でたっても融合にならないのです。

　それに対して連携というのは、英語でいうとギブ・アンド・テイクのような考え方です。これだ

けあげるので、これだけ返してくださいという気持ちを内在化させた考え方。つまり学校が困って

いるので、保護者の皆さん、助けてくださいと誘われる。そのときに保護者は自分の子どもが行っ

ているので、親としての私にメリットは感じないけれども、仕方がないからお手伝いに行ってあげ

ましょうと考えちゃう。しかも、学校のために行ってあげているとの感覚なので、なにか違和感が

あると学校を責めるようになりがちなんです。つまり、資産の交換なんです。ところが交換バラン

スが偏ると長続きしないんですね。だから子どもが卒業すると行かなくなっちゃう。これが今まで

のＰＴＡのあり方だったと思います。

　つまり環境が変わっても保護者のメリットはありますか。環境が変わっても教職員のメリットは

ありますか。それを今ＰＴＡは問われているんです。真ん中に子どもを置いて、参画する大人にも

メリットがある、先生にもメリットがある。そのあり方を融合といいます。それを学校教育に適用

すると学社融合なんですね。とくに親や住民は、暮らし続ける主体者ですから。

　だから、夫婦も融合しないと、いつか破綻してしまうということになるかもしれません。２人か

ら社会ですから。

　そこで、「融合の発想」を、私はこのように定義しました。

　「関わりあう２人以上や機関同士が、主体者Ａ・Ｂ双方の目指す目的を同時に果たし、ときには

Ｃという新しい価値をも生むように、はじめから意図して、あることを仕組む発想法」。

【 連 携 ＝ G i v e & T a k e 】 【融合＝W i n &W i n 】

A
A

B
B

「連携」は重ならない

物的・人的な資産の交換の状態

※交換バランスが一方に偏りがちで長続きしにくい

物的・人的な資産の共有や協働の状態

※はじめから双方のメリットを仕組むので長続きする

「融合」は意図的に重ねる

融

合
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　つまり学校も地域もともに主体者Ａ・Ｂである。双方のメリットを追求することが大切なんだ、

という考え方が融合の発想なんです。

　そこで、秋津は融合型と連携型を大きく４つに分けて、学習支援型、環境支援型、安全、情報と

４つに整理し、全体で年間２万人くらいが参画しています。そのきっかけをつくったのがＰＴＡだっ

たということなんですね。

○保護者や住民の生涯学習も学校で

　実は秋津がやっていることは、さっきの教育基本法の第13条ともう１つ、第３条「生涯学習の理

念」も当てはまるのです。その条文、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送るこ

とができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場において学習することができ、

その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」を、身近な小学校で

保護者や住民も実現してきたのです。

　だから、あらゆる機会ですから、学校教育という場に、学校という場所で大人も一緒に学びましょ

う。30歳なら30歳になるまでに獲得してきた技術や知識を持っていますから、それを子どもたちに

提供しましょう。それも生涯学習というのだということをこの第３条は言っているんですね。つま

り生涯学び続けて、心身ともにやっていきましょうということの実現をこの法律では図ってくださ

い、と謳っているのです。

　特にＰＴＡ連合会に申し上げたいことの１つは、上位法、つまり教育基本法が変わると、下位法、

そこにぶら下がっている法律が、社会教育法、博物館法、学校教育法、それから、学習指導要領、

その中の小学校の学習指導要領の総則に、「保育所」という単語と「及び共同学習」という単語が

新たに加わったんですね。今までＰＴＡ連合会というとほとんどが幼稚園だけなんです。これから

は保育所の保護者にも、職員にも積極的に呼びかけて仲間づくりをしていく必要性がこの法律の裏

にあるのではないか。同時に、幼稚園と保育園を一体化させていく、そういう国の配慮も背後には

見え隠れする文言ですね。

○学校評価とＰＴＡをＰＴ「Ｃ」Ａ型に

　そこで、今、法律上では学校評価というのをしなければならなくなっています。秋津小学校はコ

ミュニティ・スクールであるがゆえに、年度当初に地域住民が自由に参画できる学校説明会のとき

に、校長先生がことしの教育方針や目標を公表します。そうすると、年度末にはそれに対してどう

だったかということを発表します。ホームページにも出します。

　学校評価は、保護者と教員と子どもたちでしますが、秋津ではこの学校関係者評価も実施してい

ます。これは、学校支援ボランティアなどに参加している保護者ではなく、元ＯＢとかＯＧとか地

域住民とかですが、それらの方々にも評価をしていただいています。法律上の義務はありませんが、

私たちのところはやっています。

　そうすると、学校ではこのように総括しているんです。

　「秋津小学校はコミュニティ・スクールとして、これまで保護者及びＰＴＡ組織、地域の方と連

携し、さまざまな幅広い支援を地域の方々から受け、子どもたちは通常の学校ではできない体験を

したり学習支援を受けることができている。行事の際の安全支援や情報発信の支援、環境美化の支
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援など教職員も大いに助かっている。その分、教職員は子どもに目を向けることができた。教職員

アンケート結果も『努力している』が去年より増加している」と。

　つまり先生が助かる、これが重要なんですね。そして先生自身は本分である子どもと向き合う時

間を増やしている。

　子どもの評価軸は、知・徳・体の３つです。知の知識評価では、東京書籍版標準学力検査で市が

毎年全学年に実施していますが、その結果を「本校は、１、２、３、５、６年は、学力テストの平

均点は全国平均を上まわりました。４年は、ほぼ平均点をとることができました」と、年度末に公

表しています。ただし、４年生は算数だけが0.5ポイント全国平均より低いです。この年の４年には、

私の孫がいたんですが（笑）。

　徳については年度当初に、「『いじめ０・不登校０』を今年も目指します」と公表。年度末どうだっ

たか。「『いじめ０・不登校０』を維持することができています」と評価しています。

　体の体育についてですが、千葉県新体力テストというのがありまして、県全体で推進しているの

ですが、千葉県は47都道府県のうち上から５番目に体力がいい県です。その中でも秋津小学校は高

い、そのことを証明しています。

　このように学校が開かれていると、保護者や住民は秋津小学校を信頼しますよね。

　では、保護者はどんなことを考えているのか。ＰＴＡが保護者にとったアンケートから紹介します。

　秋津に住んで良かったと思うことは何ですか。「ソフト面のよさ」「地域力がある」「秋津コミュ

ニティの活動や地域の人が思いやりがあり、家族のように温かい」と答えています。つまり秋津コ

ミュニティという地域住民による生涯学習の推進団体があることによって、ＰＴ「Ｃ」Ａ型になっ

たんです。Ｃはコミュニティ＝地域住民のことです。また、アンケートでは「特徴のあるオープン

な秋津小学校があること」「学年に関係なく仲よく遊べること」「同年代の保護者が多い」、こんな

ことを保護者として秋津のまちに心を寄せています。

　ここまできましたので、実践の映像を見ていただきたいと思います。　　　　　　（ＤＶＤ上映）

○秋津小学校の「２つの開かれた学校」の実践その２「学校施設を地域に開く」

　秋津の２つ目の「開かれた学校」とは、「学校施設を地域に開く」ということです。我々が鍵も

預かり、365日、24時間、いつでも１階の４つの教室のコミュニティルームを開放しています。学

校の中に自主公民館があるようなことなのですが、私が当時のＰＴＡ会長のときに提案し、学校と

教育委員会がオーケーして開設したんですね。ですから、子どもにとっては小学校だけれども、同

時に、みんなにとっての生涯学習学校でもある、そういう学校に変えてきちゃったのです。そのこ

とはＰＴＡ改革の一環でした。

　また、児童数が少なくなってくると保護者の数も少なくなります。教職員数も少なくなる。だけ

れども、校庭の敷地面積は同じ。減った先生だけで校庭の整備や安全を確保しようとすると校庭は

使わせないほうがいい。そうではなくて、むしろ保護者と住民が一緒になって空いた花壇で活動す

れば、校庭の安全も確保できます。でも、先生の権利を保障しないとだめです。放課後や休日は先

生はお休みください。私たちで活動しますから。そういうことで、校庭も使いながら、放課後の子

ども教室も私たちが自主運営し、お父さんたちも家でごろごろしてないで、休日を中心に工作やキャ

ンプなどのさまざまな教室を開いてきました。そして10年やっていたら、ことし高校に受かった卒
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業生９人がやってきて、「高校入学お祝いパーティ」をコミュニティルームに多世代が集まりやっ

たのです。

　このように続けられるのは、保護者と住民が主体の秋津コミュニティがあるからです。先生は異

動しますから、さっきのＤＶＤにあった中の先生はもう全ていません。継続できているのは保護者

と地域住民が、学校の主体性の一方の主体性を持ってきたからです。その大人の後ろ姿を見て子ど

もたちは育っていくんですね。それで文句を言う人はいません。自分が楽しいから行くんですね。

○子縁を通してみんなが仲良く

　その２つの開かれた学校の推進のためには、現代的な学校と地域をつなぐ新しい考え方が必要で

す。その考え方を、子どもの縁と書いて、「子縁（こえん）」という造語を私たちはつくりました。

埋め立て地にできたまちなので、地縁もなければ血縁もありません。だけれども、子どもがいるで

はないか。子を持つ親はもちろんです。何らかの事情で子どもを持たない夫婦や子どもや孫もいな

い人もいるんですね。または子どもや孫とも同居していないお年寄りなどにも拡大させて、地域社

会のさまざまな人と人をつなぐ新しい縁結びの考え方と方法です。この「子縁」が使えるのは子ど

もがいる場所、とりわけ小学校と中学校であれば、どこでも使えると思います。

　また、子どもさえ地域にいれば、必ず卒業がある。でも春には必ず１年生が入ってきます。そこ

には親がついてきます。保護者がついてきます。その保護者を我々の仲間に誘い、そして保護者が

自分の好きなサークル活動が楽しければ、子どもが卒業しても大人は卒業しなくてもいいんです。

それを私はＰＴＡがやれることではないかと思ってきました。

○ＰＴ「Ｃ」Ａ型に拡大するには

　最後に、ＰＴ「Ｃ」Ａ型に拡大するためには、現状の少子・長寿化から、保護者や住民にもメリッ

トが生まれる「融合の発想」で実践していただきたい。保護者や住民は「学校の下請けではない」

のですから。

　そして、コーディネーターの養成と設置。このことは行政の役割が非常に大きいと思います。信

州型コミュニティ・スクールや学校支援地域本部、放課後子ども教室、最近国が推進し始めた土曜

日授業等々にコーディネーターを活かしていく。

　また、ボランティア保険の導入も大切です。プライバシーのボランティア研修も大切です。

　学校側としては住民の善意の押し付けにやんわりと対応する必要があります。学校に参画するの

はみんな善意なんですね。だけれども、気持ちが強過ぎると、ついつい押し付けがましい話になって、

学校としては迷惑ということもありますので、その辺はやんわりと対応していく必要があります。

　それと、接待は不要です。私たちは一切接待はしてもらいません。お茶が飲みたかったら、自分

たちでコミュニティルームに持っていってお茶を入れます。

　また、先生からはお礼は言われたくないんですね。お礼を言われると、いつまでたっても私たち

の地域の子どもであるという自覚ができないからです。いつも先生にお願いしているという感じに

なっちゃう。だから先生はますます忙しくなっちゃうのではないでしょうか。だからむしろ「きょ

うは何が楽しかったですか」と先生から聞いてほしいのですね。そうすると、前回はできなかった

こんなことを子どもたちができている、あの笑顔がうれしかった、そういうふうに前向きに自覚的



－ 15 －

に変わっていきますから。

　さらには集う場所、できれば空き教室があったり、またはタイムシェア、きょうは家庭科室は使っ

ていません。家庭科室は１日空いています。ですから、家庭科室でお集まりください、そういうふ

うに集える居場所を可能な限り用意してほしいですね。

　また、学社融合では教員が主体性を持ち、地域への丸投げは禁物です。学社融合に慣れると、時

間だけを地域の人に渡す先生が出てきます。それはだめです。先生はプロですから、今度の授業時

間はどういうことを児童や生徒に教えたいのか、どういうところで協働したいのか、そういうこと

をいつも思っているプロの先生であってほしいのです。

　これらが進むと、徐々に理解者がふえ、結果的に学校が助かりスリム化になっていきます。これ

は我々を含め、学社融合の仲間たちがかなりのことを実証してきました。

○スクール・コミュニティの２つの目的

　こうした秋津のあり方を、私たちはスクール・コミュニティと呼んでいます。コミュニティ・ス

クールは学校運営改革ですね。でも今の時代に必要なのは、まち全体を未来に向かって自分たちで

主体的につくっていく。しかも生涯学習を推進し、その延長に助け合いの福祉コミュニティをつくっ

ていく。これを私たちはスクール・コミュニティと言っています。

　スクール・コミュニティの目的は２つあります。

　一つ目は、誰でもが、いつでもどこでも学ぶことができる、生涯学習と健康なまち育てに寄与す

る学校と地域をつくること。

　二つ目は、誰でもが、安心で安全に学び働き暮らせる、ノーマライゼーションのまち育てに寄与

する学校と地域をつくること。

　二つ目の中の「働き」というのは教職員のことを指しています。教職員にとっての働きやすい職

場を、そういう学校をつくっていきたい。例えば、住人による子育てサークルがあれば、これから

若い先生がどんどん入ってくる時代です。そうすると女性の先生は子どもが生まれると必ず保育所

に預けます。でもちょっと発熱したりすると、保育所では預かっていただけないことが多いです。

でも学校を休むこともできにくいですよね。だったら、秋津小学校コミュニティルームに連れてき

ましょう。授業の間はコミュニティルームで子育てサークルが預かります。休み時間に先生はおっ

ぱいをあげてください。何かがあれば、校医さんに診てもらえばよいでしょうし。そのような、先

生にとっても働きやすい職場、これもスクール・コミュニティの考え方には入っています。

　そこへと導く手法は、学社融合を適用し、学校づくり・子育ち・まち育てを三位一体で推進する

ことです。

　スクール・コミュニティについては、小田原市、恵庭市、伊達市などでも具体的に推進中です。

　ということで、ちょっと時間をオーバーしましたが、ありがとうございました。

＜岸裕司著の参考文献＞

『学校開放でまち育て―サスティナブルタウンをめざして』学芸出版社

『学校を基地にお父さんのまちづくり―元気コミュニティ！秋津』太郎次郎社エディタス

『「地域暮らし」宣言―学校はコミュニティ・アート！』太郎次郎社エディタス　
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第１分科会記録

第１分科会テーマ　　　「親と子、そして学校とつながるＰＴＡ活動」

～生徒・保護者・そして地域の方々

　　　　　　　　みんなで学ぶキャリア教育への取り組み～

○発表校と係役員

　　○発表校　　東御市立北御牧中学校　　　　　○助言者　　岸田　明彦（田中小学校長）

　　○発表者　　井出　政之　　　　　　　　　　○記録者　　有馬　　都・笹平裕記子

　　○司会者　　小林　栄一　　　　　　　　　　○世話係　　和田　　敦（北御牧中学校長）

１　提案の趣旨

　平成16年度に、ＰＴＡ活動の反省として、保護者の方より、「より積極的な、できるだけ多くの

保護者が参観日に足を運べる工夫ができないか」という意見が出されました。その一つの方法とし

て、保護者や地域の方を講師とした職業体験学習を家族参観日に実施するようになりました。この

キャリア教育の目的は、生徒自身が関心のある職業の専門家による講話や体験学習を通して職業に

ついての理解や関心を深めることにあります。

２　討議の内容

　○発表に対しての質問

・保護者の出席率は？

→授業参観に続く体験学習という一日の活動のどの場面をいつ参観しても良い、という形を

取っているため、正確な出席率は把握していないが、悪くないと思う。講座によっては保護

者も参加する。

　　・講師の方への謝礼は？

　　　→ＰＴＡ会費から、お一人￥3,000をお渡ししているが、辞退される方もいる。

　○他の学校での取り組み、意見等

・学校、地域、親が参加する行事としてはバザーがあるが、職業体験はない。（地域の方から品

物を提供して頂き、子ども達が各家を回って集める）  （東塩田小・母親）

・「 地域の方に学ぶ会 」がある。学校が講師を選出し、何講座かに分かれて体験学習を行う。し

かしこれは学校と地域だけの活動であり、親は参加していない。  （上田第五中・母親）

・学校、地域、親が一緒になって活動する機会はほとんどない。  （丸子北小・父親）

・中学校のことはよく知らないが、中学校では小学校ほど親が関わる行事が多くないのかもしれ

ないので、何かこういう形で企画しないと参加してもらうのは難しいのでは、と思う。 

　  （塩川小・母親）

・大変面白そうな企画で、子どもだったら是非参加したいと思う。  （上田第一中・母親）

・中学生になると子どもとの会話が少なくなる。このような企画があると、自分の子どもだけで
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はなく他の子どもたちとも関われる良い機会となるのでは、と思う。  （城下小・母親）

３　助言者のまとめ

　ＰＴＡの方からの働きかけで始まった企画として、すばらしいと思う。身近な人が講師になって

おり、生徒が中心になって活動している点が良い。社会に出る力を培うよい機会だと思う。

　新しい取り組みを始めることは難しいかもしれないが、今ある活動を発展させる形ででも、ＰＴ

Ａ・地域・学校で子どもとの関わりを深めてもらえたら良いと思う。

　大変良い参考になりました。

第２分科会記録

第２分科会テーマ　　　「人権を守ることの大切さ」

　　　　　　　　　　　　　　～今もある部落差別に親としてどう取り組めばよいのか～

○発表校と係役員

　　○発表校　　東御市立東部中学校　　　　　　○助言者　　中村　康則（丸子中学校長）

　　○発表者　　田中　　博　　　　　　　　　　○記録者　　楢原美智子・松谷　知子

　　○司会者　　手塚　仁也　　　　　　　　　　○世話係　　青木　勇治（塩川小学校長）

１　提案の趣旨

　東部中学校では人権同和教育部を中心に、部落差別についての勉強会や部落解放同盟の皆さんと

の交流会を積極的に行っています。昔とは違い情報化社会の中で、インターネットによる無責任な

書き込み等、より広域に身勝手な情報を流されてしまっています。子供たちへの同和教育はもちろ

ん大切ですが、親として正しい知識を持ち、間違った事を間違っていると言える大人になる必要が

あると思います。知らなければ差別がなくなるというのは間違いであって、少しでも多くの方に正

しく理解して頂き、不当な差別を受けていらっしゃる方々が、悲しい思いにならずに済む社会にな

るよう、正しい知識と正しい判断で差別をなくしていかなくてはと思います。

２　討議の内容

　○差別について知っていること

・自分自身も同和教育を受けたが、時間が経つと意識が薄れる。結婚差別があることを知ってい

る。  （長門小・母親）

・職業で差別があるのを聞いたことがある。  （西小・母親）

・習った記憶はあるが自分の周りにはないので、感じることがない。内容、歴史については分か

らない。  （田中小・父親）



－ 18 －

　○発表に関する感想

・現状、子供達の中で差別意識はあるのか。  （田中小・校長）

・学校での差別の認識も今と昔ではかなり違っている。歴史をひもといて説明。（塩川小・校長）

・同和教育で部落差別があることを教えるから差別が生まれるのでは？と思っていたが、差別が

あることを知ることが大切。  （本原小・母親）

・今もあることにびっくり。自分の周りではないので正しいことを知っていきたい。

　  （川西小・母親）

・小学校の時に同和教育を受けたが、今も差別が続いていることに驚いた。  （五中・母親）

・差別問題に直面していないので分からないが、心を開いて寄り添える環境が必要。

　  （丸子北小・母親）

・今の現状に驚いた。世代で考え方、教え方が変わってきている。正しい事を学びたい。

　  （塩田中・母親）

　○親としてどう取り組むべきか（グループに分かれて意見交換）

・差別の歴史が自分の習ってきた時とはだいぶ違う。親として子供に聞かれたときに逃げるので

はなく自信を持って正しいことを伝えたい。偏見なく個人として見る事が大切。（東小・父親）

・子供が結婚を考えた時、被差別部落の人を連れてきても、「子供が選んだ人なら大丈夫」と言

えるような親でありたい。  （西中・母親）

・親子で人権について話す機会がない。親から話をするのが怖い。知識がないから、親子で聞け

るＰＴＡ講演会があると良い。子供の言葉に「違うんじゃないの」と言える親になりたい。

　  （三中・母親）

・自分の中学時代に、全校生徒の前で被差別部落出身であることを発表した生徒がいた。大人で

も辛いのにすごいと思った。子供には差別が間違っていることを伝えたい。  （六中・母親）

・同和教育を受けていても個人の感じ方が違う。しっかり学びたい。娘を被差別部落に嫁に出せ

るかと考えると逆に敷居が高くなり、なさけない。  （浦里小・母親）

・知識がないので、子供と話ができるように学びたい。子供が被差別部落の人と結婚したいと言っ

た場合、反対はしたくないが、同和問題を抱えていく覚悟が必要。  （二中・母親）

３　助言者のまとめ

　色々な考えがあり、普段避けがちな問題。

　人が人を差別することは絶対許されない事、きちんとしたことを学校でも伝えていく。そっとし

ておけばなくなるという思いは間違っていて、知る事がとても大切。知ることからスタートする。

知らないでやってしまった行動が相手を傷つけてしまったら、それは人としてとても悲しいことで

もある。

　差別をする人がいなければ、差別は受けない。スポーツ界は厳しく取り締まっている。差別を知っ

て、しないことが大切。

　差別を知ったうえで、どうやって生きて行くか、自分の言葉でどう子供たちに伝えられるか、話

していくか。正しいことを知って向き合うことで差別をしないで生きて行こうと思う人になっても

らいたい。
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第３分科会記録

第３分科会テーマ　　　「子ども達に前向きに頑張ってほしいから」

　　　　　　　　　　　　～人権教育・地域交流の取り組み～

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田市立本原小学校　　　　　　○助言者　　高橋　　聡（第五中学校長）

　　○発表者　　柳沢　浩司　　　　　　　　　　○記録者　　山口めぐみ・坂口　千恵

　　○司会者　　坂口　政直　　　　　　　　　　○世話係　　藤田　健司（依田窪南部中ＰＴＡ）

１　提案の趣旨

　本原小では、人権教育を通して子ども達に「他の人を思いやる気持ち」や「自分自身を大切にす

る気持ち」を育てたいと願い、人権意識を高めるため「ＰＴＡ人権教育親子講演会」を開催し、障

がいを持った方々が挫折感を持った後「強い意志により前向きに生きてきた」という実体験を親子

で聴かせていただくことで、「辛いこと、面倒くさいこと」があっても逃げずに前向きに取り組む

気持ちを学んだ。地域交流の取り組みとしては、毎年「親子カルチャースクール」を行い、世代を

超えた交流の場となり「年上の方に対しての尊敬や接し方、年下に対してのリーダーシップや思い

やり」を学ぶよい機会となっています。親子での講演会やカルチャースクールなどがきっかけとな

り家庭での親子の対話が変化してきたとのアンケート感想もありました。「自分を大切にするとと

もに他の人を大切にする」ということは人権教育の基本理念でもありますし、「他の人を大切にする」

という事は、人が抱えている事実や背景を理解しようと心掛けていくことでもあります。

　今後の課題としては、人権教育・地域交流と通じ、いろいろ感じ取った子ども達の心の変化を持

続させないといけないが、どのようにすべきか。人権教育に対して保護者の意識が低い。子ども達

の手本になっているか。などがありました。

２　討議の内容

　発表に対しての質問

・親子講演会は全員参加か？（田中小・母親）……全校（発表者）

・カルチャースクールはいつやっているのか？（田中小・母親）……年１回で土曜日（発表者）

・親の講演会の参加率（長小・母親）……半分はいかない（発表者）

　○他の学校の取り組み方法

・おととし位に３・４年生が講演会を聞いた。  （神科小・母親）

・カルチャースクールは地域の方にお願いして、年に数回授業の中で教えていただいている。保

育園、中学でも行っている。そば打ちなど…。  （青木中・母親）

・自身の子どもが障がいを持っている。偏見があるので辛い。講演を多く行いもっと理解を深め

てほしい。友達としてのかかわり方を親子で話し合う事が大切。  （塩田中・母親）

・子ども３人を育てていくなかで、色々な講演会に参加している。小さいうちから人権を学ぶ機

会を持つ事が大切。  （和小・母親）
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・今年、人権について聴導犬やいじめについて企画中。  （東塩田小・母親）

・親子チャレンジ　夏休みに入ってすぐ年１でやっている。子供が小１なのでまだ人権について

分からない。区別がつかないので正しい知識を教えてもらえる機会がほしい。 （北小・母親）

・なかよし月間があり、いじめがない学校を目指している。以前、北小っ子チャレンジがあった

がなくなってしまった。各学年で取り組んでいる。夏に６年生が学校の近くにホタルがいるの

で地域の方と見に行って交流している。  （丸子北小・母親）

・地域の方にお話を聞いていたが、なくなってしまった。地域の方が学習ボランティアをしてい

て放課後、勉強を教えてもらったりしている。  （西小・母親）

・世代を超え年上を敬う気持ちがもてたり、敬語がきちんとつかえる事が大切。３校合同研修会

を行っている。  （丸子北中・母親）

・土曜などに学校を開放して、地域の方と作りものをする交流がある。去年、講師を招いてお互

いの良い所をみつけよう、お友達の良い所をみつけようという企画があった。

　  （丸子中央小・母親）

・毎年11月に講演会があります。低学年から親子で聴くことがとても大切で、自分を大切にする

事以上に他人を思いやる。その人の背景にあることを感じる事が大切だと思う。

　  （豊殿小・母親）

・人権同和週間が秋にある。人権問題を知らないことはよくない。小さい時から障がいのことを

学ばせることが大切。東御市に就業できない方の施設があり見学させてもらった。その場に

行ってとても感じるものがあった。  （東部中・母親）

・中学では人権の講演なし。色々な人権について学べる機会があり、考える機会があるといいと

思う。親の意識がうすれている。親が偏見を持つような行動や話をしていないか考えさせられ

た。  （丸子中・母親）

・メディアについての講演があった。小学校などは前半低学年、後半高学年と親など、講演会に

もくふうが必要。ふるさとタイムがあり、地域の方とおはぎ作りをして、おとしよりを招いて

ふるまった。  （六中・母親）

・年４回川西地区で人権講演があり、保・幼、小中校、自治会の代表が参加している。参加者の

レポートをお便りで配り広めている。地域の方が先生となり、子ども会にいろいろ教えてくれ

ている。お年寄りの方々がとても面倒をよく見てくれ、そんな中で色々な方と接することが出

来る子どもに育ってほしいと願っている。  （川辺小・母親）

・自分でこの分科会参加を決めた。自身も子育てに悩んでいることがあるので参加してよかった。

ロビンソンの会というのがあり、鮎のつかみ取り、塩焼き、川下りなどを体験する。子どもた

ちが生き生きしている姿がみれる。毎月10日公民館で茶話会、年２回の寺子屋などの交流の場

がある。  （城下小・母親）

３　助言者のまとめ

　参加者の皆さんの情報とても参考になりました。本原小の実践から学ぶことは、①知的理解でな

く、体全体で「感じ・考え」学ぶ学習であったこと。②親子で共通の学習場面を創られたこと。③

地域とつながる機会を設定していることです。小さい頃からいろいろな価値観に触れることが、人
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権感覚を磨く機会になっていると思います。親子で聞く機会を最大限活かすには、家庭に帰ってど

んな話し合いをしたかも、アンケートをとっていいかと思います。人権感覚や人権意識を持続させ

るためには、学校との連携、日々の生活の家庭のあり方が大事です。特に家庭教育でお願いしたい

こととして、①家庭内における親子、夫婦、祖父母などの関係を振り返りお互いの人権を尊重し合

える家庭作りを。②互いの思いを言葉で伝え合う。③学んできたことを日頃から話題にし、広い視

野で物事を考えられるように、また誤った知識や偏見を植え付けないように配慮が必要です。

第４分科会記録

第４分科会テーマ　　　『父親も積極参加のＰＴＡ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～チーム育メンの西内流子育て～』

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田市立西内小学校　　　　　　○助言者　　松木　智子 先生（滋野小学校長）

　　○発表者　　齋藤　宗治　　　　　　　　　　○記録者　　小平　克博・斎藤　重憲

　　○司会者　　田村　秀樹　　　　　　　　　　○世話係　　田村　晃子（西内小学校ＰＴＡ）

１　提案の趣旨

　西内小学校は全校児童数47名と小規模校ですが、その利点を活かし特徴ある活動を行う中で母親、

地域住民を始め、時には父親も積極的にＰＴＡ活動に参加しています。刃物の取扱いや機械の扱い

等、普段では子供達を遠ざけてしまいそうな危険な事も、父親や先生と共に率先して行います。結

果、児童はその危険から身を守る術を自ら養っています。今後、児童数減少は避けられない問題で

すが、地域と人と人とがより密接したコミュニケーションを図って参ります。

２　討議の内容

・西内流参考になる。学校の規模、人数が多い少ないといった問題ではない。子供に対して真摯

に向き合っていると思う。父親の参加、触れ合いは少ない。  （五中・父親）

・父親委員会設立。会を通して父親参加を促している。設立後、一定の成果有り。ホタル水路整

備等。家族一家総出参加難しい。羨ましい。  （川西小・父親）

・ＰＴＡ作業いつやるの？父親はどうしても仕事が優先される。土日以外でも参加出来ている事

に驚く。  （丸子中・父親）

　→事前のスケジュール調整。父親が出なければならない雰囲気。暗黙の了解。

・西内の地元愛は有名、気質なのでは？地域の家庭、子供の人数は増えているが関わりたがらな

い。付き合いが希薄。  （清明小・父親）
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・環境似ている。母親参加が多い。父親にも積極参加してもらいたいと思っている。役付きで初

めて父親が出てくる現状。若い父親は関わり難い環境なのでは？  （武石小・父親）

・週末にバザー開催。人手が足りない。経験者がグループを組んで運営に取り組む。父親も参加

している。イベントを楽しんでいる。土日開催がほとんど。休日子供と触れ合う場として父親

も多く参加している。  （城下小・父親）

・地域が広い。親が活躍する場がほとんどない。父親に頼む事が無い。母親が出る事が当たり前

と思っていた。父親参加が逆に新鮮。  （二中・母親）

・親父の会。有志の会。学校の遊具を作ったり、イベント講師として子供に何かを教えたりして

いる。会は強制ではない。児童数が多い。父親に頼みにくい。子供行事に自然な形で参加して

いく事が理想。父親に子供の部活動の送り迎えをしてもらっている。大変そうだが、気持ちが

入って楽しそう。  （四中・母親）

・児童数が多いので、役員をやらないまま終わる事もある。そもそも役付きにならなければＰＴ

Ａ活動への積極参加は少ない。今後の参考になる。  （南小・母親）

・地域行事には基本一家総出で参加。ＰＴＡ行事には母親が、地域イベントへは父親が参加して

いる。窯焼きの経緯気になる。  （塩田西・母親）

→助言者松本先生より登り窯設立の経緯の説明有り

・ＰＴＡ活動とは無関係の親父の会がある。先生の歓送迎会、川遊びイベント等を実施。誰でも

参加ＯＫ。地域で子供を育てる精神が根付いている。行事楽しい。約200名の参加実績。自然

と入会者がいる。先生との繋がりを母親だけではなく父親も共有する。学校側からの頼まれご

とも多い。楽しんでいる姿が共感を呼ぶのでは？  （和小・父親）

３　助言者のまとめ

　ヒントがあったのでは？父親も積極参加した方が良い。活動を通じて自分の居場所を見いだせる

のでは？自分の幼少時代を思い出した。失敗を恐れない、上手くいった時は思いっきり褒めてもら

える喜び。何事も敬遠しがちな世の中だが安全面の配慮等、それを乗り越える事が西内流なのでは？

関わっている皆で子供をサポートしていく姿勢。校庭の遊具が取り外されている現状。危険察知の

術を子供が知らない、想像力が欠如している。今あるものにプラスをして、自らが自らを守る。実

践している西内流が羨ましい。一輪の花、実の付き方、何気ない発見の素晴らしさ。子供の成長を

見守る中で新しい事を経験させ、子供に自信をつけさせる、そのコントロールを。母親には母親の、

父親には父親の関わり方、役割がある。母親は人間形成の構築を、父親は問題解決への道しるべを。

家庭事情も様々だが活動を通じて初めて見えてくるものもあると思う。父親でなければ出来ない事

もある。ＰＴＡ活動に参加して自らでやりがいを見出して楽しんで。幼少時代を思い出して楽しん

で。たくましい人格を育て上げ、一丸となって取り組む『西内一家』の精神を。
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第５分科会記録

第５分科会テーマ　　　「読書に親しむために（読み聞かせ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─母親文庫から父親、そして地域へ─」

○発表校と係役員

　　○発表校　　長和町立長門小学校　　　　　　○助言者　　倉澤　克彦（塩尻小学校長）

　　○発表者　　藤田　仁史　　　　　　　　　　○記録者　　清水美恵子・城内　美和

　　○司会者　　寺島　　誠　　　　　　　　　　○世話係　　清水美恵子（長門小学校ＰＴＡ）

１　提案の趣旨

　本校ではＰＴＡ組織の一部門である「おはなし委員会」が中心となって読み聞かせを行っている。

これは保護者及び地域のボランティアが学校に来て各クラスに入り読み聞かせをするものである。

「読書」は一人の時間であるが「読み聞かせ」は読み手と聞き手の共有の楽しい時間となる。

　この活動は子供達にも好評であり、普段接していない大人による読み聞かせは新鮮で、とても興

味を持って楽しんでいる。

　この取り組みは、以前は「母親」そして「父親」「祖父母」現在では「地域のボランティアの皆様」

なども関わるようになってきた。そこで今までの活動を振り返るとともに今後の方向性を模索する

ために研究テーマとした。

２　発表に対しての意見、質問

・以前は小学校では読み聞かせをやっていた。  （北御牧中・母親）

・母親文庫の活動、現在でも行っている。  （不明）

・月１回程度ＰＴＡＯＢなどが読み聞かせしている。  （祢津小・母親）

・大きな絵本はどこで借りるのか？  （助言者）

→絵コールのシステムなどで上田の図書館などに借りに行く。

３　分科会Ⅱ

　☆「読書に親しみやすい環境づくり」

　母親、父親、祖父母、地域ボランティア、親自身の読書の習慣、読み聞かせ、メディアコント

ロール、感受性をテーマに討論会を行った。

・子供たちがリビングで勉強するので、その時間は他の子供たちもテレビを消すなどルールを決

めている。  （川辺小・母親）

・３世代の家族、テレビ１台しかなく祖父母が優先になっているのでテレビを見ず本を読んだり

する時間が長くある。  （北御牧小・母親）

・図書館で借りた本を子供が父親に読んでくれた。共通する趣味があれば、その本を借りたりす

ることができる。  （長門小・父親）
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・学校の推進で親子で寝る前に本を読んでいる。  （中塩田小・母親）

・学校の課題で自主勉強の調べもので本から見つけている。それがもっと広がれば…

　  （四中・母親）

・本は好きだがマンガ入り、本に親しむことが大切。毎日はテレビ見ない。本から、本だけでな

く周りのこと（虫の声など）も感じられる。  （浦里小・母親）

・小さい頃から寝る前に本を読んでいた。自身も絵本が好き。中学になってもそこらに置いてあ

る本を読んでいる。親がそんな姿を見せれば自然に本を読むようになる。  （清明小・母親）

・学校で読書に力を入れていて毎日２冊借りてくる。  （滋野小・母親）

・自分が薦めた本を読んでみたようだがそうでもなかった様子。感性が違ったかな。最初の一歩

として自分にあった本を探せれば。それがきっかけとなり読書が好きになれば。 （四中・母親）

　☆まとめ

・子供たちが本に親しむためには、静かな時間を作る。持ってきた本を否定しない。自分が昔読

んだ本を並べておく。（薦める。）など、本と接する時間を家庭でも作っていくことが大切。

　  （司会者）

４　助言者の話

・自身の子供にはかなり絵本の読み聞かせをしていた。そのお陰か読書も好き、コミュニケー

ション能力がかなり高くなった。

・本を読むことの重要性、ある時期に本を読まないと発達しない。

・子供を信じて自立に向けて手放す前には、やはり読書で子供の心を豊かにして欲しい。

・読書で子供の心を豊かに!!

・マンガ本も悪くない。子供時代に読んだ本は心に残る。

・スマホやラインはとても便利。ＤＳはおもしろいがのめり込むと大変 ! ! ノーメディアでは無

く、自分でコントロールするメディアコントロールはとても良い。

第６分科会記録

第６分科会テーマ　　　『地域に学ぶ和田学校コミュニティーの歩み』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ＰＴＡが支える学校支援地域本部の活動から～

○発表校と係役員

　　○発表校　　長和町立和田小学校・中学校　　○助言者　　海沼　　敦（塩田中学校長）

　　○発表者　　長井　清人　　　　　　　　　　○記録係　　橋詰　孝枝・佐藤あゆみ

　　○司会者　　長井　真樹　　　　　　　　　　○世話係　　丸山　和男（和田中学校長）
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１　提案の趣旨

　少子高齢化や経済活動の停滞、学校の活力低下などの地域課題を解決し、学校目標具現のため、

５年前に和田学校はコミュニティースクールとして歩み始めました。その中心として学校の教育活

動を支援するのが、ＰＴＡ・地域の方々で組織されている地域支援本部です。地域支援部活動を振

り返り、成果と課題を明らかにして、子どもたちのために更に発展していきたいと願い、本テーマ

を取り上げました。

　平成21年度より、中学校で「和田中学校支援地域本部」を立ち上げ、７つの支援部（授業支援部・

文化歴史支援部・キャリア体験支援部・和心学習支援部・みどり体験支援部・健康体力向上支援部）

を置き、翌年から小学校も加わり、地域交流支援部が組み込まれ、平成23年度以降は保育園も参加

し、保・小・中が一貫した教育ができるようになりました。

　特にＰＴＡ活動と関わっている支援部の活動では、子育て委員会と健康体力向上支援部が、毎月

第３水曜日のノーメディアデーを中核に据えて、「ノーメディアデー特別企画・スポーツ広場」の

企画や情報モラルに関わる活動をしています。また、ＰＴＡ校外環境委員会と安心安全支援部は、

地域ボランティアや民生児童委員にも協力いただいての見守り隊、小中合同で行われるＰＴＡ親子

作業を行っています。ＰＴＡと地域交流支援部が連携して、経田小学校との交流も支援しています。

このような活動により、保護者、地域の方が、いろいろな尺度で子どもたちを認めてくれ心優しい

子どもたちが育ってきています。

　課題としては、保護者や地域アンケートから、まだコミュニティーの活動が見えにくいという現

状が明らかになり、ＰＴＡの参加、関わりをどう深めていくか。また、支援をしてくださっている

方はご高齢の方が多く、次代を担う後継者の育成が急務であること。それをＰＴＡとしてどのよう

に考え、どのような取組で解決していくかが上げられます。

２　討議の内容

　◇質疑

・小規模校での活動だが、ＰＴＡ役員の負担が多いのではないか。  （豊殿小）

→それぞれの支援部は、地域の方が三役になっていて、ＰＴＡが主体で活動するのではないの

で負担は少ない。

・ＰＴＡが支援部の主体となっているのか。全てをＰＴＡだけで行うのはとても大変だ。

　  （助言者）

→地域の方が主体で進めてくれるので、ＰＴＡはその活動をサポートしている。

　◇地域との関わり（取り組んでいること・今後取り組んでいきたいこと）

・親子レクで、地域の習字の先生を招いてご講義をいただいた。字だけではなく絵も描き、楽し

さを味わっている。お礼に地域の方へ歌を披露した。  （丸子北小）

・親子レクで、地域の方を呼んで行っている。また、４年生からクラブ活動があるが、陶芸・フ

ラワーアレンジ・ダンスなど地域の方が指導してくださっている。地域の方が習字を教えてく

れたり、お菓子教室をやったりなどの活動が今後できたらいい。  （北小）

・地域との関わりがあまりないので残念である。  （一中）

・年に１回、地域の方が講師をつとめる「わくわく講座」がある。  （青木小）
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・子どもの活躍の場を地域で提供している。子どもの行事の参加を求めている。  （東小）

・全校45名の小規模校ということで、「のぼり釜」当番の活動に参加しているが、ＰＴＡががん

ばらなければいけないと思っている。どういった活動をすればよいか。  （西内小）

・ポプラ祭（文化祭）のとき、地域の方からバザー用品を持ってきてもらっている。夏祭りには、

プールに鮎を放し、魚つかみをして食べている。  　（川辺小）

・和田とよく似たような活動している。小学校では見守り隊が活動している。朝は見守り隊が出

ているが、帰宅時は難しい。  （真田中）

・地区は少ないが地域の行事が多い。10地域の方が屋台を出し、子どもがお手伝いをする。参加

しやすくなるとよい。  （神科小）

・安全パトロール隊がいて、保護者は月曜日の朝、旗を持って子どもたちの安全を見守っている。

保護者よりも地域の方がよく見てくれる。  （清明小）

・秋にリサイクルデー、地域で見守り隊もやっていただいている。雪が降れば除雪もしてくれる。

行事が多くあり、人数が少なくなっているので６年生のＰＴＡ役員になると大変である。

　  （神川小）

・和田の活動は小規模だからこそできる活動だと思う。人数が多いと役員が出ればいいとか、誰

かがやってくれるというようになってしまう。だから役員は大変である。ボランティアで見守

り隊がいる。和田のように紹介式があると、あいさつし合える関係ができる。  （南小）

・コミュニティースクールへのＰＴＡの参加は留保になっている。地域との関わりがやや薄い。

　  （豊殿小）

・他の県との交流や地域支援部のような活動は行っていない。  （城下小）

・「 地域の先輩に学ぶ 」ということで、そばうち、大正琴、カメラを２ヶ月間教えてもらい、文

化祭で発表している。  （五中）

・見守り隊の活動は行っている。ノーメディアデーはとてもよい取組みである。 （丸子中央小）

・ＰＴＡとは別の組織で「塩田中応援団」があり、元教員や地域の方が授業のサポートをしてく

れている。３つのボランティア組織があり、学校をサポートしてくれている。  （塩田中）

・情報モラルの講演会を行っている。  （青木中）

・地域の方々に先生になってもらう「コスモス大学」を行っている。１～３年生が年６回の授業

を受けてその成果を文化祭で発表する。  （丸子北中）

・「学習ボランティア」ということで地域の方に教わっている。  （西小）

・巨峰作りを地域の方に教わっている。  （滋野小）

・地域の方が声がけをしてくれるのに子どもたちからの返事がないことがある。見守り隊のよう

な地域主体というのは難しい。  （東塩田小）

・地域の方が先生になって歴史やもの作りなど何十もの教室がある。  　（和小）

・見守り隊の方があいさつしても子どもたちからの返事がないことがある。「親子ふれあいスクー

ル」で地域の方に教えていただいている。  （中塩田小）

３　助言者のまとめ

　コミュニティースクールは国が進めている制度である。学校だけではできないことで、地域の方
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の応援が必要になってくる。学校の規模によって違ってくるが、各学校でできることを検討してほ

しい。

　地域ボランティアの高齢化、ＰＴＡ活動の難さ、地域で色々やってくれるが忙しくできないなど

の意見もあると思うが、一番は子どもたちが社会的に自立して成長していくことが願いである。家

庭は教育の原点。学校では学力・体力をつけ、地域では人間性を育てる。

　参加していることに大変意味がある。ＰＴＡでできることを探し、地域と連携をとっていただき

たい。大人も子どもも共に育ち、『時間・空間・仲間』の「３つの間」を大切にしていただきたい。

第７分科会記録

第７分科会テーマ　　　「学校における記念行事の参加のあり方」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　～創立55周年・校舎改築記念行事への取り組み～

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田市立塩田中学校　　　　　　○助言者　　高池　一昭（菅平小中学校長）

　　○発表者　　曲尾　武史　　　　　　　　　　○記録者　　竹内真由美・山口奈緒美

　　○司会者　　加藤　政行　　　　　　　　　　○世話係　　横田　康子（青木小学校ＰＴＡ）

１　提案の趣旨

　平成24年度から25年度にかけて、塩田中学校で「創立55周年・校舎改築記念事業」が行われた。

５月12日（日）に行われた記念式典を始め、寄付金集めや記念品購入など、さまざまな活動が行わ

れた。その中でＰＴＡも多くの活動にたずさわったが、具体的な活動内容にはそれぞれの学校によ

り異なると思われる。今回は、学校で定期的に行われる記念事業に際してＰＴＡがどのように関わ

り、どのような活動をするかを考える際に参考になればと願い作成しました。

２　討議の内容

　発表に対しての質問

　Ｑ．なぜ、区切りの良い50周年に記念事業を行わず、55周年に行ったのですか？

　Ａ．校舎改築をしており、完成した年が55周年にあたる為、盛大に行いました。

　グループ討議

Ｑ．今回塩田中の記念行事のような行事にたずさわった学校はありますか？また、近々記念事業を

行う予定の学校はありますか？

・来年60周年ですが準備はこれから　（真田中）　　　・昨年30周年でした　　（南小）

・60周年が来年です　　　　　（依田窪南部中）　　　・昨年140周年だった　（川辺小）

・昨年が140周年でした　　　　　　  （豊殿小）　　　　　　　　　　　　　　　など。
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Ｑ．たずさわった学校で、工夫した点、苦労した点、又これから記念事業を行う学校で参考にした

い点は？

・５年生が作った米で記念式典の日にぼたもちを作り振るまった  （南小）

・先生方がオペレッタをしてくれた  （豊殿小）

・学校行事なのに保護者に多く負担が掛かり、学校はあまり協力的ではなかった  （川辺小）

・前年度から早目の動きが必要と多くの意見がありました。

Ｑ．今回の寄付金集めについての良い点と悪い点など意見を伺いました。

・地区役員さんの負担がかなり大きいのではないか。

・参観日の時など保護者が集まる日に集めたら良いのではないか。

・寄付金を集める際のＱ＆Ａのようなマニュアルがあるのは良いと思いました。

・一口千円が丁度良いと思う。

・他の方法はなかったのか？とも感じた。

・あまり顔見知りでないお宅へ寄付をお願いに行くのは心苦しいので、数人で行った。

・記念品が実際にないので頼みにくかった。

・たくさん寄付していただいた方に記念品を贈呈と言った事は良いと思いました。

Ｑ．自分の学校で行事を行うにあたって寄付を集める時に工夫している点、こうやったらうまく

いったのでは、などありますか？

・地域の方々にも呼び掛けて協力してもらう。

・東御市では商工会の方々が活発に動いてくださった。

・自治会長さん同士で寄付をお願いした。

・自治会や団体などから集めた。

・ＰＴＡ会費とは別に積み立てをしていくのは良いのでは。

Ｑ．塩田中の記念誌を見ていただき、記念誌の作成・配布について

・２千円としては、しっかりとした作りで驚きました。

・ＤＶＤまでついているのは凄い良いです。

・足は出なかったのか？

・とてもきれいでこの位であれば２千円は出してくれそう。他校で２冊組みで５千円とあったが、

少々手が出しづらかった。

・学校に関わりのある人にはとても良い記念になったと思う。

・寄付をたくさんしてくださった方に、お礼を兼ねて渡せば喜ばれる。

・在校生、全員に配られた事は良いと思います。

Ｑ．今回の発表を聞いて、記念事業に対してＰＴＡがどのように取り組むべきか？

・学校とＰＴＡの連携が大切！報告・連絡・相談（ほうれんそう）。

・事前の準備をどこを主体に取り組むかをはっきりさせておく。

・今いる在校生の保護者が出来る範囲でやれば良いと思う。

・記念行事の年に役員をする方は大変なので、何年か前から早目に取り組む事が大事なのでは。

・子供達の意見をもっと取り入れても良いのでは。

・発案者を明確にし、どの位のスパンで行うのか、はっきりと皆にわかると良いのでは。
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・地域主体でやる事は良い。

・記念事業を何年にやるか？まずそこを決める事は難しい。

・窓口が、学校、自治会と２つあるより一つでまとまっていた方が動きやすいと思いました。

　  この様に項目ごとにたくさんの御意見をいただきました。

３　助言者のまとめ

　塩田中の記念事業の内容を聞いて、とても大変だったのだなと感じ、又どの学校でも記念事業は

ある事なので、とても参考になったのではと思いました。

　どの学校でも、日頃やっていない大きなＰＴＡ事業をしなくてはいけないのでとても大変な事で

ある。

　その情報交換が出来てとても良かったです。

　どこがやるのか、その区切りはいつやるのかは、その学校の状況によって実施するかは様々では

ある。開校50年なのか？ 10年ごとなのか？創立なのか？と・・・

　各学校ごと工夫した行事・音楽行事・親子行事などほしい。互いの目標の達成の為に、学校まか

せきりにならず、ＰＴＡもしっかりやって、子供達の為にと言った事を基本に頑張ってほしいです。

第８分科会記録

第８分科会テーマ　　　「ＰＴＡによるメディアコントロールへの取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～子どもたちの健全育成を目指して～」

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田市立浦里小学校　　　　　　○助言者　　松井　誠彦（武石小学校長）

　　○発表者　　高野　　孝　　　　　　　　　　○記録者　　原田亜紀子・野村　知美

　　○司会者　　橋元　宣明　　　　　　　　　　○世話係　　上原　利明（川西小学校長）

１　提案の趣旨

　メディアコントロールは、あいさつ運動と共に、浦里小学校コミュニティスクールの実践目標の

一つとなっています。多くの自然に囲まれた浦里小学校でも近年、子供のメディアへの依存度が増

加しています。子供の成長期にゲーム等のメディアを長時間行うような生活をしていると感情のコ

ントロールがうまく出来なくなりその結果として、やる気がなくなる。注意力や集中力がなくなる。

キレやすい。わがままになる。イライラする。忘れっぽくなる等の症状を引き起こすと言われてい

ます。

　また、コミュニケーション能力にも支障をきたす面が大きく、急速に発展しているＳＮＳ等を使
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用するようになると、人間関係において様々な問題や事件を引き起こす要因にもなっています。そ

こでメディア漬けを防止して、現実世界での豊かなコミュニケーションや体験を大切にし、浦里ら

しい児童を育成するための取組みを行っていきます。

２　討議の内容

　　発表に対しての意見・感想

・ゲームのルールはあるが、テレビのルールはない。意識を高めて標語を作る等まずは家族から

取り組みたい。  （祢津小・母親）

・メディアコントロールは幼い頃からのけじめが大切。親のサポートが不可欠。 （北小・母親）

・メディアコントロールの効果は出ている。メディアの発展に伴い親も勉強する必要がある。親

の勉強する機会を設けている。  （第二中・父親）

・ＮＴＴの方を招待して講演会を行った。中学生は親の言う事はなかなか聞かない。口うるさく

ならない方法はないか？  （第五中・母親）

・親子共に納得した上でメディアを利用している。夜８時以降はテレビを消している。家族と一

緒の時はゲームをしない。外へゲームを持ち出す時は親に理由を述べてからと決めている。メ

ディアと全く切り離す事は難しい。  （神科小・母親）

・日曜日以外はテレビを見ない。ゲームに関しては本人が自覚してルールを決める。（南小・母親）

・メディアコントロールは学校で取り組んでいるが決まり通りいかない。なぜ決めるのか？はっ

きりさせたい。  （中塩田小・母親）

・メディアをただ減らしてしまうのではなく、外へ出て実体験している浦里小の取り組みが良

かった。機会を作らないと外へ出ていかれないのは残念。  （東部中・母親）

・テレビを見ながら勉強している。メディアの発達。親の方が知らない。  （丸子北小・母親）

・青木小でもメディアコントロールの日がある。メディアの全てがいけない訳ではない。タブレッ

トを使った授業を行っている。自分でコントロールする事が大切。  （青木小・母親）

・テレビを消すと話題が増える。中学生になると学校での出来事を話さなくなるので大切。

　  （第四中・母親）

・１ヶ月に１回テレビに関わらず過ごすメディアコントロールデイがある。アンケートを取って

いる。親の方が見てしまう。浦里小の土曜塾とても良いと思う。

・メディアコントロールはしていない。ネットでの被害等学習はしている。 （東小・田中小・母親）

・月に１回メディアデイがある。何をしたか感想を書く。テレビの時間→有意義な時間。

　  （神川小・母親）

・子供達の放課後の過ごし方アンケートで自宅にいるとテレビの時間が増える。外遊びの時間を

増やす事が大切。ラインＳＮＳがこれから不安。親も勉強する。  （北小・母親）

・ノーメディアデイに保護者宛にメールでお知らせが来る。子供は外遊びが好きで帰ると勉強し

てお風呂夕食と一通り終わらないとテレビは見ない。見せない。９時に就寝。土日は習い事が

あるのでメディアを見る時間がない。  （川辺小・母親）

・メディアに関するルールはあるが、各家庭によって差がある。  （北御牧小・母親）

・ノーメディアの取り組みはないが、親としてニュース天気予報を見る。マルチメディアの先生
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によりゲームでネットが出来る事やハンドルネームで個人が特定されてしまう事を知った。

　  （傍陽小・母親）

・幼い頃からテレビの制限はあった。浦里小のメディアの取り組み、素晴らしいと思う。

  （塩田中・母親）

・３人兄弟の兄がメディアで救急騒ぎの体調不良を起こした事がある。他の兄弟は、兄を見てい

るので、メディアをやり過ぎる事はない。祖父母は常にテレビをつける環境だが子供達は、テ

レビ漬けではない。  （第三中・母親）

・学級会長の提案で夏休みに、テレビ・ゲームから離れて親子で読書スポーツ料理等テーマを作

り、メディアコントロールを実施した。子供は親と過ごす時間を喜んでいた。 （清明小・母親）

・親も意識を変えないといけない。食事中メールの着信があると確認してしまう。自分の行動を

振り返る。  （丸子中央小・母親）

・小学校高学年になると守れていたゲーム時間等崩れ、かくれてゲームをやるようになってし

まった。目が悪くなってしまった。反抗期になると親がどう対応して良いか分からない。

　  （第１中・母親）

質　メディアコントロールはＰＴＡが主体か学校が主体でやるべきか？

答　浦里小の場合スクールコミュニティ委員会より話が出たため取り上げる事となった。保護

者の意見もあり、ＰＴＡ主体の活動となったが学校の協力、外部団体の協力も必要となってく

る。

質　子供達の携帯は何年から持たせているか？

答　会場にて３名の方が携帯を持たせている。母親がフルタイムの勤務のため子供達だけで家

に居る事になり緊急時にそなえて持たせている。キッズ見守り携帯で限られた人のみに発信等。

３　助言者のまとめ

　①　メディアに対する危機感を持ちましょう。

　ゲームの時間が増えると勉強時間が減り、学力低下につながる。ＳＮＳと呼ばれるラインやフェ

イスブックに書き込んだ内容は消す事ができない等モラルの問題。

　②　メディアコントロールを進めていきましょう。

　子供達のがんばった姿が目に見える事。その頑張りを評価する事が大切。また親子で共有する

事が大切。浦里小が提案したチャレンジカードは各家庭のレベルやメディアの種類を分類する等

の工夫があり、目標を達成したら次へと継続して実施できる可能性を感じる。各学校の取り組み

のヒントになったと思う。

　③　会話や体験型活動が重要

　50分ゲームをした脳は前頭葉（感情の部分）だけが活性化し他の脳は使っていません。脳はさ

まざまな部分を活性化させる必要がある。その手段として親子の会話が非常に大切。会話により

色々な事を考えたりする事で脳は活発に働く。浦里小での体験型活動や外遊びは五感を使うため、

バランスの良い脳の発達のためには必要な事。各学校でメディアコントロールを実践して会話や

体験型活動を増やしていきましょう。
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第９分科会記録

第９分科会テーマ　　　「学校ＰＴＡと、地域との連携のあり方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ 140周年記念の実践を通して～」

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田市立川辺小学校　　　　　　○助言者　　柳町　照明（浦里小学校長）

　　○発表者　　村上　雅孝　　　　　　　　　　○記録者　　角谷さゆみ

　　○司会者　　柳沢　陽一　　　　　　　　　　○世話係　　宮下　俊哉（長小学校ＰＴＡ）

１　提案の趣旨

　川辺小学校は昨年度（平成25年度）に創立140周年を迎え、学校とＰＴＡは記念事業をおこなった。

川辺小学校区の地域のみなさん（上田原地域活性化協議会のみなさん）の協力によって、当初計画

を遥かに超える記念事業がおこなわれ、地域のみなさんの協力やパワーを再認識することとなった。

２　討議の内容

・東御市は子育てサークルが盛ん。５つ位ありそこで情報交換ができ、つながりができる。小さ

な地域なので、地域の方の協力が強い。  （和小学校・母親）

・県では初の「小学生職場体験」がある。今年は５・６年生。職場までは歩いて行き、ＰＴＡが協力、

引率して行く。いろんな人が、いろんな所で必死になって働いている姿とかいろんな大人たち

をたくさん見学して感じとってほしいとの校長先生の想いからできた。

　クラブ活動は、先生ではなく外部の方が協力してくれている。  （北小学校・母親）

・「 学校 」というくくりだと地域の方とのかかわりが少ないが、「支部」での活動では、地域と

のかかわりが多くなる。ふれあいすいとん会があり地域のお年寄りが子供達にすいとんをふる

まってくれ、そのお礼に子供達は歌をうたったり、学校の発表などをする。地域の方とふれあ

うため地域の行事にはなるべく参加している。　五中では地域の先輩に学ぶということで、地

域の講師の方にそば打ちや、おやき作りなどでかかわっている。  （神科小学校・母親）

・全校児童数45名、家庭数30弱の小さな地区のため、地域の方の協力が必要不可欠。クラブ活動

も必ず地域の方が入っている。37年続くのぼりがまがあり、釜入れの時は２泊３日焼き続け、

この時は地域の方、子供、保護者も参加。  （西内小学校・母親）

・小中合わせて80人位。ＰＴＡはほぼ卒業生で父親は消防団に入りそこで必ずつながりができる。

小学校～中学３年まで必ずスキーをやらなければいけない。講師はＰＴＡなど卒業生が指導。

スキー学校とか観光協会等の団体もすごく学校に対して手厚い保護をしてくれる。補助金など

お金の面でもかなり優遇してくれる。  （菅平小学校・父親）

・地域のお年寄りの出方がキーポイント。登下校の生徒に声がけしてくれたり、注意したりして

くれている。日々のなにげないところにお年寄りのすごさを感じる。お年寄りは回覧板が好き。

学校だよりなど丁寧に読む。地域の方が学校のことを知るのに役立っている。

　  （第一中学生・母親）
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・四者会議がある。（生徒・先生・ＰＴＡ・地域の方）「六中生として地域のために何ができるか」

をテーマに学校の方から保護者に、どんなことをしてもらいたいか等、アンケートをとり、生

徒として地域のみなさんに求めていること、地域のみなさんが生徒に求めていることなど意見

を出し合う。  　（第六中学校・母親）

３　助言者のまとめ

　学校と地域の連携には、キーワードがある。１つ、地域と学校の大きな目標がマッチしたこと。

２つ、人、リーダーをどうするか。キーマンをさがすのは地域のことにくわしいＰＴＡのみなさん

や自治会の方。３つ、組織化。それぞれの部会もみんな地域の方がリーダーになって、その下にＰ

ＴＡ、学校とある。そうすると学校もＰＴＡもらくができる。地域が主体になって動いてくれる。

４つ、両者が得をする。５つ、情報交換を緊密にすることでより望ましい連携ができあがってくる。

第1 0分科会記録

第10分科会テーマ　　　「ＰＴＡバザー“西小元気市”10周年を迎えて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～地域・学校・親子のつながり～」

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田市立西小学校　　　　　　　○助言者　　武田　健司（丸子中央小学校長）

　　○発表者　　市川　　清　　　　　　　　　　○記録者　　山地　直美・太田　広子

　　○司会者　　宮川　　豊　　　　　　　　　　○世話係　　北沢　秀雄（第二中学校長）

１　提案の趣旨

　私たち西小学校では、以前からＰＴＡバザーを行い、収益金を得て学校環境の整備や子供たちの

教育のために役立てて参りました。しかし、時代の流れとともに、いくつかの課題もあり、見直し

時期にきておりました。

　親がバザーに参加している間、子供たちはそれについてきているだけでしたが、子供たちが中心

となり、子供たちのために、また親子が楽しめ、地域の方々も参加できる形にしたい！という思い

をもとに、色々な反省点を踏まえ、名称もＰＴＡバザー「西小元気市」とし、昨年で10周年を迎え

ました。

　子どもたちを中心に、家庭と学校、地域のコミュニケーションを大切にしてきて、10回という区

切りを迎え、そこで何を得て、どのように成長しているか。また親子、学校と地域のつながりの大

切さを皆さんと一緒に考えたいと思い、今回のテーマとさせて頂きました。
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２　討論の内容

・アイスブレイク→討議に入る前に、教室内の緊張した空気感を解消し、参加者がより討議をし

やすくなるよう、自己紹介を兼ねて全員で簡単なゲームを２種類行いました。

　アイスブレイクを行った事によって、この日の分科会は、本当に大成功であったと思います。

笑いのある和やかな空気の中で、参加者同士が活発な意見交換をできた事は、何より最大の

“つながり”を持てたと言えるのではないでしょうか!!

　各グループに分かれて意見交換も、大変和気藹々とした中で討議が出来ました。

・プロジェクターを使用し、“西小元気市”について当日の様子を写真を使って詳細説明。

・５グループ（６名ずつ）に分かれ、各学校の取り組みについて意見交換。

～話し合いの結果（抜粋）

　　［発表に対しての意見］

・バザー全般の実行委員長は誰か。また運営・企画についての担当は。  （東塩田小）

→西小元気市全体の長はＰＴＡ会長であり、その中で各学年ブースについては、各学年の正

副学級会長・保護者及び児童を中心に企画運営。バザーに関しては、会計監査・専門部正副

委員長・支部長が中心に企画運営される旨を説明。

［家庭・学校・地域とのつながりについて］

［地域交流として、各学校の取り組みについて］

・農業が多い地域であり、農家の野菜を給食に使っている。又、農家の人達に教えてもらい野菜

を作り、その野菜も給食に使っている。  　（武石小）

・バザーはないが、夏休みの祭りがあり、地域中心となって行っている。  （川西小）

・参観日の後に子供が中心になり、射的やスライム作りを行っている。  （中塩田小）

・ママさんコーラス、読み聞かせを行っている。  （和小）

・地域の方をお招きし、昔ながらの遊び（竹馬・コマ・竹とんぼ）を一緒に実施。  （傍陽小）

・中学校になると地域とのつながりが殆どないのが残念。地域・学校・生徒がつながるようなイ

ベントがない。  　（塩田小）

［父親がＰＴＡ活動に参加しやすい取り組みについて］

・おやじの会はあるが、仕事が休みの日はゆっくりしたいと言う意見もあり参加は少ない。

　  （塩田中）

・参観日等の行事にお父さんたちが非常に多く参加するようになった。しかし、父親同士のつな

がり、親睦はあまり図れていない。  （傍陽小）

［その他、バザーの関係では様々な意見をいただきました。］

・バザーの検品、残った品物の処理がとても大変。また、子供達には、事前にブースごとのチケッ

トを渡し、お金での買い物等はさせない。  （東小）

・バザー品で残った物は、役員が預かり、翌年へ回してまた出品している。  （塩尻小）

・ＰＴＡの負担が多いがやめられない。どうしたら良いのか悩んでいる。

　バザー品などの品物が揃わないのが問題点。需要に供給が追いつかない状態。  （武石小）

３　助言者先生のおはなし
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　西小のバザーは地域と一体化していて大変素晴らしい！

　「できることをできる人が・無理せず・楽しく」のモットーが一番大事なこと。

　何事も人と人との“つながり”が大切で、「大変だけれど、やって良かった。」と思えることは素

晴らしい。ＰＴＡは子供たちの為の活動であり、ＰＴＡの活動を通して心が通じ合う。

　“地域の宝である子供”を上手に育てて欲しい。

　帰ったら、そうＰＴＡの方たちにお話して頂きたい。

　「大事なことは、大変な事が多い。

　“すべては、子供たちのために!! ”  →世話係の先生のお話より

第1 1分科会記録

第11分科会テーマ　　　「ＰＴＡ地区懇談会　～各支部と地域を交えたＰＴＡ活動～」

○発表校と係役員

　　○発表校　　上田市立神川小学校　　　　　　○助言者　　峯村　　隆（中塩田小学校長）

　　○発表者　　尾沼　洋一　　　　　　　　　　○記録者　　宮島　礼子・甲田　理恵

　　○司会者　　唐沢　大輔　　　　　　　　　　○世話係　　池上　昭子（神川小学校長）

１　提案の趣旨

　昭和42年から実施している神川小独自の地区懇談会。略して「地区懇」。

　「 児童の健全育成 」をテーマに、支部ごと講師を依頼し講演会型の懇談会を開催してきました。

しだいにテーマや内容は自由になり交流会型の懇談会も増えていますが、先生、自治会、保護者、

児童がともに考え、感じる時間として大切にしていきたい行事であることに変わりはありません。

　課題として、出席者の固定化や減少、家庭数減少による支部単独開催が困難、父親の参加が少な

い等があげられます。地区懇に限らずＰＴＡ活動・学校行事にどうしたら興味を持ち参加していた

だけるか、各学校の状況や御意見をお聞きしたい。

２　討議の内容

　⑴　発表に関連しての質問

・地区懇談会は育成会とは別の開催？……別の開催。育成会は全く別の単独組織。

・ＰＴＡ作業の内容は？……毎回、事前に先生方の要望と保護者が気づいたことを出し合い決め

ている。高所作業車を使った木の剪定（地元のソフトボールクラブ）、壁の補修・ペンキ塗り

（地域の方）等、地域の方のサポートが大きい。ＰＴＡの作業対象者は１年生の保護者で、出

席できないときは翌年に繰り越す。

〔 〕
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・１年生の保護者だけで人員は足りる？……できる範囲での活動をしている。今春は出席者が多

かったため、仕事内容を調整し、作業の幅を広げた。

・その他の活動は？……運動会（保護者の大玉送り、後片付け）、音楽会（歌）への参加。リサ

イクルデーの開催。同時に地域の方々の活動（太鼓、消防のラッパ等）や子どもの活動（金管、

合唱、ダンス等）を体育館で発表していただいている。

・地区懇は、学校側に伝えたいことを言える場？子どもの参加対象範囲は？……学校の先生、Ｐ

ＴＡ３役も可能な限り出席。各地区に出向くというスタイルの中、気軽に意見を言い合える場

となっている。子どもの参加対象は特にないが役員の子が一番多い。

　⑵　各学校の様子、感想

・地区懇開催は夏休み前。内容は行事、危険個所の確認  （五中・豊殿・長門・丸子中央小）

・地区懇の参加者は少ないが、普段聞けない事が聞ける良い機会。  （五中・母親）

・ＰＴＡ活動は作業が中心。地区の人数が少なく軽トラの確保等が難しい。  （豊殿小・母親）

・ＰＴＡ活動のメインイベントはバザーだが、今年は子ども中心に考え「たつのこ祭り」を開催。

地域の方々も呼び、飲食コーナー、相撲大会等を企画した。  （塩田西小・父親）

・地区懇では夏休みの計画、ラジオ体操やお楽しみ会（カレー作り、肝試し等）の計画もたてる。

その他のＰＴＡ活動は春・秋の作業、６月の資源回収など。  （長門小・母親）

・世代間交流として地域の方におやき作りを習ったり、お抹茶をいただく。  （東部中・母親）

・10支部ほどあり、自分の支部は80世帯ほど。地区懇は平日の夜、全支部が同日開催のため、校

長先生やＰＴＡ会長の出席は不可。行事等いかに興味を持ってもらうかが課題で、何かちょっ

と楽しい事を取り入れていきたいと思っている。  （川辺小・母親）

・コミュニティスクールとして保護者・地域・学校のつながりが強い。地域の方がお助け隊とし

て、防犯パトロール、さつまいも・大豆作りへの協力、お花を育てる会の方々の花壇の手入れ、

ＰＴＡ作業への協力等してくださり、助かっている。  （浦里小・母親）

・神科小まつりのために、地区ごとに物品を集め前日に各公民館で値つけをし、当日搬入する作

業が、地域の方々と交流できる貴重な場となっている。  （神科小・母親）

・ＰＴＡ作業は全クラスごと保護者と先生方とで分担。土曜参観日の後、「盈進まつり」を開催。

バザー、ゲーム、飲食コーナー等。おやじの会も協力。  （中塩田小・母親）

・全校120名と生徒が少なく支部単位での活動はできず、学校全体での活動が中心。防災講座、

子育て後援会、親子スポーツ大会、地域参観日等、消防や村、地域の方々の協力により充実し

た活動をしている。  （青木中・父親）

・ふるさとタイムを年２回開催。１回目は各支部で清掃など地域への恩返し。２回目は学校で四

者会議だが、意見が出づらいため今年は各地区での会議に変更。  （六中・母親）

・地区懇は交番の方と危険個所の確認。各地区で縁日、映画鑑賞、ドッチボール等を開催。地域

の方々とのふれあい活動はない。参加したいものに○をしていただくような提案型のアンケー

トをとると興味を持ってもらえるのではないか。  （南小・母親）

・ボウリング大会、歓迎会、週一回の交通指導等を行っている。  （清明小・母親）

・地区懇は交番の方と危険個所の確認。保護者の参加が少ない事が課題。  （四中・母親）

・地区懇は出席者が多く地域の方と保護者が顔を合わせる貴重な機会。  （丸子北小・母親）
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・地区懇は人数の少ない支部は合同で開催。地域活動は年２回。夏にお稲荷さん参道の整備、秋

の敬老祝会に欠席したお年寄りに中学生がお弁当を届ける。  （丸子北中・母親）

・地区懇は神川小と同様のやり方。  （一中・母親）

・バザー、川下り、魚のつかみ取り等の行事を行っている。  （城下小・母親）

・子どもから大人まで参加する西部地区運動会が一大イベント。そのほか、子どもからお年寄り

まで参加できるスマイルボウリングを開催している。  　（三中・母親）

・東小まつり、バザー、祇園、上田わっしょいへの参加。  （東小・母親）

・人数が少ないので、懇談会のあり方をテーマに話し合いをしている。  （北御牧中・母親）

・人数が少ないので地区懇はできない。ＰＴＡとして資源回収、自治会として花見、夏祭りを開

催。分け隔てなく全体で活動しているのが現状。  （北御牧小・父親）

・ふれあい活動（そばうち等）等の自治会行事に参加し地域の方と交流。 （丸子中央小・母親）

・地区懇なし。地区ごと危険箇所の確認。全校親子でＰＴＡ作業をする。  （真田中・母親）

・人が少なく地区懇はできないが、支部と自治会は密接につながっている。登下校はお年寄りが

ボランティアで見守ってくれている。  （本原小・母親）

・支部活動でお楽しみ会を開催。地域とのつながりはあまりなく、簡単に無難に危険のない事を

やっているが、見直すいい機会となった。  （北小・母親）

３　助言者のまとめ

　昭和42年から47年間「地区懇談会」を継続してきた神川小の歴史に敬意を表したい。

　なぜ地区懇談会があるのか２点考えられる。１点目は、学校、家庭、地域との共通課題を明らか

にし、子供のために解決策を考えていくため。２点目は、地域の代表である自治会長をはじめ異年

齢の方々に入っていただき、より広い意見を聞くため。こうした協議の時間を大切にしながら、子

供の健全育成を目指し課題解決を図っていく。

　神川小の課題は、父親の参加も含め全体の参加者を多くすることであるが、学校やＰＴＡによっ

て課題は違う。神川小は興味・関心を持ってもらえるよう企画を練っている。

　懇談会開催にあたっての企画力、準備は大変なことであるが、保護者自身の人間関係を広げてい

くことにもつながる。また、「うちの親がんばっている！」「うちの親すごいぞ！」と、陰で見てい

る子どもを育てる事にもつながる。ＰＴＡのためにだけでなく、自分自身の充実した人生・時間を

作っていくつもりで取り組んでいただきたい。
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第1 2分科会記録

第12分科会テーマ　　　『お父さん、学校へ行ってみよう』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～父親協力会活動報告～

○発表と係役員

　　○発表校　　上田市立第一中学校　　　　　　○助言者　　平岩　芳美（和田小学校長）

　　○発表者　　高橋　良行　　　　　　　　　　○記録者　　島田　都子・小林　智江

　　○司会者　　竹田　和徳　　　　　　　　　　○世話役　　徳田　修二（北小学校ＰＴＡ）

１　提案の趣旨

　子供を育てる環境は、私たちが育てられた当時と比べ、大きく様変わりしました。「良い・悪い」

は別にして「難しい」時代だと感じます。

　親子の絆が薄くなったと言われる現代、大震災の経験は家族の絆を見つめ直すきっかけとなった

と思います。

　「変えてはいけないもの」「変えなければいけないもの」子供は家庭環境を受け継ぎ、成長してい

きます。男女共同参画が謳われ多くの女性が社会進出する中、父親として変化への対応はどうある

べきか。何か出番はないか、原点である家庭でのあり方は勿論、今よりもう一方、ＰＴＡ活動に参

加できるのではないか。

　中学生は大人への成長段階として一番多感な時期を過ごします。自分たちが経験した事を振り返

り、社会構造の変化とともに価値観の多様性も広がり、どの様に子供と接していくか、迷う父親も

多いと思います。

　父親協力会は子供に親の背中を見せるという少しカッコいい正規な目的と、父親同士のコミュニ

ケーションを図る二次的な目的を持ちます。

　大切なことは父親がＰＴＡ活動に参加する機会を増やす事ではないでしょうか。

分科会－１

　【活動紹介】

・ＰＴＡ作業　草刈り機による草刈りや砂上げ　高所作業等で父親の威力を発揮。

　  この秋は「マイマイガの卵」の駆除。（ペットボトルの有効利用）

・安全パトロール（校内巡視／年４～５回）

・結団式・懇親会

・松輝祭ＰＴＡコーラス参加　26年度─混声４部合唱『銀河鉄道999』

・学校見学会参加「この学校で学べる子供達の幸せを実感した瞬間！」

　　この研究テーマが、今後の課題として参考になれば幸いです。
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３　助言者のまとめ（分科会－１）

①　父親協力会の発足に当り、父親が出番を見せたいと言う願いから始まり９年間よく続いてい

る。出来る人が、出来る時に、出来る事をし、父親が学校へ行く機会を持ち仲間が増える。つな

がりを持ちたいと言う父親の願いが、学校がお膳立てする事無く、クチコミで広がると言うのが

素晴らしい。

②　ＰＴＡコーラス参加については、思春期を迎えた中学生の中には、ちょっと遠慮して欲しい

と思う子も居ると思うが、中学校で実現出来ている事は珍しい。

　　子供の為でなく、自分たちが楽しみ、子供たちに遠慮しないで練習の厳しさやステージに上

がるワクワク感を体験し、発表後は専門の先生の評価をいただき、子供の気持ちを共有している

ところがとても良い。

③　ＰＴＡ作業へもたくさんの父親の参加があり、また、その当日に「学校見学会」「結団式・懇親会」

を１日にまとめてしまう、日の取り方が忙しい父親にとっていいと思う。

④　父親と言うものは子供にとって理解され難いどころか、ともすれば疎んじられる存在です。

　　母親がまず、父親を立てる事によって家の中心が立ち、母親の態度によって言わず語らずの

うちに子供がこれを学びます。年端もいかない子供には、父親の仕事内容とか勤務先の辛さは分

かりっこないんです。今からそう言ったってそれは無理と言うものです。ただ、母親が父親に対

する態度如何から、父親の偉さが何となく感じられるものです。それほど父親と言うものは子供

にとって理解され難い存在です。父親の偉さが本当に分かり出すのは、子供が40歳を過ぎてから

の事でしょう。そして、真に徹底的に分かるのは、やはり父親が亡くなってからの事でしょう。

それほど父親の世界というものは分かりにくい世界なんです。母親が理解し聡明な奥さんとなり

子供の理解の手伝いをしたいものです。

４　分科会－２

『オヤジ　学校へ』

講演者：金子　和夫 先生

　女性同士は知らない人とでもつながれるが、男性はプライベートの中で知らない人とはつながり

にくく、学校の中へ出てゆく事は得意ではない。男性を学校に行かせる為には母親にはコミュニ

ケーションを作りやすくする手助けをして欲しい。

　父親が仕事を休んで、消防団の一員として小学校の避難訓練に参加した。全校生徒の前で自分の

父親が紹介され、父親の活躍を目の当たりにし、誇らしく思え尊敬が生まれた。

　また、現在、学校登山の開催が危ぶまれている。発達障害やハンディキャップを持つ子を補助す

る先生が足りないのだ。そこで、ボランティアとして参加した。仕事を休み、実費を払い参加した

登山の中で、気づかされる事も多く、たくさんのものが得られた。

　仕事を持つ父親が学校行事に参加する事は難しいが、代わりに得られるものも多いはず。

　父親の力を集結して、是非、地域や学校生活に活かして欲しい。

　この他にも、たくさんのお話をしていただきました。全てを記せないのが残念です。
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５　参加者より

・三中（女性）～　「親のいいところを見せよう！」と言う事で、今年から三中でもＰＴＡコー

ラスが始まった。一中はイヤイヤではなく父親が参加している事が素晴らしい。

　　今しかない、子供と接する時間に、是非、かた苦しくならずに父親にも参加してほしい。

・丸子北小（男性）～　ＰＴＡ会長として自分が学校へ行くと子供がとてもいい顔をする。その

顔を見るのが嬉しい。家族で学校行事に参加することで家族の絆も強くなるのを感じる。

　　仕事を休んででも学校へ行く価値がそこにあると思う。

・一中より　第12分科会では、「分科会－２」の時間に質疑応答ではなく、参加して下さった保

護者の皆様へのプレゼンテーションの時間とし、講演会としました。

　　一つでも何かを持ち帰って頂き、ご家庭で話し合っていただければ幸いです。
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あ と が き

　平成26年度上小ＰＴＡ連合会研究集会は、９月６日（土）、上田市立第四中学校

にて開催されました。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

定通り研究集会を始めることができました。各単Ｐからは、420名を越える参加者

がございました。午後半日での開催であったため、午前中に準備ができ、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、昨年度から引き継がれた『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。

　土屋ＰＴＡ連合会長の御挨拶の中に、「本研究集会は15000人もいらっしゃる上小PTA連合会員の

うち、わずか420人しか学び合えない貴重な半日。理解のないＰＴＡ会員が多くなったと嘆くのでは

なく、今日の研究集会で学び得たことを自校のＰＴＡに持ち帰り実践すれば、よりよいＰＴＡ活動を

生み出せるかもしれないという願いや思いを込めての研究集会にしましょう。」と投げかけられまし

た。親同士で子育てについてとことん語り合うことを楽しむ気持ちで臨むこと、そんな申し合わせを

して会が始まりました。

　今年度も12の分科会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、現在まったなしの喫緊の課題に対応させ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。

　講演会は、講師に、秋津コミュニティ顧問　文科省コミュニティスクールマイスターの岸　裕司先

生をお迎えし、『学校を拠点にまち育て』という演題で講演していただきました。「学校を拠点に生涯

学習＆福祉コミュニティ +地域ぐるみの子育てコミュニティをつくろう」と副主題をつけていただき

ましたが、まさに研究集会のテーマに合致したお話しをいただけたと思います。学校・地域・ＰＴＡ

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、岸先生のご講演中、うなづき

どうしでございました。

　最後になりましたが、会場校　第四中学校の原校長先生はじめ、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城西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、本年度から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 26 年 11 月

  上小ＰＴＡ連合会副会長　　畑　　秀　治
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