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研究集録発刊に寄せて

旭 川 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会

副会長（研修部担当） 佐々木 直人

（旭川市立知新小学校ＰＴＡ会長）

第５３回旭川市ＰＴＡ研究大会が１１月１８日（日）に旭川市立永山中学校にて開催さ

れ、当日は雪降りの悪天候にも関わらず、６７０名のＰＴＡの皆様にご参加をいただき

ました。本研究大会にご参加いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

本年度の研究大会に向けての取り組みは、まず大会の趣旨をしっかりと研修

部のメンバーで確認し、認識するところからスタートいたしました。「なぜ研究

大会を開催するのか」この事を全員で共有し、大会テーマである「笑顔につな

がるみんなの絆」のもと、「地域連携」「子どもの安全」「父親の役割」「家庭教

育①、②」「生命尊重」「ｹｰﾀｲ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄと子どもたち」「多様な個性との共生」

「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ」の９部会に分かれ、それぞれ熱心に討議がなされました。

植松 努 氏による全体講演「思うは招く～夢があればなんでもできる～」は、

全ての参加者に深い感銘を与えてくれました。「どうせ無理」を無くし、「だっ

たらこうしてみたら」とみんなで知恵を出し合えば、どんな問題も解決し夢が

叶う、それは歴史が証明している。すぐあきらめる、すぐあきらめさせる事を

するのではなく世の中を変えていきましょう、と力強い講演でした。早速、単

Ｐより講演依頼の問い合せがあり、皆様の活動のお役に立てたことが幸いと思

います。

ここに研究大会の集録をまとめましたので、さらに大会を振返っていただき

今後のＰＴＡ活動の参考になればと思います。

最後に、本研究大会の開催にあたり公務ご多用の中ご臨

席を賜りました来賓の皆様、また各部会において貴重な講

演を頂きました関係各位の皆様、そして、運営にご尽力い

ただきました主管校の永山中学校、新栄ブロック、中央ブ

ロック、西部ブロックのＰＴＡの皆様に厚く御礼申し上げ

まして、ご挨拶とさせていただきます。
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全体講演
演題 「思うは招く

～夢があればなんでもできる～」

講師 植松 努 氏 （植松電機専務取締役）

講師の植松氏は赤平市にある町工場の社長で、本業以外に宇宙開

発の仕事をし、ロケットも人工 衛星もつくっている。

宇宙開発はビジネスではない。宇宙開発はあることを実現するための手段である、と植

松氏は言う。その手段とは、それは「どうせ無理」という言葉をこの世からなくすため。

「どうせ無理」というたったひとことで、多くの人が夢をあきらめてしまう。これを変え

たい。そのために、お金がなければできない、国家でなければできないと思いこんでいる

この宇宙開発という事業を通して、夢はあきらなくていいんだということを示していきた

い。これが氏の強い願いである。

植松氏の話しぶりは坦々としているが、とても説得力があり、聴く者をぐんぐんと話に

引き込んでいく。「思うは招く～夢があればなんでもできる～」の講演は、全ての参会者

に深い感銘を与えた。

＜講演の概要＞

◎僕たちは、宇宙開発ではお金をかせいでいません。

お金を稼いでいる仕事は、リサイクルで使われる特殊なマグネットの開発

リサイクルというのは新しい市場。ゴミの分別から入ったこの仕事はとてもしんどい。

でも、そう思ったらそこにビジネスチャンスがあるということ。しんどいことやつらい

ことを克服したり改善したりすることは、みんな立派なビジネスになる。

そのためには、やってみること。自分でやるのが一番。僕たちはいろんな工夫をした。

やればやるほど工夫点が見つかった。

改良し続けた結果、僕たちの会社の仕事はどんどん発展していった。

◎よりよくを求めなくなったとき、社会はダメになる。

興味を持てない人、やる前にあきらめてしまう人、自分で考えることを嫌がる人たちの

キーワード、「いやあ、自分なんて」という「謙遜」と「どうせ無理」という「評論」。

「よりよく」を求めない人が増えていくと、「よりよく」を求めない社会が生まれる。

企業はもともと「よりよく」を追求するのが務め。でも社会が「よりよく」を求めなく

なると「企業」は「よりよく」を追求し提供することが意味を失ってしまう。

今の社会は「よりよく」でなく、「安い」「早い」しか求めない社会だから、企業は「安

い」と「早い」という消費者への迎合しかできなくなってしまった。賃金の安い中国に

負けるのは当たり前。

◎「だったら、こうしてみたら」

たくさん消費しないと成り立たない大量生産社会から、節約したほうが豊かになる社会

に変わっていく最中が今なんじゃないかなと思っている。

これから大切になる仕事は、０から一を生み出す仕事。今までのような、１から１０、
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１０から１００を生み出す仕事ではない。僕たちは、大量生産のもとになる、０から１

を生み出すという仕事をするべきじゃないかと思う。

では、０から１を生み出す仕事をするためにはどんな人が必要か。それは頭がいい人で

も高学歴の人でもない。やったことのないことをやりたがる人。あきらめない人。工夫

する人だ。こういう人たちのキーワードは「だったら、こうしてみたら」。こう思える

人たちが０から１を生み出す人たちになる。

◎実現できそうな夢が本当の夢だろうか。

この世にすでにある仕事の中から夢を選ばなければいけないのか。僕は、夢というもの

が新しい仕事になると今でも本気で思っている。

みんなが「食える」とか「食えない」とか言うが、そもそもなぜお金が必要になるのか。

それは「支払う」ためと将来の不安を解消するため。でも、そのためにお金を稼ぐとい

うことが夢といえるのか。

本当の夢というのは、よりよい未来を目指すことではなかったか。

◎お金よりも知恵と経験

ばあちゃんが教えてくれたこと。「お金はくだらないよ。一晩で価値が変わっちゃうか

らね。お金があったら本を買いなさい。頭に入れてしまえば誰にも取られないし、その

知識が必ず新しいことを生み出す」

ばあちゃんは、知恵と経験にはお金と同じ価値があるということを教えてくれた。

◎僕の原点は紙飛行機

『よく飛ぶ紙飛行機集』という本でグライダーつくりに夢中になる。いつの間にか僕は、

図鑑を開いてこの飛行機を飛ばしたいと思ったら、それを形にして飛ばすことができる

ようになっていた。これが僕に飛行機やロケットをつくる能力を与えてくれた。

◎夢を潰された進路相談

中学校の進路相談の時間に、「飛行機、ロケットの仕事がしたいです」と答えたら、「芦

別に生まれた段階で無理だ」と言われてしまう。

その先生は、「飛行機やロケットの仕事をするためには東大に入らなければいけない。

おまえの頭では入れるわけがない。おまえの頭では芦別工業高校しか行けないだろう」

と言った。これは進路相談とは言えない。でも、今でもなおこのレベルの進路相談が行

われている。そして、多くの人たちが可能性を奪われている。

◎知らなかったら調べればいい。間違ったらやり直せばいい。

それは無理、という憶測の評論。このくだらない憶測の評論をする人たちは次の二つの

パターン。

①知らないことが恥ずかしいことだと思っている人たち。この人たちは知ったかぶり

の憶測をする。そして、知らないことに出会うと、それはくだらないと言って知ろ

うともしない。知らないことを恐れる人たちだ。

②間違えることが恥ずかしいことと思っている人たち。この人たちは間違いを認めな

い。そして決めつける。「俺が正しいんだ」と言い張ってしまう。

誰もが自分が経験したことしか知らないし、すべてを知ることは不可能。また、間違え

ることは誰にでもある。

だから、間違えたらやり直せばいい。そして、知らなかったら調べればいい。素直にこ
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れをやればいいだけ。そうすれば、間違いのリカバリーの仕方と、知らないことの調べ

方という問題解決能力を身につけることができる。

◎どんなことも自分で学べる。

僕は自分で飛行機のことを勉強しようと決意した。回りには飛行機のことを知る人はい

ない。どうするか。答えは簡単。大学生が使うような教科書などは、図書館や本屋にあ

る。それをただ読めばいいだけ。読んでいるといつか分かる。

中学生が大学生の教科書を読んで分かるわけがないと思うかもしれないが、それは間違

い。小学生が読んでいるゲームの攻略本は、大学の教科書よりもはるかに字が小さくて、

複雑なことがびっしりと書いてある。でも、子どもは興味のあることならいくらでも読

める。大事なことは、好きにさせるということ。

僕は奇跡的に大学に受かることができ、そこで学問に出会った。その学問は、小学校の

ころからやっていた趣味そのもの。自分一人でやっていた研究が全部、大学に行って勉

強と結びついた。だから僕は、中学・高校と赤点ばかりだったのに、大学へ行ったら勉

強しなくてもほとんど１００点が取れるようになっていた。

僕を支えてくれたその能力は、中学高校のあいだ、成績に関係ないんだからやめろ、と

言われ続けたことに関する能力。しかし、それこそが大学での学問だった。

◎楽をすると無能となる。

僕の大嫌いな言葉「どうせ無理」は、楽をするための魔法の言葉でもある。まじめな顔

をして「それはどうせ無理」という評論をすれば、その瞬間から何もしなくてよくなる。

何も考えなくてよくなる。人生はものすごく楽になる。

でも、楽をするとどうなるか。楽をすると「無能」にしかなれない。なぜなら、楽をす

るということは、他の人がする経験を避けて通るということだから。能力というものは、

経験しなければ身に付かない。経験しなければ能力はなくなる。

◎自身がない人は評論をして他人の自信を奪う

楽をして自身を得たいならどうするか。自慢をすればいい。あら探しをすればいい。評

論をすればいい。

一生懸命、自分が持っている知識をひけらかせばいい。自分の知識というもので防御線

をはる。そして、「あいつ、あんな失敗してる」ってみんなで笑えば失敗を恐れる人が

誕生する。「あいつ、あんなことも知らないんだ」ってみんなで笑えば、知らないこと

を恐れる人が誕生する。そして、その人たちはさらに憶測の評論を続けていくことにな

る。

自信剥奪は連鎖する。そしてそれは優しい人に向かって濃縮される。優しい人は他の人

の自信を奪うことができないから。だから、自分の自信を奪うしかない。自分なんて、

と思うようになる。

この世で最も優しい人達は、子ども達。子ども達は口を閉ざしたまま、じっとこの自信

剥奪の連鎖を自分の中に濃縮させていく。

連鎖というものは、実に簡単に切ることができる。自分がされたいやなことを他の人さ

れないためにはどうしたらいいのか真剣に考えて、「こうしてみよう」とアクションを

起こした瞬間に、不幸の連鎖、自信剥奪の連鎖を途切れる。

◎楽をしないで努力しよう。
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不幸連鎖のスタート地点は、「楽をする」だった。だから、楽をしてはいけない。楽し

むべきだ。苦労する中、努力する中におもしろいと思うところを見つける、すなわち楽

しむ。

かつて流行った「ナンバーワンよりオンリーワン」という歌。努力できない人はこの歌

好き。楽ができそうな気がするから。でも、この歌には致命的な欠陥がある。花屋さん

に並ぶ前にどれだけ多くの花が間引かれ捨てられているか。店頭に並ぶのもすごい努力

の結果。オンリーワンになるにも努力が必要なのだ。

ケネディの残した言葉。「私たちが月を目指すのは、その道が容易だからではない。困

難だからだ」この言葉から、アポロ計画がスタートした。「できそうだからやる」とか、

「前例があるからやる」なんて、ひとことも言っていない。その結果、いろいろな電子

デバイスがアポロ時代に発達した。コンピュータが発達したのもアポロ時代。

アポロを超えるのに、サターンロケットをつくる必要はない。前例主義を突破すればい

いだけだ。そうすれば、アポロを超えたことになる。前例の範囲内ではなくて、それを

乗り越える努力を、一人ひとりがすべき。

◎時間を余らせて新しいことに使う。

最低限やらなければならないことだけを全力でやってしまうと、最低限の人間にしかな

れない。最低限やらなければならないことは、さっさと終わらせるべき。

給料分だけ働いていると、給料分の人間でおわる。

手加減した働き方をしていると、手加減した人生の生き方になり、人生の時間がもった

いない。その職場という環境を生かして学べることを徹底的に学ぶ。

人生、最後に勝つのはどれだかやったかだ。どれだけもらったかではない。

◎人との出会いで人生は変わる。

もし今の自分から変わりたいなと思っているのであれば、人と出会えばいい。そして本

を読めばいい。人と出会ったり本を読んだりしたら、昨日の自分と必ず違うから。新し

い知識っが入った分、人生は変わる。

◎夢は大好きなこと、仕事は社会に役立つこと。

夢とは遊び？無駄遣い？ 仕事とは我慢？お金をもらうこと？どれも間違っている。

本当の定義は、「夢とは、大好きなこと、やってみたいこと」「仕事とは、社会や人の

ために役に立つこと」だ。

メガヒット商品といわれるものは、みんな世界初のものばかり。では、どうすれば世界

初が得られるか。大好きなことについてたくさん本を読んで、自分で考えて、自分で試

した瞬間、そこにもう世界初が存在する。そして、世界初が自動的に世界一だ。

◎優しさとあこがれが夢をかなえる

夢をかなえるためには、それをやっている人と仲良くなるのが一番の近道。では、どう

したらいいか。人と仲良くなるために一番大切な秘訣は、そういう人が困っていること

を見つけて助けることだ。そうすると、人から必要とされる。このことを「優しさ」と

いう。優しさが、夢をかなえるための、実は一番の近道。

問題というものは、必ず新しいビジネスの種になる。人の悲しみにも苦しみにも気づく

ことができない人間は、新しい仕事を見つけ出すことができない。

未来というものは、現在できることの先に絶対にない。未来とは、未知なる進化の先に
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ある。子ども達にあきらめ方さえ教えなければ、勝手に未来を切り開く。どんなことも

できる理由を考えればできる。できない理由を思いついた時は、それをひっくり返す。

それができる理由になる。

どんな夢も、必ず叶う。そのためには仲間が必要。みんなで自分の夢や悲しみを語り、

そしてみんなで「だったら、こうしてみたら」と知恵を出し合えば、どんな問題も解決

し、夢は必ずかなう。みんなで世の中を変えていきましょう。

Ｍｅｍｏ
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第一部会 地域連携

○研究課題

「地域連携，子ども達のとびっきりの笑顔がみたい」

司会 旭川市立北星中学校ＰＴＡ 澁谷 龍雄

記録 旭川市立東五条小学校ＰＴＡ 橋本 博子

教 頭 田中 真人

○発表者

旭川市立北光小学校ＰＴＡ 髙木 裕市 様

旭川市立向陵小学校ＰＴＡ 坂下 正忠 様

○助言者

旭川市立嵐山小中学校長 鎌上 彰 様

○実践発表の概要

◇坂下正忠（向陵小学校ＰＴＡ） 「花火の夕べ」

・毎年８月，北光小学校の「盆踊り」とはずらして，向陵小学校のグラウンドで実施

している。

・子ども達の手持ち花火を最初２０分，打ち上げ花火を１０分ほど実施。

・全３３町内会に案内をして，それぞれの市民委員会で，防犯や交通安全などを担当

している。

・北星中学校吹奏楽部の演奏も取り入れながら花火大会に進めている。

・「学校・地域・家庭の連携」を目的として，本年度で第９回目の実施になる。

・北星豊かな心を育てる推進委員会が中心になり計画保護者，町内会の願いをかねえ

るため、「花火の夕べ」という名称をつけた。

・実行委員会組織は、３市民委員会、３３町内会、向陵小学校、向陵小学校ＰＴＡ。

・経費は３３町内会からの寄付金と向陵小学校ＰＴＡからおよそ２５万円。運営者は

みんな「子ども達の笑顔がみたい」という思いをもってやってくれている。

・７：００〜８：００まで、１時間程

度だが、子どもから大人まで、楽し

んでいる。

イベントを計画しても、なかなか子

ども達が忙しくて参加が難しくなっ

てきている。

みんなで知恵を出し合って、よりよ

いものにしていこうと努力してい

る。
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◇高木祐一（北光小学校ＰＴＡ） ～北光小学校、地域盆踊り大会の実践～

・向陵小学校の花火大会と週をずらして毎年行っている。

・今年度で２９回の実施になっている。実施することになった経緯は分からないが、

子ども達や地域、町内会が中心になって、地域の子ども達の健全な育成を目的とし

た活動として２９回の歴史を持っている。

・地域、２０町内会、ＰＴＡ、から３０万円近いお金で実施している。予算の半分く

らいは太鼓の補修や購入に充てている。

・町内会、ＰＴＡを中心に、実行委員会を組織して運営している。

・町内会、市民委員会で防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙや、交通安全などを担当している。

・自衛隊の「太鼓ｸﾗﾌﾞ」が中心になって「太鼓隊」の指導をしてもらっている。回数

にして４回程度、毎回１時間３０分の練習に来てもらっている。今年から自衛隊に

地域貢献として指導してもらうことになり、子ども達もしまった形で太鼓の練習に

望んでいる。

・盆踊りの「やぐら」づくりをＰＴＡ中心に行い、打ち出しを５：００に、７：３０

まで実施。

・親子盆踊りも、年々早く終了するようになってきた。

・子ども盆踊りが終わると「北海盆唄」では子ども達がいなくなり、寂しい時間にな

るなど、反省を踏まえて改善してきた。

・２〜３年前から「クイズ」を入れるなど、工夫してきた。クイズなどのレクリエー

ションは子ども達が楽しみにしている。

・地域の皆さんと共に一緒に取り組むことで、継続してきたが、町内会によっては、

目的や主旨がきちんと引き継がれていない町内があるなど、課題もある。

・実行委員会の開催などでは、毎年主旨や目的などをしっかりと引き継がれていくよ

うにしたい。

・地域の方達は、こうした行事を通して学校との連携を図り、深い関係になるとよい

と思う。

○質問・意見交流

Ｑ 東五条小学校 ＰＴＡ合田

２行事とも夜の開催だが。保護者同伴。雨天の場合はどうしているか？

Ａ 盆踊り、基本的には保護者同伴、雨天の場合は体育館

花火は雨天の場合は翌日。幸い雨天の場合ほとんどない。保護者同伴。

Ｑ 東光小学校 西村

どちらの実践も地域と結びつけていて、よく運営している。

東町小学校や、西御料地などでは、「焼き鳥」などもやっていたが、食べのもは難し

いか？

Ａ 盆踊りでは、食品については、取り組んでいない。できるのであればやってみて

もいい。

Ａ 花火大会では、時間もないので、食べ物の販売は考えていない。
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Ｑ 自衛隊の指導者は軍事教練のようだが？

Ａ 実際には、自衛隊の指導について、苦言などの声は上がってきていない。自衛隊

員に指導してもらうことについては保護者に伝えているが、迷彩服で指導を受けて

いることは知らない人もいるかもしれない。

Ｑ 永山南中 長谷川

参加者 児童数に対してどの程度か。

Ａ 向陵小は３６０名

Ｑ 地域の方との連携、他の学校行事との兼ね合いは？

Ａ 市民委員会などの行事は土・日が多いが、少年団などで忙しいのかなかなか集ま

らない。

・永山方面も、なかなか集まらないが、学校と地域が連携した行事を実施すること

はよいと思う。

・向陵小 市民委員会でもちつき大会のイベントで１２０くらい集まる。ＰＴＡ行

事の「冬のイベント」も結構集まる。

Ｑ 花火大会の打ち上げは誰が行う？

Ａ ニッタ玩具にお願いして、全て依頼している。

卒業式などで、違法駐車をしないように市民委員会や町内会に依頼するなど、運動

会など違法駐車などが問題になっていたが、交通指導員や地域の防犯部などに頼ん

で交通警備をお願いしたりした。ほとんど違法駐車はなくなった。

ＰＴＡの方から地域（町内会・市民委員会）に相談するなどの手立てを取り、連携

を図ればよい方向に向かうのでは？

○助 言 鎌上 校長

向陵小学校の花火、北光小学校の盆踊り、いずれもＰＴＡが主体になって地域と連

携を図り、とてもよく運営している。現在も継続していることに敬意を表します。「マン

ネリも、続けることで伝統になる。」地域との関わり方が、とても難しい時代だが、連携

の図り方によってはよりよいものになっている。宮城県登米市の「ぱっと楽しく遊びま

しょう」Ｐはぱっと、Ｔは楽しく、Ａは遊びましょう。楽しく保護者や先生方の日曜日

に「どこ かで釣りをしましょう」と言うことで、何人集まっても、集まらなくても

よい、少なくても必ず子どもの話題になり、会話から絆も生まれる。教育委員会のホー

ムページにＵＰされているので一度御覧ください。

今回のテーマ「子どもたちの楽しい笑顔を」前向きな保護者の考え方が、子どもたち

の笑顔を気づいていく。向こう三軒両隣という言葉など、地域同士の連携も図れていく

と思う。地域は屋根のない学校と言われるが、大人や子どもの顔が見えることが大事。

向陵小学校や北光小学校の取組は、そういった観点からも、子ども達が地域や人とのか

けはしになると思う。楽しいＰＴＡ活動こそが基本である。それぞれの、今後の活動の

活躍を期待したい。
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第二部会 子どもの安全について

○研究課題

『犯罪や不審者から子どもたちを守るために』

司会 旭川市立近文小学校ＰＴＡ 佐々木 章人

記録 旭川市立永山小学校ＰＴＡ 菅 原 達 朗

教 諭 堀 内 章 美

○講 師

旭川中央警察署 刑事・生活安全課 少年係主任 巡査部長 夛 田 大 吾 様

○講演の概要

■携帯電話の使い方について

・実際にトラブルの原因となる使用

男 子～アダルトサイトへのアクセス

からの架空請求

女 子～出会い系サイト、コミュニテ

ィサイト（SNS など）

高校生～脅迫、恐喝（グリー、ライン、

エムコミュ、ミクシイなど）

SNS での連絡からメガドンキホーテの駐車場で実際に起きた事件

・契約の際にフィルタリングサービス（アダルトサイト等へのアクセス制限の説明

を携帯ショップで行っている。

・ブラックリスト～悪いサイトにはアクセスすることが出来ない。

サイトには繋がらない方法

ホワイトリスト～便利で安全なサイトに繋げる方法

・子どもにこれから持たせようと思っている保護者は、安全な使い方を確認・理解

させた上でフィルタリングサービスを使用することが望ましい。

・中高校生の女子は使いこなしていて色々なサイト・アプリを取りこんで使ってい

る。そこから犯罪に結びついている。

■登下校の不審者への対応

・学校の玄関ではインターホンを通じて身分を提示するものをカメラ越しに確認し

て欲しい。

・家庭では外出の決まりについて必ず決めて欲しい。

（どこへ・誰と・何をしに行くのか）

■実際にあった例

・今年の夏、神居方面で不審者が多かった。（捕まっている）

・ほとんど単独犯。
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・一人の方が声を掛けやすいため、集団で行動する方が安全。

・13:00 ～ 14:00 の時間帯が狙われやすい。（低学年）

・低学年と女子高生が狙われやすい。

・男子にはカードゲームの話題から、女子にはフィギィアなどを使って声を掛ける。

・手などを掴まれないように間を空ける。知らない人の話を信用しない。近づかない。

・行ったり来たりしている人、嫌な感じのする人には近づかない。避ける。

・もし声を掛けられたりしたときは大きな声を出す。

■質疑応答

Ｑ ①どんな親がフィルタリングをさせていないのか？

②啓発する文章があればお願いしたい。 （小Ｔ）

Ａ ①今回のような会に参加して頂ければ良いのだが、事件に巻き込まれる家庭は

放任のことが多い。なかなか警察の話は聞いてくれない。嫌がられる。是非、

会に参加して頂いた方から広めて頂きたい。

②資料はお配りしたい。学校にも呼んでもらいたい。

Ｑ 子ども向けのパンフレットなどが欲しい。（小Ｐ）

Ａ 十分に活用できるものがあるので配布していきたい。

Ｑ 自分の子（女子）が追いかけまわされた。近所で精神疾患をお持ちの方が追い

かけた犯人だったが、警察では対応不可能なのか。保健所対応だと言われたが。

（小Ｐ）

Ａ どのように追いかけられたのかのレベルにもよる。事件になることか、そうで

ないのかで変わってくる。（犯罪になるかならないか）

個人の情報についてのことなので、もし精神疾患の方であれば保健所などに

相談して欲しい。

第三部会 父親の役割

○研究課題

父親としてＰＴＡ活動を通して子ども達にできることは

司会 旭川市立大有小学校ＰＴＡ 田 村 真

記録 旭川市立新富小学校ＰＴＡ 星 英 樹

教 諭 篠 原 沙耶香

○発表者

旭川市立大町小学校おやじの会 神谷 徳昭 様

工藤 輝仁 様

010



東明中学校おやじの会 飯田 茂 様

○実践発表の概要

大町小おやじの会

（１）活動内容

○Ｈ１５ 13 名でスタート

○現在 44 名（現役 12 名、ＯＢ 32 名）

○会費は徴収しないため、活動予算も

なし

○３つのつながりを大切にしている。

① 学校、子ども と おやじ のつながり

② 地域と おやじ のつながり

③ おやじ と おやじ のつながり

（２）３つのつながり

① 学校、子どもとおやじのつながり

○環境整備

・教材園の畑おこし･･･農園をやっている方中心に

・フェンスの塗装･･･塗装関係の仕事をやっている方中心に

○学習支援

・総合的な学習の時間のゲストティーチャー（例：4 年生畑の学習）

・お店探検の場を提供（2 年生）

② 地域とおやじのつながり

○青少年育成部の活動に協力（例：もちつき、かきぞめ、雪んこかまくら祭り）

→・子どもに参加を促す ・行事の運営 など

③ おやじとおやじのつながり

○他校・他地域のおやじの会とのつながり･･･共通の話題で、笑顔でつながる

・ソフトボール大会 ・新年会 ・ボーリング大会 など

（３）成果と課題

① 学校、子どもとおやじのつながり

・教育環境の充実を図ることができた

・おやじの頑張りを見せる機会である

・教育活動に触れることで、子どもたちの様子がわかる

・学校と地域をつなげるきっかけになる

② 地域とおやじのつながり

・地域の行事や団体に参加することで、子どもたちの意識が外へ向く。

③ おやじとおやじのつながり

・おやじ同士のつながりが、①と②をよりよくする。
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・子どもを地域で支えることにつながる。

おやじ自ら楽しんで活動、つながりを広げる
↓

子どもたちを支えることにつながる

東明中おやじの会

（１）発足の経緯

○Ｈ１４ 発足

○体育館の窓ガラスが割られる事件が発生。子どもたちが安全に過ごせるよう、

ＰＴＡ男性役員に協力依頼があったことがきっかけ。

○会費 1500 円･･･話し合いをする際の飲食代。その都度徴収。

（２）活動内容

・ペンキ塗り ・駐輪場整備 ・地域の落書き調査 ・ビールパーティ

・部活動基金 ・卒業式前日、サプライズで雪像づくり

・不要品回収（被災地へ支援物資として送る）

・交通安全教室･･･部活動帰りの生徒が交通事故で亡くなったのがきっかけ

→おやじの会が中心となり、放課後交通安全教室を実施

・自転車の乗り方 ・交通ルールとマナー ・賠償事故事例の紹介

→学校側の依頼を受け、授業としても実施

地域の活動の基盤となるのが、おやじのつながりである

（３）家庭での父親の役割

・家の中で存在感がないようではいけない

・働いている姿を見せる･･･家族を養うために父親が頑張っているところ

・父親と母親はそれぞれ違う役割を担っている。特に父親は最後の砦としての役割

が大きい。

・家庭教育が全ての教育の基礎である。両親で子育てについて普段から話をする機

会を持ち、子どもをうまく導くことが必要。父親と母親で違うことを言うと子ど

もは混乱する。

・共通の趣味などをもち、子どもと接する機会を持つ

（４）石突さん（東明中発表助手）のお話

・ＰＴＡに関わることが『共育』につながる。自分が成長する姿を子どもに見せる

ことができる。

・授業中に保護者が顔を出すことが自然になるように。

・学校の問題は保護者と教職員が協力して解決していくべき

○質疑応答

Ｑ 会費を払えば、子どもの卒業後もおやじの会に参加することはできるのか。（末広

小Ｓさん）
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Ａ 子どもが在籍していなくても参加可能。

Ｑ ペンキ塗りなどの活動人数は足りているのか。（末広小Ｓさん）

Ａ 曜日などの調整をしているので、問題ない。

Ｑ 『お寺に泊まろうミステリーツアー』とは？（末広小Ｓさん）

Ａ 大町小、大有小で一緒にカレーを作ったり、子どものみでお寺に宿泊するイベント。

教育大のありんこクラブと協力して実施。

Ｑ 『サイクリングミステリーツアー』とは？（末広小Ｓさん）

Ａ 例年、行き先を告げずにサイクリングを行ってきた。（防災センターやサイパルな

ど） 今年は行き先を発表していたが、参加人数に影響はなかった。

サイクリング後、親子でジンギスカンなどを楽しむ。

Ｑ ペンキ塗りなどの環境整備は学校やとおやじの会で重複してしまわないのか。学校

と協力して行っているのか。日程などの調整はどうしているのか。（大成小Ｔさん）

Ａ 活動内容は会議で決定する。

ＰＴＡとおやじの会は別物と考えているが、活動日をＰＴＡと合わせることもある。

ＰＴＡ主導の場合は、おやじの会がバックアップをする。

費用は学校に相談する。様々な職種の保護者がいるので、材料費を安くしてもらった

り、ボランティアとして参加してもらうなど、協力してもらっている。

○ ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議・発表

１班：・おやじの会の活動を支えているのは母親である

・おやじも子どもと一緒に学んだり、遊んだりすることが大切

２班：・朝の挨拶や学校であったことを聞くなど、おやじから子どもに関わる

・体を使い、子どもとふれあう遊びを大切に

・おやじが最後の砦

・先生方とも協力して活動することが大切

３班：・おやじの会の立ち上げや活動が長続きするための工夫をするためには、ＰＴＡ

との調整が必要

・おやじのネットワークを広げることが大切

４班：・ＰＴＡの父親参加が少ないのが課題

・おやじの会は出られるときに出ればよいので参加しやすい

・ＯＢとのつながりも大切

・人とのつながりが、安心・安全な学校をつくることにつながる

○ 助言者より（忠和中：岡本明彦校長先生）

・３つのつながりが大切
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・父親の思いや願いが活動の原動力

・おやじの会を支えているのは母の力である

・尊敬されるような父親の姿

・おやじの会はＰＴＡと離れても持続する地域の力である

第四部会 家庭教育①

○研究課題

「家庭教育の重要性について」

～学力向上の面から考えていく～

司 会 附属旭川中学校 P T A 朝倉 裕子

記 録 永 山 西 小 学 校 P T A 青木 衣里

永 山 西 小 学 校 教 諭 相馬

典子

運営責任者 東 五 条 小 学 校 P T A 上原 弘成

○講 師

旭川市立東五条小学校長 齋 藤 眞美子 様

「かわいい子には旅をさせよ～我が子に経験させたい事は？～」

Ⅰ 学力調査をやってみましょう！

□２４年度全国学力学習状況調査問題を紹介

小学校第６学年「算数 B」の１、中学校第３学年「数学Ａ」の 13、小学校第６学

年「国語Ｂ」の３（国立教育政策研究所ＨＰより）

～限られた字数の中で自分の考えを書くことが求められている

北海道教育委員会ではこれまでの調査の分

析を踏まえ、北海道の平均正答率が全国と

比べて低い領域の中から「決められた字数

で書くこと」など、「オール北海道で目指す

目標」として示し、期間を分け、重点的に

取り組んでいる

□２３年度全国学力・学習状況調査問題を

活用した北海道における学力等調査結果か

ら
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◇旭川市の児童生徒質問紙調査票の傾向（旭川市教育委員会ＨＰより）

・小学校・中学校ともに「朝食を毎日食べている」など、基本的生活習慣が身に付

いている

「早ね 早起き 朝ごはん」が大切（文部科学省リーフレット参照）

・始業時間 8：30 にしっかりと目覚めているためには、10 時間の睡眠時間を確保

するとして、低学年なら 8：30 に寝て 6：30 に起きる生活リズムがよい

◇質問紙調査票の項目と平均正答率の関係

・平均正答率が高い子どもの傾向

基本的な生活習慣や家庭学習の習慣が身に付いている

規則や約束を守ろうとする

物事に前向きに取り組もうとする

他の人々のことを考えようとする

◇北海道の結果と全国の比較

・朝食を食べる児童・生徒～ 94.1 ％ 全国では 38 位

・3 時間以上テレビを見る児童・生徒～ 41.3 ％ 全国では 1 位

Ⅱ 秋田県と福井県から学びましょう！

□秋田の例

・「家庭学習ノート」の取組～宿題とは別に自分がしたい勉強を毎日自発的にする

・家庭教育の基礎「学びの十か条」を掲げている

・地域とともに子どもを育てる

□福井県の例

・先生が尊敬されている～家庭でも働きかけをしている

・宿題が多い～毎日決まった時間に学習する習慣を付けている

・三世代同居の家庭が多い～祖父母とのコミュニケーションが子どもの社会を広げ、

多くの目で子どもの成長を見守る

Ⅲ 私の経験もちょっと聞いてください

・小さいころから本のある環境で育った

・母によって家庭学習の習慣が身に付いた

・なりたかったものになれなくて挫折したとき、出会った人からの言葉で新たな夢

として教師を目指した

・ウィーンの日本人学校での体験～日本全国の先生方と出会えた
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・ウィーンでは 10 歳で進む道の選択を迫られる

・弁護士を目指し、働いてお金を貯めてからウィーン大学で学んでいる学生の例

Ⅳ 我が子に体験させたいことは？

座席で４名程度のグループを作り「我が子に体験させてよかったこと」「我が子に体

験させたいこと」を交流

第五部会 家庭教育②

○研究課題

「家族でかなえたオリンピックの夢」

司会 旭川市立春光台中学校ＰＴＡ 谷原照己

記録 旭川市立正和小学校ＰＴＡ 大杉喜史

教 諭 石ヶ森孝順

○講 師：上野 法美 様

インタビュアー 旭川市立台場小学校長 福家 尚 様

【インタビュー】

◇ 「ロンドンオリンピックの様子」

ロンドンは寒く、地下鉄を利用してい

たが大変混雑していた。日本に戻ってか

らは、お礼回りなど多くの行事に参加し

た。

◇ 「メダリストの家族として」

私は中学から柔道を始めた。湧別では

整骨院を営み、柔道少年団を指導してい

た。妻も柔道に携わっていた。

◇ 「雅恵さん誕生」

長女は、幼い頃から活発だった。小２の頃、クラスの男子いじめっ子と対決しに行
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ったが、仲良く遊んで帰ってきた。身体能力は高かった。小３のときには、試合に勝ち、

男子を泣かせていた。

◇ 「順恵さん誕生」

次女は、回りに気をつかい、線が細くおとなしかった。スポーツタイプではなく、

趣味の範囲の柔道だった。

◇ 「巴恵さん誕生」

三女は、怒ると固まる変わった子だった。姉２人の活躍を見ており、柔道に対する

意識は高かった。

◇ 「旭川南高校」

中野先生には、休日なく指導していただいた。長女が高３の全道大会では、未経験

者がいる中で優勝することができた。次女は、２連覇することができた。全日本選手

権の無差別道予選では、決勝で最初で最後の姉妹対決となった。長女が勝利し、２人

で全国大会出場となったが、親としてはあまり見たくなかった。

◇ 「シドニーオリンピック」

親としては、長女が出場できたことに満足していた。３回戦で負けたときには、か

ける言葉がなかった。

◇ 「アテネオリンピック」

引退を考えながら４年間努力していたので、長女の金メダルは嬉しかったが、畳の

上では相手に敬意を表するよう後日たしなめた。

◇ 「北京オリンピック」

長女はいろんな技で勝っており、安心して見ることができた。長女は国内大会で負

けながらも代表に選ばれ金メダルだったが、次女は国内大会で優勝しながらも出場で

きなかった。

◇ 「ロンドンオリンピック」

次女の動きは遅く、技のタイミングも悪かった。３回戦で負けた控室では、長女が

気持ちを切り換えるようアドバイスしていた。三女も付き添い練習相手となっていた。

次女らしいしぶとい柔道を貫き銅メダルを獲得できた。

◇ 「子育てを振り返って」

生活の中心が柔道であった。食事や筋トレに家族全員で取り組んだ。親が頑張る姿

を見せることが大切である。柔道を通じて家族の絆ができた。

◇ 「父から耐える力、折れない心を教えてもらった。」（雅恵さん）

練習中は、泣かない、しゃべらないなど、厳しく指導していた。中野先生には、ほ

めて指導していただいた。

◇ 「次の夢は」

３人とも同じ会社に入社し柔道をしているが、体は三女が一番大きくなった。高校

では前人未踏の３連覇を果たした。実績を積んで、ブラジルオリンピックに出場して

もらいたい。姉２人には、いい人を見付けて孫の顔を見せてもらいたい。

◇ 「参会者の皆さんへ」

自分にできないことは他人にお願いする。他人に預ける勇気が必要である。夢は、

あきらめなければ必ず叶う。
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【参会者からの質問】

Ｑ （朝日小学校 真鍋教頭） 三者三様である中、それぞれに合った育て方は？

また、一貫して共通に教えたことは？

Ａ 姉妹３人はそれぞれ違うので比べない。それぞれの柔道、性格に応じて育てた。ま

た練習では、妥協せず、あきらめずに最後までやり抜くことを教えた。人が２倍努力

するなら、３倍努力する必要がある。

Ｑ （緑が丘中学校 田中さん） 子どもたちに柔道以外の興味はあったか？

Ａ 父親がバンド活動をしていたこともあり、音楽に興味をもっている。

第六部会 生命尊重

○研究課題

時代の変化に対応した心に響く性教育

司会 旭川市立東町小学校ＰＴＡ 山本 東美

記録 旭川市立明星中学校ＰＴＡ 山口 緑

教 頭 上中 芳昭

○講 師

北海道助産師会副会長 東 紀子 様

（NTT 東日本札幌病院産科小児科病棟看護長）

○講演内容

●子どもたちを取り巻く現代社会

・助産師の授業で「どのように沐浴をしたらよいか」と問うと、みんながネットで調

べて同じ「沐浴」の写真を集めてくる。生徒は、その写真が「沐浴」のすべてだと

思っている。現実は、季節や気候、土地柄、部屋のつくり等に応じて、様々な「沐

浴」がある。ネットに載っていることだけが真実であると考えることに弊害を感じ

る。

●「性に対する項目の中で知りたいことは何か」

・避妊法を教える前に、妊娠のメカニズムを伝える必要がある。
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●「性に関する知識をどこで得るか」

・「友人」や「雑誌」からの割合が

多い。「雑誌」は正しいとは限ら

ず、気をつけなければならない。

本来は、家庭や学校で正しい知

識を得ることが大事。

●「性に関する悩みや問題は誰に相

談するか」

・「友人」が多い。昔、「悪い」と

呼ばれる友人が、意外に正しい

知識を教えてくれたりもしたも

のである。または、「誰にも話さない」も多い。

●「そもそも『雄（オス）』とは？」「そもそも『雌（メス）』とは？」

●「男女の違い」

・性教育とは男女の違いを教えるものである。男がいて、女がいて、社会が成り立っ

ている。

●「都道府県別１０代妊娠中絶率」

・２００８年は、北海道第３位。あくまでも中絶率なので、妊娠比率で得たデータで

はない。

・今の若者は、性行為をしなくなった。理由は、通信手段等の発達により、生の人間

を直接に相手にする必要がなくなった、それが面倒になった。だから、中絶率も下

がっている。本当の中絶率は、妊娠した若者のうち実際に中絶をした数としての割

合が必要。

●「若者のセックス体験率の推移」

・初交年齢を上げるよう、努めるべきである。

●「１９歳の人工妊娠中絶率」

●「私達が受けた性教育」

・男女を分けた性教育。

・祖父母と一緒に暮らし、老いていく様子を見せることも性教育。

・銭湯にいくことも性教育。同じ性でも、年齢に応じて体に変化があること。

・現代は、性教育を自然に学ぶことが難しくなった。

・知らずに受けた性教育や無言の性教育（世間体を自然に学ぶ）も大事。

●「私達の実力」

・正常な女性の卵子の運命…受精卵の小ささ→目鼻らしさが見える頃はあずき大

・正常な男性性器の大きさ…５㎝あれば十分

・代表的な性感染症

・緊急避妊法…射精を受けた後、７２時間以内に飲むピル。

●「性を伝える目的」

・目的は、何より人づくり、生きる力を育むこと。

●「性教育はどうあるべきか」
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●「時代のギャップを認める：発信側の準備」

・小１で性行為の意味を習得する子もいるが、それは正しい知識とは限らない。

・生活必需品の進化…例えば洗濯機の普及→蹲踞の姿勢をとらなくなった→お産に必

要な筋力の低下→難産が増えた

●「純潔意識の変容」

・自分のパートナーが、過去に性体験があることをどう思うか

２０歳代前半…別れているなら、それが昨日でも何とも思わない

５０歳代…絶対に許せない

●「PAL の会 活動の様子」

●「高校授業：感染：伝播：継承：遺伝」

・血液型の問題…同性愛や性同一性障害も認めたい。

●「子どもたちが聞きたいこと、聞きたくないこと」

●「私達にできること」

・子どもと性の問題に向き合うこと＝「赤ちゃんはどこから産まれるの？」等に対し

て年齢に応じた、理解可能な回答ができる大人であること。

・適当にすまさない、まして怒りつけない

・伝える

・聞かれたときが知りたいとき

・自分の体に興味をもつ、一緒に学ぶ

・子どもと一緒に勉強する

・資源を活用する

・子どもに親の愛を伝えましょう

○DVD… NHK 制作の「人間の誕生」

○質疑応答

Q：「性教育は、親から働きかける方がよいのでしょうか」

A：「押しつけは、いけない」「タイミングが大切」「『今日の講演会で、こんな話しを聞

いてきたんだけど…』というキッカケから話しをしてみる方法も一つ」「（雑誌等

に触れる前によりも早く）正しい情報を伝えることを心がける」「知らないことは

危険なことである」

第七部会 ｹｰﾀｲ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄと子どもたち

○研究課題

子ども達とメディアその現状と対策 ～今、大人は何をすべきか～

司会 教育大附属旭川小学校ＰＴＡ 買手亜季

記録 旭川市立永山南小学校ＰＴＡ 伊藤仁浩

教 頭 橋本憲二
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○講 師

旭川赤十字病院小児科 諏訪 清隆 様

○講演の概要

＜メディアが子どもに及ぼす影響＞

①体力の低下～・５０ｍ走：３５年前と現在を比較して全体的にタイムが落ちている。

・ソフトボール： 〃 に距離が飛ばない。

・幼児期（５才児）の１日の歩数：1987 年→ 12000 歩

2000 年→ 4900 歩 歩いていない。

・泳ぐように走る。 ・視力の低下。

・身体は大きくなっているが筋力が衰えており、バランス感覚が育っていない。

・骨折率が上がっている（転びやすい、身をかばう術を習得する機会がない）

②遅 寝

・明るい場所に居るとメラトニンが分泌せず、眠くならない。

・21 時頃に寝ると０時頃に成長ホルモンが分泌されるが、遅寝の場合は出ない。

先進１７カ国中０～３才児は一番、睡眠時間が少ない。

③脳の働きこころの影響

・ゲーム中毒と薬物中毒者は似た脳のパター

ンを示す。

・電磁波（＝電波、 ケータイ・ラジオ・レ

ンジ・IH クッキング等）に原因があると言

われ、１０年以上ケータイを使用した人は

未使用人と比べて、脳腫瘍の発症が上昇し

ている。

・テレビ、ゲームを利用しているとき、脳の前半分はあまり働かない。

（感動する・なんだろうと考える・人の気持ちをわかる・「こころ」が起きる場所）

・自己中心的、自分を大切に思わない、命を特別なものだと思わない、攻撃的、否定

的となる。

④メディア依存とされる目安

・平日６時間以上、休日１０時間以上のメディア接触がある場合で、日本の子どもの

１割がこのような状態であるといわれている。

⑤北海道における乳幼児のメディア接触

・平日は３～５時間が多い。休日は分散しているが、１２時間以上が１７.８％いる。

・自宅でよくゲームする人は「子ども」とほぼ並んで「父」が２０％もいる。子ども

は親の影響を受けているので、なかなか習慣を変えられない。

⑥小中学生のメディア接触

・日本の小学生は１０年以上前から世界一のメディア接触時間である。

・中学生は小学生より接触時間が短かったが、ケータイ・ネットの登場で現在は逆転
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している。

・削られたのは、「家庭学習」、「睡眠時間」、「家族の時間」である。

⑦ケータイは史上最強のメディア

・小中学生のケータイ利用実態～女子が男子よりも早く所持する傾向がある。しかし

高校２年生頃に男子も追いつく。

・小学生までは親の安心を得るため、親が持たせる割合が３割もあるが、中高生にな

ると自ら持ちたいと思い、所持する割合が４.５割となる。

⑧子どもがよく使うサイト

・小学生 １位：ゲームサイト ２位：音楽サイト ３位：画像サイト

・中学生 １位：音楽サイト ２位：ゲームサイト ３位：画像サイト

・高校生 １位：音楽サイト ２位：ゲームサイト ３位：画像サイト

⑨ケータイの危険性

・プロフ、個人ホームページ、動画投稿サイト、SNS（ソーシャル・ネットワーク・

サービス）等が利用できるが、簡単に動画・画像を投稿できる。（他人の動画さえ

も）

・個人情報が簡単に流出。

・動画上に書込みができるため、誹謗中傷やいじめに発展するケースもある。

・利用料金は無料だが、通信料が発生する。

・動画は容量が大きいため、多額の通信料が発生する。

・子どもたちが安全と思い利用するサイトからも有害なサイトへ引き込む巧妙な手口

がたくさん存在する。（ワンクリック詐欺、フィッシング等）

⑩ケータイネットトラブル

・小学生：１０％ 中学生：２５％ 高校生：３０％ が経験している。

この割合に対し、保護者と子どもとの認識のちがいは、小学生：８.４％ 中学生

：１０.９％ 高校生：１８.９パーセントである。（小学生のネットトラブルは

１０％で保護者はそのうち８.４%がトラブルは無いと考えている。残り１.６パー

セントの保護者がトラブルに気づき、解決に取組んでいる。

・ケータイは：「中学生になったから」、「高校生になったから」、「みんな持っている

から」と言って持たせるものではない。

・子どもがケータイを欲しいと言ったら：「あなたに十分な力がついて、私に適切な

対応方法がわかれば、使わせてもいいかな」と答える。

⑪投稿サイト内での掲示板等の悪質な書込み対応

・いじめ・人権侵害等の書込みは、掲示板等の事業所へ削除依頼する。

・対応しない事業所は警察に訴えることで、業務停止に追い込むこともできる。

・子どもたちに削除依頼をさせない。

（過剰反応のリスクがある、報復攻撃にあう、作成者が追い込まれて自殺等）
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⑫子どもの力が育つまで、ケータイはストップ！

・対話する力(自分の都合ばかり言わない)

・なぜ持ちたいのかを理論的に説明できる力。 この項目ができようになってか

・電子メディアの使用時間制限ができている。 ら持たせるのが理想であるが、

・自分が守るルール（規制）を提案できる。 実際は難しい。

・フィルタリングは必須アイテム。

（所持者のうち、２割の人しかおこなっていない）

・時間制限サービスの積極的利用。

・ケータイ利用へのルール作り。

⑬メディア接触コントロールの目標

・総メディア接触時間は１日２時間以内にする。

・ゲーム 外に持って行かない。

１日３０分以内は守りにくいので、１週間に１回２時間以内という提案もする。

・ノーメディア運動～食事・朝の時間・番組が終わったらテレビを OFF にする。

OFF が<普通のこと>に！ 必要なときに ON という習慣

○メディア対策への提言

・ゲーム対策は２歳までに開始。特に第１子への対策が重要。

・困っているお母さんの支援を。

・お父さんの協力が欠かせない。

・休日はメディア抜きで過ごそう。

・ケータイ、インターネット対策は小学校低学年からスタート。

○最後に

・テレビやゲームよりももっと楽しい体験づくりの場を作ってあげて下さい。

・昔からのあそびや風習を伝えてあげてください。

・思い出の写真やビデオを一緒に見てあげてください。

・子どもたちと接する時間をできるだけたくさん持ってください。

第八部会 多様な個性との共生

○研究課題

発達障害児を理解し、適切な支援を行うために知っておくことは

司会 旭川市立北門中学校ＰＴＡ 杉永伸仁

記録 旭川市立永山南中学校ＰＴＡ 吉川順子

教 頭 田中義彦

○講 師

旭川医科大学小児科 荒木 章子 様
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○講演内容

＜荒木先生の説明から＞（資料の補足説明部分）

・発達障害という言葉は、２０年前には使われていなかった。１０年ほど前から使われ

るようになってきた。

・学生時代にはわからず、社会人になって初めて気づく人が増えている。

・広汎性発達障害は今後使われず、自閉症スペクトラム発達障害と呼ばれることになる。

・発達障害はいくつかの要素（例えば、学習

障害と自閉症スペクトラム発達障害の両方

を有している）を複合してもっている子ど

もが多い。

・現在、ＡＤＨＤの症状を有する子どもは、

４～７％といわれており、男子に多いこと

がわかっている。 この場合、予後の事例が

大きな問題となっている。下記の内容が

ＡＤＨＤの症状をもつ場合の比率が圧倒的に高い。

◎留年、浪人、十代で妊娠、性感染、薬物使用、逮捕、刑務所への入所、解雇

特に囲みの３つの割合が高い。

・ＡＤＨＤはしつけの失敗ではない。また、ＡＤＨＤは症状の一つであり、子どもは大

人を困らせようとしているわけではない。風邪で熱が出るのと同様なことである。

・ＡＤＨＤと対人関係・・感情的であり、話をしっかり聞けないなどの症状が顕著であ

り、大人から見て（親や教師から）、友達ができづらかったり、対人関係の構築が困

難であると判断されるが、本人は気づいておらず、自覚症状が薄い。

・ＡＤＨＤの子どもには、約束事は最大５つ、ゴールは近くに設定する。

例）トークン表

月 火 水 木 金

１ ○時までに起きる ◎

２ ○時○分までにごはん ◎

３ はみがき △

４ 着替え ○

５ ○時までに登校 ×

評価として、ゲームを３０分延長 １週間でカードをゲットなど。

・望ましい行為に必ずリアクションする。ほめるのとは異なる。ほめる機会はそんなに

多くない。朝予定通りに起きることができたら、「起きれたね・・」など望ましい行

為に声かけをする。

・ＡＤＨＤは、さわやかに謝ることができると、楽に生きていける。

・何よりもＡＤＨＤの子どもに対しては、何を目標にして治療していくか・・・ これ

は自尊心の回復に尽きる。

・自閉症スペクトラムは、ＡＤＨＤの１／３～１／４存在し、男子は女子の３～５倍で

ある。
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・自閉症スペクトラムにどう理解してかかわるか

幼 児………決まり事として、望ましい振る舞いを教える。

高学年………一人ずつ別々の心をもつと気づかせる。

中学生………相手の気持ちや空気を読めるようにさせる。

特に、「だめ！」と叱るのではなく、「今度はこうしてね」とどうすればよかったの

かを具体的に教える。

・発達障害に合併しやすい周辺症状として

１睡眠障害 ２極端な不器用 ３、４チック 夜尿

※質疑の時間はほとんど取ることができず、全体の場での質疑はありませんでした。

第九部会 コミュニケーション

○研究課題

保護者同士のネットワーク・つながり力をアップするコミュニケーショントレーニング

司会 旭川市立高台小学校ＰＴＡ 嵐 孝典

記録 旭川市立永山東小学校ＰＴＡ 大竹正亮

教 頭 高橋一寛

○講 師

北海道教育庁上川教育局社会教育主事 芳賀一郎 様

○参加型ワークの概要

１【イメージを共有する】

・保護者同士のネットワーク、つながり力

をアップするトレーニングを行う前に、参

加者間で「コミュニケーションがうまくいっ

ている状況」について交流する。

２【ワーク①：アイスブレーク】

・初対面では話しかけにくいので、体を動

かし（立ち上がり肩を叩く、数に応じて肩

や手を叩く、挨拶と自己紹介をしてジャンケ

ン…）ながら、心をときほぐす。

３【ワーク②：指示を聞いて絵を描き、完成後に相手とシェアする】

・同じ指示でも受け取り方が違うので、一方的に聞くのではなく質問することが大切。

・話す側も、曖昧な指示をしないで、丁寧に説明することが大切。

４【ワーク③：五味太郎の質問絵本を使って考え、その理由をシェアする】

・人によって物事の受け止め方や、価値観も違うことを理解しておくことが大切。

５【ワーク④：望ましいコミュニケーションの役割演技により比較する】

・Ａ：聞き手が話を無視する、Ｂ：聞き手が話をそらす、Ｃ：聞き手が話を横取りす
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る、Ｄ：聞き手が話にうなづく…、４パターンの状況について心境をシェアする。

・話し手を嫌な気分にさせない聞き方スキルを実生活の中でも生かしていきたい。

６【子どもを健やかに育むために】

・保護者同志のつながりを大切にして、よりよいネットワークづくりを進めてほしい。

・それには、コミュニケーションをとるトレーニングを活用し、相手を意識した生活

を心がけていきたい。
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１.本研究大会にはどの立場で参加されましたか。

Ａ 小学校保護者 １３５（50.4％）

Ｂ 中学校保護者 ５６（20.9％）

Ｃ 小学校教員 ５２（19.4％）

Ｄ 中学校教員 ２４（ 9.0％）

Ｅ その他 １（ 0.3％）

計 ２６８

２.今回の参加動機は以下のどれに一番近いですか。

Ａ 研究大会の内容に興味を持ったから。７６（28.8％）

Ｂ 毎年、研究大会に参加しているから。６６（25.0％）

Ｃ 友人・同僚に誘われたから。 １１（ 4.2％）

Ｄ ＰＴＡ役員等なので参加することが

義務付けられたから。 １０１（38.3％）

Ｅ 職務だから（大会役員・部会役員）。 ３（ 1.1％）

Ｆ その他 ７（ 2.6％）

計 ２６４

３.全体講演はいかがでしたか。

Ａ とてもよかった。 ２４４（92.4％）

Ｂ まあよかった。 １２（ 4.5％）

Ｃ やや悪かった。 ２（ 0.8％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｅ 参加しなかった。 ６（ 2.3％）

計 ２６４

・子どもたちに伝えたいことがたくさんあり、大変勉強になりました。（中Ｔ）

・素晴らしい講演会で大変感動した。自身の反省点にもなり、貴重な時間であった。（中Ｐ）

・植松様のお話は子どもたちにも聞かせてあげたいと思いました。（中Ｐ）

・最高に良かったと思います。（小Ｐ）

・とてもおもしろかったです。（小Ｐ）

・素晴らしい講演でした。聞けて本当に良かったです。（中Ｐ）

・子どもに夢や希望を持たせる学校教育・家庭教育について再度見直してみたいと思いました。

（小Ｔ）

・大変楽しく飽きずに聞かせて頂きました。うちの小学校にも是非来て頂きたいと思いました。

（小Ｐ）

・今度うちの会社にも呼んでみたいです。（小Ｐ）

・とても楽しく聞かせていただきました。（小Ｔ）

小 保護

者, 135
中 保護

者, 56

小 教員, 
52

中 教員, 
24

その他, 1

内容に

興味, 
76

毎年参

加, 66

誘われ

た, 11

ＰＴＡ

役員, 
101

大会役

員, 3
その他, 

7

とてもよい まあよい やや悪い 悪い 不参加
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・子どもたちに聞かせたい内容でした。（小Ｔ）

・夢とDream。今の日本には必要だと思いました。ありがとうございました。（中Ｔ）

・楽しいひと時となりました。（中Ｔ）

・植松さんの講演会をとても楽しみに来ました。たくさん勇気をいただきました。（小Ｐ）

・今日の講演を自分だけ聞くのがもったいないほどいいお話でした。是非、家族・子どもたちと

一緒に聞きたい講演でした。（小Ｐ）

・勉強になりました。ありがとうございました。（小Ｐ）

・２回目に植松さんのお話を聞きましたが、とても分かりやすかったです。（小Ｔ）

・植松さんの講演はとても良かったです。（小Ｐ）

・本当に引き込まれるようなお話で楽しかったです。（小Ｐ）

・多々感じるものがあり。（小Ｐ）

・ビデオに撮りたかったくらい良かったです。たくさんあって覚えきることができませんでした

ので、本を買います。（小Ｐ）

・とても感動しました。この大会に参加できて本当に良かった。（小Ｐ）

・植松さんのお話はいつ聞いても心を打たれます。（中Ｔ）

・植松さんの講演とても楽しかったです。（小Ｐ）

・植松さんのお話は楽しかったです。考えさせられる事があってとても良かったです。感動でした。

子どもにあてはめるだけではなく、大人の親の自分に置き換えても考えさせられました。

（中Ｐ）

・植松さんの講演を聞けて良かったです。（小Ｐ）

・素晴らしい講演でした。（小Ｐ）

・子どもに教えてあげようという言葉がたくさんありました。（小Ｐ）

・植松さんのお話は３度目でしたが、聞くと夢をあきらめたらダメだと思いました。子どもに

話したいと思います。（中Ｐ）

・子どもたちにも講演をして欲しい。（中Ｐ）

・とても興味深く聞かせていただきました。本など読んでみたいです。（中Ｐ）

・全体講演はとても良かったです。（小Ｐ）

・とても良かったです。さっそく家に帰って実行しようと思いました。（小Ｐ）

・楽しく聞かせていただきとても良かったです。子どもにも聞かせたいと思いました。（小Ｐ）

・なるほど！がたくさんあり、分かりやすかったです。（小Ｔ）

・子どもたちにも聞いて欲しい内容でした。（小Ｐ）

・お話がとても楽しかったです。（小Ｐ）

・話が聞けて良かった。（小Ｐ）

・子どもにも聞かせてあげたかったです。（小Ｐ）

・全体講演がとにかく良かったです。ありがとうございました。（中Ｔ）

・素晴らしいお話で大変参考になり、また、教員として考えさせられる内容でした。（小Ｔ）

・感動しました。子どもの未来・可能性を支えて見守っていこうと改めて思いました。（小Ｐ）

・植松努氏の講演は２回目で今回楽しみに来ました。想像以上にとても感動しました。（小Ｐ）

・植松さんの講演は何回も聞いていますが、その度に勇気を頂いております。（中Ｐ）
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・分かりやすい、楽しい講演でとても良かったです。ただ、講演者のお顔がうす暗くて見えな

かったのが残念でした。（小Ｐ）

・子どもに聞かせたいなーと思いました。（小Ｐ）

・物事に対する発想の転換が出来ました。今のままではいけない社会のサイクルに気付きました。

（小Ｔ）

・素晴らしかったです。（小Ｐ）

・大変素晴らしく生徒にも聞かせてやりたいです。（中Ｔ）

・植松さんのことは前から知っていたのですが、さらに詳しく知れて良かった。本を買いに行こ

うと思いました。もっといろんな人に聞いてもらいたいです。（小Ｐ）

・講師の生き方・考え方がストレートに伝わる良い講演でした。（小Ｔ）

・夢、仕事について示唆していただいた。（小Ｔ）

・以前にも植松さんのお話を聞きましたが、今回は更に良かったです。（中Ｐ）

・展開も早く、親近感の持てる話の内容で楽しかった。（小Ｐ）

・植松さんのお話はとても楽しく心に響きました。子どもにも聞かせたいです。（小Ｐ）

・植松さんのお話は子どもたちにも聞いてもらいたいと思いました。（小Ｐ）

・素敵なお話を聞かせていただきました。自分が出来ることを考えて精一杯やっていきたいと

思いました。（中Ｔ）

・是非、小学生（高学年）・中学生にも聞かせてあげたい。親子参加にして欲しい。（小Ｐ）

・とても中身のあるものでおもしろかったです。子どもたちにも聞かせたいと思いました。（中Ｐ）

・植松さんの講演はとても感動しました。我が校に来て改めて講演頂きたいと思いました。（小Ｐ）

・たくさん勇気をもらいました。（中Ｐ）

・子育てを考え直そうと思った。（小Ｔ）

・これからの自分の言動に注意しようと思いました。（中Ｐ）

・とても感動しました。当たり前の話をしているのですが、今の子どもたちに是非聞かせたい

と思いました。（小Ｐ）

・実体験を裏付けられた“言葉”はとても心に響きました。ありがとうございました。（その他）

・楽しく、でも大切なことを伝えていくべきと思える講演でした。（小Ｐ）

・最後までお話に引き込まれ、講演時間があっという間でした。是非、マンガも本も購入し、

子どもと夢について話したいと思います。（小Ｐ）

・大きな感動と夢をもらいました。素晴らしかったです。（小Ｐ）

・とても内容が良かったです。子どもにも聞かせてあげたいと思いました。（中Ｐ）

・予想以上にとても話が良かった。子どもへの関わりなど、とても参考になった。（小Ｐ）

・子どもに好きなことをさせる。子どもの足を引っ張る大人ではいけないと思う。（小Ｔ）

・大変勉強になったと思います。（中Ｔ）

・素晴らしい講演でした。もっと聞きたかったです。（小Ｔ）

・子どもの夢や想いを諦めさせないように接してみようと思う。（小Ｐ）

・最後まで楽しく聞くことができました。（小Ｐ）

・思うは招く。夢を大切に。諦めない。（小Ｐ）

・目からウロコ。自分の親としての態度を反省した。（小Ｐ）
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・長かったのですが、時間を感じさせなかった。とても楽しかった。（小Ｐ）

・つい夢をあきらめがちな所を気付かされました。（小Ｐ）

・内容は良かった。子どもにも聞かせたい話である。（小Ｔ）

・日頃、夢にまで見た講演者とのチャンスを与えていただき感謝です。（小Ｔ）

・とても素晴らしい講演会でした。また聞きたいです。（中Ｐ）

・親ばかりが頭でっかちになっていけないと思います。この貴重な話を家庭に持ち帰りどう伝

えていくかが課題です。（小Ｐ）

・時間内に終わらず長すぎた。（小Ｐ）

・特異なことを一般化しているところに疑問を感じた。（小Ｔ）

・講演時間厳守。（中Ｐ）

４.参加された部会はいかがでしたか。（部会全体）

Ａ とてもよかった。 １４８（60.2％）

Ｂ まあよかった。 ９６（39.0％）

Ｃ やや悪かった。 ２（ 0.8％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 ２４６

第１部会（地域連携）

Ａ とてもよかった。 ８（50.0％）

Ｂ まあよかった。 ８（50.0％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 １６

・安心、安全な子育ては、やはり保護者や地域そして学校の

連携を意図的、計画的にイベント等通して確立することが

大切なんですね。（中Ｔ）

・地域との連携の方法を学ばせていただきました。ありがとうございました。（小Ｔ）

第２部会（子どもの安全）

Ａ とてもよかった。 ５（26.3％）

Ｂ まあよかった。 １４（73.7％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 １９

・だいたい知っている内容でした。（小Ｔ）

・警察署の方から色々話を聞かせてもらって良くわかりまし

た。（小Ｐ）

とてもよ

い, 148

まあよい, 
96

やや悪い, 
2

悪い, 0

とてもよ

い
50%

まあよい

50%

第１部会

とてもよ

い

26%

まあよい

74%

第２部会
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・現実に起きている事件について知ることができて良かった。（中Ｐ）

・資料があるとなお良かった。（小Ｔ）

・防犯に対する対処方法がよくわかりました。ありがとうございました。（中Ｔ）

・具体的な事例が聞けて良かった。犯罪と携帯電話が９割以上関わっていることなど。（中Ｔ）

第３部会（父親の役割）

Ａ とてもよかった。 １５（75.0％）

Ｂ まあよかった。 ５（15.0％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 ２０

・おやじの会の実態を理解して頂けたと思う。（中Ｐ）

・私たちが住む地区でも｢おやじの会｣を立ち上げたいという

要望があり、大変参考になりました。（小Ｐ）

・これからの活動に勉強になり参考になりました。（小Ｐ）

・父親同士のコミュニケーションはとても大切なことだと確認しました。（小Ｐ）

・おやじの役割の大切さがわかりました。（中Ｔ）

・来年も参加したいと思います。（小Ｔ）

・発表事例がもう少し多くても良いと思いました。（小Ｐ）

第４部会（家庭教育①）

Ａ とてもよかった。 ２４（53.3％）

Ｂ まあよかった。 ２１（46.7％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 ４５

・いろんな話があり、とてもおもしろかった。（小Ｐ）

・まわりの方と交流する時間があったので子どものことを聞けて良かった。（小Ｐ）

・TV､ｹﾞｰﾑ､就寝時間等に地域性を感じました。地域あげて背景を作っていくべきかと。（小Ｐ）

・想像していたのと違いました。（小Ｐ）

・タイトルと部会の内容が合っていないような・・・？（小Ｐ）

・講師の先生の話の進め方が上手でした。（中Ｔ）

・お話は良かったですが、時間が短くて切り上げていた気がした。（中Ｐ）

・もっとたくさん聞きたかったです。（小Ｐ）

・時間が短くもう少し話を聞きたかったです。（小Ｔ）

・身近なことで聞きやすく、考えやすく、毎日に活かしていきたい。（小Ｐ）

・講師の先生がステキでした。（小Ｐ）

・「親は遠くで見守ること」ということを頑張りたいと思いました。（中Ｐ）

とてもよ

い

75%

まあよい

25%

第３部会

とてもよ

い
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まあよい

47%

第４部会
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第５部会（家庭教育②）

Ａ とてもよかった。 ８（50.0％）

Ｂ まあよかった。 ８（50.0％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 １６

・思っていた部会の進め方と違いちょっとがっかりで

したが、貴重なお話をありがとうございました。（中Ｐ）

・比べないこと、他人に任せる勇気を持つことはとても大事だと思う。（中Ｐ）

・身近に感じて良かったです。（小Ｐ）

・上野家の生い立ちを通してがんばり続けることの大切さがわかりました。（小Ｔ）

第６部会（生命尊重）

Ａ とてもよかった。 １８（81.8％）

Ｂ まあよかった。 ４（18.2％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 ２２

・子どもたちにも是非この授業があればとてもいいと

思いました。（小Ｐ）

・とても興味深かったです。もっと色々話が聞きたいです。時間が短縮されたのが残念でした。

（小Ｐ）

・ＰＴＡのお話でしたが、子どもと一緒に聞きたかったです。（小Ｐ）

・うちの小学校でもお話して欲しいです。（小Ｐ）

・専門的なお話を聞けて良かったのですが、この分科会で何を通じて命の大切さを考えたら

よいかを焦点化したお話の方が良かったかもしれません。（中Ｔ）

・素晴らしいお話で大変参考になり、また考えさせられる内容でした。教員として。（小Ｔ）

・子どもに質問されてドキっとしたことがあったが、正しい知識と向き合うことが大事だと

思いました。 共に学び支えていこうと思います。（小Ｐ）

・生まれたばかりの赤ちゃんはずっと狭いお腹の中にいたから、生まれてきて泣いた時に狭い所が

好きだからｷﾞｭｰっと抱きしめると泣きやむ。抱っこがすごく良い事だとつくづくわかった。

（小Ｐ）

・本当にステキな部会で良かったです。（小Ｐ）

・中学生の子供にも聞かせたいと思いました。教室が寒かった。狭かったです。集中して聞けない。

（中Ｐ）

・世代によって性教育に対する考え方が違ってきている事と、その内容が理解できて良かった。

（小Ｔ）

とてもよ

い

50%

まあよ

い

50%

第５部会

とてもよ

い
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まあよ

い
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第６部会
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第７部会（ｹｰﾀｲ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄと子どもたち）

Ａ とてもよかった。 １５（48.4％）

Ｂ まあよかった。 １６（51.6％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 ３１

・これから携帯を持たせるにあたって、とても参考になりました。

（小Ｐ）

・今、LINEというアプリ（無料で電話・メール出来る）が爆発的に子ども達の間で利用が増えて

います。それについてもお話が聞きたいです。（中Ｐ）

・これから携帯を子どもに持たすに当たってものすごくタメになりました。（小Ｐ）

・子ども達の生活習慣の乱れは年々ひどくなっています。なんとかしなければならないと思って

います。（小T）

・実は前回も同じ部会で内容は知っていたのですが、資料やグラフも新しくなっていて分かり

易かった。（中Ｐ）

・分科会とテーマの名称が理解しづらいかもしれません。（小Ｐ）

・もっとじっくり話を聞きたかった。（中Ｔ）

・ケータイ・インターネットの現状と課題が分かった。（小Ｔ）

・内容は良かったが、一方的な説明で終わってしまい、話合う（討議する）時間がほとんど

無かったのは大変残念であった。分科会の進め方の再考を願う。（中Ｔ）

・具体的に親がどう行動するかを明示して下さいました。重要なポイントをデータを基にお話し

下さいました。わかり易いと思います。（小Ｔ）

・時間が足りなかったです。意見交流がＰＴＡの大会として重要かと思うので、交流の時間を

確保して欲しいと思いました。（小Ｔ）

・期待していた話ではなかったけれど内容はとても良かったです。（小Ｔ）

第８部会（多様な個性との共生）

Ａ とてもよかった。 ３８（67.9％）

Ｂ まあよかった。 １６（28.6％）

Ｃ やや悪かった。 ２（ 3.5％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 ５６

・講師の方の声が聞きづらかった。マイクの音量を上げて

欲しい。ゆっくり話して欲しい。資料

の文字が小さく、つぶれていて見づらい。等で話の内容がよくわからなかった。（小Ｐ）

・とてもよい内容でしたが、もう少しじっくりとお話を聞きたかったです。（小Ｐ）

・後ろの席ではマイクの声も聞きにくく難しかった。資料の印刷物も字が小さく読みにくく残念

とてもよ

い

48%
まあよ

い

52%

第７部会

とてもよ

い
68%

まあよい

29%

やや悪

い

3%第８部会
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でした。（小Ｐ）

・内容はとても良かったのですが、マイクの音が後方まで届きづらく、また、この人数だともう

少し考えて欲しかった。（中Ｐ）

・声が聞きづらかった。もう少しゆっくりお聞きしたかった。（小Ｐ）

・とても勉強になりました。資料の字が見づらく書きとめることが難しかった。（小Ｐ）

・講師のお話は非常に分かり易く、自分の仕事にも役立ちます。（中Ｐ）

・理解しやすかった。（中Ｐ）

・大変勉強になりました。（小Ｐ）

・内容は楽しみにしていたので、とても参考になったのですが、部屋が狭く、窮屈。マイクの

音が取れてない事があり、聞きにくい事が残念。（小Ｐ）

・ＡＤＨＤとスペクトラムの違いが良くわかった。（小Ｔ）

・分かり易く説明して頂けました。参考にします。（中Ｐ）

・資料が見づらかった。（小Ｐ）

・１時間ではなかなか理解するのは難しいと思いました。（小Ｐ）

・混同しやすいＡＤＨＤと自閉スペクトラムがすっきり整理出来ました。分かり易かったです。

ありがとうございました。（その他）

・マイクの声が小さく聞き取りにくかった。事例を取り上げての話が聞きたい。（小Ｐ）

・うちの子も？と思うことが多々ありましたが、改めてもう少し時間をとって、ゆっくりお話を

伺いたいと思いました。（小Ｐ）

・非常に分かりやすい内容。また、その発生等の高さに驚きました。ありがとうございました。

（中Ｐ）

・椅子の移動の時間がもったいなかった。資料をそれぞれ取りに行った時間も同様。（中Ｐ）

・発達障害を理解し、「なんでこんな事ばかり…」という疑問が少し晴れた気がします。（小Ｐ）

・マイクの音量を上げて欲しい。せっかくのお話でしたが、聞き取りにくかったです。（小Ｐ）

・プロジェクターが見にくかった。（中Ｐ）

・発達障害について現場の先生の話を聞くという機会がないので、聞くことが出来て良かった。

椅子をわざわざ移動させるなら人数も多いので、そのまま体育館でよかったのではないか。

（小Ｐ）

・マイクの音量やプロジェクターを大きくして欲しかった。（小Ｐ）

・発達障害に関してＰとＴに広く理解して欲しいと思っています。（中Ｐ）

第９部会（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

Ａ とてもよかった。 １７（81.0％）

Ｂ まあよかった。 ４（19.0％）

Ｃ やや悪かった。 ０（ 0.0％）

Ｄ 悪かった。 ０（ 0.0％）

計 ２１

・対話型・体験型なので全体講演後にはふさわしかった。（小Ｐ）

とてもよ

い

81%

まあよ

い
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第９部会
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・講師の演出で楽しく分かりやすい内容だった。（小Ｔ）

・コミュニケーションにとって、明確に伝えることの大切さを感じた。司会の出番が少なく

どうなのかな？ と思った。意見交流する場を設定するとか。時間の制約もあったと思います。

（小Ｔ）

・人とのコミュニケーションには態度が大切と感じた。（中T）

・コミュニケーションの大切さが実際のワークで、より勉強になりました。（小Ｔ）

・時間が足りない。落し処が見えない。（小Ｐ）

・コミュニケーションの大事さや図り方が学べましたので今後活用していきたいです。（小Ｐ）

・雰囲気を和らげ、題目通りの部会で楽しかった。｢つながり｣＝つながった感じでした。（小Ｐ）

・楽しかったです。時間が短くなったので、本当はまだ出来ない事があったのかな。（小Ｐ）

・参加型、体験型で楽しく聞けた。（小Ｔ）

・講師の方が素晴らしい。（小Ｔ）

・皆さんと交流が出来て、コミュニケーションの取り方も分かって良かった。（中Ｐ）

５.部会に取り上げてほしいテーマがあればお教え下さい。

・学校集団フッ化物洗口（小Ｔ）

・教育予算拡充（小Ｔ）

・ＰＴＡ活動を楽しむ（小Ｔ）

・子どもに夢を持たせる学校教育と家庭教育の具体的な取り組みの交流（小Ｔ）

・アレルギーに対する給食の取り組みについて（小Ｐ）

・立体折り紙（小Ｐ）

・ストレス対処法。認知行動療法について（中Ｐ）

・放射能、安全な食べ物について（中Ｐ）

・やはりインターネット・ケータイについての部会は毎回あっていいと思う。（中Ｐ）

・いじめ・不登校について（中Ｔ）

・学校の先生と親の方も含め医療関係には結びつけやすいが、なかなか福祉関係までの結びつき

が少ないので情報を交換する場が欲しい。（小Ｐ）

・多様な個性との共生の部会をまたお願いしたい。（小Ｔ）

・スポーツ（小Ｐ）

・コーチング（小Ｐ）

・性教育、キャリア教育（小Ｔ）

６.全体を通して見て、研究大会の運営はいかがでしたか。

Ａ とてもよかった。 １４１（56.0％）

Ｂ まあよかった。 ９６（38.1％）

Ｃ やや悪かった。 １２（ 4.8％）

Ｄ 悪かった。 ３（ 1.1％）

計 ２５２

・なるべく時間通りに行えるよう手立てをお願いします。次

とてもよい

56%

まあよい

38%

やや悪い

5%
悪い

1%
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の予定のため最後まで参加出来ず残念です。（小Ｔ）

・日程の見通しが甘かったと思う。全体会の工夫が必要。（小Ｔ）

・時期が毎年雪の季節となっています。出来れば雪の心配のない日程がとれればと思います。

（小Ｔ）

・準備の時間で手伝いの方の集合時間をもう少し遅くしてはどうか？最初の受付後、学校別で

先生たちが待っている体制は時間のロスと思うので、体育館での席も決めると良い。（中Ｐ）

・受付に問題有。（中Ｐ）

・寒い時期なのでもう少し暖かい時期に行えるとよいのでは？今年は講演が延びたので、来年は

講演の時間厳守してもらうように工夫してください。（小Ｔ）

・昨年もそうでしたが、会場が寒すぎます。（小Ｐ）

・久しぶりの中学校での開催でした。時間はずれこみましたがスムーズな運営だったような気が

します。大変おつかれさまでした。（小Ｐ）

・地場産会場が良かったなと思います。（小Ｔ） ・少し寒いかな。（中Ｔ）

・毎年、時間が足りなくて残念です。ゆとりのある運営を。一日日程に戻すのもどうでしょう？

（小Ｐ）

・来年も参加したいと思います。（小Ｐ）

・トイレに行く時間があまり無く、トイレに行列が出来ていた。（小Ｐ）

・充実した時間を過ごしました。ありがとうございました。（小Ｐ）

・思ったよりも大きな大会なので驚きました。すごく喉が渇きました。（小Ｐ）

・全体会場に入ると各学校毎に場所取りがしてあって座ることが出来なかった。事前に参加者が

分かっているのだから、座席割りを事前にしておくと良いのではないか。（小Ｔ）

・連絡の不備、準備の遅れが目立っていました。（小Ｐ）

・永山中は大変だったと思う。大会会場は変わらない方がいいですね。（中Ｔ）

・寒かったです。（中Ｐ） ・アリーナでの開催を希望します。（小Ｐ）

・こういう大会があることは良い事だと思います。（中Ｐ）

・もう少し時間が短いと参加しやすいです。（小Ｐ）

・参加出来て良かったと思う研究会でした。（小Ｐ）

・もう少し早い時期にして頂きたいです。せめて１０月。１１月は天候も悪く、寒いので少し

暖かい時期を希望します。（中Ｐ）

・皆さんが一生懸命やってくださっている熱意が伝わってきました。ありがとうございました。

とても勉強になりました。来年も楽しみにしています。（小Ｐ）

・初めて参加しましたが、どちらもとてもよいテーマでした。もっと楽に参加できるといいので

しょうか。敷居が高いのでしょうか。（小Ｐ）

・永山中は遠すぎた。もっと近いところでやってほしい。（中Ｐ）

・開会式の時間が押していたので、お話される方の割り当て時間を短くしたら良いと思います。

（中Ｐ）

・全体会の内容が盛りだくさんだったため、時間内に終わらせることは無理だったと思います。

（中Ｔ）

・受付が代表受付の知らせがされていなかった学校があった。（中Ｐ）
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・手際良く効率的に運営されていて良かった。（小Ｐ）

・運営は悪い。時間がかかり過ぎ。受付はキチンとして欲しい。13:00になったら誰も居なかった。

（中Ｐ）

・受付を学校ごとではなく、個人単位というのは難しいでしょうか？（中Ｔ）

・本日の日程の時刻を大きく過ぎました。内容は良かったのですが、時間通りに進めるように

事前の打ち合わせをもう少し丁寧に行ったほうが良いと思います。（小Ｔ）

・受付方法に一考が必要。受付の係がフロアーいっぱいに居る。（小Ｔ）

・少々寒かった。（小Ｔ）

・日程の組み方があまりにもルーズ。開会式の進め方やその後のＰＲは一考すべき。せっかくの

分科会の話し合いの時間が十分に確保できないことに研究大会の意味に疑問を持った。（中Ｔ）

・学校毎の一括受付は不便です。（中Ｔ） ・会場が中心部のほうが動きやすい。（中Ｔ）

・スムーズな進行をお願いしたい。連絡が多すぎる印象です。（小Ｔ）

・提言者に力のある方がたくさんいらっしゃっていて魅力的な大会だったと思います。（小Ｔ）

・連絡だけで20分もとるのは非常識です。また、連絡だけして退席する姿にあきれました。

（中Ｔ）

・役員挨拶が多い。長い。（小Ｐ） ・駐車場と交差点と学校の位置関係が遠すぎる。（小Ｐ）

・全体講演会は定刻で終了するようにして欲しいです。部会をもう少し聞きたかったです。

マイクの音が小さく聞き取りにくいです。（小Ｐ）

・出来れば雪の心配のない時期に研究大会があればと思います。時間がずれこみ4:30を過ぎて

しまったので、開会式の挨拶等をもっと短くして欲しいと思います。（中Ｔ）

・受付が分からない。（中Ｐ） ・時間がおしたこと。準備、配慮が悪すぎる。（小Ｐ）

・部会の会場の環境状況を整備して欲しいです。（小Ｐ） ・駐車場からの道が少々･･･（中Ｐ）

・自校の問題ではあるが12:00～12:30の間に集合ではなく、開会式10分前までに集合をかけれ

ば良かった。駐車場からの移動に時間がかかるので。（小Ｔ）

・時間が長すぎる。２時間をめどに良い講演をひとつで良いと思う。（中Ｐ）

・全体会の中に局や振興会の説明はいらない。時間がオーバーし私的な用事の計画が狂う。（小Ｔ）

・時間がおし過ぎ。（小Ｐ） ・手際良く本当にありがとうございました。（小Ｐ）

・開始時間を30分遅らせることは出来ないのでしょうか。（小Ｔ）

・受付は学校単位でないほうが良い。（小Ｐ）

・最初の12:30～13:00の話が長い。もっと簡潔で良い。（小Ｐ）

・午前中に研究大会を行うことは出来ないでしょうか。（中Ｔ）

・各学校の教頭先生がホールで自校のＰＴＡの方を迎えていたが、狭い場所だったので、体育館

の後ろで案内するようにしたほうが良い。（小Ｔ）

・内容は良かったが寒かった。12:30開始が中途半端。13:00～16:00or16:30が良い。（小Ｐ）

・時間がおしてしまったので、ちょっと･･･（小Ｐ）

・寒くて仕方なかった。あらかじめわかっていたら･･･（中Ｐ）

・やや寒かった。開会式がやや長い。旭川市教育の日の制定は良いことである。（小Ｔ）

・全体会の時間管理が悪かった。特に他団体の時間が長かったです。（小Ｔ）

・永山中素晴らしい会場です。（小Ｔ）
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第５３回旭川市ＰＴＡ研究大会集録

平成２５年２月１５日

発行責任者 旭川市ＰＴＡ連合会長 小山 英明

<研究大会運営委員会>

小山 英明 大垣 宏 吉田 成孝 増茂 薫 齋藤眞美子

大谷地裕明 佐々木直人 村岡規佐子 安倍あずさ 中川 幸広

三井 康雅 髙木 裕市 東堂 賢功 上原 弘成 清野 嘉則

妹尾 美香 安西佐都子 堀川 顕市 矢三 隆司 井上 敦子

涌島 繁 小倉美枝子 淺川 美香 坂下 正忠 西田 哲也

岡 英詩 東海林拓哉 和田 朋子 鈴木由美子 金澤 澄和

旭川市立永山中学校ＰＴＡ

旭川ＰＴＡ連合会 新永ブロック・中央ブロック・西部ブロック

あとがき
旭川市ＰＴＡ連合会研修部部長

中川 幸広（永山中学校ＰＴＡ会長）

第53回旭川市ＰＴＡ研究大会は、7年ぶりの学校開催となりました。新永地区

が主幹ブロック、永山中が主幹校で会場校という大変な年に研修部長としての大役

を無事に終える事が出来た事は、私にとって、とても貴重な経験となりました。こ

れもご参加頂いた皆様と大会運営に携わった役員の皆様の御尽力の賜物と心から感

謝申し上げます。

今大会趣旨にもありますように、子供たちが将来に向け夢や希望お持ち、たくま

しく生き抜く力をみにつけることのヒントが、全体講演での植松努様のお話のなか

に多々ありました。私達ＰＴＡは、これから子供達にどの様な教育が必要なのか、

皆さんと共に考え、意見交換の出来る場として、あり続ける事を祈念して「あとが

き」と致します。
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