
■ 第１部会 学 校 支 援
部会テーマ「学校支援のためのＰＴＡ活動」

司 会 旭川市立春光小学校ＰＴＡ 大橋 恭久

記 録 旭川市立春光小学校 教頭 林 欽一

旭川市立春光小学校 教諭 池山 美佳

運営責任者 旭川市立春光小学校ＰＴＡ 大橋 恭久

旭川市立東鷹栖中学校ＰＴＡ 岩戸 美樹

提 言 者 旭川市立東五条小学校ＰＴＡ 上原 弘成 様

助 言 者 旭川市立新富小学校 校長 稲垣 克男 様

○提言の概要

１ はじめに

（１）東五条小学校のＰＴＡ活動の概略。

①子どもたちのために、保護者が力を尽くして次にような活動を推進している。

・学習支援ボランティア（調理、ミシン、スキー）

・学習発表会（衣装、小道具作り等）

（２）特に伝統的な活動としては以下の３つの活動がある。

①マーチング ②東五条太鼓（５年） ③学校保健委員会（ＰＴＡと養護教諭）

２ ＰＴＡ活動の概要

（１）東五条小学校のＰＴＡは、大きく執行部と４つの専門部、２つの委員会から

構成されている。

（２）全家庭がＰＴＡ役員となり、『一人一役』をモットーに活動を推進している。

（３）保護者が主役となり、次の３つを目標に活動を進めている。

①全保護者が学校と関わる。

②保護者同士のつながりを深める。

③学校との距離が縮まる。

（４）具体的活動内容

①教養部（広報活動係、研修係）・・・広報誌「こだま」の発行

②事業部（親睦行事係、歓送迎会係）・・・四面バレー PTA歓送迎会の企画

③生活部（指導係、安全係）・・・交通安全街頭指導、子ども１００番の家、

交通安全標語コンクールの実施

④特別事業実行委員会・・・五条っ子まつり、冬のリクレーション

⑤学年部・学年連絡会（学級・学年行事係、学年連絡係、美化活動係）

・・・学年レクリエーション企画、卒業を祝う会の企画

全校ガラス拭きの企画、行事後の清掃

⑥学校保健委員会・・・校医さんからのワンポイントアドバイスなど

⑦家庭教育学級・・・家庭教育学級の企画、年間９～１０回、２０名程度

⑧読み聞かせの会・・・教室での読み聞かせ、読み聞かせイベント 月１・２回実施



３ 今後の展望

（１）参加しない保護者の対応。執行部役員（特に男性）のなり手不足

（２）サポータークラブ（ＯＢ）の活動休止

（３）地域の教育力の取り込み

○実践の発表 ～旭川市立春光小学校 ＰＴＡ副会長 谷知宏～

１ 旭川市立春光小学校のＰＴＡ活動の概要（サポーター制度導入について）

（１）ＰＴＡ戸数の減少などにより、複数の学級役員の選出が難しい現状になり、

５つあった専門部を３つに統廃合した。

（２）「ＰＴＡ活動＝堅い」というイメージを取り除き、誰もが気軽に楽しく活動でき

るＰＴＡを目指して活動している。

（３）本年度より、啓北中学校や六合中学校で導入されている『サポーター制度』を、

各種事業をスムーズに行うために導入した。

（だれでもできる、楽しく参加できる、これならできるＰＴＡ）

①環境整備作業 ②廃品回収 ③運動会準備 ④運動会片づけ

⑤学習発表会片づけ ⑥バザー手伝い ⑦パトロール

サポーターの人数も多く、特に父親の参加が多く、力仕事など助かっている。作

業の時間短縮にもり、準備や片付けが効率よく進んでいる。

（４）これまでゴミとして捨てられていた牛乳パックやダンボール、ウエス、新聞など、

回収して回収業者へ引き取ってもらっている。リサイクル活動で得た収益金は、

ＰＴＡ活動のために活用されている。

○グループ討議の内容
１ Ａグループ

（１）役員のなり手が少ない。特に父親のなり手不足が課題となっている。「おや

じの会」のあるＰＴＡがあるが、とても大切。

（２）学級懇談時、帰ってしまう保護者がいて驚いている。

（３）サポーター活動時の声かけが大切。

（４）メールでのやりとりが多く、会話が少なくなっている。

２ Ｂグループ

（１）サポーター制度は、よい制度である。保護者が子どもひとりに１回はＰＴＡ

活動に自主的に参加している。

（２）保護者の横のつながりも減り、役員のなり手が少ない。父親の参加が望まれる。

（３）ＰＴＡ活動、楽しくなければならない。参加したくなるような楽しい活動に

していかなければならない。

（４）ＰＴＡ会議時、はじまりの時間は明記されているが、終わりの時間の明記は

ない。運営上、終わりの時間を目安を示すことは大切。

（５）楽しい環境づくりが大切。



３ Ｃグループ

（１）ＰＴＡ役員は、頼まれたからしかたなくやっている保護者が多い。また、他

薦で選んでいる学校もある。

（２）ＰＴＡ役員をやって楽しかったというきっかけを作ることが課題。

（３）ＰＴＡとともに楽しい活動情報を発信することが大切。

（４）一人一役、サポーター制度の実践例、誰もがかかわるきっかけを作ることが大切。

４ Ｄグループ

（１）役員不足は、ＰＴＡ活動が堅いイメージになっているので、楽しい活動のイ

メージへの転換が必要である。

（２）サポーター制度など、軽く参加できる間口を作ってやることが大切。

（３）ＰＴＡの横のつながりを作っていくことによって、参加者が増えるのではな

いか。

○助言者より
１ 東五条小の実践について

（１）素晴らしいＰＴＡ活動を紹介してくれた。一人一役という点で、つながり・

関わりが互いの信頼へつながっている。親の教育への深さを感じる。保護者

の教育への関心、子どものためにＰＴＡ活動をしたいという意識の改革が必

要である。

（２）少子化や仕事を持つ親が増え、ＰＴＡ役員のなり手が少ない。改善・改革の

負担感はあると思うが、学校を支援するというＰＴＡの意識を変えていく必

要がある。多様化する学校支援に対して、開かれた学校が求めれている。

①子どもの様子がよくわかる。つながりを保つことができる。

（学習意欲・関心の高まり）

②子どもの連帯意識の高まり。

③学校と家庭とが相互理解をするためにも、誰もができる視点で考えていくこ

とが大切。（生涯教育、子どもたちの学習にそった支援）

２ これからのＰＴＡ活動に向けて

（１）ＰＴＡ活動の停滞に対して

①意識を高めていかなければならない。

②学校のビジョンを明確に伝える。（ＰＴＡ交流、広報活動、ホームページ）

③保護者同士のコミュニケーションを高める。

（２）教職員の積極的な参加については、勤務時間内に終える活動が大切。

（３）「おやじの会」は、いろいろな活動をサポートしている実践例が多い。また、

ＯＢの活用、関係機関との連携が必要。

３ 最後に

（１）学校だけで完結するものではない。保護者や地域との連携で成り立っている。

今後も同じような課題が多くなっていく。



■ 第２部会 ＰＴＡ活動
部会テーマ：PTAあんな事・こんな事

運営責任者 藤田 嘉之（神楽小P）

（司会進行） 樫木志乃ぶ（陵雲小P）

記 録 者 小山田かや乃（広陵中Ｐ)

千葉 憲史 （広陵中T）

実践発表 西神楽小学校PTA会長 辻川貴裕 様

実践発表 新富小学校PTA会長 星 英樹 様

助 言 者 旭川市立神楽小学校長 小寺利典 様

１ 実践発表

（１） 西神楽小学校「意欲をもって主体的に学ぶ子を育む西神楽小のPTA活動」

健やかな子ども達の成長のために，保護者が先導となって学校教育の支援を進め

ることが重要と考えPTA活動を実践しているという内容で，

学校概要，組織，特色ある活動，成果と課題の説明をいただいた。

（２） 新富小学校PTA「いきいきPTA活動」

子どもを取り巻く環境の変貌を踏まえ，学校・家庭・地域を結ぶ架け橋

として，PTA活動の役割がこれまで以上に大きいという認識のもと活動を実践し

ているという内容で，学校概要，組織，活動の実際について説明をいただいた。

２ グループ討議

・役員選出のあり方，連携のあり方。２点につ

いて，各学校の実態交流。

３ 助言者から

・実践発表について

ともすれば学校依存型の活動に陥りがちなPT

A活動に対して，主体的な活動のあり方，学校の関わり方について示唆していた

だくような素晴らしい発表であった。

・PTA活動のルーツは１９世紀末アメリカで起きた児童福祉のための母親運動であ

る。本来，社会の向上に貢献する社会教育団体であり，任意で結成・解散でき加

入も任意のはずが，日本のPTAは歴史の中で半強制的な義務であるかのごとく定

着してしまった。組織率は高いが，意識は高いとは言えない実態があるのはその

ようなことが背景ではないか。

・子ども達を取り巻く環境の変化や社会の変化を考えると，PTAの役割は重要であ

り，学校の力強い応援団となる灯火を決して消してはいけないものと考える。本

日お集まりいただき，活発なご意見を交わした皆さんと共に，PTA活動に対する

意識を益々高め，「全ては旭川の未来を担う子ども達のために」を合い言葉に頑

張っていきたいと思う。



■ 第３部会 地域連携

部会テーマ 子どもたちと地域をつなげよう

～子は地域の 鎹 ～
かすがい

司会者 広陵中学校ＰＴＡ 佐藤 隆之

記録者 啓北中学校ＰＴＡ 平中 伸幸

啓北中 安武 裕二

講師 北方建築総合研究所環境科学部長 松 村 博 文 様

旭川市立近文小学校 教頭 福 島 義 教 様

１ 地域連携の現状

（１）「あなたは小１の子どもにランドセルカバーをつけさせますか？」

→つけさせる （理由：小１と分かってもらえる）

つけさせない（理由：小１とばれてしまう）･･･この数はかなり多い。

→保護者の地域への不信

（２）「あなたは、知らない人へのあいさつを子どもにさせますか？」

→させる （理由：あいさつくらいなら安全だから・ついて行かなければよい）

させない（理由：小さい子は状況判断できないから）･･･この数はかなり多い。

→「最近の子どもはあいさつしても返事もできない」

→地域の『あいさつ運動』の衰退→子どもにとって危険な地域へ

（３）地域連携の低下で増加しつつあること（例）

①罹災者等の孤独死

②小１をねらった犯罪

③子どもの虐待件数

（４）町内会・PTAの低迷

①加入率の低下

②活動参加者の減少

③参加者の高齢化・固定化

２ 子どもを出汁にして地域がつながろう
だ し

（１）「子どもと地域がつながる」とは？

登下校中の子どもたちにとって、まわりの大人が

（３） 知らない人 ･･･危険な（子どもと地域が断絶してい

る）地域



（４） 顔を知っている ↓

（５） 名前を知っている、話ができる･･･安全な（子どもと地域がつながってい

る）地域

（２）地域がつながる方策

①･･･１（４）について

活動自体に問題がある。なぜならボランティア活動は盛んであるから。

→問題の分析が重要

ア 活動は役に立っているのか？

●課題（地域のニーズ）の正確な把握

街灯が暗い場所・交通事故の多い場所とその原因など

→対応策の企画（これには地域を横断した企画力強化が必要）

下校時間に門灯をつける・雪かきの時間を調整し、登下校時刻に合わせる・集

団下校マップを作成（１人下校区間の把握とそれに対応したパトロールや子ども

110番設定につなげる）など

イ やりがいがあるのか？ 役に立っている実感はあるのか？

●「見える化」の推進

成果が確認できる（見える化）ことで、企画は定着する。

感謝の気持ちを伝える場面を設定・成果の分析とその公表など

ウ 非生産的な発言に振り回されていないか？

→サイレント・マジョリティーに意識を向ける。

エ 活動に無理はないか

持続可能な担い手の確保･･･それぞれがやれることをやる。

高齢者…「見守り」

学校 …アンケートづくり、マップづくり、分析など。

（３）活動を活性化するために

学校には業務を広げる余力はな

い。

→ＰＴAは地域人でもある

→ＰＴAが地域活動の中に入る

ことで活性化する。



■ 第４部会 多様な個性と共生

部会テーマ： 発達障害 ～よくある症状と対応を知ろう～

司会者名：川上 克徳 （末広小学校PTA）

記録者名：大京寺玲子（東鷹栖中学校PTA）

記録者名：堂 敏樹（東鷹栖中学校事務

職）

講師： 旭川医科大学小児科こどもの発達診療センター

副センター長 荒木 章子 様

不適応・発達障害（自閉スペクトラム障害）・合併症の３点について

1 不適応 ～生きづらさを抱えるこどもたち～

不登校として表面化、中学校で急増する

何故か～小学校は特別支援でケアされる

中学校はケアが少なくなる

親も特別支援から離れようとする

原因 ～人間関係

学業不振

旭川医大での現状

・２年間で８０人が受診

・中学生で急増し、うち６０％が発達障害で多くは受動型

他精神疾患と何も障害がないとが続く

・原因～人間関係、学業不振、不安

・９０％は身体愁訴がある→軽く見ずに適切に対処する

・経過～５０％は完全に登校

３０％は不完全ながら登校できる（保健室登校など）

２０％は変化なし

・改善理由～特別支援のケアが充実している

診断により特別支援のケアに結び付く

伝えたいこと

・身体愁訴を軽く見ない

・受動型の子で困っている場合がある

・支援をためらわずに受ける

・特別支援を受けたからと言って高校進学に支障はない

２ 発達障害

・発達の遅れというより「質」の問題なので適切に教えれば「できる」

～特別支援が大切

・いろいろな症状を併せ持つ



自閉スペクトラム障害、不器用、ＡＤＨＤ

◎自閉スペクトラム障害

・診断基準の必須３主徴（子の社会的スキルが知的水準と合致していない）

ア． 言語・非言語的コミュニケーションの著名な障害

イ． 社会的相互関係の欠如

ウ． 発達水準相応の仲間関係の構築・維持の失敗

・表面的に

失礼、高飛車な態度や物言い、感情をコントロールできない、などとして

現れる

・つまり

概念的なことの発達がよくない、想像や推理が苦手、人の失敗を許せない、

自己を客観視できない、等対人関係に重要なスキルが欠如していることが

生きにくさの原因である

・その他の症候群と対応

ア． 見えないものに弱い・・・・・・具体的、視覚的な情報の提示

イ． 自分のことが見えていない・・・流れを見通せる配慮

ウ． 同時に二つ事案が両立しない・・言わずともわかっているはずのこと

をあえて教える

◎注意欠如多動性障害（ＡＤＨＤ）

・診断基準

ア．多動・衝動性 ９項目 症状６個以上６か月間継続

イ．不注意 ９項目 症状６個以上６か月間継続

・症状があれば「アウト」なのか

社会的、学業的、職業的機能を損ねているという明らかな証拠が存在しな

ければならない→困らなければＯＫ、許されていればＯＫ

・対応 ～適切な対応でエスカレートさせない

ア． 先に興奮しない

イ． 目線を合わせて落ち着いた声で接する

ウ． 望ましい行為には「今、よかったね」と必ずリアクション

エ． 見通しの配慮

オ． ダメだしの仕方～共感したうえで、どうして欲しいかを示す

カ． トークン表の活用

◎合併症（睡眠障害、不器用、チック、夜尿）

・睡眠障害 ～脳の機能低下を招く

対応としては、睡眠衛生への配慮、環境を整える、日光浴のために

野外活動をする。また、夕方寝かせない、入浴のタイミング配慮



必要に応じて薬物療法

・不器用

対応としては、道具の工夫、体幹の筋力をつける、口腔機能の向上

作業療法士に相談する

・チック

対応としては、症状を誘発するような「緊張・不安」の軽減に配慮

自尊心を育てる

・夜尿

対応としては、就床２時間前から飲食させない、就床前に必ず排尿させる

規則正しい生活習慣をさせる

３ 誰が困っているのか

◎「こども」

・大人が目を向けるべき子

ア． 学級運営の妨げにはならないが、学業不振がある子

イ． トラブルがあると名前が挙がりやすい子

ウ． 支援を受けている子と一緒にいることが多い子

◎「生きにくさを抱えている、そのような子に目を向けてください」



■ 第５部会 家庭教育 「旭川教育の日」推進協議会 協賛

部会テーマ 「自分が大好きと言える人間に育てよう」

司 会（運営） 末広小学校ＰＴＡ 星 孝幸

神楽小学校ＰＴＡ 下口 京子

忠和中学校ＰＴＡ 本間 由広

記 録 陵雲小学校ＰＴＡ 宮崎 恵美

陵雲小学校教頭 石前 聖香

講 師 旭川市家庭児童相談室相談員 川西 康夫 様

１「旭川教育の日」とは

「旭川教育の日」推進協議会事務局長 山村志

保子様より「旭川教育の日とは，家庭・地域・学

校及び関係機関等が一体となって教育に関する理

解と関心を高めるための様々な取組を実施するこ

とによって，旭川市民の皆さんが子どもたちにつ

いて考え，語り，行動するきっかけをしていただ

く日です。各種団体より組織された「旭川教育の

日」推進協議会が，毎年１１月の第３日曜日を「旭川教育の日」として制定しました。」

とご説明がありました。

２ 講演の概要

（１）はじめに

旭川市家庭児童相談室は，年間６７０件，述べ３０００人以上の相談者の対応に当たっ

ています。０歳から１８歳までの子どもを対象に，環境的に恵まれない子どもたちの養育

環境を少しでも改善するために，アドバイスや具体的支援について関係機関を相談しなが

取り組んでいます。児童虐待が疑われるケースも７０件ほど取り扱いました。関わってき

たケースの中からいくつかご紹介させていただき，養育環境の背景等について皆さんと考

えてみたいと思います。

（２）３つの相談事例から

【ケース１】６歳女児

ゴミが散乱し，異臭漂う住宅で，母親，祖母，叔父と暮らしていた。家族は皆，病気や

障がいを抱え，本児は入学前まで家族以外の人との繋がりはなく，社会性の育成，基本的

生活習慣の確立は極めて不十分であった。

相談室では，週１回の訪問，市保護課との連携，さらに，母親の体調不良の際にはケー

スワーカーによる入院手続きを進めるなどの支援を行った。母親の入院，祖母や叔父の施

設入所をきっかけに本児は，児童相談所の一時預かりを経て，母親の死後，養護施設で暮

らし，落ち着いた小学校生活を送っている。

【ケース２】１７歳，１５歳の兄妹

兄からの性的いたずらにより，兄妹はそれぞれ祖母と母親の元で別々に暮らすようにな



る。祖母の家で暮らす兄は，高校へは全く登校せず，不規則な生活を送っていた。母親は，

兄の携帯電話料金の支払いを滞納し，祖母にお金を無心する等金銭管理に課題がある。

相談室では，兄への教育相談・指導を繰り返し行った。兄は高校を中退してアルバイト

を始め，働いてお金を稼ぐことに意欲を見せ始め，生活意欲を見せ始めている。妹は，将

来を見据えての行動ができ，学校生活に意欲的である。学校諸費の納入が停滞しないよう，

金銭管理を含め母親に対する指導を継続していく必要がある。

【ケース３】２歳幼児，１９歳の母親

母親は高校を中退し，メールで知り合った東京在住の男性の元へ行ったが，妊娠して，

一人で旭川に戻った。最初は曾祖母の家，次に祖母の家に身を寄せ，本児を出産したが，

本児が１歳になる前に祖母の家を出て，母子二人での生活が始まった。

相談室では，本児が２ヶ月の時から保健師とともに家庭訪問を継続している。母親だけ

での養育は難しいと考え，保育所入所につないだが，母親が朝起きられず保育所を休みが

ちの状態である。母親は本児をかわいがっているが，母親自身の生活力が乏しいため，生

活保護申請や就労支援等について指導助言に関わり，養育環境の改善に努めている。

紹介した事例は社会の中では稀なケースかもしれません。しかし，子どもは親を選ぶこ

とはできず，生後の一定期間は親の養育に大きな影響を受けることは間違いありません。

子どもを養育するとは，ただかわいがるだけではなく，基本的な生活習慣を教え，身につ

けさせていくことです。親の再教育は難しく，アドバイスを聞き入れてもらうことも容易

でない現状ですが，諦めずに長く関わっていくことが大切だと思っています。

（３）お父さん，お母さん，子育てに自信をもって

将来自分の力で人間らしく生きていけるようにするために，子どもにしっかりと根をは

らし，太い幹を育てることが肝要です。人間としての根っこや太い幹とは，①しなやかな

体，②好奇心，③個性的な感性と表現力，④社会性，の４つであると考えます。

五感で味わわせる体験，集団生活を通した多くの人との関わりをぜひ大切にしてもらい

たいですし，また，親がいくつになっても感動する心をもって自分の感受性と表現を大事

にする姿を示してもらいたいと思います。

一人一人の子どもの伸び方はみんな違います。子どもは親の期待通りには伸びていかな

いと考えた方がよいでしょう。親の期待通りではないと否定的に評価すると子どもにスト

レスが生じます。逆に，子どもが親の期待通りに振る舞いすぎるのも問題です。子どもは

みんな問題児と捉え，じっくり時間をかけて育てることで，個性的で内面的にも深みのあ

る人間に育つ可能性が高くなるのです。ぜひ，親が友達を作り，夫婦で協力し合い，母親

と父親の見方を入れ替える等して，子育てを楽しんでください。

（４）おわりに

子どもたちには，自分のことが好きだ，自分という人間を自分で誇らしく思える感覚を

ていねいに育てる必要があります。どんな困難な場面に出会っても，やればできるという

気持ちは自分への信頼感からしか出てこないからです。そのために，親はできるだけ「あ

なたにはあなたらしいいいところがいっぱいあるよい子だ」「あなたはかけがえのない私

の大切な子だ」という気持ちを言葉で表情でいっぱいぶつけてあげてほしいと思います。



■ 第６部会 「スポーツ育成」

部会テーマ 「スポーツドクターが親に伝えたい学生スポーツの話」

運営委員・司会

忠和小学校ＰＴＡ 榎本 明彦

富沢小学校ＰＴＡ 齋藤佳名子

記録者

末広北小学校教頭 岡﨑 良昭

末広北小ＰＴＡ 小野 義幸

講 師 旭川医科大学助教 小原 和宏 様

１ 怪我の予防

(1) 装具は予防になるか→理論はあるが，証拠はない。つけることで予防となるか

どうかは本人の気持ちを大事にする。

(2) １時間に３回の休憩を入れる→怪我の発症頻度が低下する。

(3) 週単位で練習強度をコントロールする。１日は休ませたい。

(4) メンタル面の効果を狙い，選手同士や監督との交換日記などは有効である。

(5) 筋トレ→大きな筋肉は毎日，その他は少なめにトレーニングするべきである。

(6) 子どもが訴える痛みには，少しだけ神経質に接する。

(7) 医師に診せる基準→休んでも改善しない痛みや響く痛み。

(8) 心の痛みが体の痛みにつながっている場合がある。

(9) 身長が伸びているときは，ストレッチをしっかりする。(骨の成長＞筋・腱)

２ 心臓振盪(しんぞうしんとう)の予防

心臓振盪とは，前胸部への衝撃により心臓が痙攣し，意識消失の後に死に至る

ことである。AEDによる救命が重要であり，AEDが到着する前には心臓マッサ

ージをしておく。AEDの個数を増やし，設置場所も工夫することが大事である。

３ スポーツ障害について

(1) アイシング→早期に治るので遅れてもすること。氷が溶け始める０度が理想で

「アイスジェル」はタオルに巻くなどして使い方に注意が必要。

(2) 湿布の選び方→冷湿布でも温湿布でも感じる神経を刺激する。基本的には本人

の使いたい方を使う。ただ，腫れている皮膚には冷湿布が良い。

(3) シンスプリント→すねの内側，くるぶしまでが痛い。走る方向を均等にする。

(4) オスグッド病→腱に引っ張られて膝の骨が出てくる。太もものストレッチが

重要。

(5) 慢性疼痛→足全体にマッサージをする。



４ 食事について

○スポーツをしている成長期における子どもの食事

運動後→ヨーグルト

就寝前→納豆(成長ホルモンを出す)

※鶏胸肉・魚～白身(カレイ)・イカ・かに・マグロ・木綿豆腐・アーモンドな

どを食べさせたい。

試合前→あんパン・あんまん・バナナ

試合後→ヨーグルト・鮭おにぎり
スポーツ栄養学的に良いとされる

５ 体幹トレーニングについて

○バランス感覚を養うことが大切。姿勢にこだわり，常に姿勢をチェックする。一

流の選手は体幹がしっかりとしており，どんな体勢においても崩れにくい。

６ 質疑応答

質問１：オスグッド病に前兆はあるか。

回答：決まった前兆はないが，スキージャンパーは痛みを伴う。身長が伸び始

めたときに多く見られる。

質問２：野球はベースを決まった方向に回るが，反対も練習した方が良いか。

回答：両方トレーニングしてバランスを大事にした方が良い。

質問３：講師の先生のダイエット方法は何か。

回答：運動(走る・筋トレ)とカロリー(食事)制限。

質問４：シンスプリントが治らないと言われているが治るのか。

回答：基本的には治る。靴の中に中敷きを入れるのが一つの手段。

質問５：幼少期において筋トレは効果があるのか。

回答：証拠はない。でも筋肉のトレーニングは中学卒業くらいからで良い。



■ 第7部会 読書活動
部会テーマ「今後の読み聞かせの在り方」

運営責任者・司会 広陵中学校ＰＴＡ 越田 裕之

忠和中学校ＰＴＡ 佐藤ゆかり

忠和中学校ＰＴＡ 永井 宏憲

記 録 北鎮小ＰＴＡ 佐藤貴弘 北鎮小教頭 川瀨元信

提 言 忠和小学校おはなしの会 代表 坂田真理子 様

助言者 新町小学校長 藤木由加里 様

１ 提言 「忠和小学校とともに」

２ グループ協議の内容

○３グループ

・各学校の読み聞かせの実態交流～担任の先生，ボランティア，小学校高学年児童

・視覚からイメージを組み立てる力が付いてきている～絵本だけでなく読み聞かせも

必要

・読み聞かせの役割と学校・学級や家庭との関わりについて

～本の楽しさを知ってもらうきっかけ作り，学級担任との連携の大切さ，ボランテ

ィア同士の交流も大切，子どもたちの育ちを見ることができる，旭川の子どもは

本と出合う機会が多い

○４グループ ・今後の読み聞かせの在り方～引き継ぐ人の重要性，絵本クラブの活

動，学級の朝読書の実践

・読み聞かせの進め方の交流～学校で触れた本で心の残るのではないか，子どもたち

が同じ時間を共有する大切さ，強制であってはならない，読み聞かせする自分が楽

しくことが大切

・今後に向けての課題～後継者いないこと，ＰＴＡ活動にも通ずるものがあること

○５グループ

・各学校での実践交流～学校の朝の時間・中休みの活用，回覧板を利用して地域から

ボランティアを募集，エプロンシアターの実践

・地域の読み聞かせの実態～図書館の読み聞かせ活動

３ 助言者より

○学校での読書活動について

・言語活動が重要になっている。読書は，国語の学習そのものである。

○読み聞かせの効用と魅力について

・読書は語彙力・表現力・思考力を育て心の栄養となると言われている。特に読み聞

かせは想像力を豊かにする。特に幼児から小学生の時期にはすばらしいことである。

・読み聞かせは，読み手の表現を，まさに言葉で伝える力を五感を通して体験できる

貴重な活動である。

○今後の読み聞かせの活動の在り方について

・読んでもらった後に，感想を述べ言葉で伝え合う活動を取り入れると更に子どもた

ちの伝え合う力が広がっていく。また，読み聞かせをする人も楽しむことが大切。



■第８部会 「子どもの安全」
部会テーマ 薬物乱用は「ダメ,ゼッタイ」

運営委員 神楽岡小学校ＰＴＡ 三浦 照幸

神楽中学校ＰＴＡ 今 寛彦

陵雲小学校ＰＴＡ 今村 憲仁

司 会 神居東中学校ＰＴＡ 工藤 清美

記 録 六合中学校教諭 宮崎 浩司

六合中学校ＰＴＡ 高橋 博美

講 師 旭川北斗ライオンズクラブ会長 中村 哲哉 様

北海道警察旭川中央署生活安全課少年係 水野 明宏 様

○はじめに

近年，世界で問題となっている事には，「地域紛争」「エボラ出血熱」，そして「薬物汚染」が

ある。

日本国内では，「危険ドラッグ」「大麻汚染」が挙げられるが，特に，大学生の大麻汚染では，そ

の６０％が女子大生であるなど深刻であり，身近な問題となっている。我々の子が被害に遭わない

よう，私達は大人として正しい知識を身に付け，見守る必要がある。

○旭川中央警察署 水野様より

薬物乱用者の特徴：目を見ない，唇をなめる，等

薬物を乱用すると：脳が覚醒し，徹夜や食事を抜いても元気でいられる。取調べをし，日が過ぎると

徐々に通常に戻ってくる。しかし，そわそわして落ち着きがない。自分でも分かっ

ているが，制御できない，止められない状態である。逮捕者の多くが「捕まって良

かった」と言う。自分では止められないからである。

・ 薬物乱用の実態

危険ドラッグ（脱法ﾊー ﾌ゙ ）の検挙数は，今年に入り上半期で昨年，一昨年の約３倍にもなっている。

・ 検挙例・乱用者の実際

旭川市内，身近なところでも検挙例がある。

① 暴力団が大量に家に隠し持ち，販売していた。

② 利用した者がホテルから飛び下り後，刃物を振り回す。「１人でホテル

にいた。注射後は全く記憶がない。」

③ 様子がおかしい事に気づいた家族が病院へ連れていく途中，その車から

飛び降り逃走する。

④ スーパーにて迷惑防止条例で逮捕したところ，体内から検出された。等

薬物乱用は他人を傷つけることにつながる。そして，自分には関わりないと思っていても，現実的に

はごく身近なところで起こっており他人事ではなくなっている。不審なことを見つけた時は迷わず警
察に連絡してほしい。

・啓発ＤＶＤにて

o 脳の役割



脳は心とからだをコントロールする器官。十代は大人への成長期でとても大切な時期。

薬物の悪影響はとても大きい。

o 人体・脳への影響

薬物の作用は３つ，また「依存性（やめられなくなる）」があることも大きな特徴。

① 抑制作用

② 興奮作用

③ 幻覚作用

o 薬物乱用とは…1度の使用でも「薬物乱用」と呼ぶ。

· 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

o 危険ドラッグ

２００９年アメリカで未認定の薬が中国経由で日本に入ってきたと言われている。これは

戦後初めて入ってきたもので危機的状況と言える。

o 薬物乱用防止を学ぶ

①家庭にある薬

· 使用上の注意を守る。家の人が正しく使用させる。

· 目的外・不正な使用も薬物乱用にあたる。

②乱用される危険のある薬物

· 覚醒剤・コカイン・ＭＤＭＡ，等（興奮作用）

· 大麻・ＬＳＤ，等（幻覚作用）

· アへン，等（抑制作用）

· 中枢神経を破壊する。壊れた脳は戻らない。

· シンナー経験から覚醒剤へ（中学生のパターン）

③危険ドラッグとは

· 乾燥ハーブに合成薬物を添加した物。

· 処方箋がなく，売る側も何なのか不明のまま販売している例もある。

· 携帯電話やネット等で手軽に入手できることも問題。売人が必要な

い。

④危険ドラッグとはどんな風に危険？

· 麻薬，覚醒剤以上に危険。

· 意識障害や意識消失の他，転落，呼吸の停止，急性中毒，等の様々

な症状。

⑤依存症

· 自分の意志ではやめられなくなる。反復使用で心もからだも虜にな

る。

· 身体の障害，全身の臓器に二次的障害が見られる。

· 精神の障害

⑥耐性

· 使うほど効果が弱くなり，回数，使用量が増える。

· タバコ，アルコールにも同じ特性がある。



⑦フラッシュバック（再燃現象）

· 薬物乱用の害は一生続く。回復しているように見えても些細なスト

レスで再燃する。

⑧海外旅行（運び屋・パーティに注意）

· 海外で安易に入手できる所もある。

· 運び屋に利用されるケースもあり注意。

· パーティで席を外した後，戻ったときにそのコップは使わない。

（何か混入されているかも知れない）

⑨世界各国の最高刑

· 死刑・終身刑・無期懲役（アジアの１６か国で死刑）

⑩社会的影響

· 薬物関連の犯罪（a 薬理作用によるもの b 入手目的や取引をめぐ

るもの）

· 社会経済的損失（a 生産性の低下 b 労働力の減少 c 犯罪被害の

拡大 d 乱用者の治療費の増大）

⑪人間関係

· 「遊ぼう」「みんなやっている」「１回だけなら」「使うととても

良い」「お金はいらない」等々の勧誘。

· 先輩や友人の勧めに対して断る勇気。

· 愛する自分を大切にする。

· 夏休み，冬休み等の長期休業の解放的な気分に流されないよう，皆

で見守ることが大切。

⑫まとめ

· 薬物は様々な呼び名（隠語）がある。

· 薬物乱用すると，やめられなくなる。もとには戻れないということ。

· 家庭の崩壊，社会生活の崩壊につながるということ。

子どもが犠牲にならぬよう，世界一平和な国を目指して。→大人の指導力が大切である。

エ．質疑応答

質問）危険ドラッグは，海外から主な成分が入ってきているとあったが，水際で食い止めることは

できないのか。

回答）警察では，国外からの不正な輸入に対して効果的な対策をとっている。しかし，国内で生産

されている物も出てきているのが実態で，更なる対策を進めている。


