
平成３０年度 
年度内保存資料 

Ｐ Ｔ Ａ 総 会 
 

   期  日   平成３０年４月２２日（日） 

午前１１時２０分 ～ １２時０５分   

         （※総会後，専門委員会１２時０５分）  

   場  所   本郷小学校 体育館 

 
ＰＴＡ総会次第 

 

  

 

      １ 開会の言葉 

      ２ 会長挨拶 

      ３ 学校長挨拶 

        ・学校経営方針  

４ 議長選出      

      ５ 議長挨拶  （書記委嘱） 

      ６ 議 事 

 (1) 
 (2) 
 (3) 
(4) 

 (5) 
 (6) 
 (7) 
 (8) 

平成２９年度事業報告 

平成２９年度決算報告 

会計監査報告 

平成３０年度役員選出及び承認 

役員の委嘱及び新役員挨拶 

平成３０年度事業計画案 

平成３０年度予算案 

その他 

      ７ 感謝状及び記念品贈呈 

      ８  閉会の言葉 

 

阿 見 町 立 本 郷 小 学 校 



研修テーマ 

「自分の考えを文章で表現する力をはぐく

む学習指導の在り方 

～国語科を中心とした，「書く力」の育成を

めざした授業づくりを通して～」 

◎豊かな学習環境の

創造と保健・安全・

健康指導の充実 

○よく考え本気で学習する子ども 

○礼儀正しく思いやりのある子ども 

○身体をきたえたくましく活動する子ども 

○教育環境が整い，確かな学力をはぐ

くむ学校 

○愛情と信頼に満ち，規律を守り，安心

して楽しく生活できる学校 

○子どもとともに存在し，夢が語り合

える学校 

○教育の専門家として研修意欲にあふ

れ，指導力のある教師 

○教師としての自覚と使命感・愛情・責

任感・向上心・誠意のある教師 

○豊かな人間性と社会性にあふれ，常識

と教養のある心身ともに健康な教師 

１ 児童が知る喜びや学ぶ楽しさ，友達と協力するよさや楽しさ，自分のよさや成長を実感で

きる，児童が主役の明るく楽しい学級，学校づくりに努める。 

２ 安心・安全な教育環境の整備や，児童の成長の様子の積極的な情報発信や公開など開かれ

た学校づくりにより，保護者や地域からの信頼向上に努める。 

３ 一人一人の児童を認め励まし，その成長を促し，見取り，実感することが教師の喜びにつ

ながるように，教職員の授業力と感性を磨く。 

◎開かれた学校 

づくりの推進

【和む】 

 

◎学習指導法の改善と

工夫 【阿見町の授業ス

タンダード】 

組織目標 

○共に学ぶ楽しさを実感し，意欲的に学習に

取り組む子を育てる。 

○元気な挨拶や返事ができる子を育てる。 

◎教師力の向上 

◎支持的な好まし

い児童集団の育

成【馴染む】 
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本県教育の目標 

○ひとりひとりの能力を開

発し豊かな人間性をつち

かう 

○じょうぶな身体をつくり 

 たくましい心を養う 

○郷土を愛し協力しあう心

を育てる 

阿見町の学校教育目標 
学びあい 支えあい 共に輝く人づくり 

○未来を拓き生きる力育てる

教育の推進 

○豊かな心と健やかな体の育

成 

○社会全体での教育力の向上 

○安心・快適で質の高い教育環

境の創造 
目指す児童像 

目指す教師像 目指す学校像 

学 校 経 営 の 方 針 
児童の笑顔，保護者・地域の笑顔，教師の笑顔があふれ

る学校づくりに努める。 

 

30

年

重

点 

本校の教育目標 

自ら学び， 

明るくたくましく 

行動する児童の育成 
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 平成２９年度 ＰＴＡ本部・専門委員会等事業報告 

月 日 委員会名 事業実施状況 備  考 

４月１１日 本部 第１回 本部役員会  

４月２２日 本部，常任委員 

専門委員会 

ＰＴＡ総会・歓送迎会 

組織づくり・事業計画作成 
 

５月 ９日 本部 第２回 本部役員会  

５月１３日 運営委員会① 今年度の活動計画  

５月１３日 町Ｐ連 町Ｐ連総会 かすみ公民館 

５月～６月 校外指導委員 ｢こだまの家｣あいさつまわり  

 ５月１８日 文化委員会 サークル活動募集配付  

６月１６日 家庭教育座談会 開級式・学校長講演  

６月３０日 家庭教育座談会 移動教室（小美玉市タカノフーズ）  

  ６月〜８月 文化委員会 タオル寄付依頼・雑巾作成  

７月 ４日 運営委員会② １学期中の活動報告・今後の予定  

７月 ４日 環境委員会 １学期分ベルマーク集計  

７月 ４日 第４学年委員会 親子学習会「国体ダンスを踊ろう」  

７月１０日 広報委員会 広報紙「ほんごう」125 号発行  

７月１１日 本部 第３回 本部役員会  

７月２１日 校外指導委員会 夏休み地区パトロール①  

７月２２日 町Ｐ連 町Ｐ連指導者研修会  

７月２９日 本部 ＰＴＡ親子バーベキュー 若栗運動公園 

８月２０日 校外指導委員会 夏休み地区パトロール② 本部・職員と合同 

９月 ２日 環境委員会 親子奉仕作業(側溝清掃，ワックス掛け) 台風のため中止 

９月１５日 本部  第４回 本部役員会  

９月３０日 本部  

校外指導委員会 

運動会協力（ドリンク販売） 

運動会学校敷地内巡視 

 

本部・職員と合同 

１０月 ３日 本部 第５回 本部役員会  
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月 日 委員会名 事業実施状況 備  考 

１０月１４日 本部・各委員会 ＰＴＡバザー 本郷小体育館 

１０月１９日 文化委員会 講習会「メディカルアロマ免疫促進ジェル」  

１０月２５日 本部 第６回 本部役員会  

１１月１０日 文化・家教 講演会「生き残るためのテクニック

防災パックと防災グッズを作ろう」

 

１１月１０日 第５学年委員会 親子学習会「スマホ・ケータイ安全教室」  

１１月１４日 家庭教育座談会 食に関する講演会・給食試食会  

１２月 １日 運営委員会③ ２学期中の活動報告・今後の予定  

１２月 １日 環境委員会 ２学期ベルマーク集計  

１２月 １日 第１学年委員会 親子学習会「親子ヨガ」  

１２月 １日 環境委員会 ２学期ベルマーク集計  

１２月 ４日 本部 第７回 本部役員会  

１２月１０日 広報委員会 広報誌「ほんごう」１２６号発行  

１２月２６日 校外指導委員会 冬休み地区パトロール① 本部・職員と合同 

１月 ５日 校外指導委員会 冬休み地区パトロール② 本部・職員と合同 

１月１９日 第３学年委員会 親子学習会 

「Dr.ﾅﾀﾞﾚﾝｼﾞｬｰの防災科学実験ｼｮｰ」 
 

１月１９日 第１学年委員会 親子学習会「親子で玉出しゲーム」 インフル流行のため中止 

２月 ６日 家庭教育座談会 閉級式「牛乳協会の方と料理教室」  

２月 ３日 町Ｐ連 町Ｐ連連絡協議会  

２月１７日 環境委員会 ３学期ベルマーク集計・反省  

２月１７日 運営委員会④ 今年度の反省   

２月２６日 第６学年委員会 親子レク「思い出の集い」  

 ３月１０日 広報委員会 広報紙「ほんごう」１２７号発行  

３月３０日 本部 ＰＴＡ会計監査  

 読み聞かせ会（オリーブの会）  平成２９年５月～平成３０年３月 

今年度の役員選考は本部役員及び統合準備委員会で行いました。 
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平成３０年度 本郷小ＰＴＡ事業計画(案) 

月 日 委員会名 事 業 予 定 

４月２２日 
本部  

専門委員会 

ＰＴＡ総会 

組織づくり・事業計画作成 

５月１２日 運営委員会 今年度の活動計画 

５月１２日 町Ｐ連 町Ｐ連総会 

５月    文化・環境委員 サークル活動募集配布 

５月～６月 校外指導委員 ｢こだまの家｣あいさつまわり 

６月上旬  環境委員会 ○ボＰＴＡ奉仕作業(プール清掃等) 

６月    文化・環境委員 1年生保護者向けイベント 

７月 ６日 

学校及び本部 

運営委員会 

文化・環境 

１学期末ＰＴＡ 

１学期中の活動報告・今後の予定 

１学期分ベルマーク集計 

７月１０日 学年・広報 広報紙「ほんごう」発行① 

７月２１日 町Ｐ連 町Ｐ連指導者研修会 

７月・８月 校外指導委員会 夏休み地区パトロール 

７月２８日 けやきっず委員 ○ボＰＴＡ親子行事 

９月２２日 
本部 

校外指導委員 
○ボ運動会協力（体育館内および周辺の巡視） 

１０月１２日 

１３日 
けやきっず委員 ○ボＰＴＡ行事前日準備 

○ボＰＴＡ行事当日運営 

１１月    文化・環境委員 講演会または講習会 

１１月～   本部(選考委員) 次年度本部役員選考委員会 

１２月 ７日 

学校及び本部 

運営委員会 

文化・環境委員会 

２学期末ＰＴＡ 

２学期中の活動報告・今後の予定 

２学期分ベルマーク集計 

１２月    学年・広報委員会 ○ボ校内持久走大会監察協力 

１２月１０日 学年・広報 広報紙「ほんごう」発行② 

１２月・１月 校外指導委員会 冬休み地区パトロール 

２月１７日 

学校及び本部 

運営委員会 

文化・環境委員会 

学年末ＰＴＡ 

今年度の反省  来年度の計画 

３学期ベルマーク集計・反省 

３月１０日 広報委員会 広報紙「ほんごう」発行③ 

３月下旬  本部 ＰＴＡ会計監査 

○各学年・広報委員会は，学年担当教師とともに親子学習会等を企画・運営する。 

     ○天候など諸事情により，期日の変更，中止もあり得る。 

     ※○ボ…ボランティアとしての参加を依頼したい事業 



1.収入の部

平成29年度決算額 平成30年度予算額 付記

2,309,720 1,219,200 254名×12ヵ月×400円

180,087 10,420

21,013 0

2,510,820 1,229,620

2.支出の部

平成29年度決算額 平成30年度予算額 付記

58,853 30,000

（1）消耗品等 58,853 30,000

103,230 70,000

(1)旅費・手当 103,230 70,000

76,188 70,000

(1)総会費 53,000 50,000

(2)本部会議費 23,188 20,000

743,877 504,000

(1)学年広報 329,039 222,000

(2)文化環境 74,780 80,000

(3)けやきっず 30,000

(4)校外指導 19,000 30,000

(5)クラブ活動 30,000 30,000

(6)保険 85,800 35,000

(7)負担金 130,258 57,000

(8)慶弔費 75,000 20,000

1,507,052 500,000

(1)運動会補助 39,772 100,000

(2)児童奨励 953,402 250,000

(3)消耗品等 513,878 150,000

11,200 55,620

(1)予備費 11,200 55,620

2,500,400 1,229,620

なお、項目間の流用を認めることとします。

７

　6.予備費

合　計

費目

　1.事務費

　2.旅費・手当

　3.会議費

　4.事業費

　5.学校運営協力費

合　計

平成30年度　本郷小学校PTA予算（案）

費目

会　費

繰越金

雑収入







◇　PTA活動におけるボランティア →本部担当：副会長　滝本

・PTA行事におけるボランティア（イベントの準備や運営のお手伝い）

・委員会活動におけるボランティア（資料作成や各委員会活動のお手伝い）

・学校行事におけるボランティア（運動会や持久走における巡視など）

◇　学校教育におけるボランティア →学校担当：浅野先生

・教科におけるボランティア（社会・家庭科・総合的な学習等）

・朝または昼休みの読み聞かせ（下記参照）

・まち探検時（１，２年生の生活科及び３年生の社会科の授業）のサポート

　読み聞かせボランティアグループ「オリーブ」では、朝自習やお昼休みの時間をいただいて

本郷小のこども達に本の読み聞かせを行っております。

　今年度もこども達に本の魅力、読書の楽しさを伝えていきたいと考え活動していきます。

　ＰＴＡ会員の皆様の中で「オリーブ」の活動に興味のある方は是非一度見学におこし

下さい。下記の申込書にご記入いただき、お子様を通して学校に提出いただけましたら

活動日など詳細をご連絡いたします。

　また、「オリーブ」に参加したいという方も下記の申込書にご記入いただきお子様を

通して学校に提出いただけましたら、活動予定などをご連絡いたします。

ご質問やご不明な点がございましたら平成30年度オリーブ代表 菊田・深津 までご連絡ください。

連絡先　菊田　電話080-1139-3130　　メール　amiaminonnon@docomo.ne.jp

　　　　深津　電話090-4922-5048　　メール　miyorin121570@docomo.ne.jp

読み聞かせボランティア「オリーブ」 申込者氏名

□ 見学を申し込みます。

□ 加入します。

お子さまの学年組・氏名

年 組　氏名

ｷﾘﾄﾘ線

連絡先

　本郷小学校では，PTA活動や学校の教育活動やにおいて保護者や地域の皆様にボラン
ティアとして，多大なるご協力をいただいております。本年度もご協力の程，よろしくお
願いいたします。
　これからも学校・保護者・地域が一体となって児童にとってよりよい教育環境を整えて
いきたいと考えております。

ボランティアについて

10

読み聞かせグループ

『オリーブ』メンバー募集のお知らせ
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