■PTA 役員の種類（全 5 種類）
PTA 役員は、次の 5 種類になります。
1 児童につき１役員として、次の中から年間を通じて 1 種類担当していただくことになります。
本部役員
必要⼈数

①

本部役員(９名)

会⻑ 1、副会⻑ 2、監査２、会計２、書記２

選考⽅法
選考委員会で選出する

専⾨委員会
必要⼈数

②

校外指導委員

③

学年・広報委員

④

⽂化・環境委員

⑤

けやきっず委員会

各育成会より 1 名登録
学年ごとにそれぞれクラス数と同⼈数
（ただし、１クラスのみの学年は２名）

委員⻑・副委員⻑
全委員から各 1 名ずつ
学年ごとに各１名ずつ
全委員から各１名ずつ

（１）学校で決める役員 4 種類と、育成会で決める役員 1 種類
① ··············· ⾃薦他薦を募ったうえで選考委員会により選出します。個別役員予定表で⾃薦す
ることもできます。(本部役員以外の⽬に触れることはありません)
② ··············· 各育成会で選出し、育成会の役割の他に学校の役員として協⼒します。
③④⑤ ········· 個別役員予定表にて、翌年度の希望を調査し、集計して選考します。
（２）校外指導委員と委員⻑（または代理⼈ 1 名以上）は運営委員会に出席
○校外指導委員（全員） ○学年・広報委員⻑（1 年〜6 年の 6 名） ○⽂化・環境委員⻑（1 名）
○けやきっず委員⻑（1 名） は、運営委員会に出席していただきます。やむを得ず⽋席となる場合
は必ず代理の⽅を出席させてください。
●時 期 ····· 年 4 回程度（年 3 回の授業参観後、5 ⽉中旬、その他必要に応じて）
●時 間 ····· １時間程度
●内 容 ····· 活動の報告と反省、事案があった場合の協議、学校からの連絡など

（３）役員履歴について
役員は 1 児童につき最低でも 1 回とし、履歴はすべて本部で管理いたします。
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■今までにあった質問
Q． 年間でどのくらい集まりますか？
A． 役により異なりますが、授業参観に⽇程を合わせたり、2 つの議題をまとめて話し合ったりなど、でき
るだけ少ない⽇数になるように⼯夫しているようです。それぞれの役の事例は、後ページをご参考くだ
さい。

Ｑ． 集まりは絶対に参加しなくてはいけないのですか？
Ａ． できるだけ参加していただけることが望ましいですが、役割などを分担し、みなさんで協⼒しながら進
めていく中で、無理な場合はお互いに思いやれる雰囲気作りをお願いしています。

Q． 役員の⼈数が少ないようだけど⼤変じゃないですか？
A． 単に役員を増やしてしまうと、学年が進むにつれて同じ⽅が何度も役員をやらなければいけなくなって
しまいます。活動内容に合わせて他の委員会に協⼒してもらったり、ボランティアを募るなどの⼯夫を
しています。

Ｑ． ⼩さい⼦がいるのですが⼤丈夫ですか？
Ａ． 会議なども⼦供連れで来ている⽅もいます。無理せず楽しみながら⼀緒に活動してください。

Q． 授業参観後の役員会で、⼦供の下校より遅くなる場合が不安です。
A． 「運営委員会」に出席する役員のお⼦さんは、学校の先⽣が指定の教室でまとめて⾒ていてくれるため
安⼼です。⼦供たちも楽しく過ごしているようです。

Ｑ． 役員をやらなかった⼈に罰則はありますか？
Ａ． ありません。個⼈的な事情によりどうしても出来ない場合があるかもしれません。
その場合、PTA ⾏事または学校⾏事の中で、⼈員が必要なものに関してボランティ
アとして活動協⼒を依頼します。

Q． 役員をやらない⼈ってずるくないですか？
A． どうしても出来ないという⽅に無理やり引き受けさせることはできません。無理に
⾏ってもらった場合、⼀緒に活動する役員の⽅に⼀層の負担がかかることが考えら
れます。

役員を引き受けることについて
役員と聞くと、
「⼤変」と連想する⽅が多いと思います。とくに、お仕事を持ちながら、ご家庭のことも
⾏い、またそれぞれにいろいろな事情を抱えながら、それ以外の役割を持つことは「⼤変」なことだと思
います。
そこで、なにが「⼤変」なのかを考えてみると、おそらく、
「時間をとられることが⼤変」、
「知らない⼈
と接することが⼤変」という意⾒が多いのではないでしょうか。
では、役員の役割は何でしょう？
いろいろある役割の中で、多⽅⾯から⼦供たちの学校⽣活を豊かにするためのお⼿伝いをすることがそ
のひとつです。またその関わりの中で、⼦供たちが学校で⾏っていることを⾝近で知ることが出来ます。
1 児童につき 6 年間で 1 回以上の役員協⼒をお願いしているところですが、役員を⾏うことについて、
決して押しつけではなく、こなすものでもなく、役割として前向きに受け持って頂ければと思っています。
「⼤変」かも知れませんが、新しいコミュニティや先⽣との関わり、⼦供との共通体験など、得るもの
もあるはずです。
⼦供は、親が⾔って聞かせたことよりも、親が⾏っている⾏動を⾒て育ちます。不満を⾔いながら役員
を⾏っている姿を、⼦供たちが⾒たらどう思うでしょうか？ 前向きに協⼒している姿を⾒たら、どんな
思いを持ってくれるでしょうか？
「⼤変」な部分に関しては、役員どうし出来るだけ負担のないように協⼒しあうことで解決できること
もたくさんあるはずです。
⼩学⽣の時が、親⼦で⼀緒に活動できる⼀番いい時期です。この時期を親としてぜひ楽しんでください。
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本部役員
これまでの活動例

■ＰＴＡ活動を統括する役員です
本郷小学校全ＰＴＡ会員の代表として、総会の主催や会計の管
理、会計監査などを行います。

4月

ＰＴＡ総会

■各専門委員会の調整役

4月

ＰＴＡ歓送迎会

各専門委員会にそれぞれ本部役員が担当として配置され、それ
ぞれの活動の相談役及び本部との窓口として全面協力します。

7月

けやきっず行事

主
な

夏休み

活
■町ＰＴＡなどへの参加

動
内
容

【本部役員】

学区内パトロール
(校外指導委員会に協力)

9月

運動会飲料販売

10月

けやきっずバザー

会長は理事として阿見町ＰＴＡ連絡協議会に参加します。ま
た、女性ネットワーク委員会(女ネット)という活動もあり、町
内の小中学校はもちろんのこと、県南や茨城県など様々なＰＴ
Ａと交流します。

冬休み

■本部役員選考委員及び専門委員会選考

その他

あいさつ運動参加

次年度の本部役員を、経験を生かしながら選考します。また、
次年度の専門委員会選考も行います。

通年

各委員会への協力

■学校行事・ＰＴＡ行事への協力

通年

町PTA参加(会長)

通年

町女ネット参加

学校行事、他の委員会の活動などに全面的に協力します。

（けやきっず委員会に協力）

学区内パトロール
(校外指導委員会に協力)

■本部役員って大変じゃないの？
・ 確かに専門委員会に比べて集まる回数は多いです。しかし、必ず出席しなければいけないわけ
ではありません。誰でも仕事や育児を抱えているので、止むを得ず欠席となることもあります。
お互いが譲り合い、助け合って活動しています。
大変だと思うことより、やってよかったと思うことの方が多いはずです。

■本部役員をするとどんないいことがあるの？
・ 何よりも、学校という存在がグッと近くなります。先生方はもちろん、自分の子ども以外の
児童と触れ合う機会も増えます。自分の大切な子どもが通う学校との距離が近くなることは、
子どもたちの健全な成長を見守るうえでとても重要なことだと思います。

・ 保護者同士のふれあいも他の委員より多くなります。しかも、本郷小学校の中だけではあり
ません。通常の育児では気づくことができないことや、他の家庭での育児の情報なども多い
ので、ご家庭での育児の参考となることでしょう。

・ 立場上、様々な情報が集まってきます。これらは自分たちがより良い保護者となるための
最高の材料です。
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校外指導委員会
・ 育成会を代表してPTAに参加することにより、各行政区からの視点で児童たちの安心・安全を守ること
を目的としています。
・ 育成会の役員として各地区で活躍します。（例えば立哨当番表など育成会での役割はそれぞれ異なりま
す）
・ 学校のＰＴＡ役員としても協力していただき、本部役員が管理するＰＴＡ役員履歴にもカウント
されます。（各地区の代表１名のみ）
これまでの活動例

■育成会とＰＴＡの橋渡し役です

主

育成会で選出される役員のため、育成会代表として全委員が運
営委員会に出席し、育成会の活動報告をしたり、それぞれの情
報共有のための連絡役となっていただきます。また、育成会同
士の連絡調整役ともなります。

【校外指導委員】

■こだまの家の確認とあいさつ

な

子どもたちを見守ってくれるこだまの家を確認し、今年度も協
力していただけるよう、各地区で分担してあいさつをしていた
だきます。

活
■学区内パトロール

動

夏休みと冬休みに先生方や本部役員と協力してパトロールをし
ます。例年は夏休みに２回、冬休みに２回、それぞれ分担して
行っています。

5～6月

こだまの家

夏休み

学区内パトロール

9月
冬休み

運動会校内巡視
学区内パトロール

10月

バザー協力

年4回

運営委員会

内
■学校行事への協力

容

運動会の校内巡視をはじめとした様々な学校行事に協力をお願
いします。

■けやきっずバザーなどＰＴＡ活動全般への協力
運営委員として、他の委員会の活動などに協力をしていただき
ます。
■経験者からの声

・ 事前に活動する日がわかっており、どの活動も長い時間では無いので、予定を調節し参加する
ことができました。
・ 子どもたちが毎日歩く通学路や立哨箇所などを管理する、他の委員会にはない唯一の命を守る
委員会だと思います。
・ 他の育成会の方々とも仲良くなれたことがとてもよかったと思いました。

・ 他の育成会の行事や問題解決方法などを共有できることがとても新鮮でした。
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学年・広報委員会
これまでの活動例

■親子学習会の企画・運営
学年主任の先生と内容や時期について相談しながら進めます。
他の委員会の皆さんに協力してもらうのもよいでしょう。

主
■広報誌の発行

な

運動会をはじめとする様々な学校行事やＰＴＡ活動、年度初め
には先生方の紹介などを工夫して編集し、発行します。

■児童の卒業に向けた活動（主に6年生の保護者）
学年主任の先生や児童たちと協力しながら、卒業記念品の選定
や記念行事（奉仕作業など）の企画・運営をします。また、卒
業対策費の会計も行います。

内
■学校行事への協力

容

年間計画の策定

10月

バザー協力

２学期

持久走協力

通年
不定期

活
動

4月

持久走をはじめとした様々な学校行事に協力をお願いします。

卒業対策（6年）
親子学習会

学期末 広報誌発行（3回）
各学期ごとに担当学年
を分担して発行してい
ます。
また、広報委員は運動
会の会場内で写真撮影
をしたり、先生方から
お話を聞くなどの取材
活動が必要です。

■けやきっずバザーなどＰＴＡ活動全般への協力
運営委員として、他の委員会の活動などに協力をしていただき
ます。
■経験者からの声
・ 親子学習会を自分たちで決められるので、やりがいがあります。子供たちの喜ぶ顔がみられて、うれし
く思いました。
・ 我が家の子供は、「お母さんが役員」がうれしかったようです。「自分のために?!」と感じたよう
です。
・ 6学年の役員は、卒業に関わるお手伝いができるので、子供の思い出と共有できて良かったと思い
ます。
・ 過去の資料がきちんとあるので、それを活用しながら先生と相談していけば大変ではありません
でした。
・ 広報誌を作成するのにみんなでがんばったので、完成した時は、言葉では言い表せないほどの
達成感を感じることができました！
・ [今回の広報は良かった。] [おもしろい内容だった]と声を掛けてくれる方がいて本当に
うれしかった。充実感いっぱい。完全燃焼出来ました。
・ 広報誌に掲載する写真を撮るために、運動会で他の保護者よりも子どもたちの間近で写真を
撮ることができてとてもよかったです。
・ 自分たちで編集するのは大まかなところまでにして、細かい編集は業者にお願いすることも
できるので専門的な知識や技術がなくても安心して活動することができました。
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文化・環境委員会
これまでの活動例

■保護者向けイベントの企画・運営
保護者向けの講演会や講習会などを企画運営します。
サークル活動の募集文書の配布も行います。

■ベルマーク活動

6月

奉仕作業

先生方の協力をいただきながら、ベルマークを集め、集計し学
校教育活動に役立てていきます。

7月

ベルマーク集計

10月

バザー協力

■奉仕作業の企画運営

12月

講習会主催

先生方と相談しながら、親子での奉仕作業を企画し運営しま
す。過去にはトイレプロジェクトやプール清掃などを行いまし
た。

12月

ベルマーク集計

2月

ベルマーク集計

活
動

年間計画の策定

5月 サークル募集文書配布

主
な

5月

内
■学校行事への協力

容

持久走をはじめとした様々な学校行事に協力をお願いします。

■けやきっずバザーなどＰＴＡ活動全般への協力
けやきっず委員会のイベントをはじめ、他の委員会の活動など
に協力をお願いします。
■経験者からの声
・ 学年を問わず活動があったので、いろいろな方と知り合い、いろいろな情報を得て大変勉強に
なりました。
・ 講演会や講習会などの企画をしましたが、参加して下さる保護者の方から、『よかった』と
いう声を聞くと嬉しかったです。
・ バザーの時には、けやきっず委員さんを先頭にみんなで盛り上げることができて、とても楽しかったで
す。
・ 年度初めの集まりで、学年ごとに担当の活動を決めたので、皆で役割分担が出来て良かったです。

・ ベルマーク集計前の下準備は自宅で行ったので、好きな時間にできました。期末の集計作業は
お話ししながらできました。
・ 奉仕作業の企画をしたのですが、子どもたちが先生や保護者と一緒にがんばっている姿を見て
とても感動しました。
・ 同じ役員の方と顔見知りになり、先生方との距離も近くなった。
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けやきっず委員会
■統合により新しく設けられた委員会です。

主
な
活
動
内

平成30年度より新設された専門委員会です。
実穀小学校と本郷小学校、両校のシンボルであるけやきから名
づけました。
子どもたちと保護者と先生方が一緒になって楽しめるイベント
を作り上げましょう

これまでの活動例
けやきっず夏祭り

7月

（バーベキュー）

けやきっずまつり

10月

（バザー）

■楽しいイベントづくり
主催イベントの企画と運営を行ないます。
またバザーは、けやきっず委員会の企画に沿って運営委員全体
で作り上げていきます。
活動実績はまだ少ないですが、試行錯誤しながら本郷小の新し
い伝統行事を一緒に作っていきましょう。

■学校行事への協力

以前の資料などを参
考に、楽しいイベン
トを企画します。
内容・日程・準備の
段取りなどを検討
し、本部役員、各種
専門委員全体で連携
しながら進めます。

必要に応じて様々な学校行事に協力をお願いします。

容

■ＰＴＡ行事への協力
他の委員会の活動などに協力をお願いします。

■経験者からの声
・ 委員でアイデアを出し合い、イベントを作り上げることはとても充実感があります。

・ 準備は大変でしたが、助け合いながら進めることができました。
子どもたちや保護者が楽しんでいる姿を見ることができ、とても嬉しかったです。

・ けやきっず委員会だけではなく、他の委員会やボランティアの皆さんと協力してイベントを
作り上げることで、みんなで本郷小を盛り上げていく実感があり、とても楽しかったです。

■そもそもＰＴＡとは？
ご存知の方も多いと思いますが、保護者≒父母（Ｐarent）と教師（Ｔeacher）が共に学び
あうことにより教養や資質を高め、その学校に在籍するすべての児童の健全な成長に寄与す
るための団体（Ａssociation）です。
ちょっと難しく書いてしまいましたが、保護者と先生方が協力して、子どもたちが楽しく学
び、良い想い出になるようなイベントをプロデュースすることも大切なＰＴＡ活動といえる
のです。
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