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赤崎中学校は、東日本大震災
津波により校舎が全壊し、仮設
校舎での学校生活を送ってきま
したが、この 3 月に新校舎が完
成し、新しい学校での生活が始
まりました。
写真は新校舎校庭で初めて開
催された運動会の試走の様子で
す。
（左側から松村校長、小松
PTA 会長、須賀生徒会長です。）
学校と家庭、生徒が一丸とな
り、新しい地域づくりの進展と
もに、今後の PTA 活動の一層
の充実が期待されています。
（事務局 小岩 孝朗）

提

言

高章

意思疎通的
コミュニケーション力の育成を
田代

コミュニケーション力が必要
であるということがよく言わ
れます︒
確かに︑グローバル社会と
言われる現代では︑国境を越
え︑民族や文化や宗教を越え
て多様な人々との交流が盛ん
となっていますし︑経済活動
も国を超えて活発化する時代
状況です︒だからこそ︑自分
と異なる相手をいかに理解
し︑いかに自分の考えを的確
に伝え︑交流できるか︑まさ
にコミュニケーション力の育
成が求められていると言える
でしょう︒
一般に︑﹁コミュニケーショ
ン﹂という場合︑二つの機能
を持つとされています︒
一つは︑情報伝達の機能︑
つまり︑一定の情報を的確に
相手に伝えるという機能︒も
う一つは︑意思疎通の機能︑
つまり︑相手と自分の思いや
考えを交流し相互に理解し合
うという機能です︒今では︑
情報伝達だけでなく︑意思疎

岩手大学教育学部教授
今︑子ども達は︑携帯電話
無料アプリのＬＩＮＥに代表
されるようなＳＮＳをめぐる
いじめやトラブルを起こした
り︑他者に対してすぐにキレ
る 子 ど も な ど︑ 対 人 的 な コ
ミュニケーションに課題を抱
える状況が見られます︒そこ
では︑自分の思いや考えが中
心であり︑相手が自分の思い
や考えに応えてくれない場合
には︑相手が悪いと腹を立て
て相手を攻撃し︑対立してし
まうこともあります︒
また︑少子化や核家族化の
中で︑兄弟姉妹数も少なく︑
親子間のふれ合いも必ずしも
十分とは言えず︑他者との関
係を築くことが未だ困難な子
ども状況も見られます︒
それに対して︑これからの
社会においては︑多様な他者
と協力協同し良好な関係を築
くことが求められており︑相
手に対して自分の思いをうま
く伝えたり︑相手の思いを受
け止め理解し合うためにも︑

通的な側面も含めて︑﹁コミュ
ニケーション﹂の機能が理解
されるようになってきていま
す︒
もっとも︑情報伝達にして
も︑意思疎通にしても︑相手
の存在を前提に成立します︒
ただ︑情報伝達的コミュニ
ケーションでは︑相手がいた
としても︑相手の思いや考え
とは無関係に︑自分の思いだ
けを一方向的に伝えることも
生じます︒
しかし︑意思疎通的コミュ
ニケーションでは︑まず︑人
間としての相手との対等性が
前提であり︑相手の話しに耳
を傾け︑しっかり理解するこ
と︑相手に応じて自分の思い
や考えを伝え合うことが必要
になります︒
ただ︑その場合でも︑相手
と理解が食い違う︑相手に自
分の思いや考えがうまく伝わ
らない場合がありうることも
想定しなければなりません︒
人間には︑それぞれ個性があ
り︑人それぞれに性格や価値
観も異なるだけに︑そう簡単
には理解し合えないでしょう
し︑わかり合えない場合も多
いからです︒そのような食い
違いは︑子ども達相互の間や︑
子どもと大人の間︑また親子
同士の間でさえもしばしば起

こりうることです︒
意思疎通的コミュニケー
ションでは︑相手と自分との
間に思いや考えの解釈のズレ
や誤解があれば︑相手の立場
にたって︑相手にも理解され
るように︑言い方を変える︑
もっと詳しく説明する︑自分
の意図が伝わっているか相手
に聞き返すなど︑お互いの思
いや考えを解釈・修正しなが
ら︑交流し了解し合い︑その
上で︑互いの納得と合意を創
り出すことが重視されます︒
このように︑意思疎通的コ
ミュニケーションでは︑自分
の思いだけに拘泥するのでは
なく︑相手を認め︑その思い
や考えを共感的に受け止め︑
相手にも合わせながら自分も
変わっていくということが含
意されており︑自分と相手の
双方に対して対等な相互承認
と共感にもとづく変容を促す
という意味で︑相互変容的な
性質を持っているといえます︒
子どもには︑生存・発達の
権利や保護される権利はもち
ろん︑国連︵子どもの権利条
約︶で規定される意見表明権
も保障されています︒子ども
に意思疎通的コミュニケー
ション力を育むためには︑た
とえ愛情の現れであったとし
ても︑親として一方的に思い

や考えを押しつけるのではな
く︑親自身の意識が変わり︑
子どもを認め︑その意見︵声︶
にしっかりと耳を傾けるこ
と︑そして︑子どもの声を共
感的に受け止めつつ︑対話し
ながら子どもとの間に納得と
合意を創り出すことが大切に
なってくるのではないでしょ
うか︒まずは︑親から率先し
て︑子どもの声にしっかりと
耳を傾けること︑それから子
どもと思いや考えを交流し合
うことです︒そのような親の
態度と行動を通して︑子ども
もまたコミュニケーションの
あり方を学び︑社会に出たと
きに必要な意思疎通的コミュ
ニケーション力が育まれてい
くように思います︒

1961 年生まれ。
九州大学法学部卒業。広
島大学大学院教育学研究
科博士課程修了。
広島大学助手を経て、岩
手大学教育学部講師・助
教授・准教授を経て現在
に至る。
日本教育方法学会理事。
前岩手大学教育学部附属中学校長。

田代

PTAいわて
2

平成29年12月1日

高章（たしろたかあき）

プロフィール

年

月

日
︵土︶

８

会場 盛岡市渋民文化会館︵姫神ホール︶

岩手県PTAリーダー研修会
日時 平成
７

澤柳

健一氏︵岩手県教育委員会生涯学習文化財課社会教育主事︶

■今年度の参加者 ４２７名︵参加率 ％︶
■テーマ
﹁ＰＴＡ会長の役割と組織運営︑あるべき姿について﹂
◆講演の講師 八重樫 勝氏︵岩手県教育委員会委員︶
◆パネルディスカッション
︵パネリスト︶
田口 昭隆氏
︵県Ｐ連副会長・上田中学校ＰＴＡ会長︶
櫻田 正行氏︵前県Ｐ連副会長・前西根小学校ＰＴＡ会長︶
村上 卓志氏︵前県Ｐ連副会長・前綾里中学校ＰＴＡ会長︶
加藤 孔子氏︵岩手県小学校長会副会長・見前小学校校長︶
︵コーディネーター︶

今年も渋民文化会館を会場
に﹁岩手県ＰＴＡリーダー研
修会﹂を開催しました︒今年
のテーマは︑
﹃ＰＴＡ会長の役
割と組織運営︑あるべき姿に
ついて﹄と題して︑岩 手 県 教
育委員会委員の八重樫勝氏を
講師としての講演会と 名の
パネリストによるパネルディ
スカッションを行いました︒
八重樫勝氏の講演では︑ご
自身の教職経験をベースに本
県の教育行政を担う立場から
ＰＴＡ会長に期待することや
提言など限られた時間の中で
ご講演をしていただきまし
た︒また︑その後のパネルディ
スカッションでは︑現役の小
学校校長にも加わっていただ
き︑ＰＴＡ会長経験者 名と
ともに大いにＰＴＡを語っ
ていただきましたし︑会場の
方々にもディスカッションに
参加していただきながら研修
会を行うことができました︒
この研修会を行うにあたり
ましては︑講師である八重樫
勝氏をはじめ︑パネリストと
して登壇いただきました加藤
校長先生やコーディネーター

を務めていただきました澤柳
先生など快く引き受けていた
だきましたことに深く感謝を
申し上げます︒

八重樫勝氏
の講演要旨
から
︵一部紹介︶
・命を粗末にするような社会︑
家庭︑地域であってはなら
ない︒命を大事にすること
を子育て︑教育の中核に据
えてほしい︒
・ＰＴＡ会長は︑時間的にも
経済的にも制約や負担があ
り︑家族の了解も得なくて
はならず大変だが︑自らの
成長の機会にもなることも
心の片隅に置いてほしい︒
・どの大人も子ども達に誠実
に生きる背中を見せるため
に︑大人が凛として生きる
ことが大切である︒

︵アンケートより一部抜粋︶

参加者の声

・講演は楽しく︑同時に生
活の糧となったし勉強に
もなった︒もっと話の続
きを聞きたい︒
・八重樫先生の話は︑役員
というより一人の親とし
て心を救われる話だった︒
・ＰＴＡリーダーとして︑
身近な内容でとても良
かったし役割や悩みなど
も参考になった︒
・ディスカッションでは会
場からの質問や意見など
での参加もあり楽しい時
間を過ごせた︒
・ディスカッションでのＰ
ＴＡ会長を経験された
方々の体験談は︑とても
参考になった︒

平成29年12月1日
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４

３

90

29

第

回 日本ＰＴＡ全国研究大会

仙台大会レポート

﹁つながる﹂ＰＴＡ︑
仙台大会で学んだこと
千田由美子

りでしたが︑熱量が全然違いま
した︒
今後の活動を考える上で︑
とても良い経験をさせていただ
きました︒

学

26

遠野西中学校
ＰＴＡ会長

特別第 分科会に
参加して

川村

矢巾中学校
ＰＴＡ会長

65

回東北ブロック研究大会︶

靖之氏︶の基調講演から脳の発
達 に 関 連 し︑
﹁伸びる家庭﹂の
共通点は子どもが興味を持った
ときに︑実物を見せる・体験さ
せていること︒子どもに知的好
奇心を持ってもらうためには︑
親が楽しんでいる姿を子どもに
見せること︒まとめとして﹁子
ども達に人生が幸せだと感じて
もらう﹂ことに保護者は頑張る
べきであるとのお話をいただき
ました︒
実践発表・パネルディスカッ
ションでは︑家庭支援の際に子
ども達に直接アプローチするよ
りも︑先ずは保護者自身の意識
を考え直してもらうことが重要
であると学びました︒
今回の認識を踏まえ︑子ども
たちのため︑今後のＰＴＡ活動
に活かしたいと考えます︒

第 回日本ＰＴＡ全国研究
大会仙台大会に参加して

佐々木晋一

猪川小学校ＰＴＡ会長

私は︑去る 月 日から 日
にかけて開催された第 回日本
ＰＴＡ全国研究大会仙台大会に
参加しました︒
近年︑いじめが原因とされる
中学生の命が失われる事案が発
生していることもあり︑数ある
分科会から特別第 分科会〝
﹁い
じめ﹂何が起きているかを知る〟
を聴講しました︒
講師の鳴門教育大 森田洋司
特任教授からは︑いじめの現状
や発生構造について説明があ
り︑〝いじめをしない︑
させない〟
環境づくりとして︑学校での生
徒指導のほか子ども達の生活の
拠点である〝家庭〟における﹁安
心した居場所確保﹂が大事であ
り︑また社会的な役割を育てる
意味からも︑何か決まったお手
伝い︵玄関︑お風呂掃除など︶
をさせるのもよいとの話があり
ました︒
日々の保護者の関わりの大切
さ︵思春期という難しい時期で
はあるが︶について︑改めて考
えさせられた分科会となりまし
た︒

25

１

︵兼第
月 日︑ 日に仙台市におい
て︑分科会と全体会が行われ︑全
国から８０００人を超える保護
者・教職員が集まりました︒
私は︑第 分科会の人権教育﹁互
いを認め︑尊重し合える心の教育
を求めて﹂に参加し︑ＳＮＳでの
トラブルを事例とした子ども達を
取り巻く現代社会についての研修
でした︒現在の子ども達には︑ス
マートフォンやインターネットが
生まれた時から存在し︑その勢い
は止まらずに日々進化していま
す︒簡単に書き込めるＳＮＳ︒子
ども達は相手の顔を見ずに発信し
続けます︒私達大人は︑常にその
言葉の背景にあるものに目を向け
なければなりません︒改めて現代
におけるコミュニティ形成の必要
性を感じました︒
駅を出ると︑朝早くから道案内
として緑のＴシャツを着たＰＴＡ
の方々が立っていて︑笑顔で挨拶
してくれました︒至るところに心
温まる気配りが見られ︑同じＰＴ
Ａ と し て︑﹁ つ な が っ て い る ﹂ と
実感した 日間となりました︒

髙村 光輝

２

８

期日 平成 年 月 日
︵金︶
〜 日
︵土︶
会場 分科会
︵仙台市内 会場︶
︑
全体会
︵仙台市体育館︶

全体会︵仙台市体育館・カメイアリーナ︶
︾

全国研究大会仙台大会の
参加を通じて

26

上田小学校
ＰＴＡ会長

月 日︵金︶〜 日︵土︶の
日 間︑﹁ 杜 の 都 仙 台 ﹂ に 全 国 各
地から８０００人が集い︑日本
ＰＴＡ全国研究大会仙台大会が
開催されました︒仙台地方は︑
この夏の天候不順で記録的な長
雨が続いたようですが︑大会が
始まると雨も上がり︑全国から
集ったＰＴＡの皆さんの思いが
伝わったかのようでした︒
この大会に参加して感じたこ
とは︑皆さんが﹁子ども達のた
め﹂という熱い思いを持ってい
るということでした︒自分もＰ
ＴＡ会長として︑それなりに子
ども達のことを考えているつも

２

今年の全国研究大会仙台大会には︑岩手県から３４４人が参加し
ていただきました︒参加いただきました皆様︑ありがとうございま
した︒大会の様子を参加者の感想を含めて報告します︒
︽ 日︵分科会︑仙台市内の 会場︶
︾
分科会
領域
研究課題
組織運営 多 く の 仲 間 と 活 動 で き る Ｐ Ｔ Ａ 活
動を求めて
家庭教育 子 ど も の 個 性 を 伸 ば す 家 庭 環 境 を
求めて
協働による学校教育活動の在り方
学校教育 を
求めて
保護者や地域への更なる発信力を
広報活動 求めて
地域と共にあるＰＴＡ活動の在り
地域連携 方を求めて
互いを認め︑尊重し合える心の教育
人権教育 を
求めて
子どもたちが健やかに育つ環境の
環境教育 在
り方を求めて
ちの健康な心と身体を育
健康安全 子 ど も ため
む
食
を
求
て
特別 日本ＰＴＡ﹁いじめ﹂
何が起きているかを知る
支援される側から支援する側へ︵さ
文部科学省 ら
に一歩踏み出した子どもたち︶
日

特別

︽

東北ブロック研究大会 アトラクション 開会行事 記念講演

25

第 分科会﹁家庭教育﹂では
﹁健やかな脳発達のために﹂︵瀧

26

25

10
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第 分科会では︑本県から五十嵐
会長がパネリストとして登壇しまし
た︒
記 念 講 演 で は︑﹁ オ リ ン ピ ッ ク へ
の挑戦﹂と題して︑ウェイトリフティ
ン グ の 三 宅 義 行 氏・宏 実 氏 親 子 の 対
談講演でした︒

25

８

２ １

65

８

29

25
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３

４

５

６

７

８

26

６

２

26

７

８

２

₄₉

65

今年度のテーマ

﹁認めあい 支えあい ともに生きる 心を重ねて﹂

第 回

９

〜

11
30

家庭教育セミナー・
二戸地区セミナー
日 時
月 日
︵土︶
会 場 二戸市民文化会館
参加者 １９４名
講演会

７

15

高橋

昭三氏

〜アンガーマネジメントを
上手に活用〜

講師

■日本アンガーマネジメン
ト協会ファシリテータ
■元岩手県公立小中学校校
長

今日からできる！
親力アップ
木立

岩手県母親委員︵盛岡︶

恵

６

﹁イライラしないハッピー
子育て！ 〜アンガーマネー
ジメントを上手に活用〜﹂を
演題にして高橋昭三先生の講
演を拝聴しました︒講演では︑
ご自身の体験を織り交ぜなが
ら怒りのコントロール方法と
して﹁怒りを感じた時には
秒待つ﹂ことや﹁深呼吸する﹂
など︑楽しくお話してくださ
いました︒﹁アンガーログ︵腹
立ち日記︶﹂を書くことなど︑
様々な方法で怒りの衝動を抑
え︑自分の感情をコントロー

ルすること︑これらのことが
できれば︑人生は変わるのだ
ということに気づかされまし
た︒﹃子は親の鏡﹄︑親がニコ
ニコしていれば子どももニコ
ニコする︒変えられるのは自
分と自分の考えだけだという
ことをしっかりと心に留めた
いと思います︒怒りの感情を
コントロールし︑子育てを楽
しく充実したものにしていき
たいものです︒

︵アンケートより︶

講演会で学んだこと

・怒りや感情をコントロー
ルすることの大切さ︑具
体的な方法を学んだ︒
・イライラすることが多い
ので 秒ルールは参考に
なったし︑取り入れてみ
たい︒
・職場や家庭でもイライラ
した時に自分をコント
ロールすることを心掛け
ていきたい︒
・子育てが難しいと感じて
いたので少し楽になっ
た︒日々の生活に役立て
たい︒
・イライラの原因は自分に
あること︒自己管理の大
切さを学んだ︒ など

平成29年12月1日
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﹁イライラしないハッピー 子育て！﹂

１

今年度の第 回目の家庭教育セミナーは︑二戸地
区︵二戸市︶で行いました︒当日は︑小雨にもかか
わらず二戸地区の二戸市・軽米町・九戸村・一戸町
から多くの会員の皆様の参加を得て行うことができ
ました︒また︑アトラクションに出演していただき
ました福岡小学校特設合唱団の皆さんにも感謝いた
します︒ありがとうございました︒
当日参加した母親委員さんの感想です︒

６

22

平成

年度

三行詩コンクール審査結果

奨励賞

岩手県三行詩コンクールの審査の結果︑入賞者は
次の通りです︒上位の三賞につきましては︑今年度
の年次表彰式にて表彰しました︒なお上位入賞の作
品は全国コンクールに推薦しております︒

小学生の部
最優秀賞

優秀賞

優良賞

盛岡市立大宮中学校
年 吉田 圭佑

盛岡市立本宮小学校
年 金根 壮汰
盛岡市立巻堀小学校
年 髙橋 陽菜
盛岡市立巻堀小学校
年 工藤 駿希
盛岡市立好摩小学校
年 佐々木 洸
八幡平市立松野小学校
年 鈴木 奏斗

盛岡市立大宮中学校
年 窪田
北上市立和賀東中学校
年 鈴木

八幡平市立安代中学校
年 安保

葵

一般の部

紫波町立日詰小学校ＰＴＡ
井出 仁美

北上市立和賀東中学校
年 菊池 叶夏
西和賀町立沢内中学校
年 松川 侑暉

審査委員

講

評

︽今後に期待すること︾
﹁ 詩 ﹂であることの良さを
生かし︑説明的に記述する
よりも家族との触れ合いを
具 体 的に描 くことによって
書 き 手の気 持 ちが効 果 的
に伝わり︑日常の想いを読
み手や家族に伝えることの
できる作品になると思いま
す︒
単位ＰＴＡの活動として︑
親
子で作 品 を鑑 賞したり 詩
を 作 成したり する取 組み
を通して︑
家 族との日常 を
振り返る機会としてみるの
もよいのではないでしょうか︒

︵２２９点︶ 岩手県教育委員会生涯学習
審査委員長 澤柳 健一
文化財課社会教育主事
最優秀賞
︽優れていたところ︾
澤柳健一︵委員長︶
小・中学生の部では︑家族
花巻市立太田小学校ＰＴＡ
との楽しい思い出や感 謝の
小原 文枝 岩手県小学校長会副会長
加藤孔子︵委員︶
気 持 ち︑伝 えたくても 素
あなたの小さな手で
岩手県中学校長会常任理事
直に言葉で伝えられない思
作った かたたたき券
菅
井
雅
之
︵
委
員
︶
春期の複雑な気持ちなど︑
まだ期限切れてない？
詩を通して家族へ伝えよう
学識経験者
及川三治︵委員︶ としている作品が多く見ら
優秀賞
れました︒
矢巾町立矢巾北中学校ＰＴＡ 岩手県ＰＴＡ連合会会長
一般の部では︑応募数が昨
山本めぐみ
五十嵐のぶ代︵委員︶
年度よりも増え︑特にも︑
優良賞
岩手県ＰＴＡ連合会副会長
何気ない日常の中での子ど
︵研修委員長︶
盛岡市立好摩小学校ＰＴＡ
も
の
健やかな 成 長 を 願 う
野場秀輝︵委員︶
永岡 広美
親
としての喜び︑悲しみ︑
岩手県ＰＴＡ連合会副会長
苦しみ︑楽しみなどの感情
盛岡市 立好摩小学校ＰＴＡ
や情 景 を具 体 的に表 現し
岡部 史子 ︵母親委員長︶
菅原カヨ子︵委員︶ た作 品が高い評 価 を 得 ま
した︒
工藤 佳子

滝沢市立滝沢南中学校ＰＴＡ

奨励賞
盛岡市立米内小学校ＰＴＡ
米倉 優輝

北上市立笠松小学校ＰＴＡ
菊池 裕子

盛岡市立巻堀小学校ＰＴＡ
千葉 妹実

九戸村立伊保内小学校ＰＴＡ
向井 留美

花巻市立湯本中学校
年 川村 颯太

翔

盛岡市立大宮中学校
年 中沢 冬馬

奨励賞

翔

北上市立和賀東中学校
年 髙橋日果理

︵９３１点︶ 盛岡市立米内小学校
年 唐芳 姫愛

八幡平市立田山小学校
年 千葉 颯馬
ぼくの家には三人コックが
いる︒平日は︑おばあちゃ
お母さん︒けっこううまい︒

ん︒うまいうまい︒休日は︑

特別な日は︑お父さん︒
ちょううまい︒
優秀賞

八幡平市立寄木小学校
年 高橋 心暖

盛岡市立本宮小学校
年 熊谷 優利

中学生の部
︵３７２点︶

３

北上市立和賀東中学校
年 菅原 愛香
３

盛岡市立東松園小学校
年 伊藤悠朱葵
優良賞

最優秀賞
宮古市立第一中学校
年 斎藤 拓斗

盛岡市立仙北小学校
年 三浦頌太朗

黒の気持ちで帰っても

久慈市立久慈湊小学校
年 森外 山士

母の白色に変えられる
オセロの達人
母には負ける︒

★

★

★

３

１
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３

２

３

２

１

★

３

２

★

５

３

５

２

３

２

１

★

★

５

４

★

₂₉

５

３

３

★

★
★
★

日本 PTA・教育に関する保護者の意識調査
1．調査対象

全国の小学 5 年生保護者（2,333 人）と中学 2 年生保護者（2,239 人）
※岩手県からは、仙北小学校（盛岡）と上田中学校（盛岡）の保護者の協力

2．実 施 日
平成 28 年 9 月
3．調査結果（一部抜粋）

⑴ 学校教育について

（問 １）子どもの学校の今年度の学校教育目標や方針、取り組もうとしていることを知っていますか。
□知っている
■知らない

（小 ５４．４％、中 ４６．９％）
（小 ４４．２％、中 ５１．５％）

●学校の取組みに対する認知度は高くはなく、「知っている」
「知らない」の割合は、昨年度とほぼ同じでした。

（問 2）子どもにどのような力を身につけさせたいですか。
（上位 ３ 項目）
①自ら考える力
②他人を思いやる力
③基礎的な知識や技能

（小 ９０．４％、中 ８９．１％）
（小 ８８．０％、中 ８６．０％）
（小 ８３．８％、中 ８４．１％）

●他に ８₀％ 以上の項目は、「物事を正しく認識し、評価する力」で、昨年度と上位の項目は変わっていませんでした。

（問 ３）学力向上に向けた子どもの学校の取組みに、どの程度満足していますか。
□十分満足・まずまず満足
■あまり満足していない・まったく満足していない

（小 ６７．０％、中 ５３．１％）
（小 ６．２％、中 １１．０％）

●満足層の割合は、昨年度より若干増え、不満足層の割合は、昨年度とほぼ同様の数値でした。

（問 ４）子どもの学力向上のために学校に求めたいことは何ですか。
（上位 ３ 項目）
（第 １ 位）学ぶ楽しさを実感できる授業の工夫
（第 ２ 位）集中して学習の取組むことができるクラスづくり
（第 ３ 位）冷暖房設備など快適に学習できる環境の向上

（小 ５４．７％、中 ４９．０％）
（小 ４９．３％、中 ４３．８％）
（小 ３２．８％、中 ３１．９％）

●第 1 位と第 ２ 位の割合は、昨年度より減少し、第 3 位の割合は昨年度より 4％ ほど増加しました。

（問 ５）子どもの学力向上に向けて家庭で行っていることは何ですか。
（小中共に上位 ３ 項目）
（第 １ 位）朝食を必ず食べさせている
（第 ２ 位・小）早寝、早起きをさせている
（第 ２ 位・中）子どもと勉強や将来のことを話す
（第 ３ 位・小）子どもの勉強を見てやる
（第 ３ 位・中）学習塾や家庭教師などを利用する

（小 ８８．６％、中 ８４．５％）
（小 ６３．６％）
（中 ６１．９％）
（小 ５４．７％）
（中 ５２．６％）

●第 1 位は、小中保護者とも一致したが、第 ２ 位と第 3 位の内容は、昨年度同様に小中学校でそれぞれ違う項目でした。

（問 ₆）子どもの通っている学校に保護者や地域の方が行きやすい雰囲気がありますか。
□とても行きやすい雰囲気だ
□どちらかというと行きやすい雰囲気だ
■あまり行きやすい雰囲気ではない
■とても行くことができる雰囲気ではない

（小 ２５．６％、中 １３．５％）
（小 ５０．４％、中 ４８．１％）
（小 １８．８％、中 ２８．８％）
（小 ３．５％、中 ８．０％）

●
「行きやすい雰囲気」と答えた割合は、小・中保護者とも昨年度より 3％ ほど高く、中学校の行きづらい雰囲気が高かったです。

⑵ 学校と家庭の関係について

（問 １）あなたの家庭と学校は、必要なコミュニケーションが取れていると感じていますか。
□十分取れている
□まずまず取れている
■あまり取れていない
■まったく取れていない

（小 １１．３％、中 ９．２％）
（小 ６７．１％、中 ６２．９％）
（小 １８．５％、中 ２３．６％）
（小 １．３％、中 ２．４％）

●経年的に見て、肯定的に捉えている割合は、年々少しずつ増え、否定的に捉えている割合は減ってきています。
PTAいわて
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（問 2）学校に相談事がある時、気軽に時間を取ってもらえる雰囲気ですか。
□いつも気軽に相談できる雰囲気だ
■相談するのに気が引ける雰囲気だ
■やっと相談に乗ってもらえるという雰囲気だ
■とても相談できる雰囲気でない

（小 ５６．８％、中 ４７．３％）
（小 １２．５％、中 １３．９％）
（小 １０．６％、中 １０．５％）
（小 １．４％、中 ２．１％）

●気軽に相談できる雰囲気と答えた割合は、昨年度より微減。 小・中の 4 分の 1 の保護者が気軽に相談できないと感じています。

（問 ３）仮にいじめなどの問題が起きた場合、子どもの通う学校は適切に対応してくれると思いますか。
□十分な対応をしてくれると思う
□ある程度は対応してくれると思う
■少しだけは対応してくれると思う
■全く対応してくれないと思う

（小 １７．６％、中 １４．０％）
（小 ５３．５％、中 ５０．９％）
（小 １３．８％、中 １６．４％）
（小 ２．３％、中 ３．４％）

●
「十分」と「ある程度」と答えた保護者は、昨年度より微増し、
「全く対応してくれない」と答えた保護者は、昨年度より微減でした。

⑶ 家庭教育について

（問 １）あなたは「家庭で十分なしつけをしない、できない保護者が増えている」ことにどう感じていま
すか。
■特にそう感じている
■ややそう感じている
■さほど感じていない
■全く感じていない

（小 １４．５％、中 １５．７％）
（小 ６４．５％、中 ６３．３％）
（小 １８．６％、中 １７．９％）
（小 １８．６％、中 １７．９％）

●小中学校共に約 ８ 割の保護者が、しつけが十分でないと感じています。

（問 ２）授業参観における保護者の行動について、絶対すべきでないことは何ですか。
（上位 ３ 項目）
①携帯電話で話をする
②授業参観の様子をネットに投稿する
③携帯電話をマナーモードに設定しない

（小 ７７．５％、中 ７９．１％）
（小 ７２．１％、中 ７５．０％）
（小 ６８．１％、中 ７２．２％）

●大部分
（約 ７ 割）
の人が、携帯電話がらみの行動の自粛を感じています。この他、保護者同士の私語や服装なども問題としています。

（問 ３）あなたは、子育てについてどの程度、悩みや不安がありますか。
■非常に悩みや不安がある
■多少の悩みや不安がある
■あまり悩みや不安はない
■全くない

（小 ８．５％、中 ９．２％）
（小 ６０．２％、中 ５８．０％）
（小 １６．２％、中 １６．４％）
（小 １．６％、中 １．１％）

●昨年度に比べ、「悩みや不安がある」と感じている保護者の割合が微増し、「ない」と答えた保護者は微減しました。

（問 ４）あなたは、子育てについてどのような内容の悩みや不安がありますか。
（上位 ３ 項目）
（小学校）
①子どもの勉学に関すること
（４５．６％）
②子どもの性格や考え方、人との接し方（４４．３％）
③子どもの将来や進路に関すること
（４２．６％）

（中学校）
①子どもの将来や進路に関すること
（６７．３％）
②子どもの勉学に関すること
（５３．７％）
③子どもの性格や考え方、人との接し方（３７．９％）

●中学生の保護者の「子どもの将来や進路」に対する悩みや不安を持つ親の割合は、昨年度と同様に高かったです。

（問 ５）１ 週間のうち、子どもと過ごす時間でしていることは何ですか。
（上位 ３ 項目）
（小学校）
①家族そろって食事をする
②一緒にテレビを見る
③家族で外出する

（９０．０％）
（７８．７％）
（７６．４％）

（中学校）
①家族そろって食事をする
②一緒にテレビを見る
③家族だんらんで話す

（８６．６％）
（７６．４％）
（６２．５％）

●昨年度同様に、小・中学校の保護者の約 ９ 割は、家族そろって食事をしています。3 番目に多かった項目は、小中違う項目でした。

⑷ その他（全保護者からの自由意見で、多かった ３ 項目）
①携帯電話、パソコン、インターネットの影響についての意見
②学習環境、教員の指導の向上を望む意見
③教員の質の向上、教員の置かれた環境の改善などの意見

平成29年12月1日

（７７ 件）
（７３ 件）
（５０ 件）
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日本 PTA・子どもとメディアに関する意識調査
1．調査対象

全国の小学 5 年生（2,442 人）と保護者（2,336 人）、中学 2 年生（2,401 人）と
保護者（2,076 人）
※岩手県からは向中野小学校（盛岡）
と北陵中学校（盛岡）
の児童生徒と保護者の協力
2．実 施 日
平成 28 年 9 月
3．調査結果（一部抜粋）

⑴ 子どものテレビ視聴状況

（問 １）テレビを一緒に見る人は、誰が多いですか。
（子ども）
《小 5》
・一人で（１４．９％）
《中 ２》
・一人で（２２．７％）

・家族と一緒（５１．４％）
・家族と一緒（４６．９％）

・友人と（０．５％）
・友人と（０．７％）

・決まっていない（３２．８％）
・決まっていない（２９．４％）

●「一人で見る」が昨年度より小学生 1．
７％ 増、中学生 3．
８％ 増。「家族と一緒」が共に減となりました。

（問 2）どこでテレビを見ることが多いですか。
（子ども）
《小 5》①リビング、台所（９１．２％）
《中 ２》①リビング、台所（８７．９％）

②自分、兄弟の部屋（４．０％）
②自分、兄弟の部屋（８．８％）

③親の部屋（２．７％）
③親の部屋（２．２％）

●「リビング、台所」は、小学生が昨年度とほぼ同じ、中学生が微増（1．
1％）という結果でした。

（問 ３）テレビを見ている時間は、どれくらいですか。
（子ども、保護者）
₁ 時間未満
₁～₂ 時間位
₂～₃ 時間位
₃～₄ 時間位
₄～₅ 時間位
₅ 時間以上
ほとんど見ない

小５
１３.５%
２８.８%
２０.６%
１３.１%
６.９%
４.９%
３.５%

平
中２
１３.３%
３３.７%
２３.４%
１１.５%
５.０%
３.４%
３.６%

日
小５保
１３.０%
３８.５%
２９.４%
１１.４%
４.１%
１.０%
２.０%

中２保
１５.２%
４３.５%
２５.５%
８.５%
２.８%
０.６%
２.６%

小５
５.０%
１７.１%
２０.１%
１５.８%
１２.２%
１４.０%
２.６%

休
中２
５.０%
１５.０%
２４.１%
１９.３%
１２.３%
１２.８%
１.８%

日
小５保
３.５%
１６.４%
２７.１%
２１.１%
１５.３%
８.６%
０.８%

中２保
５.３%
２０.７%
２７.０%
１７.５%
１２.１%
６.９%
１.２%

●休日より平日の方が、親が子どもを見ている時間の捉え方のずれが大きい時間帯が見られました。

⑵ ゲーム機器の利用状況

（問 １）あなたは、ゲームができる機器を持っていますか。
（子ども、保護者）
持っている
持っていない

小５
９３.９%
５.９%

中２
９３.６%
６.１%

小５保
９２.６%
７.４%

中２保
９２.７%
７.２%

●保護者もほぼ同様の割合の数値を示しています。また、９ 割以上の子ども達は、ゲーム機を持っていました。

（問 2）ゲームをしている時間は、どれくらいですか。
（子ども、保護者）
₃₀ 分以内
₃₀～₆₀ 分
₁～₂ 時間
₂～₃ 時間
₃ 時間以上

小５
２０.９%
１７.６%
１９.８%
８.２%
２０.５%

平
中２
１８.５%
１５.３%
１９.４%
１１.４%
１９.６%

日
小５保
１８.２%
２０.８%
２６.６%
７.４%
２.９%

中２保
１７.４%
１７.３%
２３.７%
９.６%
４.７%

小５
１４.３%
１４.９%
１９.９%
１３.０%
１６.１%

休
中２
１３.９%
１０.１%
１６.９%
１５.８%
２１.５%

日
小５保
９.８%
１５.９%
２５.４%
１９.９%
１３.９%

中２保
１０.２%
１０.７%
２１.６%
１７.６%
１５.７%

●平日、休日ともに 3 時間以上ゲームをしている子どもの割合が小中学生共に高くなっています。

（問 ３）あなたの家庭では、ゲームで遊ぶ時のルールがありますか。
（あると答えた子どもと保護者）
ゲーム時間（長さ）について
ゲームをする時間帯について
ゲームの内容について
利用料金の制限について

小５
４６.６%
５５.４%
３７.８%
６４.７%

小５保
５６.３%
６９.５%
６３.８%
７６.０%

中２
２２.６%
３１.５%
２３.９%
５９.９%

中２保
４０.４%
４６.６%
４８.０%
７２.５%

●利用料金の制限については、子どもと親の意識のずれは小さかったですが、他の項目は意識のずれが大きかったです。
PTAいわて
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⑶ スマートフォンや携帯電話の利用状況

（問 １）あなたは、子どもにスマートフォンや携帯電話が必要だと思いますか。
（子どもと保護者）
必 要
どちらかと言えば必要
どちらかと言えば不要
不 要

小５
31.5%
38.8%
16.0%
12.4%

小５保
9.7%
29.9%
30.8%
29.5%

中２
45.0%
39.2%
10.1%
5.0%

中２保
9.7%
36.3%
31.5%
22.3%

●必要性については昨年度より割合が増加しました。 子どもと保護者の考え方や意識に大きなずれが見られます。

（問 ２）スマートフォンや携帯電話を持っていますか。
（子どもと保護者）
スマートフォンを持っている
携帯電話を持っている
GPS や防犯付のキッズ携帯を持っている
持っていない

小５
14.7%
10.4%
25.3%
49.1%

小５保
7.7%
9.3%
25.9%
56.9%

中２
49.4%
8.4%
5.0%
36.8%

中２保
34.1%
8.9%
7.2%
49.8%

●所持率は、昨年度より微増しました。 反対に持っていない割合が、小で 1.3%、中で 1.9% 減少しました。

（問 3）スマートフォンや携帯電話を持った理由は何ですか（子ども）
。持たせた理由は何ですか（保護者）。
安全のため、親といつでも連絡を取り合うため
親との連絡やコミュニケーションをとるため
友達と連絡を取り合うため
塾や習い事からの帰りが遅くなるから
部活動など学校からの帰りが遅くなるから

小５
66.9%
39.3%
14.6%
27.8%
4.9%

小５保
77.6%
33.9%
26.1%
3.3%
6.2%

中２
52.2%
43.1%
59.1%
29.6%
8.7%

中２保
68.4%
38.0%
35.5%
29.6%
13.4%

●昨年度、中学生の理由の第 １ 位は、『友達と連絡を取り合うため」で約 ８ 割を占めていました。

（問 ４）あなたは、スマートフォンや携帯電話を使ってやりとりをする相手は誰ですか。
（子ども）
母親
同性友人
他校友人

小5
87.2%
11.1%
8.4%

中2
60.3%
52.3%
33.7%

同校友人
きょうだい
異性友人

小5
21.7%
22.4%
1.9%

中2
76.4%
22.4%
30.5%

父親
祖父母
ネットで

小5
55.4%
32.1%
0.7%

中2
32.1%
12.7%
5.7%

●小 5 の「母親」では、昨年度より 8.9 ポイント増加しました。 中 ２ は昨年度同様に同校友人の割合が高かったです。

⑷ 子どものスマートフォンや携帯電話の使用の仕方

（問 1）あなたは、スマートフォンや携帯電話を使用する上で、やっている又は起きていることは何ですか。
《小 ５ で多かったこと、上位 3 項目》
①絵文字で気持ちを伝えることが多い。
②メールなどの返信がないと不安になる。
③つい長電話をしてしまう。
《中 2 で多かったこと、上位 3 項目》
①深夜でもかまわずメール等のやりとりをしてしまう。
②絵文字で気持ちを伝えることが多い。
③親（保護者）に知らない友達がたくさんいる。

（２３．２％）
（１２．０％）
（８．９％）
（３４．７％）
（３３．６％）
（２４．０％）

●小学 5 年生の上位 3 項目は、昨年度と同様の項目ですが、その割合はいずれも減少しました。

（問 2）あなたの家庭では、スマートフォンや携帯電話の使用について、何らかのルールがありますか。
ある

小5
52.9%

小5保
65.7%

中2
56.3%

中2保
76.7%

●保護者の意識としては、ルールを決めている割合が高いですが、子どもの意識には違いが見られます。

この調査は、学校と家庭の教育に焦点を当てて実施されたものであり、全国的に見て子どもや保護者の意識
傾向や実態、子どもとメディアに関する意識や実態を調査したものです。子ども達のこれからの教育を考える
上で、保護者がそれぞれの学校の PTA 活動のあり方や意義等を考えていくときの参考になるものと思います。
なお、提示した資料は、一部ですので資料が欲しい場合は、日本 PTA 全国協議会に申込み願います。（日
本PTA のホームページを参照）
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北から
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20173

４

2017

南から

市

軽米町立軽米中学校

親の姿が子どもを育てる 〜文化祭への取り 組 み か ら 〜

軽米

本校のある軽米町は︑北は
青森県八戸市に隣接︑ 年前
には町内に つあった中学校
が一つに統合となり町内唯一
の中学校となりました︒全校
生徒数２０３名︑ＰＴＡ会員
４

が︑特に︑文化祭に向けた取
り組みでは︑かぼちゃのラン
タンづくりを親子で行い︑こ
のランタンは︑文化祭当日︑
下校する子ども達を温かく包
み込み︑見送っています︒ス
テージ部門では︑ＰＴＡ合唱
を行い︑事前練習を重ね︑当
日は生徒を巻き込み︑大いに
会場を盛り上げています︒展
示部門では︑ＰＴＡ作品展と
して協力しており︑普段は感
じられない隠れた才能が発揮
され︑子ども達は親の素晴ら

しさを実感しています︒
親が率先して活動する姿を
しっかりと見せることで︑﹁親
への信頼﹂が増し︑子ども自
身が将来を考える上での良き
アドバイザーとして感じるよ
うになりました︒親子関係の
改善に大きく寄与しており︑
これからも現状に満足するす
ることなく︑工夫を重ね︑子
ども達の成長を支えていきた
いと思います︒
︵ＰＴＡ事務局 野原勝博︶

す︒
月には︑今年で
回目となる﹁わく
わくチャレンジふれ
あいの日﹂が行われ
ました︒午前中の約
時間︑親子でチャ
レンジタイムを行い
ま し た︒﹁ 竹 細 工 ﹂
﹁ロールパン作り﹂
﹁ ビ ー ズ 手 芸 ﹂﹁ 座
禅 体 験 ﹂﹁ 手 作 り 絵
本﹂等︑ コースに
分かれて親子で参加
しました︒地域の先
生をお迎えし︑親子

盛岡市立手代森小学校

学校・保護者・地域の結びつきを深めながら

本校学区は︑国道３９６号
に沿って南北に細長く︑学校
が立地する手代森遺跡から
は︑国の重要文化財に指定さ
れた﹁遮光器土偶﹂が出土し
ています︒地区には﹁黒川さ
んさ﹂をはじめとする伝統芸
能が継承されています︒創立
１４４年目︑全校児童２０９
名の学校です︒
私達手代森小学校ＰＴＡ
は︑﹁ 子 ど も の 健 全 育 成 を 図
るため︑計画的に会員研修や
親睦の機会を設け︑会員の質
的向上と相互の連携を密にす
る﹂をテーマに活動していま

で同じ体験をすることで︑ふ
れあうことの楽しさや地域の
よさを体感する機会となりま
した︒午後はＰＴＡ主催によ
るバザーと屋台が行われまし
た︒品物の提供は︑保護者や
先生方︑地域の方々も毎年協
力してくれます︒笑顔と元気
いっぱいの時間でした︒みん
な笑顔で楽しく活動し︑子ど
も︑保護者や地域の皆さんの
結びつきを強める行事となり
ました︒
今後も子ども達の健全育成
のため︑学校及び地域との連
携を深めながら︑活動を進め
ていきたいと考えます︒
︵ＰＴＡ会長 橘 朋也︶

平成29年12月1日
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盛岡

数２０７名の中規模の学校
で︑各方面からの大きな期待
を背負い︑学校・保護者・地
域が連携し円滑な教育活動が
展開されるように支援してい
ます︒
本校のＰＴＡ活動で
大切にしていること
は︑特色ある各地域の
力を一つにまとめ︑そ
の力を子ども達の成長
にどのようにつなげて
いくかということです︒
そこで︑子ども達と
一緒に活動する場面を
意図的に企画し︑親同
士の交流を図ることは
もちろんですが︑親の
活動する姿を間近で見
せるということにより
重きを置いています︒
一年を通じいろいろな
活動を行っています

10

９

18

３

特色ある PTA

祝
文部科学大臣表彰・日本 PTA 全国協議会長表彰・
全国小・中学校 PTA 広報紙コンクール表彰
今年度の優良 PTA 文部科学大臣表彰・日本 PTA 全国協議会長表彰・全国小・中学校 PTA 広
報紙コンクール表彰の受賞者が決まりましたのでお知らせします。表彰式は、11 月 17 日（金）
、
ホテルニューオータニ（東京）にて行われました。なお、文部科学大臣より全国の PTA を代表
して直接栗林小学校 PTA 会長の小澤英樹さんに表彰状が授与されました。

◆文部科学大臣表彰
団体

栗林小学校 PTA（釜石）
、平泉小学校 PTA（平泉）
、釜石祥雲支援学校 PTA

◆日本 PTA 全国協議会長表彰
団体
個人

黒石野中学校 PTA（盛岡）
、重茂小学校 PTA（宮古）
國分隆史（二戸）
、櫻田正行（岩手）
、村上卓志（気仙）
、畠山克明（宮古）

◆全国小・中学校 PTA 広報紙コンクール

《教育家庭新聞社社長賞》

矢巾北中学校 PTA 広報「メタセコイア」

東北 PTA 連絡協議会長表彰
東北 PTA 連絡協議会長による団体と個人表彰の受賞者は、下記のとおりです。本連合会の年
次表彰式（11 月 26 日）にて伝達式を行いました。
団体
個人

鳥海小学校 PTA（二戸）
、城西中学校 PTA（盛岡）
、田山小学校 PTA（八幡平）
、
佐倉河小学校 PTA（奥州）
、本寺小学校 PTA（一関）
、岩泉中学校 PTA（岩泉）
國分隆史、櫻田正行、
伊藤 満（胆江）
、
村上卓志、畠山克明、
狩野弘之（和賀）

栄えある受賞、
おめでとうございます。
編集後記
158 号には昨年度行った「教育に
関する保護者の意識調査」
「子どもと
メデイアに関する意識調査」につい
て、 一部抜粋した結果を掲載しまし
た。本県も含めた全国調査ですので、
本県の子どもと保護者の実態とは、
多少違うところもあるかもしれません
が、全国的に見た子どもや保護者の
意識の実態と現状として捉えていた
だきながら学校教育や家庭教育の参
考にしていただければと思います。
（事務局）
平成29年12月1日

お知らせ
◆本会が行っている「きずな応援支援金」について、残額が残
り少なくなりました。（11 月 1 日現在で約 25 万円）申請したい
学校があれば、申請要項を確認の上申し込みをしてください。
なお、この「きずな応援支援金」は今年度中で終了となります。
また、申請が多数の場合は、審査会にて抽選となりますので、
ご了承ください。
（要項・様式はホームページに掲載）
◆「PTA 希望支援金」について、こちらの支援は来年度も行い
ます。この支援は、県内の小中学校 PTA に対して、上限を 3
万円を支援するもので、いくつかの条件があります。 申請要項
を確認の上、申し込みをしてください。
（要項・様式はホームページに掲載）
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