
学校の取り組みと連動した PTAの活動 

～豊かな心の育成に向けて～ 

藤原小学校ＰＴＡ 

  

1.藤原小学校の概況 

 本校は、全校児童１７９名（平成 26年 11月 29

日現在）、教職員１６名の学校である。日出町の

内陸部に位置し校区には国道１０号線と大分空港

道路が通っている。日出 IC、警察署、消防署、福

祉センターがあり、近年宅地化が進んできたが、

緑豊かな田園地帯と、温かい地域性は昔から変わ

っていない。校区内には、キティちゃんで有名な

ハーモニーランドがあり、遠足等で利用している。 

 平成 26年度から 2カ年大分県教育委員会の事業

の一環として「目標協働達成モデル校」の指定を

受け、「学校」「家庭」「地域」が協働で学校の

「重点目標」達成に向けて力を合わせて取り組ん

でいる。 

 

2.目標協働達成モデル事業について 

 

 今年度より藤原小学校では、県教育委員会から

目標協働達成モデル校（県内 18校のモデル校）の

指定を受けている。目標協働達成とは、学校・家

庭・地域が学校の教育目標を共有し、その達成に

向けて協働して取り組みを進め子どものよりよい

育ちを目指すものである。目標協働達成モデル事

業の取り組みが県で始まった背景としては、学

校・家庭・地域の連携、学校からの情報提供は進

んできているものの、 

①学校の目標や説明が抽象的で、具体的な目標・

取組や状況が、家庭・地域との間で十分共有され

ていない。 

②連携を具体的に進めるための場や機会が十分設

定されていない。 

といった現状がある為である。 

 

3.目標協働達成チーム会議での取組の決定 

  

 学校の重点目標の共有化と、それを踏まえて 

①家庭や地域で取り組める目標は何か 

②何をどれくらい取り組むこととするか 

を学校・家庭・地域で協議しながら決めていくこ

とが最初の課題となった。目標協働達成チームの

メンバーは、学校から３人（校長・教頭・教務主

任）、ＰＴＡから５人（会長・副会長）、地区から

５人（学校評議員）の計１３人である。 

 

・第 1回目標協働達成チーム会議 

～平成 26年 5月 15日・藤原小学校校長室にて～ 

【内容】 

1.目標協働達成事業（県協議会）の説明 

2.学校経営の最重点（学校教育目標）について 

 

 学校の重点目標「学力向上」「豊かな心の育成」

「表現力・チャレンジへの意欲」について、学校

での取り組みを聞いた後、家庭・地域で取り組め

る事を考えていった。様々なアイデアが出される

中で「１つの重点目標に向かって、学校・家庭・

地域で取り組もう。」という事になり、「豊かな心

の育成」に絞って具体的な活動を決定していくこ

とで意思統一をした。また、子どもを褒める事に

よって子どもの成長が促されるといった意見が出

て、成果が見える取り組みにしていく事になった。 

 



 

 

・第 2回目標協働達成チーム会議 

～平成 26年 6月 6日 藤原小学校校長室にて～ 

〔内容〕 

1.協働で取り組む内容の検討 

 

 1 つの目標に向かって、学校・家庭・地域で取

り組みを行えば子どもにプラスになるのではない

か。学校の重点目標「豊かな心の育成」に向けて

教員も親も地域も「人のために働くことが楽しい」

と感じる子どもを育てようと話し合った。第２回

のチーム会議では、何をどのくらい取り組むのか

について具体的に話し合った。 

 

〈学校〉では 

 ・「黙働掃除」を徹底し学校に誇りを持って自主

的に掃除する子どもを育てようとしている。…具

体的な取組は→掃除集会を年間 2 回以上開き掃除

の仕方を全校で揃える。掃除名人を年間 3 回表彰

する。 

 

〈家庭〉では 

 ・家庭内の掃除を、自主的に取り組む子どもを

育てる。…具体的な取組は→家庭にいる時間が長

い夏休みと冬休みに家庭掃除取組表を作成し掃除

の習慣を身につける。掃除名人認定証を作って表

彰を行う。 

 

〈地域〉では 

・学校の松（20本）の剪定作業を年間１回以上行

う。公民館審議会、区長会、老人会、ＰＴＡ、児

童、教職員が協働して取り組む。 

・児童の育てた人権の花（一人一鉢）を地域の一

人暮らし高齢者に、民生委員２人と一緒に届ける。 

 

4.目標協働達成に向けたＰＴＡの取組み実践 

第 2 回目標協働達成会議で、ＰＴＡでは家庭で

の掃除に取り組む事が決まったので、具体的な取

組表の作成に取り掛かる事になった。 

○平成 26年 6月 17日にＰＴＡ役員で会議→①子

どもが目標をもって行える。②自主的に行える。

③継続して行える。④習慣化できる。以上 4 点を

家庭での掃除の取組表に反映したいと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＰＴＡの取り組みについては、6 月末の第 2 回

PTA 役員会でお知らせし、学級委員さんから PTA

懇談会の折に説明してもらい周知をはかった。 

 

○平成 26年 9月 5日に役員が集まって、チェック

※掃除を 1つすれば 1点、1

週間続けられれば 3 点の加

点をする。最後に点数の合

計で称号を付ける。優秀者

（名人）にはＰＴＡから、

認定証を表彰する。 

 



表の集計、達人・名人のピックアップ、意見集約

を行った。 

 

 保護者の意見として、「兄弟で一緒になって頑張

っていた。」「夏休みの習慣になって朝早起きが出

来るようになった。」「お手伝いをしてくれて助か

った。親から感謝されて子どもも嬉しそうであっ

た。」といった意見がみられた。子どもの意見とし

て、「掃除をしたら家がきれいになって気持ちが良

かった。」「いつもお母さんがやっているけど、自

分で体験してみて大変だった。」「毎日できるよう

になったので、休みあけも頑張りたい。」といった

意見があった。夏休み中、家庭で１つの掃除を、

毎日続けられたら中級者以上となる。高学年にな

ると中級者以上の割合は高いという結果となった。

お掃除名人（達人）認定証の表彰対象となる子ど

もは、全校で 43人だった。 

 

 

1年生…達人 3人、名人 7人。中級者以上 15人（42％） 

2年生…達人 1人、名人 2人。中級者以上 10人（39％） 

3年生…達人 5人、名人 6人。中級者以上 12人（41％） 

4年生…名人 5人。中級者以上 15人（52％） 

5年生…達人 2人、名人 4人。中級者以上 13人（45％） 

6年生…名人 8人。中級者以上 19人（63％） 

名人：100点以上（1つの掃除を毎日＋1つの掃除を 4週間以上） 

達人：140点以上（2つの掃除を毎日＋1つの掃除を 2週間以上） 

 

○平成 26 年 9 月 18 日 PTA 役員から優秀者（名

人・達人）に、お掃除名人（達人）認定証を全校

生徒の前で表彰した。 

 

 

 

○平成 26年 9月 29日 今回の取り組み「チャレ

ンジ！お掃除名人への道」集計結果と、取り組み

に対するアンケートを保護者にお願いした。 

アンケート内容は、 

 

1.夏休み前・中・後の、家の掃除の状況。 

2.称号に関係なく、子どもはよく取組めていたか。 

3.子どもは、人（家庭）のために働く（掃除する）

ことに楽しさを感じているか。 

4.取り組みは有効であったか。 

 

 

アンケートの結果は 5.のとおりである。 
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5.成果と課題 

アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果 

・家庭で掃除をするきっかけを作る事ができた。 

・家庭のお掃除名人を目標に、子どもたちがやりが

いを持って家庭の掃除に取り組む事ができた。 

・掃除を通じて、家族が喜ぶ姿を子どもは実感する

ことができた。また達成感を持つ事ができた。 

課題 

・夏休み中は頑張って取り組めていたが、夏休み前

と夏休み後では、家庭の掃除の頻度はそれほど変化

が見られない。 

・親、子どもとも仕事や習い事で忙しく毎日（たく

さん）掃除が出来ない。 

・夏休みが終わって取り組みが終わるとしなくなっ

た。 

事があげられる。 

 

6.おわりに 

 今回目標協働達成モデル事業に伴い、学校の重点

目標「豊かな心の育成」に向けて、ＰＴＡ（家庭）

では夏休みの家庭の掃除に取り組んだ。役員全員で

集まった検証の中で、親が子どもに感謝の気持ちを

示す事が重要であると考えた。「学校の取り組みだか

ら…宿題だから…」といった姿勢では、今回の課題

にみられる事となってしまう。褒める事によって子

どもの姿勢や気持ちが前向きになり、させられる事

からの脱却が図れると思われる。そして保護者側の

感謝の気持ちを子どもに伝えることで、人のために

働くことの楽しさを感じ得るのではないだろうか。

今後、学級懇談で今回の取り組みについて話す機会

をつくり、共通の認識としたい。また、掃除に限定

しなくても良いのではないかという意見もあったの

で、誰かのために働くことの大切さを伝える学校の

「FOR YOU 活動」を、ＰＴＡでも行いたい。 

今回の取り組みによって、学校の重点目標につい

て議論する場が設けられ、学校・家庭・地域がそれ

ぞれ意見交換する良い機会にもなった。学校・家庭・

地域の三者が連携して、子どもたちがより良い方向

に向かうよう今後も努力していきたい。
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