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地域で育てる“宝っ子”
～教育の風は『東』から～

県ＰＴＡ連合会指定研究発表会研究主題



　本校ＰＴＡの名称は「育宝会」です。その名称が示すとおり、子どもたちを地域の宝と考え、
保護者だけでなく地域住民とともに子どもを育てていこうと活動をおこなっています。
　毎月１５日の学校公開日には、保護者だけでなく民生児童委員や地域の方々も参観に来校
しています。例年秋に学校が開催している「宝っ子まつり」には多くの地域の皆さんが来校し
子どもたちの学習発表を参観しています。また「Jr.リーダー研修」や「通学合宿」など、公民館
や地区青少年健全育成協議会が主催する子どもたちを対象にした行事に育宝会役員も実行
委員となり、企画・運営をおこなっています。昨年度は社会福祉協議会と地区食推協、今年度
は地域ボランティアの皆さんが子ども食堂の開催に取り組みました。
 もちろん、活動の主体となっているのは保護者です。授業参観、学級懇談、総会等々育宝会活
動に積極的に参加し「親父の会」を改めて組織する必要がないほど父親も伝統的に各種活動
に参加し、支えています。
　そして、育宝会活動の中心にあるものは人権教育の視点です。本日の参観授業であるファ
ミリー学級は、例年でしたら１学期末育宝会の際におこなっています。各学級の研修部が中
心となって授業内容を決め、授業を展開しています。１月頃には、学級人権学習会を開催し、
保護者の人権啓発にも取り組んでいます。また８月には、育宝会会長が実行委員長となり、地
域も交えた東飯田地区人権学習講演会を開催しています。この講演会は、今年度で２０回を
数えます。
　以上のように、これまでも、そしてこれからも地域の“宝”である東飯田小学校の子どもた
ちを、保護者・地域・学校が一体となって育てていくことを内外に示していこうと考え、この
研究主題を設定しました。

研究主題設定の理由



東飯田の宝である子どもたちを、保護者、先生、地域の方が一緒に活動しながら育てています

『宝っ子』を支える三本の柱
P … Parent（保護者）

T … Teacher（先生）

A … Area（地域）

そして、三本の柱を繋ぐ重要な役割
『ロープ』
＝

東飯田小学校育宝会活動

AreaParent Teacher

研究主題のイメージ
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Ⅰ. 本部役員会

平成２８年度
会　長　　　　　小路　真一
副会長　　　　　永樂　勇一
副会長　　　　　飯田千代美
副会長　　　　　遠江　徳幸
校　長　　　　　小野　一信
教　頭（事務局）安達　昌利
担当教員　　　　坂本　真隆

平成２9年度
会　長　　　　　小路　真一
副会長　　　　　永樂　勇一
副会長　　　　　飯田千代美
副会長　　　　　永樂　貴秀
校　長　　　　　松岡　靖子
教　頭（事務局）安達　昌利
担当教員　　　　今永　克明

◇活動目標
 ・「心豊かな児童の育成」に向けた保護者のつながりを深めよう
 ・地域で育てる“宝っ子”のテーマの下、大分県ＰＴＡ連合会指定研究発表会を成功させよう

◇活動内容　＊平成２８年度
 ・本部役員会（年８回）、常任委員会（年３回）
 ・育宝会定期総会（４月）、臨時総会（３月）
 ・郡ＰＴＡ、町ＰＴＡ連合会、東飯田地区青少年健全育成協議会、公民館関係
 ・運動会ＰＴＡ・地域競技運営
 ・東飯田地区人権学習講演会企画、運営（８月）
 ・宝っ子育成（学力向上）会議（年２回）、学校評価委員会（年２回）参加
 ・救急救命法講習会運営



本部役員会では、育宝会の様々な活動や学校行
事等への協力体制づくりについて協議をおこ
なっています。
また、本部役員が各専門部の活動に率先してか
かわり、各専門部や学校行事が円滑に運営でき
るよう育宝会活動の要となっています。

常任委員会には各専門部長や学級会長が参加
し、本部役員会の提案を活発に論議し、より子ど
もたちや学校のためになるよう練り上げ実践へ
とつなげています。
また、各専門部や各学級から活動報告をおこな
い、育宝会活動の共有化を図っています。

本部役員会・常任委員会



定期総会・臨時総会
一昨年度３月の臨時総会より、県Ｐ指定発表会に向けて組織体制を整え、昨年度から
取り組みを始め、今年度４月の定期総会では、発表会の成功に向けて会員皆で実践を
重ねていくことを確認しました。
総会の参加率は毎回ほぼ９割近く、総会に限らず各種育宝会活動への参加は、以前よ
り積極的です。本部役員としても会員の協力体制に助けられ、感謝しています。



運動会・地域との協働

また、地域の青少年健全育成協議会には副会長が役員として参加しており、通学合宿
（９月）などの活動を支援しています。人権学習講演会（８月）においても、会長が実行
委員長となり、育宝会会員のみならず地域の皆さんへの参加を働きかけ、子どもも親
も「差別を見抜き、正しい知識にもとづいた行動ができる人になる」ことを目的に今年
で２０回を数える講演会開催に取り組んでいます。
保護者・地域で子どもたちを育てていこうとする思いは東飯田地区に共通するもので
す。子どもを中心に据えて、学校・保護者・地域が一体となって子どもたちのよりよい
成長を皆で支えていこうとする姿があります。本部役員会は、そのコーディネートの
役割を担っていると考えて活動しています。

運動会の育宝会・地域競技は本部役員が運営します。
学級会長会が選手をあらかじめ決めておき、招集に時
間をかけずスムーズな運営をおこなっています。
地域競技も同じく事前に声をかけ、進行に支障のない
よう心がけていますし、地域の皆さんも協力的です。
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Ⅱ. 学級会長会

平成２８年度
1年　　　衞藤麻衣子
2年　　　髙平　裕二
3年　　　原田　紀義
4年　　　梅木　恵美
5年　　　本松　悦子
6年　　　遠江　徳幸

平成２9年度
1年　　　永樂　貴秀
2年　　　佐藤茂謄広
3年　　　百田真由美
4年　　　原田　紀義
5年　　　佐藤　直芳
6年　　　本松　悦子

●運動会・懇親スポーツ大会運営

●学級親子レクリエーション

●学校公開日

●次年度育宝会本部役員選考



運動会・懇親スポーツ大会
運動会育宝会競技の選手決め、相互の親睦を深める目的の学級対抗ミニバレー大会を
主催しています。楽しく親睦を深めることができました。

運動会の様子 懇親スポーツ大会の様子



学級親子レクリエーション
年1、2回、各学級で親子で楽しめるレクリエーションを企画・運営しています。スポー
ツや料理、木工など内容は様々で、ほぼ全家庭が参加します。



学校公開日
毎月15日を基本に、学校公開日をおこなっています。
家庭教育部・学級会長を中心に、会員や地域の皆さんに参観を呼びかけています。

次年度育宝会本部役員選考
次年度育宝会の本部役員選考のための選挙管理委員会を立ち上げ、役員選挙をおこな
います。
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Ⅲ. 研修部

平成２８年度
部長　　　梅木　房子
部員　　　麻生　優子
部員　　　小野　昌則
部員　　　梅木　光治
部員　　　佐々木梨香
部員　　　太田　理恵

平成２9年度
部長　　　小川　陽子
部員　　　小野　佳奈
部員　　　日野　由佳
部員　　　梅木　房子
部員　　　小野　宏美
部員　　　佐々木梨香

皆さんは、自分の子どもに

「人権っち何？」　「同和っち何？」
と聞かれた時

なんて答えますか？

東飯田小学校の研修部は、児童・保護者・先生方、地域の方が一体となり「人権」とは
何か、「同和問題」とはどういうものなのかを正しく学び、正しい知識のもと「差別を
しない子、差別に負けない子」に育って欲しいという願いを込めて、１年を通じ学習
をしています。



「人権」とは何か、「同和問題」とはどういうものなのかを正しく学ぶ
↓

『一体で考える』

正しい知識のもと
「差別をしない子、差別に負けない子」に育って欲しい…

児童

地域の方

先生方 保護者



１学期：ファミリー学級
　　　　親と子が一緒になって人権の大切さを学ぶ

２学期：東飯田地区人権学習講演会
　　　　講師の先生を招いて、地域の方と共に
　　　　人権について正しい知識を身につける

３学期：学級人権学習会
　　　　各学級単位で保護者を対象とした人権学習会を
　　　　　　おこなう



ファミリー学級のねらい
◆低学年

　命の大切さを知り、自分も友だちも大切にする気持ちを持つ。

　自分の気持ちを相手に言葉で伝える事ができる。

◆中学年

　自分や友だちのよさに気づき、共に活動しようという気持ちを持つ。

　身の回りの問題に気づき、みんなで取り組むことができる。

◆高学年

　自分自身や友だちをあるがままに受け入れ、支え合い助け合う気持ちを持つ。

　身の回りの問題を見つめ、差別や不合理を許さない考え方や行動力を持つ。



１年生・・・「人を仲良くさせる魔法の言葉」
「ふわふわことば」「ちくちくことば」について考え、言われて嬉しい言葉

言われたら嫌な言葉について親子で考え、子どもたちと言葉の持つ意味や

相手の気持ちを考える時間となりました。途中「お家の方のところにふわ

ふわ言葉を伝えにいってね」という先生の声かけで、たくさんのふわふわ

言葉が飛び交う授業となりました。

ふわふわ
ことば

(^▽^)



２年生・・・「名前の由来」
子どもの名前の由来について保護者が発表しました。

名前に込められた親の思いと誰もが愛されて産まれてきたことを知っても

らい、自分の事も友だちの事も大切にして欲しいという願いがこめられて

います。自分の名前が発表される時は照れくさそうにニコニコと聞いて、

自分の事、友だちの事を真剣に考えている姿が見えました。

あなたの
名前は…



３年生・・・「障がいのある人の気持ちを考える」
目の見えない人の気持ちになって考えようということを、親子で目隠しを

して階段の上り降りなど歩行体験をし、障がいのある人の気持ちを考える

授業をしました。どんなことで困るのか、どんなことが怖いのか親子で考

える時間となりました。

いろんな人の
気持ちに

なってみよう



４年生・・・「自己肯定感の確認」
先生に「おなかの中の私」という紙芝居を読んでいただき、班ごとに分か

れて親子で考えた「自分が産まれたとき」の文を集めて発表しました。

今までの成長を実感し、産まれてきてくれてありがとう、産んでくれてあ

りがとうと気持ちを再確認する時間となりました。久し振りに子どもが産

まれたときの事を思い出す機会になりました。

あなたと
早く

逢いたいな



５年生と６年生・・・出前授業「情報モラル」
５・６年生合同で「皆の周りにあるインターネットトラブルについて知ろう

～ネットを安全に利用するために～」という内容で講師の方にインターネッ

トの怖さや正しい使い方、トラブルに巻き込まれない方法を指導していただ

きました。子どもたちにとって身近なインターネット、これから利用するこ

とになるSNSの間違った使い方やルールを学び、友だちや自分の人権につ

いて考える時間となりました。

ネットの
マナーを
守ろう！



○こども園・小学校・中学校保護者が人権について一緒に学べる学習の場を

　作り、地域の大人として、みんなで子どもたちを育てよう。

○差別を見抜き、正しい知識にもとづいた行動ができる人間になろう。

○子どもから人権について尋ねられたとき、きちんと応じられる親になろう。

社会に出て差別にぶつかったとき
差別を乗り越えられる子どもを育てたい

そんな社会をつくりたいという願いからスタート

研修部員、育宝会の常任委員、緑陽中地区役員、みつばこども園地区役員、
東飯田地区人権同和問題推進協議会、人権担当の先生方で実行委員会を立ち
上げ、事前学習・役割分担などの準備をしています。

東飯田地区人権学習講演会

東飯田地区人権学習講演会のねらい



↓
間違った情報ではなく

正しい知識を
子どもたちに伝えることができる親でありたい

被差別部落のことは知らなくてもいいのではないかと、「寝た子を起こすな」
と言う方もいらっしゃいます。
私たち、研修部は「差別を知らない」＝「差別をしない」ことにはならない、「寝
た子は必ず起きる」ということを、この人権学習講演会で伝えたいのです。

自分の子どもに

「人権っち何？」　「同和っち何？」
と聞かれた時



前年度の講師「山本紀子先生」の腹話術を交えた講演

同和問題、部落差別とは
人によって作られた差別なので
人によって解決できるはず。

人権とは命を大切にして、友だちも大切にすること。



学ぶことで広めていける…

　　　　　　　　　　 　　　　～きっかけ～

23年前、「同和問題」についての授業時間、ずっと下を向いて授業に参加する
事ができず苦しい思いをしていた被差別部落出身のお子さんがいたそうです。
その子の親御さんがクラスの皆に、自分たちの事を知ってもらい、正しい知識
を学び、我が子に前を向いて欲しいと始まった学習会です。最初は被差別部落
出身のお子さんがいるクラスだけの学習会でしたが、同和問題は皆が学習する
べき課題とし、全学年、全クラスに広まりました。

各学級単位で行う保護者向けの人権学習

学級人権学習会



◆１年生保護者・・・同和問題を正しく学ぶ

同和問題という言葉に初めてふれる保護者も少なくありません。同和問題の入
り口として、東飯田地区で起こった部落問題をとりあげている「輝け！すべて
のいのち」の DVD を視聴し、グループに分かれて意見交換をしました。子ど
もに同和問題の事を聞かれた時、きちんと伝えられるよう、正しい知識を学ぶ事
が大切だと改めて感じた学習会でした。

◆２年生保護者・・・職業差別について学ぶ
職業差別について、担任の先生に準備をしていただいた資料をもとに、学習を
すすめていきました。以前使用されていた就職の際の応募用紙に記入していき、
その後グループに分かれ、必要のない項目を討論し発表しました。被差別部落
の方たちの活動により、人権意識が高まり、就職の際被差別部落の方を排除するよ
うな応募用紙がなくなり、現在の形に統一されたことを学びました。



◆3年生保護者・・・アパルトヘイトを通して学ぶ

南アフリカで起きたアパルトヘイト（人種隔離政策）について、どのようにし
て始まり終わったかを学習し、次にヘイトスピーチの DVD を観賞しました。
まだ日本にも人種差別が存在するのだという「気づき」のある学習会でした。

◆4年生保護者・・・障がい者の人権を学ぶ

障がい者の人権として、「ハンディキャップを持つ人も持たない人も“お互い様”
の気持ちで共に活き活きと生きていける環境をこの玖珠郡に創りたい」をテー
マに、たんぽぽの会の篠原さんを講師に招きました。障がいがあっても玖珠九
重で楽しく暮らせるように「わーくすたんぽぽ」をつくった、母としてのパワー
と行動力を持つ篠原さんの話を聞き、命を大切にし、人として偏見のない子に
育って欲しいと感じる学習会でした。



◆5年生保護者・・・子どもの人権を学ぶ

授業を通して子どもの人権を考えるというテーマで前校長の小野先生に話して
いただきました。校長先生が教師になったきっかけから、子育てについて大切
なこと、子どもへの接し方、考え方を再確認する学習会でした。

◆6年生保護者・・・ネットトラブルについて学ぶ

「ネットトラブル～子どもたちを守るために～」をテーマに小学生でもスマホ
所持率が 5 割という今、SNS に関するトラブルの内容、誤解をまねく文章を
とりあげ、ネットトラブルについて講師の方に話していただきました。ダラダ
ラと続く LINE での会話の断り方、相手を傷つけずに上手に断る方法など具体
的な例をあげ、対処方法を教えていただきました。日ごろの子どもとの会話や
ルールを決める事の大切さを学びました。



学ぶことで広めていける…

～研修部活動～
とても充実し、やりがいのある専門部ではありますが、育宝会の専門部の中で
は敷居が高く、なんか人権って難しそうと敬遠されがちです。
そこで、新旧研修部の引き継ぎ会を設け、前年度の研修部員と新年度の研修部
員で昨年度の活動の内容や自分の経験などを楽しい雰囲気の中で意見交換をし、
活動に対して不明な点や不安な要素を取り除けるよう配慮しています。また、
地域の公民館で開催される、人権学習会などにも参加して個人としての人権意
識を高め、活動に役立てています。
子どもたちの活動として、昨年、東飯田小学校は、九重町の指定を受け、「人権
の花運動」に取り組みました。この運動は、子どもたちがいろいろな花を協力
して育てることによって、生命の尊さを実感し、その中で豊かな心をはぐくみ、
優しさと思いやりの心を育てることを目的としたものです。



「知ること」・「気づくこと」

種を撒き　芽を育て　花が咲き　また種を撒く種を撒き　芽を育て　花が咲き　また種を撒く

親から子へ
そして地域へ広めていきたいと思います。

正しい知識を
子どもたちが学校で取り組んだ「人権の花」活動のように



東飯田小学校育宝会
家庭教育部の活動
東飯田小学校育宝会
家庭教育部の活動



Ⅳ. 家庭教育部

平成２８年度
部長　　　青盛　祐子
部員　　　金嶋あゆみ
部員　　　梶原　仁奈
部員　　　河野なな恵
部員　　　岡嶋　智恵
部員　　　長野みゆき

平成２9年度
部長　　　金嶋あゆみ
部員　　　太田　理恵
部員　　　衛藤　洋美
部員　　　宿利　美鈴
部員　　　青盛　祐子
部員　　　森　　智子

児童

いろいろな活動を通して「家庭」での会話、コミュニケーションをおこなう
↓

『家庭での会話を
　大切にしよう』

「子どもたち」に積極的に関わっていくことの大切さを感じる

家庭



●ノーメディアデー
　　テレビ、スマホなどのメディアを使わない日を決め
　　家族読書をし、共有の時間を過ごす

●祖父母学級での「七夕かざり作り」
　　みんなで作った、さまざまな七夕かざり、短冊をつけた
　　笹を校区内 7 か所へ展示

●朝のあいさつ運動
　　毎週金曜日の朝、元気に保護者があいさつ運動を行う



ノーメディアデー

テレビ、スマホなどのメディアを使わない日
を決め、その日に家族で同じ本での読書を、
おこない、家庭教育部で作成した3つ折りの
家族読書のしおりに、家族で話しながら、保
護者の感想、子どもの感想をそれぞれ書いて
もらい、提出してもらいました。
◆各家庭でメディアに関する目標を決め、そ
の目標を画用紙に大きく書いて自宅に掲示
する「メディアについての見直し」を行いま
した。

◇ ノーメディアデーのねらい ◇
・メディアに関する使い方、向き合い方を家庭で見直し、使い方について考える。
・取り組み期間を決め、全校の全家庭で家族読書に取り組む。

◇ ノーメディアデー活動内容 ◇
◆5/27、6/28、10/18、11/25、2/14の年5回 （中学校定期考査に合わせています）



ノーメディアデーには、学校からの宿題を少なくしてもらい、当日用のチラシを配布し、
呼びかけを行いました。その成果もあり、家族読書のしおりの提出率が96％と大変よく、
この取り組みが定着してきたことが感じられました。
「メディアについての見直し」は、取り組み状況を赤・黄・青で子どもたち自身に評価して
もらったところ、よくがんばれたとの評価の「青」が多く、大変有益であるとの結果になり
ました。親子でじっくり話し合い、目標設定をし取り組む事で、意識が高められるのでは
ないかと思います。

◇ ノーメディアデーの成果 ◇

ノーメディアに関する取り組みは、ほぼ定着してきたように思います。
今後も引き続き、メディアにふれる時間を見直す活動を続けていくべきです。
あわせて、家族読書の取り組みは、家族で同じ時間を共有することができ、しおりの提出
率も大変良いので、引き続き継続しておこないます。

◇ ノーメディアデーの反省点 ◇

家庭での会話を大切にしよう



祖父母学級での「七夕かざり作り」

①笹の展示場所への依頼
校区内の笹の設置場所（7施設）に、展示依頼の連絡を、分担し
ておこないました。
↓
②七夕かざり用の笹の切り出し
育宝会本部と共に、竹山からの笹の切り出し、体育館への設置
作業をおこないました。
↓
③かざり、道具の準備
地区ごとに分かれてかざり作りをするため、七夕飾り用の短
冊、折り紙、道具などを6か所分に分けて準備しました。

◇ 祖父母学級での「七夕かざり作り」のねらい ◇
・昔ながらの七夕かざり製作、かざりつけを通して、子どもたちが、祖父母の方、
 地域の方と交流を図る。

◇ 祖父母学級での「七夕かざり作り」活動内容 ◇



④祖父母の方と一緒に七夕のかざりつけ
多くのおじいちゃん、おばあちゃん、お家の方々と一緒にかざりつけ開始です。
まずは放送にて始めの会をおこない、昨年からの試みとして、一人2枚ずつ書いてもらう
短冊のうち、1枚は人権をテーマとした短冊書きにしました。その後、一緒に七夕のかざ
り作りをおこない体育館にてかざりつけ、全体集会をおこないました。
蒸し暑い中でしたが、多くの方々が参加してくださり一緒の時間を過ごすことで、よい活
動になりました。



朝のあいさつ運動
◇ 朝のあいさつ運動のねらい ◇

・週一回、育宝会会員と教職員が校門前に立ち、子どもたちへのあいさつをおこな
 うことで、子どもたちとのコミュニケーションを図る。

◇ 朝のあいさつ運動活動内容 ◇
・毎週金曜日の登校時間（7：45～8：15）に、育宝会全会員と教職員が交代で校門前
  に立ち、あいさつ運動をおこなう。（6月～翌年3月 ※12、1、2月は休み）



◇ 朝のあいさつ運動の成果・反省点 ◇
取り組みをおこなった後の育宝会会員からの感想では、「あいさつの声が小さいよう
だ」という意見もありましたが、継続していくことで、大きな声が出るようになり、気
持ちのいいあいさつができるようになりました。冬場には「ポケットに手を入れない
で手袋をするとよい」など、あいさつ運動に立ったからこそわかる、子どもの様子な
ども感想の中で出されていました。
気持ちのよい朝のスタートのためにも、今後も、あいさつ運動は継続させていきます。

おはようの一言で
気持ちのよい朝がスタート



東飯田小学校育宝会
厚生部の活動
東飯田小学校育宝会
厚生部の活動



Ⅴ. 厚生部

平成２８年度
部長　　　林　　容子
部員　　　甲斐美奈子
部員　　　小野　里香
部員　　　竹尾　仁宏
部員　　　土井理華子
部員　　　永楽　好美

平成２9年度
部長　　　梅木　恵美
部員　　　野中　美穂
部員　　　藤原　裕美
部員　　　小野　里香
部員　　　小川　浩司
部員　　　岩田　加奈

『子どもたちに
 気持ちよく学校生活を
 送ってほしい』

児童

地域の方

先生方 保護者



●年２回の愛校作業（校内清掃）
　　子どもたち、育宝会会員、教職員、地元の方、みんなで
　　校内清掃し、子どもたちが活動しやすい環境整備をおこなう

●バザー、体操服リユースの開催
　　育宝会会員、地域とともにリサイクルバザーをおこなう

●「すく～る ECO」の発行
　　「すく～るECO」を発行し、愛校作業、リサイクルバザー
　　などの周知を図る



年２回の愛校作業（校内清掃）
◇ 6 月 2 日　第 1 回愛校作業 ◇

【活動内容】

校舎内・体育館のガラス拭き /廊下床拭き /運動場の生垣清掃 /樹木の剪定

なかよし公園、プールの周り、運動場周りの草刈り /校舎周りの溝、水路清掃

ほぼ全出校家庭が参加し、親子セットで、地域ごとに分担し、
愛校作業をおこないました。

草刈りは、事前にお願いしていた方が、草刈り機を持参し、お

こないました。６月の愛校作業では、校舎前のグラウンドの側

溝を開け、地元消防団協力のもと、消防ホースを使い水を流し
こみながら、たまったごみや土を押し流しました。１年間、開
けてない側溝のねじは簡単にはずせないため、役員が前日の夕

方、それぞれレンチを持ち寄り、ねじをはずして回りました。

全員が協力して手際よく作業をおこない、スムーズに終わるこ
とができました。



◇ 9 月 1 日　第 2 回愛校作業 ◇
【活動内容】

運動会に備え、運動場など外をメインにした清掃 /運動場の土入れ

なかよし公園、プールの周り、運動場周りの草刈り /樹木の剪定

夏休み明けで　運動会前の愛校作業は６月の時

と異なり、外の作業が中心でした。草の生えた

校庭を中心に児童と保護者が一緒に草むしり、

草刈り、剪定をしました。事前に手袋や長そで
などの声かけをしてくれ、ほとんどの保護者の
方が親子でグランド整備をしてくれました。毎
回、草刈り機担当や溝掃除担当を各学級で事前

に決めていますが、今回は整備のための土入れ

作業も担当を決めておこないました。前日まで

に、有志の方に土をふるっていただき、きれい
な土が敷かれました。



バザー、体操服リユースの開催
11 月 19 日におこなわれた宝っ子まつり終了後にバザー、体操

服リユースを開催しました。

学校に通う家庭の保護者だけでなく、地域の方にも気軽に出品、
買い物をしていただこうと、地域の回覧板にも案内を入れ、呼
びかけました。そのおかげで、給食委員を通じ、または直接地
域の方や保護者の方が沢山の品物を届けてくれました。

洗剤、タオル、食器などの家庭用品、季節の野菜をはじめ、前

年好評でした体操服リユースなど色とりどりにそろいました。

１０円から３００円程度までの中で、なるべく沢山の人に購入

してもらえる様に、事前に意見を交わしながら作業しました。

箱に入ったままの贈答品などもバラして販売したり、途中から

半額セールを実施した結果、ほとんどの持ち寄り品を購入して
頂くことができました。昨年は21,635円の収益があり、この
収益は子どもたちが使う備品（カーテン・一輪車・バドミント
ンセット・プリンターなど）の購入に充てました。



「すく～る ECO」の発行

愛校作業、バザーのお知らせをするために「すく～る

ECO」の発行をおこない、保護者はもちろん、地域の方
にも配布しています。

◇ 厚生部活動の成果・反省点 ◇
厚生部としての活動は、年２回の愛校作業（校内清掃）とバザー開催の２本柱です。

愛校作業に関しては、毎年毎年の積み重ねにより作業の流れが定着しており、限られた時
間の中でより効率的に活動を行うことができました。おかげで子どもたちが活動しやすい
環境整備ができました。忙しい中、貴重な時間をとっていただき感謝しています。

バザーは地域の回覧板を通じて情報発信できたことで、より多くの物品を集める事ができ、

小学校出校家庭以外の方々にも、学校をより身近に感じていただけたと思います。体操服
リユースも定着し、出品数が増えたことが大きな成果だと思いました。これからも、より
地域と密着し、地域に親しまれるイベントにしていきたいです。　



東飯田小学校育宝会
広報部の活動
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広報部の活動



Ⅵ. 広報部

平成２８年度
部長　　　鍵野　初香
部員　　　小川　恵美
部員　　　酒井　晴恵
部員　　　甲斐　勝博
部員　　　松木　悦子
部員　　　後藤　百合

平成２9年度
部長　　　甲斐　勝博
部員　　　小幡奈津子
部員　　　工藤　成子
部員　　　拂川　　稔
部員　　　長野由美子
部員　　　江隈　洋子

『学校のことを
 たくさんの方々に
 知ってほしい』

児童

地域の方

先生方 保護者



●広報誌「たから」の発行
　　「たから」発行による育宝会活動の地域への情報発信を
　　おこなう

【活動内容】

 ・広報誌「たから」を年5回発行

 ・季節の行事をテーマに、リレーコラムによる1人1原稿の作成

それぞれが、テーマに沿って書いたリレーコラム



広報誌「たから」の発行から配布まで

①素材を作成します

➡➡ ➡➡

③印刷後、製本します②レイアウトをします

④地域に配布します

学校、東飯田公民館
隣保館、恵良郵便局

広報誌「たから」
第1号：入学式特集号
第2号：祖父母学級特集号
第3号：実りの秋特集号
第4号：修学旅行特集号
第5号：卒業特集号

特集記事のほかに、新１年生
の紹介や、親子レク、バレー
ボール大会などの行事紹介、
熱中症予防などの注意喚起
など、広報部みんなで考えな
がら、いろいろな記事を載
せています。



【成果】

 ・広報誌「たから」を年5回発行し、地域への情報発信ができました。
 ・手作りにより、温かみのある広報誌ができました。
 ・子どもたちの活きいきとした姿を伝えることができました。

【反省】

 ・「つい読んでしまう誌面作り」をこれからも心がけていきます。



成果と課題成果と課題



県ＰＴＡ連合会指定研究発表会研究主題

　平成２８，２９年度の二年間、大分県ＰＴＡ連合会の研究指定を受け、「地域で育てる
“宝っ子”」を研究テーマに掲げ、実践に取り組んできました。指定を受ける話があった時は、
研究発表会が校舎改修の時期と重なり、開催できるかの不安も正直ありました。しかし、引
き受けた以上は東飯田小学校育宝会の先輩方が創りあげ、現会員が引き継ぎ、実践してい
ることを県下各地から参加された皆さんにお見せし、それぞれの単位ＰＴＡ活動の今後の
参考に少しでもなればという思いで実践を進めてきました。
  発表会に向けて何か特別な取組を新たに設けたわけではありません。これまでも、『地域
とともに伸びる学校』というスローガンを掲げて、人権を主軸に育宝会活動をおこなって
きました。この二年間の指定研究により、「地域」「保護者」「学校」との協働で子どもたちを
育てていくという思いがより強くなってきました。
   以下、この二年間を振り返り、成果と課題をまとめます。

地域で育てる“宝っ子”
～教育の風は『東』から～



Ⅰ. 成果
○実行委員や役員だけでなく、一般会員もこの発表会に向けて協力を惜しまず、育宝会全
　員で取り組めたことが何よりも大きな成果でした。
　会員同士の横のつながりが深まりました。
○地域と子どもたち、地域と育宝会のかかわりを見直すよい機会ととらえ、地域を含めて
　子どもたちを育てていくことの大切さの再確認ができました。
○これまでずっと中心に据え取り組んできた人権学習を見つめ直し、ファミリー学級や東
　飯田地区人権学習講演会などの取組をより深めていこうとするきっかけになりました。                   

〈県Ｐ指定研実行委員会〉 〈東飯田地区人権学習講演会〉



Ⅱ. 課題
◇この指定を発表会だけに終わらせることなく、今後もさらに育宝会活動を発展・深化さ
　せていくことが大切です。
◇地域との関わりの中で子どもたちを育てていく視点をもとに、まだできることはない  
　か、サポートしてもらえる地域人材は他にいないかなどの論議と行動をしていかねば  
　なりません。
◇九重町さらには玖珠郡の単位ＰＴＡとの連携をより深め、それぞれのＰＴＡ活動のよい
　ところを交流し、自分たちの活動に取り入れていこうと考えます。
◇私たち保護者が今回の発表を糧に、育宝会のスローガン「教育の風は『東』から～地域と
　もに伸びる学校～」の確かな実現に向けて、今後も主体的に取り組んでいこうと意を新
　たにしました。

　九重町は「ここのえ学園基本計画」で、町内のこども園・小学校・中学校・各地区公民館を
一つの学園ととらえ、学校・家庭・地域が一体となった教育を推進しています。町がめざす
子ども像は『グローバルに考え、ローカルに行動できる子ども～日本一の田舎づくりを担
う子どもの育成～』です。
　私たち育宝会も、学校に通う子どもたちを地域の“宝”と考え、学校・家庭・地域が一体と
なり、故郷九重を誇りに思う子どもたちを育てていきたいという一心でこれまで活動をお
こなってきました。そしてこれからも、この二年間の活動を胸に子どもたちを育んでいこ
うと考えます。


