４

特色あるＰＴＡ活動（自由記述）

小学校
東部
参
加
型
研
修

ワークショップ

中部
子育てに関する悩みをグチってみよう

西部
いじめ問題に関するケーススタディー学習会

救急救命講習会

ワークショップ

入学をお祝いする会

みんなで学ぼう楽しい手話

「子育て親育ちプログラム」

「子育て親育ちプログラム」

アサーショントレーニング

救急救命講習会

ワークショップ

「子育て親育ちプログラム」

救急救命講習会
手話学習会

朝食調べ

登校１時間前起床の推進

早起き大作戦

年２回生活習慣カードによる点検、実態把握、見直 早起き６３０運動（早寝、早起き、朝ご飯３品目）
しをし、よい人を表彰

学期に１回ずつ「がんばるウィーク」という生活習慣
の見直し・定着を図る取組を実施

早寝早起き、3点固定、メディアについて

歯磨きの推進

早寝、早起き、朝飯前活動の取り組み

家族だんらんデー（メディアの時間を減らす、家族 早寝・早起き・朝ごはん啓発活動と実態調査
のだんらんを増やす）

健康にいいおやつ「かみかみおやつ」の斡旋販売。
（年２回）

歯磨きがんばりカードの取組

人権教育についての講演会で、学習習慣の大切さ
について学習

朝食調べ、ノーテレビデー

地域の子どもに関する団体と共催して「朝ごはんを あいさつ運動、 ラジオ体操当番
食べる」ことに特化した取り組み

元気っ子キャンペーン（早寝、早起き、ノーテレビ、
ノーメディアを家庭で実施する取組）

夏休みの基本的生活習慣調べ（箸の持ち方、食事 「あいさつつながり隊」と称し、通学路での子どもへ 「子どもたちの基本的生活習慣確率のための緊急
中の姿勢、靴そろえ、片付け、手伝い、挨拶・返 の声かけ、見守り
アピール」の配布及びPTA拡大常任委員による啓
事、ゲームなどのルール、ノーメディアの実施）
発
朝食摂取、歯磨きチェック、早寝早起きの推進

「いきいき○っ子ウイーク」（アンケート）実施

お手伝いをすることを呼びかけ、年２回アンケート 健康貯金の実施（学期１回）
を実施して、広報紙掲載
基
本
的
生
活
習
慣
に
関
す
る
活
動

生活習慣アンケート調査
学校とタイアップして保護者へ啓発する，子どもの
生活を記録する活動

毎月8のつく日はやずっこの日。あいさつ、ノーメ
ディア等の基本的生活習慣の定着を図る

児童育成部による「生活習慣アンケート」の実施と 「早寝・早起き・朝ご飯・朝うんち」の定着
分析結果の公表

○っ子健康プラン

生活Ｑアップ運動

ｱｯﾄ ﾎｰﾑﾃﾞｰ ﾌｧﾐｰ週間、すこやか家族会議

アットホーム週間（７月）、アットホーム月間（１１月） 歯みがき点検
の設定、推進

各家庭で、毎月１０日間の目標を決めて実践する
「家族みんなでがんばろう１０日間」の取組

生活みなおし隊（生活部）

冬休み親子歯みがき大作戦

目きらきらキャンペーン 年３回

子ども生活アンケート実施
学校医、学校歯科医、学校薬剤師、栄養教諭を指
導助言に招き、全保護者対象の拡大学校保健委
員会を行った。食生活や児童の健康面に関して関
心や理解を深めた

朝食づくり
学校保健会で「自主自立、明日しっかりがんばれ
るよう、生活習慣を整えよう（親は支援しよう）」とい
うテーマを決め、各家庭で早寝早起きの習慣を身
につけるよう啓発

生活リズム向上週間 生活リズムがんばりカード
学期に1回いきいきキャンペーンと題して1週間早
寝早起き朝ご飯等のアンケートを実施。その後児
童と保護者が感想を書いてそれを集計

親子での生活習慣調べ

夏休みや冬休みの「元気っこカレンダー」で、規則
正しい生活習慣の形成を促す

年２回生活習慣カードによる点検、実態把握、見直
しをし、よい人を表彰

生活目標を決め各家庭で一週間、親子で取り組む

母親委員会が中心に基本的生活習慣調べ「ハッ
ピー○っ子」の実施
栄養教諭による朝食をとることの大切さについての
講演
年間を通して「いきいきキャンペーン」を実施
「早寝、早起き、朝ご飯」を通年で実施。強化週間
には、頑張りカードでチェック。のぼり旗の作成、子
どもがキャラクターの被り物をして朝のあいさつ運
動でPR。校区運動会のＰＴＡ種目もキャラクターが
参加して保護者にPRする。連合会主催のバレー、
卓球大会では、保護者がキャラクターの被り物をし
て他校へもPR

中学校区で統一してノーメディアデーを設ける
中学校区での共通ルール作りと啓発チラシの作
成・配布
ゲーム、携帯電話等の利用についての研修

教育を考える会「メディアとの関わり方」
児童育成部による夏休み中の「ノーメディアの取
組」の奨励
「メディァとの接し方」保護者対象の学習会

「ノー・メディア」の取り組み
ケータイ・スマホに関する緊急アピール
生活習慣アンケート調査

ノーメディアを推進、保護者啓発のためのポスター ゲーム機・携帯電話・スマホ等から子どもたちを守 大人のためのメディア研修会
作成
るために
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
活
動

ノーメディアデーの取組。家庭ごとで話し合った目 中学校区保・小・中が連携して一定期間ノーテレビ 「家庭学習、生活がんばり週間」のがんばりカード
標について、毎月、各家庭で自己点検をする。その チャレンジに取り組む。毎月１０日をノーテレビチャ に、メディアについての項目を盛り込んで、啓発
結果、よく頑張った児童を教育の会が参観日に表 レンジデーとして取り組む
彰
生活みなおし隊（生活部）

ノーテレビデー

ファミリータイム

ノーテレビデー（ほっこら家族会議）

児童とメディアの接し方講演会

県ＰＴＡ活動等で実施される研修会へ会員派遣

12月から3月にかけて、「メディア対策キャンペー 講演会「ネットで今、なにが起きているのか～ゲー 講演会の実施「ネットで何がおきているのかー鳥取
ン」として、保護者対象の講演会と話し合い、子ど ム・スマホで子どもが壊れる前に～」を開催
県小学生の実態と情報教育についてー 」「メディア
も同士の話し合い、家族での話し合いなど、集中
との上手なつきあい方」「知っていますか？何でも
的に取り組み、メディアに対する正しい関わり方を
ありのインターネット」「ゲーム機とこどもの健康問
親子で進める
題について」
家庭生活のきまりの中に、テレビ・ゲームの視聴時
間を決め、実態把握をしている

メディアとの接触について記録する活動や，その集
計を使って啓発する活動

やずっ子の日に、「テレビ・ゲームを減らそう」を実
践する
ゲーム、インターネット使用時のきまりを各家庭で
きめる
親子で楽しむ読書・読みきかせの研修会

読み聞かせボランティア

毎月１回 読み聞かせ活動（学級毎）

読書集会に本の読み聞かせや創作劇の紹介
読 読み聞かせボランティアによる読み聞かせとパネ
書 ルシアター、ブラックシアターの実施
活
動 毎年ＰＴＡ会費から図書を寄贈したり、本の管理の
に ためのＰＣを支給

親子人権絵本の読み聞かせ
家族読書

ファミリー読書
読書まつり（児童集会）に協力、絵本の読み聞かせ

関
す
る
活
動

親子ファミリー読書

親子読書、学年輪読

親子読書（うちどくリレー）

親子輪読会

子
ど
も
の
安
全
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
活
動

学期１回の親子読書、PTA人権・同和教育推進部 家庭で音読の実施状況を毎日記録する音読カード
主催の輪読

親子で聞く昔話
月1回のよみきかせ、年1回のわくわくおはなしの会
（大型絵本を使ったよみきかせ、ブラックパネルシ
アター上演など）を実施
スクールガイドボランティアの運営、校区の巡回

校外パトロール（中学校区の取組）

交通立ち番（朝の登校見守り）、夕方の児童見守り
隊
新入生下校サポート

安全パトロール

街頭指導・車による安全指導

朝の交通安全立当番(毎日14か所）
月2回、交通安全現地指導

春の集団下校、通学路点検
中学校区合同防犯パトロール
自転車安全教室、自転車乗り方教室、自転車点検 「交通安全えがおの会」と連携した、通学路での安
全管理

下校時の見回りパトロール、合同パトロールによる 夏休みプール開放によるプール監視当番、水難救 校区内の団体（小・中学校、少年指導委員、公民
集団下校の引率
助法・救急法講習会
館、民生委員など）が徒歩で校区パトロールを実
施（年2回）
登下校の見守り(ウォッチングボランティア)
交通安全教室への参加

安全パトロール
交通安全運動期間中の交通立ち番の実施

ＡＥＤの使用に関する講習会
子どもかけこみ１１０番の家の確認（地図づくり）

「放課後子ども見守り隊」・ＰＴＡ生活部が中心と
なって登下校の見守り

水難救助法研修（保護者が２年に１回必ず受講し かけ込み１１０番協力拠点増加の推進、不審者情
証明書を取得）
報等の共有メール

パトロールカーによるる防犯パトロール
交通安全だよりの発行

除雪、雪道の点検と歩道確保
安全マップづくり
校内の山手にマムシが出るため、草刈り奉仕作業 ＰＴＡ広報紙で、子どもの安全を特集記事として掲
を３回実施
載

警察や交通指導員を招聘した、自転車教室

危険箇所調査、危険箇所マップ作り

交通安全講習会

ストップマークの設置、点検
安全マップ作成

親子自転車教室
救命救急法講習会、登校時の街頭指導

長期休業中に各地域で自転車教室を実施
プール監視講習会

ストップマーク描き

心肺蘇生法講習会、AED講習
親子で水難救助救急法講習会
学年別登山遠足の前に、登山道を整備

不審者対応研修

O
B
の
参
加
す
る
活
動

保
護
者
同
士
の
交
流
の
機
会

ＰＴＡバザーへの出店
プール掃除、奉仕活動への参加

除雪作業

わらび採り遠足
PTAバザールに出品

地域の「子育て支援委員会」の中にオブザーバー
的役割で参加してもらい行事を運営

学習発表会の日に行われるＰＴＡ主催のイベント
で、焼きそばなどの出店

ＰＴＡ総会や参観日、講演会に希望者の託児活動
（小１～小３）
スキー教室参加
朝の読み聞かせ活動
環境整備、伝統行事の開催
田植え・稲刈り等の活動

もちつき等の米づくり活動、そば打ち
昔遊び、餅つき等、地域の方も含めた交流活動
おやじの会
夏休み中にある、チャレンジ体験隊など

各学年で座談会を開催し、保護者の交流の場とし
ている
夏の懇親会、忘年会または、新年会
学年スポーツ大会開催後の茶話会
運動会、スポーツ大会後の懇親会
学年懇親会
歓送迎会、懇親会
七夕集会
春のＰＴＡ総会の後の教職員を含めた懇親会、全
校親子交流会の後の食事会、登山道整備後の懇
親会、学年単位の親子会での懇親会
学年ごとに担任と保護者による茶話会を実施。費
用は、教育振興会会計で予算化

年末等の懇親会を開催し、親睦を深める

３学期に参観日の学級懇談会を使って茶話会を行
う
給食試食会
夏休み中に行う「語ろう会」という茶話会
歓送迎会、あたご文化祭参加
学級部による学年単位での茶話会の実施
ＰＴＡふれあい懇親会の開催
PTA合同反省会
女子会
ビデオ上映会兼茶話会
学年単位の懇親会
学年懇談会
活性化事業（親と教員の懇親会）
レクリレーション後の懇親会（全校対象）
学年親子会、行事後の懇親会、役員引き継ぎ会 母親委員会主催の「おしゃべり会」を開き、保護者
同士の交流を図ると共に、養護教諭も交えて健康
の話題も提供して啓発
料理教室、慰労会での懇親会（郡Ｐバレー、町Ｐバ
レー、運動会、学習発表会）
バーベキュー
餅つき大会

その他
特色あ
る活動

芝生の管理
学校へ泊まろう
炭焼き体験

中学校
基本的生活習慣に関する活動

保護者同士の交流の機会

あいさつ運動

各学年ごとの懇親会、各部会ごとの懇親会、PTA行事後の懇親会

ノーメディアデーの取り組み

各学年で「学年を語る会」を設け茶話会、茶話会形式での学級懇談会

中学校区合同学校保健委員会（保幼小中高）

４月末の茶話会

チラシによる広報

スポーツ大会のあとでの懇親会

総務部が中心に，学校とタイアップして家庭学習強化月間の実施

各学年毎に実施、学校の様子紹介・保護者同士悩みの情報交換

育成部による親子食育教室 生活状況アンケートの実施

ＰＴＡ総会 ソフトバレー大会、学校内での保護者参加の奉仕活動

ノーメディアウィークの設定

町Ｐ、郡Ｐスポーツ大会

目きらきらキャンペーン（起床・就寝時間見直し）

各学年PTA懇親会の開催

生徒が考えた簡単朝ご飯レシピ集作成、朝の会でのエプロンシアター実施 学年別で生徒の活動の様子を見ながら語る
「凡事徹底」（挨拶、返事、履物揃え、時間励行、立腰）の取り組み

子育て懇話会(ＯＢ会員を招いて)

母親委員会を中心を中心とした調査実施及び結果分析、広報、呼びかけ

学年懇談会
地区対抗球技大会

メディアに関する活動

保護者啓発講演会「ラインやメディアに関する関わり方」、「ＳＮＳ（スマートホ 執行部役員による親睦会、各学年単位による親睦会、各専門部による年度
ン）の危険性」、「ケータイ安全教室」 ～子どもたちを取り巻く最先端のケー 末反省会
タイ事情について 家庭でできるトラブル対策～
ケータイ・スマホに関するアピール文の配布、新入生説明会での親子で聞く 各学年ごとに、先生が作成した生徒の活動記録を見、その後クラスごとに分
「ネット社会の利便性と危険性」に関する講演会
かれて各家庭、学校生活などの情報交換をしている
ノーメディアデー、ノーメディアウィークの実施

各学級や学年単位で行うお楽しみ会

アピールチラシの全家庭配布

PTA球技大会の後の慰労会は保護者と教職員が全校で行っている

保護者向けアンケートを実施し、学校ホームページに掲載
町ＰＴＡ連絡協議会を主体とする校区合同調査

各学年とも年間２回以上行い，学年内の情報交換を行っている

子どもの安全を守ることに関する活動

育成部による月１回のノーメディアデイの実施・調査 ２１時以降のＳＮＳの使 校区内パトロール
用自粛についての総会決議
地域や保護司と小学校の保護者と一緒に合同研修会の実施

登校時の街頭指導、下校パトロールボランティア

執行部だよりでの啓発、文化祭でのＰＴＡ演目で生徒への呼びかけ、西伯郡 声かけパトロール
ＰＴＡ連絡協議会からのアピール文書配布
メディア（ケータイ、スマホ等）についての保護者アンケートと啓発

安全マップの作成、安全教室

ニコニコ家族会議（メディアコントロール週間）

ＰＴＡあいさつ運動

目きらきらキャンペーン（ノーメディア週間）

登校指導、下校指導（交通安全指導を含む）
通学路点検・見守り隊

ＯＢの参加する活動
学校支援ボランティアの声掛けによる環境整備活動

校区危険箇所点検。夏休み前ＰＴＡ懇談での情報共有

北辰会と称した、歴代OB執行部、教職員と現役執行部との交流会
各地区における声かけパトロール、朝のあいさつ運動

ＰＴＡ予算で生徒へタスキ配布
地域ごとの交通安全教室、交通指導

PTA研修会へのアドバイザーとしての参加

通学パトロール（年２回）

ＰＴＡ合唱、文化祭池ノ端合唱、
ＯＢ会の記念植樹

地区内有害環境施設の点検と環境整備
通学路などを中心とした危険個所マップの作成・配布

愛校作業及び懇親会

夏休み夜間パトロール、夏祭り夜間パトロール、花火大会パトロール

文化祭時に食堂を開設、中庭整備等校舎内外の整備
顧問が運営委員会に参加

朝読での読み聞かせボランティア

歓送迎会

チラシによる広報

豚汁ＤＡＹ

人権・同和教育部による絵本の輪読

昨年組織を立ち上げたばかり

読書活動に関する活動

特別支援学校
基本的生活習慣に関する活動

保護者同士の交流の機会

茶話会（悩みや疑問点について出し合い､話し合う）

茶話会

子どもの服薬について、子どもの寝具について、家庭や学校で困っているこ 「ワイガヤ茶話会」と称してＯＢ保護者に保護者が体験談を聞いたり、意見交
とについて、など
換をする
文化講座

保護者手話学習会と合わせての茶話会

国際理解「台湾をもっと知ろう」

ＰＴＡ総会の日に弁当による昼食会を各学部毎にもち、会員同士の懇親の場
としている
他校との交流

メディアに関する活動
携帯電話等の現状と課題

PTA親睦会（焼き肉）、PTA親睦会（球技大会）
４月参観日における全校レクリエーション

OBの参加する活動

「白兎まつり」におやじの会（現在の父親のＰＴＡ会員とＯＢ）のバザーを実
参観日の昼食時を活用して、会員相互の交流の機会を設けている。『ほっと
施。読み聞かせ等ボランティア「うさこちゃん」のメンバーとしてＯＢの方の参 カフェ』
加もある
OBの話を聞く会
読書活動に関する活動
毎年ではないが、「先輩保護者に学ぶ」などの研修会を行うこともある

保護者有志による図書ボランティア（読み聞かせ、パネルシアター、オペレッ
タ等）

卒業生の保護者と語る会
進路に関する体験談を聞く機会をもつ

その他特色ある活動
ハローワークで研修

高等学校
基本的生活習慣に関する活動

保護者同士の交流の機会

あいさつ運動
「最寄駅周辺での街頭指導」「列車マナー乗車指導」
高校生マナーアップさわやか運動(あいさつ運動)
「高校生の生活について考える研修会」
登校状況視察、登校指導

人権教育部での学習会、健康・生活部会研修会
人権教育保護者・教職員合同研修会
「人権教育研修フィールドワーク・・・県内外の人権施設訪問研修」
進路研修会（H25鳥取短期大学、H26山田養蜂場）
大学訪問(約40名が参加。日帰りできる範囲の近畿・中国地方の国立大学を
訪問している。今年度は岡山大学を訪問)

あいさつ１１運動

年２回ＰＴＡ研修会を実施、 本校職員が講師でソーセージ・豆腐作り、クリ
スマスリース・リース、 門松作りなどを体験

生徒、保護者、教員の意見交換会
ふれあい運動(朝の挨拶、遅刻防止、服装・マナー指導)
交通安全・地域パトロール・校外パトロール

保護者大学見学研修

メディアに関する活動
生徒会主催による携帯電話・インターネットマナー向上のための講演会（新
入生及びその保護者対象）
講演会（テーマは、インターネットでの現状と問題、スマートフォンの安全な
使い方など）
携帯スマホの適切な使用についてPTAと連携し生徒へ呼びかける
携帯スマホ・インターネット教育研修会

OBの参加する活動
学校祭におけるＰＴＡ合唱
鳥商デパートＰＴＡ屋台参加協力
有志ＯＢによる学年ＰＴＡ研修会（体験活動）への参加

学校祭参加（豚汁、焼き芋提供）
学校祭における焼きそば作り、体育祭におけるジュース販売、ガーデニング
教室 等
企業見学研修会
人権教育部「しゃべらいや会」 研修指導部「教職員・保護者ボーリング大
会」 「企業・大学等見学会」 国際交流部「外国料理教室」「外国文化理解講
習会」
人権教育推進委員会公開講演会（「障害福祉の父」糸賀一雄生誕記念に寄
せて 講師：神戸大学大学院 渡部昭男教授）
食育
人権コント
PTA交流ソフトバレーボール大会、学校祭でのもちつき
科別、クラス別懇談会
各学年ＰＴＡ・専門部での茶話会
研修委員会が中心となり、ドキュメンタリー映画上映会後、茶話会による保
護者同士の交流を図った

ＨＰ運営委員会（ＯＢ会員の方にも顧問として参加していただき、技術面のサ 強歩大会ボランティア活動、鳥商デパートＰＴＡ屋台出店、各学年毎の学年
ポートを受けている)
ＰＴＡ
学校祭でバザーを出店（売り上げの一部を部活後援会へ寄付）焼きそば作
り、ガーデニング教室 等
研修旅行
千人鍋

クラスごとの教員と保護者との懇親会

レクリエーション交流会（キンボール）
クラス懇親会の実施
年２回、保護者と教職員の情報交換会を実施
その他の特色ある活動
近隣高校同士のＰＴＡとの交流会（ソフトバレーボール大会）
イルミネーションの設置･点灯
ＰＴＡ「若鳥丸」体験航海（Ｈ２５）
校外活動：中海一周ナイトウォークへの協力・支援
強歩当日に保護者調理の豚汁と果物を生徒に提供。前日準備、当日支援と 各専門部会。各部合同年度末反省会
多くの保護者に参加協力頂いている
子育て懇話会

