生き る力を育 てるＰ ＴＡ活動
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本校は、 関越自動車道沼 田ＩＣの東南部 、沼田台地の河 岸段丘下部に あり、背後には 美
しい岩山 、前面には片品 川を有する風光 明媚な地域に位 置しています。 かつては純農 村地
帯でした が、現在はサラ リーマン家庭が 大部分を占め、 急激に都市化が 進み徐々に児 童数
も増加し ています。本年 度は児童数３１ ９名、ＰＴＡ会 員数は２５０名 です。保護者 の教
育に対す る関心は高く、 子どもと共に活 動するＰＴＡ行 事や学校行事に は積極的に協 力し
ています 。特に、文科省 人権教育研究校 指定２年目にあ たり、学校・家 庭・地域あげ て、
「互いに 認め合い、共に 生きる子どもの 育成」をめざし 、人権教育の充 実に取り組ん でお
り、子ど もたち一人一人 を認め、互いに 協力し合い、命 を大事にし共に 生きていく力 を育
てるため に、学校とＰＴ Ａが一体になっ た活動を継続し ています。

１

昨年 度から本年度に かけてのＰＴＡ 活動の主な内容 は次の通りです 。

( 1 )今年度 日曜参観で「 いのちを育む講 座」講演会を親 子で一緒に聴き ました。
( 2 )社会体 育など地域で 活躍する場合の 熱中症の対応や プール開放にお ける子どもを守 る
ために「 心肺蘇生法普通 救命講習会」を 実施し、６０名 ほどが修了証 を頂きました。
( 3 )地域を 理解し、地域 の未来を考える ため、また、こ れからの生活で なくてはならな い
道具であ る「包丁」が使 えるように「リ ンゴの皮むき大 会」の活動を 支援しました。
( 4 )生涯を 心豊かに生き るための導入と して、「読み聞 かせ」を実践し ています。
( 5 )子ども の安全を確保 するため、朝の 交通安全指導、 「パトロール中 」の車載カード を
作成して 街頭パトロール 等で活用、ＰＴ Ａ会長名で「こ ども安全協力 の家」を指定し 協
力を依頼 （１７年５月現 在３８軒指定） しました。

２

命を 育む講演会
「命」と は、人間にとっ てかけがいのな いものです。児 童に自分の「 命」や「命その も

の」につ いて考えさせ、 自分自身をかけ がいのない存在 として意識させ ることは人権 教育
を進める 上で重要な学習 であると考えま す。今年度の日 曜参観では、県 の助産師を外 部講
師として 招き、３年生以 上を対象に親子 で「命を育む授 業」を行いまし た。多くの保 護者
が参加し てくれました。
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【児童の 感想】
『私は命 を育む講座をき いて、命は本当 に大切なんだな と思いました。 お腹の中の赤 ちゃ
んは小さ くてもきちんと 生きているんだ と思いました。 私は胎児人形を 抱いてみて、 ３ヶ
月の赤ち ゃんはかなり軽 いだろうなと思 ったけど、意外 に重くてびっく りしました。 ５ヶ
月も重く てびっくりしま した。生まれた ばかりの赤ちゃ んは、予想以上 に重くて落と しそ
うになっ たけれど何とか 大丈夫でした。 私は、今以上に 命や家族、友達 を大切にしな いと
いけない なと思いました 。助産師さん、 ありがとうござ いました。』（ ５年

女子）

『ぼくは おなかの中から でてきたときは はじめて息をす ると思いました 。でも本当は おな
かの中 でも息をする ことがわかり ました。ぼく がおなかの中に いたころは 10 か月 ぐらい
で重く なった そうです 。ぼくは だいてみ て「すご く重い !!」 と思い ました。 でも三ヶ 月目
の赤ちゃ んはとても小さ くて米つぶぐら いの大きさでと てもかるかった です。ぼくは さい
ごに先生 からこういうこ とを教えてもら いました。「生 きているだけで 100 点まん 点」。
とても楽 しかったです。 』（３年

男子 ）

【保護者 の感想】
『見てい て何度も涙が出 そうになりまし た。「生きてい るだけで１００ 点満点」とい う言
葉も前に 聞いたことがあ りましたが、こ うして聞くとま た、深みのある 言葉だと思い まし
た。見て 、体験して、子 どもたちが感じ るものが多かっ たと思います。 とてもよかっ たで
す。これ からも是非続け ていって欲しい と思いました。 ありがとうござ いました。』
『一人に 一つしかない命 を大切にする。 自分の命も他人 の命も大切にす る。自分の命 も他
人の命も 同じように大切 だと言うことを 、この講座を聴 いた人たち全員 が感じられて 良か
ったと思 いました。』
『・・・ みんなに祝福し てもらって生ま れてきたことを 子どもに伝えて いきたいと思 いま
す。世界 にたった一つだ けの大切な命、 これからも大切 にして欲しいと 願っています 。』

３

バリ アフリートーク ＆コンサート
児童に障 害のある人たち に親しみを感じ るだけでなく、 プロとしての すごさ、音楽に 対

する真摯 な姿勢に触れ、 障害のある人た ちのがんばりや 、すばらしさを 感じ取って欲 しい
と考え、 バリアフリート ーク＆コンサー トを開催し、す ばらしい演奏と トークを聴か せて
いただき ました。ＰＴＡ としても全面協 力し、多くの保 護者に参加して もらい、資金 援助
もしてい ただきました。 演奏会の内容は 、歌曲「オオソ レミオ」「宝石 の歌」や盲導 犬オ
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ナーの話 など、フルート 演奏「メロディ 」「きらきら星 変奏曲」など、 講話「点字付 きト
ランプや 音声の出る携帯 電話、折りたた み式白杖など、 視覚障害者たち の強い味方に つい
て楽しい トークで紹介」 など、プロの演 奏と歌、人権に 関わる講話など 、児童も保護 者も
教職員も 、感動と温かい 心の広がるひと ときでした。
【児童の 感想】
『ソプラ ノ歌手はびっく りするほど声が 高いし、もうど う犬オナーはち ゃんとめいれ いを
きいてそ のしじにしたが って「えらいな ぁ」と思いまし た。あとフルー トをえんそう した
かたは、 目が不自由なの に、ものすごく 手さばきが早く 、ちゃんとどこ をおすとどん な音
がでるの か分かっていて すごくよかった です。』『・・ ・そしてフルー トをえんそう した
かたがト ランプでカード を当てるマジッ クをしてくれま した。ぼくは「 目が不自由だ から
大変かな ぁ」と思ったけ ど、みごとに当 てました。それ はトランプに点 字が付いてい て、
点字をよ んで当てたと言 うので、ぼくは 「なるほどなぁ 」と思いました 。えんそうし てい
る時の二 人のかおは、本 とうにしんけん でした。』
視覚障害 を持つ方たちと 言っても、その 障害を乗り越え たすばらしい 名演奏家でした 。
これほど の見事な音楽会 に、学校の体育 館というごく身 近な場所で接す ることができ る機
会を得、 障害を自分たち の工夫や努力で 乗り越え、プロ の演奏家として 立派に活躍し てい
る姿を目 の当たりにし、 児童はもちろん 、わたしたち大 人の方が学ばさ れることが大 きか
ったよう に思います。

４

ふる さと体験学習（ リンゴの皮むき 大会）
(1)

日

時

平成 1 ７ 年１１月１５日

（金）２校 時〜５校時

(2)

場

所

利南東 小学校一階多目 的

ホール

( 3)

参加 者

５，６ 年児童

ＰＴＡ 本

部役員 、５・６ 年母親 委員、学 校職員

この活動 は、昭和６２年 に「リンゴの皮 むき大会」とし てＰＴＡ主催 で行われました 。
その後、 しばらく空白の 期間がありまし たが、９年前か ら、６年生が中 心となり、学 級活
動の時間 や、総合的な学 習の時間を使っ て取り組んでき ました。平成１ ３年度からは 、再
度ＰＴＡ と連携する形で 、地域と連携し 、本学区の名産 品であるリンゴ に対して興味 ・関
心を持た せること、また 、家庭科の包丁 等の刃物の扱い に慣れ、今後も 安全に利用す るよ
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うに意欲 を喚起すること 、３年生の総合 的な学習の時間 『リンゴのひみ つをさぐろう 』の
発展的学 習に位置づけ、 深化させること をねらいとして 実施しました。
ＰＴＡの 役割は「模範演 技」「包丁のあ て方の指導」「 むき方のこつ 指導」「長さの 計
測」「審 判」「安全管理 」などです。リ ンゴ１５０個ほ どの費用はＰＴ Ａから出して いた
だきまし た。
はじめに 、ＰＴＡ母親委 員の模範演技を しました。子ど もたちは、す るするとつなが っ
てくるリ ンゴの皮に感嘆 の声をあげてい ました。次に、 包丁の当て方、 皮のむき方指 導を
しました 。１時間に一ク ラスの子どもた ちが４〜５人ず つ皮をむきます 。切れたとき はそ
こからま たむき始め、一 番長い皮の長さ を測定します。 各クラスの中で 、皮の長さが 最長
の子ども をクラス・チャ ンピオンとし、 大会に参加した 全クラスの中で 最長の子ども をグ
ランド・ チャンピオンと しました。なか なか模範演技の ようにはいきま せんでしたが 、ど
の子も真 剣に取り組み、 自分でむいたリ ンゴをおいしそ うに食べていま した。
【児童の 感想】
『「包丁 の刃は、下向き にするんだよ。 」とＰＴＡのお 母さんがアドバ イスをしてく れま
した。で も、自分でやる と思うようにむ けません。８０ ㎝くらいいった ら、ポロッと 切れ
てしまい ました。でも８ ０㎝くらいまで いったからよか ったです。自分 でむいたリン ゴは
とっても おいしかったで す。』

５

学校 朝礼での講演

歴代ＰＴ Ａ本部役員のキ ャリア講話

キャリア 教育の一環とし て学校朝礼で地 域の方々の講話 を行っていま すが、今年は歴 代
ＰＴＡ会 長さんに１０分 間程度のお話を して頂きました 。
６月２６ 日

１７年度会 長

主な内容 『歯科医師とし て歯の大切さと 健康についてク

イズ形式 で楽しくわかり やすくお話しい ただいた。』
７月１１ 日

１６年度会 長

主な内容 『病院の検査技 師として、顕微 鏡を通してみた

健康の大 切さについて、 具体物を通して お話しいただい た。』
１０月３ １日

１５年度 会長

主な内容 『りんご園を経 営する中で、 リンゴの仕組み と

育て方の 工夫など、パネ ルを活用してわ かりやすく説明 していただいた 。』
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１１月２ ８日

１４年度 会長

主な内容 『学生時代から 活躍したウエ ートリフティン グ

との出会 いとその活動を 通して学んだこ とを熱っぽく語 っていただいた 。』

６

まと め
ＰＴＡは 、子どもの幸せ を願って、親と 教師が相互に援 助・協力しあ う関係を作り上 げ

ていくも のなのだという ことを、子ども と共に行動した り、地域の方々 と関わって活 動し
てい く中 で理 解す るこ とが でき まし た。 昨年 度か ら今年 度に かけ て人 権教 育研究 校と し
て、子ど もたちが互いに 認め合い、思い やりの心を持っ て共に助け合っ て生きていけ るよ
うＰＴＡ としても協力し てきました。ま た、子どもたち の安全対策とし て、車載用カ ード
「パトロ ール中」の活用 、「こども安全 協力の家」の指 定、不審者対応 避難訓練への ＰＴ
Ａ本部役 員の協力、交通 安全教室への補 導部の協力など 、安全対策にも 力を入れてき まし
た。 仕事 をし なが ら、 ＰＴ Ａと して 、多 くの 時間 を活動 のた めに 生み 出す のは大 変で す
が、得る ものも多く、貴 重な体験になっ ています。
今、子ど もたちの安全が 脅かされ、安心 して生活できる 環境を維持し 、守っていかな け
ればなり ません。私も含 めて、保護者全 員が一体となっ てＰＴＡ活動を 盛り上げ、子 ども
たちの幸 せを守り、生き る力を育ててい くことがさらに 重要性を増して いると思いま す。
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