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２ 回目のWEB開催となった今回の研修会は母親代表研修会から名称変更をし、
全PTA会員が研修を受けられるようにしてから初めての試みでした。演題は、「今
後の社会変化に対応できる子育て」ということで、講師に横浜創英中学・高等学
校校長 工藤勇一先生をお迎えして、広島県PTA連合会理事 ４ 名が対談するとい
う方式にて行いました。

　工藤先生には、現代では、自己決定する力＝自分で解決する力・対話する力
＝いろんなジレンマを解決する力が求められる子どもたち、そしてそれを支える
親や学校にとって大切なこと、またPTAの今後の活動についてとっても貴重なお
話をしていただきました。

～講師プロフィール～
【略歴】
　学校法人堀井学園　横浜創英中学・高等学校　校長（２0２0年 ４ 月から現職）
　東京理科大学理学部応用数学科卒業、公立学校教員、東京都教育委員会
　新宿区教育委員会教育指導課長、千代田区麹町中学校校長（２01４年 ４ 月〜２0２0年 ３ 月）
　内閣官房　教育再生実行会議委員（２018年 8 月〜２0２1年 8 月）
　内閣府　規制改革推進会議専門委員（２0２1年 8 月〜）
　経済産業省　産業構造審議会臨時委員　（２0２1年 ６ 月）
【主な著書】
　●学校の「当たり前」をやめた。―生徒も教師も変わる！（時事通信社）
　●麹町中学校の型破り校長　非常識な教え（SB新書）
　●麹町中学校長が教える　子どもが生きる力をつけるために親ができること（かんき出版）
　●きみを強くする50のことば（かんき出版）
　●学校の未来はここから始まる　学校を変える、本気の教育議論（共著　教育開発研究所）
　●最新の脳研究でわかった！自律する子の育て方（共著　SB新書）
　●学校ってなんだ！日本の教育はなぜ息苦しいのか（共著　講談社）

令和３年度広島県PTA連合会会員研修会
（全小・中学校PTA母親代表研修会から名称変更）

〜今年もWEBでの開催になりました〜

横浜創英中学・高等学校
校長　工藤　勇一氏

〜令和 ３ 年度広島県PTA連合会会員研修会 YouTube配信のため撮影を行いました〜
　コロナ禍での研修会について、どのような形で開催することが感染拡大防止につながるか、昨年よりは一
歩踏み込んで検討する状況でした。
　こんな時でもPTAとして活動を止めるのでは
なく、発信していこうとの思いを再度確認し、み
んなで共有することができました。
　色々な方法を検討した結果、今年度もYouTube
で配信する方向で動き出しました。この写真は
WEB配信に向けての撮影風景です。
　まだまだコロナの収束は見通しが尽きませんが
withコロナでも出来ることをコツコツと実践し
ていきたいです。



会員研修会のアンケート結果について
今回YouTubeでの限定期間配信とした研修会では、WEB上でアンケートを行い、多数の回答をいただきました。
集計結果と視聴した会員の方から寄せられた貴重なご意見・ご感想を一部ご紹介します。

 

② 

 

（１）視聴された方について ※複数選択可 

 

（2）視聴された日について ※複数選択可 

 

（3）WEBで開催した研修会の感想 

によ 

 

（4）講演会の感想 

によ 

 

【会員研修会のアンケート結果について】 

 今回 YouTubeでの限定期間配信とした研修会では，ＷＥＢ上でアンケートを行い，多数の回答をいただきました。

集計結果と視聴した会員の方から寄せられた貴重なご意見・ご感想を一部ご紹介します。  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校現場の状況やこれからの 

教育の在り方、子どもとの 

かかわり方について示唆のある 

お話が聞けた。 

 

講演内容について、視聴した先生と保護者 

がお互いに意見交換する場があると良い 

と思った。 

日々の子育てや学校とのやりとりで感じ 

ることとの共通点が多くあり、講演内容 

は大変共感できるものでした。 

講講演演のの内内容容ににつついいてて  

k 

コロナ禍で気分が落ち込んで 

いましたが、工藤先生の力強い 

ことばに励まされました！ 

 

聞き逃したところを再生し 

なおせるので良かった。 

配配信信形形式式にによよるる研研修修会会ににつついいてて  

k 

先生方や保護者の多くに、気軽に参加 

（視聴）してもらいたいと思った。 

配信期間を延長してほしかった。 

働く親にとってはYouTubeに

よる配信はいつでも視聴できる

のでありがたかったです。 

 

新しい試みとなった YouTube配信による会員 

研修会はいかがでしたでしょうか？ 

時代の変化と共にＰＴＡ活動も変化を求められて 

います。少しずつでも会員の皆様に見識を広めて 

いただけるような研修となるよう、今後も 

工夫をしていきたいと思います！ 

①小学生の保護者

63%

②中学生の保護者

31%

③教職員

6% ①平日（月～金）

22%

②土曜日

48%

③日曜日

30%

①大変良かった

85%

②良かった

11%

③良くなかった 4％

①大変良かった

85%

②良かった

15%

どんな場面でも、最終目標の確認とそれを

共有することの大切さを学んだ。 

どんな場面でも、最終目標の確認とそれを

共有することの大切さを学んだ。
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広島県教育委員会との意見交換会開催
広島県PTA連合会と広島県教育委員会との意見交換会が、昨年11月２9日に広島YMCA会議室において開催されました。本会には広島県教育

委員会から平川教育長をはじめ各課課長等が出席され、県Ｐ連からは山本会長ほか ６ 名が参加しました。最初に山本会長から平川教育長に「意
見交換項目」の一覧が手渡され、それに対して各課から回答をいただき、協議するという形で進められました。

教員不足については、毎年のように各郡市PTAから要望が上がってきます。人材不足と大量退職の時期を迎えており、教育確保に向けて県教
育委員会としても全力で取り組む等の回答をいただきました。

ICT支援員の配置については、各学校へのICT端末の配布と並行して、教職員の負担が増大している現状が話し合われました。県教育委員会
としても、国の補助制度などを活用して、人的配置について取組を進めていくとのことでした。

性・生命・ジェンダー教育については、道徳の時間などを通じて互いに尊重する態度等をどう子ども達に指導していくかという内容について
意見交流を行いました。

県教育委員会とは毎年 ２ 回ほどこうした会を定期的に開催しています。各郡市Ｐからいただいた要望等を直接県教育委員会に伝え、子どもた
ちの素晴らしい未来のために一緒に考える良い機会になっています。

また、各郡市PTA連合会の事務局へは県教委からの回答概略を付記した文書を送付しておりますので、詳しい内容については、各郡市Ｐ事務
局へお問い合わせください。

Ⅰ　意見交換された項目
　 1 　教職員定数の柔軟配置について
　　〇働き方改革の視点からも、教職員不足の早急な解消
　　〇複式学級の実質的解消
　　〇教職員の年齢構成のバランス配慮
　 ２ 　ICT専門員による学習活動支援策の充実
　 ３ 　性・生命・ジェンダー教育の充実 (左)山本会長

(右)平川教育長

皆さん、読書には様々な効果があることを御存知ですか。読書の効果を具体的に知っていただくと、読書を習慣づけるきっかけに
なるかもしれません。
読書の効果には、まず、「語彙力、文章力が養われる」ということがあります。本を読むとたくさんの言葉が出てきます。知って
いる言葉はもちろん、知らない言葉も出てくるため、必要に応じて調べますよね。すると、自然と多くの言葉が身に付いてきます。
次に、「生活や仕事に役立つ知恵を得られる」ということがあります。悩みに関する本を読むことで新しい視点に気付いたり、事
態を良い方向に導いたりできるかもしれません。
続いて、「教養や知識が身に付く」ということがあります。読書は、これまで知らなかったことを知るきっかけになります。新しい
知識や教養が身に付くため、世界が広がっていきます。少しでも興味を惹かれることがあれば、まずは本を読むことをおすすめします。
さらに、「想像力が豊かになる」ということもあります。読書をしているときは、文章から全ての情報を読み取ることになりますが、
中には文章で明らかにされていない部分があるため、そのような箇所は想像力で補わざるをえません。筆者はどのような意図で書い
たのか、物語ならどのような場所なのか、登場人物はどのような気持ちだったのか、といった点を想像しながら読むのも楽しいですよ。
その他にも、「コミュニケーション能力が高まる」「ストレス解消になる」「移動時間を有意義に過ごせる」など、読書には、知識の
習得からストレス解消まで、たくさんの効果があります。ちなみに、ここに書いた「読書がもたらす効果」も私が読書で得た知識です。
私は、行き帰りの通勤時間を活用して本を読んでいます。家では、「トイレ図書館」での読書に勤しんでいます。隙間時間も活用
するなど、読書で多くの効果を得て、少しだけ暮らしを素敵にしてみませんか。� （広島県教育委員会生涯学習課　寺川　博人）

楽しむ読書 役立つ読書楽しむ読書 役立つ読書 ～読書がもたらす効果～

「産地とつながる食卓」
「陽だまりNo.６5」でお知らせしました「ひろしま給食」統一メニュー「あんかけおにぎりで広島じゃんじゃん食べようや！」のレ

シピ動画を作成し、広島県教育委員会のホームページに掲載しました。このメニューは、あんかけで冷めにくく、野菜のうまみや栄
養素も無駄なく食べやすいおにぎりです。 1 月下旬から ２ 月下旬まで、山陽自動車道の福山ＳＡ上り線フードコートで「あんかけお
にぎり（定食）」として販売もされていました。「食べたよ！」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。広島県教育委員会ホー
ムページで公開しているレシピ動画には、ご家庭での調理の参考にしていただくため、また、小さいお子さんにも分かりやすいよう
にナレーションとテロップによる説明を加えています。ご家庭でも、お子さんと一緒に、ぜひ作って食べてみてください。

また、同ホームページには、学校での食に関する指導で活用することを主な目的とした食育教材動画 ２ 本も掲載してい
ます。題材として取り上げた食材は、「大根」と「小いわし」です。動画の撮影は、1２月初旬に行いました。「大根」の動画
では、雪が舞う中、庄原市高野町の生産者の方が、大根を育てるための工夫、苦労や喜びについて、「小いわし」の動画では、
広島中央卸売市場で働く競り人の方が、小いわしが育つための条件や瀬戸内海の気候風土との関係、近年の漁獲量について、それぞ

れお話をしてくださっています。お二人に共通することは、「広島県産の食材を皆さんのご家庭の食卓で美味しく食べて
もらいたい」という強い思いでした。こちらもお子さんと一緒にご覧いただき、産地と食卓のつながりについて会話する
きっかけにしていただければと思います。 （広島県教育委員会　豊かな心と身体育成課）
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充実の補償で
お子様を

サポートします
＊病気入院補償は
Hプラン・Wプラン
のみ対象です。●誤って他人のものを

壊したり、他人にケガを
させてしまったら…
（加害事故の補償）
インターンシップ（職場体験）
等に起因する法律上の賠償責任
も対象になります。

充実の補償でお子様をサポートします。
広島県PTA連合会
小・中学生総合保障制度

お問合せ先・取扱代理店：㈱東京海上日動パートナーズ中国四国　TEL：0120－018－217
保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 広島支店 広島中央支社　TEL：082－511－9194

引受幹事保険会社

●学校管理下中の学用品・
　身の回り品などの補償
●育英費用 等

小・中学生総合保障制度は団体総合生活保険のペットネームです。
この広告は「広島県ＰＴＡ連合会小・中学生総合保障制度」の概要について紹介したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。ご加入にあたっては、必ず「重要事項
説明書」をよくお読み下さい。
詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店・引受保険会社までお問合せください。
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決
定する引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては、団体窓口にご確認ください。

令和3年12月作成  募集文書No21-TC07074

●授業中やクラブ活動な
ど、校内外を問わず発生
する急激かつ偶然な外来
の事故によるケガや病気＊

の補償

団体割引適用で
割安な保険料！

メディカルアシストでお子様の
健康相談を２４時間受付

団体割引30％
損害率による割引35％適用

パンフレット・重要事項説明書は左記
「お問合せ先」にご請求下さい。

共同引受保険会社

PTA活動の資質向上及び活性化のため、顕著な功績をあげた全国の
PTA、その他の団体及び個人の方の表彰を毎年行っています。

表彰された皆様、おめでとうございます！

第44回全国小・中学校PTA広報紙コンクール
令和 ３ 年 ４ 月から令和 ４ 年 ３ 月までに発行されたPTA広報誌（ 1 回発行もOK！）
を募集します！全国の優秀作品は年次表彰の対象となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　今回から募集開始　　　　　　　　　　　　　　　　
紙で印刷されたもの以外の広報「WEB版」の応募を受け付けています！
印刷せずにPDFのみの配布やHPで公開したものなどが対象です。

＊＊＊応募についての詳細は所属の学校へお問い合わせください。＊＊＊

令和 4年度「楽しい子育て全国キャンペーン」三行詩実施要綱
〜家庭で話そう！我が家のルール・家族のきずな・命の大切さ〜

家族の会話やコミュニケーションから育まれるきずなや家庭のルールなどをテーマ
に、三行程度の短文で表現した作品を募集しています。全国の優秀作品に選ばれる
と、中国新聞４コマ漫画でお馴染みの青沼貴子先生のイラストでカレンダーを作成
する予定です。

＊＊＊応募についての詳細は所属の学校へお問い合わせください。＊＊＊

令和 ３ 年度　日本PTA年次表彰式
　日　時　　令和 ３年11月20日
　場　所　　ホテルニューオータニ（東京）

優良PTA文部科学大臣表彰

団体
福山市立西深津小学校PTA
東広島市立木谷小学校PTA
府中町立府中小学校PTA

公益社団法人日本PTA全国協議会会長表彰
団体 福山市立明王台小学校PTA

福山市立東朋中学校PTA

個人
廿日市市Ｐ　坂田　美穂
三原市Ｐ　　花田　章浩
福山市Ｐ　　高橋　友香

令和 4 年度広島県PTA連合会
小・中学生総合保障制度

令和 ４ 年度から、スマホやPCから簡単に加入
申込ができます！
  

★自転車走行中に相手にけがをさせた！
★学校貸与のタブレットを破損した！
★コロナウイルスで入院した！ etc.
＊＊＊こんな時も補償が受けられます＊＊＊
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