
「つ・な・が・る」大山小学校 PTA をめざして 
宜野湾市立大山小学校 

PTA 会長 桃原知子 

1. はじめに 

宜野湾市立大山小学校は、宜野湾市の西側に位置

し、那覇市からは国道 58 号線沿いに約 14 キロ程の距

離にある。平成 26 年 4 月にはごろも小学校が分離し、

1000 名から 600 名規模の学校となった。校区内には、

大山、伊佐の 2 区の自治会があり、老人クラブ・青年会

子供会活動等地域の交流地点となっており、活動も盛

んである。 

眼下には県内でも有名な田芋畑が広がり、昔ながら

の農村風景が残っている。地域のご厚意もあり、植え付

け収穫作業→給食を体験学習の一環として行い、地域

教材として定着しており、給食センターを併設した自校

給食では作り手の見える、地産地消の給食が提供され

子どもたちの食育と健やかな成長を育んでいる。 

また、宜野湾バイパス沿いには、沖縄コンベンション

センターや宜野湾海浜公園、大型商業店舗等の施設

が整っているが、近年、宜野湾西海岸道路の開通によ

り交通量の増大や渋滞が発生し、子どもたちの登下校

の安全確保が課題となっている。 

学校概要 

 創立７３周年 

校長 宮城 信夫 

教頭 伊狩 正 

職員数 
４８名 ※図書館司書・栄養士・学校事務・
学習支援員・講師等も含む 

民生委員 １２名 

 
体育専科・英語授業改善アドバイザー 
日本語学級 27 人 

学級数・児童数 R1.11.14 現在 

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 支援 合計 

学級数 3 3 3 3 3 3 ７ 25 

男子 41 48 50 49 45 51 37 321 

女子 49 39 54 52 54 47 14 309 

合計 90 87 104 101 99 98 51 630 

 



2. 本年度の活動基本方針 

本 PTA では以下の 4 つの大きな活動方針 

 安心安全な校区の確保 

 保護者と教職員の連携 

 感性豊かで思いやりの心をはぐくむ 

 PTA 広報充実 

を立てて活動を行っている。 

大山小学校 PTA 令和元年度の活動基本方針 
① 子どもにとって、安全で安心できる校区の確保に

努めるとともに子どもの危険回避能力を高める。 
 児童安全パトロール（青パト）及び朝の交通安全

指導・夜間巡回指導を充実させる。 
 校区内の安全のための啓発活動を充実させる。
 安全教室（登下校の安全、自転車教室）を実施

し、通学路安全マップの作成につなげる。 
② 保護者と教職員が連携を深め、自ら学び実践する

PTA 活動を推進する。 
 PTA の研修活動（研修会への参加、独自の研

修等）に力を入れる。 
 学年行事全般・授業参観等へ積極的に参加す

る。 
 学年・学級の課題解決を図る計画を立て、創造

的な活動を実践する。 
③ 感性豊かで思いやりの心を持つ子どもをはぐくむ

PTA 活動に努める。 
 PTA 作業など教育環境を整備する活動を充実・

活性化させる 
 家庭教育と連動し、「あいさつ運動」や徒歩通学

の推進に努める。 
 読み聞かせボランティア活動の拡充を図る。 
 直接体験を重視した活動を工夫する。 

④ PTA 活動活性化のための広報活動を推進する。 
 「連絡メール」メーリングシステムの加入の促進と

登録を推進する。 
 PTA 広報をさらに充実させる。 

3. PTA 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織の特徴として、読み聞かせボランティアは一人一役

の活動登録から除外している。 

理由として、読み聞かせボランティアに登録が集中し、

学年係などの主要な役割を担う人材が不足するため。 

4. PTA 活動登録について 

「子どもたちのために一人一役を・・・」と新年度当初に、

昨年度の PTA 活動を紹介した「登録書」を配布し、活動へ

の参加を呼び掛けている。 

 

 

令和元年度登録役員数 

学年 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 合計

学年係 10 4 8 9 11 5 47 

 

環境美 文化 地域安 新聞 保体 合計 
専門

19 3 4 3 3 32 



5. 令和元年度活動の実績・予定 

月  行事名 

4月 9日 入学式 学年係決め 

読み聞かせ紹介 

4月 11～25日 ◎読み聞かせ調整期間 

 25日 ◎読み聞かせ初回ミーティング（スケジュ

ール調整・駐車許可証・世話係り決め） 

LINE整備 

5月 19日 PTA 総会（160 名参加） 

日曜授業参観 

読み聞かせ募集掲示 

安全マップ配布 

6月 7日 ●第１回ベルマーク 

6月 12日 第１回代議員会 

6月 14日 ●ベルマーク説明会（沖縄市） 

6月 20日 ◎平和集会 

6月 21日 夜間パトロール 

6月 26日 ◆地域安全ミーティング 

7月 2日 ◆安全旗製作 

7月 5日 ●第２回ベルマーク 

テトラパック回収について 

7月 6日 ☆市 P 親睦スポーツ大会 

7月 11日 ◆地域安全マップヒアリング落とし込み 

7月 18日 ◎読み聞かせ交流会 

7月 １９日 ◆PTA 立哨旗キャラ募集公文 

●テトラパック回収公文 

7月 19日 PTA 新聞発行 

夜間パトロール 

7月 25日 ◆宜野湾市通学路合同安全点検 

7月 27日 ☆親子カヌー教室 

3 年生以上 

7月 28日 大山綱引き 

7月 29日 第１回学校運営協議会 

（コミュニティスクール） 

7月 ２９日 FM ぎのわん（三役・教頭先生） 

7月 31日 青色防犯パトロール講習会 

宜野湾警察署生活安全課 

夏休み ラジオ体操お手伝い 

8月 16日 夜間パトロール 

8月 18日 ◎読み聞かせボランティア 

対馬丸記念館見学 

8月 21日 伊佐区地域子どもふれあい交流会 

8月 31日 PTA 作業 

9月 4日 校内童話お話大会  

9月 10日 大山老人クラブ ごあいさつ 

9月 12日 ☆運動会サポーター募集 

9月 13日 ★4 学年行事星空観察 

9月 20日 夜間パトロール 

9月 29日 令和元年度 運動会 

9月 28・29日 はごろも祭り・夜間パトロール 

10月 4日 ●第３回ベルマーク 

10月 8日 ★1 学年行事 

給食試食会・ストリートワークアウト 

10月 10日 ◎読み聞かせ図書館企画 

11 月 30 日まで 

10月 17日 令和元年度 学校保健委員会 

運動会反省会（三役・教頭・教務・体育） 

10月 18日 夜間パトロール 

10月 23日 執行・学年お世話係会（PTA バザー最終確

認） 

10月 27日 セーフティーツアーハロウィン（青少協） 

11月 3日 PTAバザー わいわいフェスタ２０１９ 

慰労・懇親会 

11月 5日 ◆PTA立哨旗キャラ投票告知（児童会） 

11月 8日 第 2 回学校運営協議会 

（コミュニティスクール） 

11月 11日 ◆旗キャラ投票期間～15 日まで 

11月 13日 バザー反省会（役員＋お手伝い） 

11月 15日 夜間パトロール 

11月 24日 学習発表会 

◆旗キャラ発表掲示 

11月 29日 ありがとう集会（読み聞かせ代表） 

11月 29日 ◆PTA 立哨旗贈呈 

12月  ★2 学年行事 ストリートワークアウト

12月 4日 真志喜中学校校区地域教育講演会

（大山公民館） 

12月 6日 ●第４回ベルマーク 

12月 11日 第 3 回学校運営協議会 

（コミュニティスクール） 

12月 14日 市 P 研究大会 

12月 15日 琉球新報社＆PTA 主催 

家庭料理セミナー 

（大山小・家庭科室） 

12月 25日 PTA 新聞 

12月 20日 夜間パトロール 

1月  ★3 学年行事 もちつき大会 

★5 学年行事 13 祝い 

1月 18・19日 県 P 八重山大会 

1月 17日 夜間パトロール 

1月 24日 授業参観 学校結果説明会 

2月 7日 ●第 5 回ベルマーク 

2月 21日 夜間パトロール 

2月 22日 PTA 作業 

2月 27日 第４回学校運営協議会 

（コミュニティスクール） 

3月 6日 ●第 6 回ベルマーク 

3月  ◎読み聞かせミーティング 

3月 18日 PTA 新聞 

3月 19日 卒業式 

3月 20日 夜間パトロール 

3月 24日 離任式・PTA 主催ありがとう会 

  代議員会 

次年度引き継ぎ・PTA 総会に向けて

令和2年 5月 PTA 総会 

☆全体行事 ★学年行事  ◎読み聞かせ 

●ベルマーク  ◆地域安全 



6. 令和元年度活動トピックス 

◆安心安全な校区の確保のために 

先に述べたように、交通量の激しい国道に面するわが

校は、児童の登下校の交通安全対策が迫られていな

がらも対応できていなかった。そこで、校外指導部と保

健安全部の先生と協力し、下記の対策を早急に実施し

た。 

① 安全マップの見直し 

 

5 月 19 日に行われた日曜参観の日に事前配布した

安全マップをもとに親子で登下校時に危険な場所など

を再確認し提出するようお願いした。 

→多くの保護者からの提出があり、学校でも認識して

いない危険場所の把握ができた。 

→その情報を落とし込み新たなあんぜんマップづくりを

令和元年度内に完成目標としている。 

② 保護者による朝の交通安全指導と立哨の実施率向

上にむけた取組 

・これまで→割り当てスケジュールを 1 週間前に配布

していた。※連絡する日程が近すぎて仕事の調整がつ

かない。などの問題が発生し実施ができていなかった。 

・変更後→年間でクラス割り当てを決め、学期の始め

に交通安全指導事前お知らせとして公文を発行。早期

に連絡し、改めて 1 週間前に安全旗と協力依頼公文を

配布に変更。とした。 

また、仕事の都合などで、場所や曜日は事前連絡な

しの変更も可能としている。しかし、実施率の向上はみ

られなかった。そこで、保護者自ら交通安全指導に関

われるようなアイディアはないかと検討し、大山小学校

オリジナルの交通安全旗を児童会と協力し右記の要綱

で製作することにした。 

 

 

「交通安全イラスト・キャラクター募集」 
告知：7 月 18 日※夏休みの宿題として考えてきてもらう 
9 月中：イラスト回収 
10 月末 

①たより作成・旗キャラ投票の告知（児童会） 
②投票用紙（PTA 作成） 
③旗キャラ掲示（PTA） 
④投票箱（PTA） 

11 月 11 日（月）～15 日（金） 
①放送（月火木金の給食）児童会 
②３年以上の児童全員投票権あり 
③投票券配布（児童会） 
④投票箱・集計（PTA） 

・選ばれた作品（キャラ）は、安全旗にプリントし立哨時
に保護者に使っていただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当初は 10 月完成めどで進めていたが、運動会延期や
バザー準備等との絡みで予定がずれ込み、11 月中の
完成を目指している。 



★保護者と教職員の連携のために 

各学年行事に関しては、学年役員と先生が連携・協

力して開催日時を決定・運営している。 

バザーに関しては、先生方の負担がないように保護

者だけで運営・準備している。 

学年 学年行事 バザー 

1 学年 
給食試食会 

ストリートワークアウト 

パン・くじ 

手作り菓子 

2 学年 ストリートワークアウト ワークショップ 

3 学年 もちつき大会 リサイクル品販売 

4 学年 星空観察 キーマカレー 

5 学年 １３祝い フランクフルト 

6 学年 職業講話・コサージュ製作 舞台発表 

全学年 
性（生）に関する授業 

（学齢別内容異なる） 

専門：ゲーム 

ドリンク 

☆PTA 全体行事・連携 

 市 P 親睦スポーツ大会への参加 

 

 

 親子ふれあいカヌー体験 2019 年 7 月 27 日（土） 
体育専科山田先生との取組み 
宜野湾市水泳協会 宮城会長・渡名喜理事のご協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運動会サポーターへの役割追加 

来賓駐車場誘導→保護者で対応（これまで自治会

に依頼） 

今年度から校外見回りを追加 

→違法駐車・迷惑駐車の抑制効果あり 

→車両移動依頼のアナウンスが減った 

 

 10 月 17 日 学校保健委員会 

本校学校医の先生方とＰＴＡ、学校関係者が参加し

た。学校医の先生方から貴重な助言をいただいた。

また、大山小学

校の取り組みが

わかり、活発な

意見交換ができ

た。それを踏ま

え、今後のＰＴＡ

講 演 会 等 の 企

画を考えていき

たい。 

 家庭料理セミナー 

琉球新報社主催による家

庭料理セミナーを予定。 

朝ごはん欠食児童の削減

と栄養バランスのとれた食

事のレシピを提供する。 

自校給食のメリットや 

行事食・郷土食、 

食事の大切さに 

ついて紹介予定。 

大山小学校の献立



◎感性豊かで思いやりの心をはぐくむために 

 読み聞かせ活動 

読み聞かせボランティアによる読み聞かせ活動は、毎

週木曜日 8 時 15 分～35 分全学年に対して行っている。

現在の登録ボランティアは 74 名とＯＢ３名。 

それでも、実際に動いているボランティアは 7 割程度の

ため、新学期には再募集案内や参観日にはポスターを

掲示したり常に新メンバーを募っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 年前からは、6 月に行われる学校の平和集会で絵

本の読み聞かせや詩の朗読などを行っている。 

読み聞かせの交流会も定期的に開催し、おすすめの

絵本や騒がしくなった時の対応など先輩方の体験談を

聞き、いろいろ相談できる場を設けている。 

この読み聞かせボランティアの交流から、大山小学

校のＰＴＡ活動を担う人材が多くいる。 

役員はできないけれども、お手伝いならというメンバ

ーが多く、何かサポートしてほしい活動があればこの読

み聞かせメンバーが助けてくれるので、大山小学校のＰ

ＴＡ活動に欠かせないグループとなっている。 

（１） 平和集会 6 月 20 日 3・4 校時 全学年 

① 絵本読み聞かせ『ケーイ』 

対馬丸のお話しをリレー方式で朗読 

② ケーイのモデルとなった平良啓子さん 

インタービュー記事紹介 

③ 詩の朗読『対馬丸の子どもたちからあなたへ』 

～対馬丸の子供からのメッセージ～ 

④ 図書委員の生徒たちの読み聞かせ 

⑤ 全学年での『平和の鐘』の合唱 

子供たちが、 毎日楽しく過ごしている日常が大切なこ

とだと改めて考える日になった。 

「お兄ちゃんといつもケンカばかりしていたけど、お兄

ちゃんがいることは幸せなんだなと感じました。より身近

な人を大切にしていきたいです。」など、たくさんのメッ

セージを子どもたちから受け取った。 

この平和集会を通して思いやりの心をはぐくむ一助

になったと確信し、今後も続けていきたい活動のひとつ

である。 

これまでの子どもたちからの平和集会の感想 

（２） 校内童話お話大会の運営 

校内童話お話大会の運営については読み聞かせボ

ランティアのメンバーにて行っており、経験者も多いこと

からスムーズな運営ができている。 

 

 

 

 

 

 

（３） その他の活動 

①読み聞かせ図書館 

読み聞かせを行っている保護者からおすすめの絵本

や蔵書などを図書館のスペースを借りて展示し、読み

聞かせのリクエストボックスを置いて読み聞かせの活動

に役立てている。 

図書館に新書が

届くまでの期間約

1 か月半をめどに

10 月中旬～11 月

末まで開催。 

※絵本には提供者

からのひとことメッ

セージが書いてあ

る。 

※貸出禁止 

集計は読み聞かせ

メンバーにフィード

バックしている。 

新年度も始まり、読み聞かせも新たにスタートを始めていますが、空きの多いクラスもあります。

読み聞かせは木曜日の職員朝会の時間に行っており、特に、低学年に関しては職員朝会中の安全を

確保するためでもあります。

お子様の誕生月の１回だけでも構いません、楽しく一緒に参加しませんか。

読み聞かせ当日は運動場フェンス側の駐車場乗り入れの許可も頂いておりますので、

駐車希望の方は必ず、駐車許可証を申請して下さいますようお知らせします。

（フリガナ） 駐車許可証

保護者氏名 必要 ・ 不

携帯アドレス

クラス クラス

クラス クラス

※世話係より電話連絡またはメールにてお知らせがあります事、ご了承ください。

※上記に記入した個人情報はPTA読み聞かせ以外に使用しません。

児童名（フリガナ※必ず記入）

読み聞かせメンバー　 　　募集

連絡先
携帯

（　　　　　　　　　　）
年　　組

（　　　　　　　　　　）
年　　組

年　　組
（　　　　　　　　　　）

年　　組

児童名（フリガナ※必ず記入）

児童名（フリガナ※必ず記入） 児童名（フリガナ※必ず記入）

（　　　　　　　　　　）

毎週木曜日
８時１５分～８時35分

※８時1０分頃より教室前にて
待機お願いします。

【　読み聞かせ時間　】

各学年でLINEグループを作り、連絡事項の伝達や急な
変更、お休みなどの連絡ができるようにしていますので
登録可能な方は各学年世話係・もしくは桃原（右記）

までご連絡お願いします。

　【 読み聞かせLINE登録 】

読み聞か せボランティア登 録用紙　★以下ご記入の上、事務室　近 藤　か　担任へご提出お願いします

→友達登録QRコード
①お子さまのお名前・学年・クラス
②保護者さまのお名前をメッセージにて
お知らせください。

読み聞かせ図書館 



 

②夏休み読み聞かせボランティア企画 

「対馬丸記念館見学」 8 月 18 日 親子 2２名参加 

館長による講話とビデオや遺品など対馬丸に関する

ことを子どもたちと一緒に学んできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③読み聞かせスペシャル 

ヤギのシルーさんでおなじみ、いさお名ゴ支部さんに

よる読み聞かせスペシャルを開催。1 年生保護者でもあ

るということから、今年度実現した。 

「ぼくもあったらいいなぁ」作・画いさお名ゴ支部の絵

本の読み聞かせと、友達のよいところを発表するという

内容で行っている。自分にはないほかの誰かをうらやま

しく思う気持ち、それでも自分には自分しかないよさが

あるよという事を楽しみながら教えていただける機会と

なっている。また、友達の良いところを発表する様子は、

見ていても心が温まり、朝からとても素敵な気持ちにな

れる読み聞かせとなっている。 

 

 

 

 

 

その他の読み聞かせスペシャルでは、読み聞かせの

お母さんの手書きイ

ラストによる大型絵本

もある。大山小の制

服を着た主人公が登

場するストーリーは身

近で内容に入り込み

子どもたちの心にしみる絵本となっている 

■ＰＴＡ広報活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年に 3 回発行している、ＰＴＡ広報「はにんちゅ」。 

記事がなかなか集まらないという問題があったが、3 年

前から各学年に記事提供係を置き、記事の提供をお願

いしている。ＬＩＮＥなどの普及で記事の提供もスムーズ

になりＰＴＡ新聞の内容も充実してきた。新聞係の負担

も軽減されてはいるが、今後記事を作成する後継者に

ついても検討していかねばならない。 

■ＰＴＡバザー「わいわいフェスタ」 

年に一度のバザーは、役員やお手伝いの方々のボ

ランティア精神によって成り立っているといっても過言で

はない。時間と労力を惜しまない方々の力があってこそ

成り立つイベントである。そしてとてもパワーを必要とす

るイベントである。 

目的としては、ともに話し合い、協力することでお互

いの親睦を深めることである。収益金はその次だと考え

ている。当日の運営、準備やお手伝い集めなどで疲弊

してしまっては長いＰＴＡ活動ができなくなる。実際、1

年生で役員になったが、バザーの大変さから 2 年生に

上がったら、役員がほとんどいなくなってしまったことが

あった。その反省点から特に１、２学年にはバザー経験

者を役員に入ってもらうようにし、三役も準備段階から

サポートに入るようにした。また、販売の品数を減らした



り、他学年で担当するなど負担軽減に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バザー報告書類 

さらに、平成 29 年からは、バザーの報告書類を一新

し、いつ、何を、どれくらい、どうしたという具体的な内容

の報告をお願いしている。この情報が次年度役員やお

手伝いの引き受けたメンバーの重要な情報源となって

いる。特に1学年は、役員を初めて引き受ける保護者が

多いので細かく記載してもらっている。こういった情報が、

役員を引き受ける方にとって役立つ情報となり、バザー

の運営・引き継ぎがスムーズにできている。また、製作し

た看板等も次年度使えるように保管し、何度も作成する

手間を省いている。 

●ベルマーク活動 

長年活動しているベルマーク活動に加え、新たにテ

トラパック回収もはじめた。きれいに洗浄してもってきて

くれるだろうかと懸念していた心配事もなく、期間限定と

していたが、今後も継続して回収ができそうである。 

また、ベルマークの集計については年度末（3 月）でまと

めて送る方法をとっていたが、サポートメンバーが月を

追うごとに減っていく状況を考えると得策ではなく、都度

集計をする方法にした。現在、約 10 万円のベルマーク

貯金があるが、必要に応じて子どもたちのための物品

の購入等に充てていきたい。 

 

7. 今後に向けての活動 

来年 3 月には娘が卒業するので、大山小学校のＰＴ

Ａも卒業となる。残りのＰＴＡ活動も悔いのないよう責任

をもって全うしたい。年度初めの「つながり」の抱負を今

一度改めて大切にしたいと考えている。 

１つめは「親と子のつながり」。お仕事をされている保

護者にとって、お子さんと過ごす時間を今以上に作っ

ていただくのは難しいと思う。そこで、親子間のコミュニ

ケーションや絆づくりをできる場を、提供したい。  

２つめは「学校と保護者のつながり」。日頃から学校と

保護者がしっかりとつながっていることは、子どもの安心

材料にもなる。子どもの成長を学校・保護者が分かち合

える関係でありたい。 

３つめは「保護者同士のつながり」。子育ては、喜び

だけでなく、悩みも伴う。むしろ大変なことの方が多いの

ではないか。何か行きづまったり，心配事や困り事が起

こったりしたときには相談し合える仲間がいる。大山小Ｐ

ＴＡのみなさんは大人になってからできた友人でその出

会いに感謝している。 

４つめは「地域とのつながり」。自治会・老人クラブ・青

年会・子供会のみなさんや児童センター・部活動指導

者・田芋生産者のみなさんなど地域の方に大変お世話

になり感謝している。この関係を大切にしていきたい。 

最後に、これまで報告した内容はすべて先生方やサ

ポートしてくださる役員やお手伝いの方々、大山小学校

に関わるすべてのみなさんのご協力があったからである。

私の思いを形にしてくださる、ＰＴＡの皆様への多大な

る感謝を忘れず、残りの活動を頑張りたい。 

とてもわかりやすいテトラパックポスター 

（保護者作成） 


