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〜コロナ禍での発見〜 小見会長挨拶
コロナ禍はPTA活動にも大きな影響をもたらしました。
「屋内でのPTA行事を中止して残念だった」、
「対策し
ながらできる限りのことをして子どもたちの笑顔が溢れた」、
「役員会をリモートで行って効率よく会議ができた」
などいろんな声が聞かれます。そして
「今まで何気なく続けてきた活動の意義を改めて考え、
より効率的で効果
的な内容に見直した」
という学校もありました。
子どもたちは、
どのような社会状況の中にあっても一日一日と大人に向かって歩み続けています。私たち保護
者も決して歩みを止めてはいけません。
すべては心豊かな子どもたちのために、
できる人が、
できる時に、
できる
ことを、
お互い思いやりながらやっていければと思います。

新潟市小中学校ＰＴＡ連合会では3つの委員会を設け、
子どもたちや保護者に少しでも寄り添い、
健全に成長できる環境づくりを支援すべく活動を進めています。

教育問題委員会
教育問題委員会では、
ＰＴＡの未加入問題なども取りざたされる中、
ＰＴＡに対する
正しい理解を促すことで、
ＰＴＡ活動に対する前向きな意識を持つ会員を増やすこと
を目的として、
ＰＴＡハンドブックを作成し、小学校新１年生の保護者の皆様に配布し
ました。
「やって良かったＰＴＡ」の実例も多数、掲載しています。Ｗｅｂ版は、新潟市ＰＴＡ連
合会のホームページ（右のＱＲコードからアクセスしてくだ
さい）から閲覧できるようになっておりますので、是非、ご
覧いただければと思います。
（佐藤）

環境対策委員会
新型コロナウイルス感染症は未だ衰えを見せず、猛威を

広報委員会
広報委員会では会報紙「新潟市ＰＴＡ」
を3回（7月、12

振るっている中、PTA会員の皆様には、子どもたちの安全、

月、3月）発行しました。第43号(12月発行)では、
コロナ禍

感染症対策に日々ご尽力頂き、誠に有難うございます。環

の中でも活発に、特色ある取り組みをしているＰＴＡの活動

境対策委員会の今年度の振り返りとしては、いじめ問題、

事例を紹介しました。

SNSの使い方、安全について等、議論を重ねて参りました

広報紙コンクールは募集から審査まで行い、力作ぞろい

が、集合型での研修会開催が難しく、皆様にお伝えする機

の上位計１０紙を全国小中学校ＰＴＡ広報紙コンクールに

会がありませんでした。
しかし、子どもたちを取り巻く環境

応募しました。

は目紛しく変化しており、そこに問題が生じているのも事

また、今年度も感染状況により、研究大会や研修会の実

実であります。委員長として問題解決に向けての取り組み

開催が厳しい中で、初の試みとなる動画配信による
「年度

の迅速化、
そして発信力を高め、皆様と共有化を図ってい

初め研修会」
を実施しました。動画の撮影、編集など苦労も

きたいと思います。一年間有難うございました。
（土屋）

ありましたが、良いスキルアップとなりました。
（永田）
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新潟市ＰTA交流会開催
令和4年2月5日（土）に新潟市ＰＴＡ交流会を万代シルバーホテルにて
行いました。今回は会場とライブ配信のハイブリッド形式での開催となり、
合わせて約１１０名の参加がありました。
コロナ禍の影響で
「交流会」
という
形での情報交換などができませんでしたが、
「ＧＩＧＡスクール構想」やメ
ディアをテーマにした実践発表、講演会と今後の子どもたちのメディアへ
の関わり方などについて考えさせられる良い機会となりました。

実践発表
演題

学校とＰＴＡが共に進めるＧＩＧＡスクール構想 〜ＧＩＧＡスクール構想推進のための環境整備と啓発活動〜

講師

新潟市立上所小学校 ＰＴＡ会長

佐藤 邦栄 氏

上所小学校では
「ＧＩＧＡスクール構想」
のパイロット校として昨年度
からタブレットを使用した教育に取り組んで来ました。生徒と教師間
での学習内容や情報の共有や仮説・実験などを端末で行うなど、端末
を活用することによって教育に無限の可能性が広がっている様子が
伺えました。
また、
ＰＴＡが主体となり保護者を対象にタブレット使用に
関する講演会や、家庭でのルール作りに積極的に取り組んでいる内
容でした。
「ＧＩＧＡスクール構想」
は今年度より全小中学校で開始されていま
す。子どもたちは学校から端末を家庭に持ち帰ることになるため、各
家庭でのルールを子どもと一緒になってしっかり作り、家庭としても
内容を理解し積極的にサポートをしていかなければと感じました。

講演会
演題

子どもの育ちとメディア 〜子どもに与えた四角い窓のもたらしたもの〜

講師

よいこの小児科さとう 院長

佐藤 勇 氏
今回の講演では、
メディア利用と視力、脳の前頭葉機能の大切さ、電子メディアとつきあうこ
とで脳の中で何が起こっているか、紙とディスプレイの違い(科学的裏付け)等お話いただきま
した。最近メディア利用が増え、視力低下やネット依存が心配される中、医学・科学的根拠に基
づいた説明により、
より理解が深まりました。
○ネット依存にさせないための予防策として
『TV見るのを減らすのではなく、TVより楽しい
ものを見つける』
ことが大切！
！
ただ
○本や新聞を読むことに関する働きかけは、子どもの学力と非常に強い関係が見られる。
読むだけではなく、
『子どもと読んだ本の感想を話し合う』
ことは更に学力向上へと繋がる。
○携帯を持たせる際はルールや規則を決める。
メールのやりとりをする子には直接会話をさ
せる。
『会話は人生のスキル』

実践発表
○単なるデジタル化だけでなくアナログとの融合や、
教師の動線の効率
化等大変参考になった。端末使用のルール付けについても各家庭単
位でしっかりとルール付けが必要と感じた。
○iPadの使用には多くの家庭が不安に思っているが、学校からのアン
ケートやルール決めの依頼があっても判断の基準がなくて困っている。
このことについて保護者で話し合うにあたり、
この発表は具体的でたい
へん参考になる。
○ＧＩＧＡスクール構想を進めていくには、
学校とPTAが協力していくこと
が大切だと思った。
子供たちが楽しそうに授業を受けているところが何
よりも良かった。
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講演会
○楽しく視聴できた。
絵本を読んであげたり、
一緒に外出
（散歩）
したり運動したり、
子どもが保育園から低学年にかけての時期はコロナ前でもあったので、
自分が
頑張ってきたことは間違っていなかったと、講演を聞いて実感できたことが本当
に嬉しかった。
○ゲーム、
テレビ、
ネットとどう付き合っていくのか、
今の子どもたちは必ず通る道で
あり、大多数の保護者が悩み続けているテーマで、
ＧＩＧＡスクール構想がス
タートした今、改めて考えていかなければいけない内容でとても参考になった。
ゲームやスマホの過剰な使用は子供たちの成長に良くないと思っていたが、
今
回たくさんのデータを見て本当に痛感し、
私たち自身もスマホの利用について考
え直すきっかけになった。

よもやま 話

市Ｐ連

ら
西区か

何よりのご褒美

西区Ｐ連研究大会で
は「子どもを伸ばす１０の

ポイント-小中学生を持つ保護者の方へ-」
と題して、新潟大学教育学部 長澤正樹教授よ
りご講演頂きました。時勢を鑑み、動画配信形式のオンライン講演会としましたが、視聴し
た保護者からの反響も大きく、
とても手ごたえを感じた大会となりました。寄せられた感想
には
「実際にやってみようと思うポイントがたくさんあり、今からでも伸ばしてあげられるかと
思うと、
わくわくした。」
「“親が生き生きしていることで子どもは安心して自立する”という講師
の教えに、
もっと家族を
大切にしようと思った。」
など、多くの気付きにつ
ながった事がうかがえ、
運営側としては何よりの
ご褒美でした。

ら
東区か

素 敵 な 贈り物

新潟市立藤見中学校では、昨年10月28日に60周年記念式典を行いました。
当初の計画では、当校の卒業生である漫画家の小畑健先輩にお越しいただ
き、
インタビュー形式で在校時の思い出や漫画家としての色々なお話をお聞き
する予定でしたが、東京からお越しいただくのは諦め、色紙を贈っていただきま
した。色紙は、在校生やお客様の目に留まるように学校の玄関に飾らせていた
だいております。
式典の縮小は残念でしたが、現状できることを考えて取り組んでいかなけれ
ばならないということを改めて感じました。

広報紙コンクール＆
広報紙セミナー事前告知
ＰＴＡ広報紙コンクール は、各校の広報紙を広く募
集し、優秀作品を表彰することによりＰＴＡ広報活動の活

性化を促進し、
ＰＴＡ活動の一助とすることを目的として、
毎年開催されています。次年度は5月に開催予定です。
（主催／（一社）日本ＰＴＡ全国協議会）
確定次第、各校に応募方法をご案内しますので、皆様の
学校の広報紙をぜひご応募ください！

ＰＴＡ広報紙セミナーは、各校ＰＴＡで作成している
広報紙のより一層の向上を目的としており、次年度は6月
15日(水)に開催予定です。新潟日報社より講師を招いて
のセミナーは、毎年好評を博しております。多くの皆様の
ご参加をお待ちしています！

令和4年度の主な行事予定
子どもたちの未来のために、親同士がつながり、学びあえる機会です。
多くのご参加をお待ちしています。

広報紙コンクール審査会
5/26(木)

市Ｐ連事務局

総会・年度初め研修会
6/4(土)午後

ANAクラウンプラザホテル新潟

広報紙セミナー
6/15(水)

役員研修会
6/25(土)

東京学館新潟高等学校

指定都市情報交換会 さいたま大会
9/15(木)、16(金)

さいたま市

関東ブロック研究大会
10/15(土)、16(日)

市Ｐ連研究大会
12/17(土)

山梨大会

都留市 他

北区大会

北区文化会館

新潟市ＰＴＡ交流会
R5/2/4(土)

ホテル日航新潟
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記

編 集 後

今号では
『委員会活動』
と
『ＰＴＡ交流会』の掲載をいたしま
した。教育問題委員会の〈ＰＴＡハンドブック〉是非ＨＰ又は
ＱRコードからご覧ください！また、
ＰＴＡ交流会も多くの皆
様よりご参加いただきましてありがとうございました。今
後もＰＴＡ活動に役立つ情報発信をして参ります。〜コロ
ナ禍だけど工夫をして、子ども達の為に活動をしたい〜
と保護者から・
・
・。心がほっこりした瞬間でした♪
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＜広報委員会＞
委員長 永田 向太郎
副委員長 石原 直子
長谷川 雅朗
佐久間 沙都美
委 員 米山 嘉春
大橋 将人
大塚 朋子
渡部 裕二
仲由 秀樹
金子 圭輔
入江 清次

ホームページもご覧ください！
新潟市小中学校PTA連合会
〒950-0088
新潟市中央区万代1-3-30
万代シテイホテルビル３F
TEL:（025）242-0177

