R4鳥 取県 PTA協 議会

役員研修会(中 部 )報 告

第 1分 科会 「子 どもを守 るため にで きる ことは ?J(加 害者 の立場 を通 して)
〜 わが子 がい じめて います …〜
講師 鳥取県教育委員会 人権教育課社会教育担当係長 本庄 大志 氏

1講 師挨拶
い じめが 行 われて い る とい う内容 だが、重 くとらえず グル ー プで楽 しんで考 えた り話 し
合 った りして欲 しい。 この研修 では、参加・尊重 ・守備 とい う流れ で取 り組 んで い く。尊重
→ 人 によって考 え方 は様 々。 否定 す るので はな く受 け入 れ なが らみんなが同 じよ うに話 が
で きるよ うにす る。守備 → ここで 聞 いた ことは この場 だ けで収 め る。外 に は漏 らさな い。

2自

己紹介 ア ドジ ャ ン

各 グル ー プでア ドジャンの流 れ に沿 ってテ ーマ に あ った話 を して い く。(ア イス ブ レイク)

3事 例 シー ト「この子 がね〜Jを 使 つて話 し合 い をす る
① 我 が子 が い じめの加害者だ った ら、保護者 として どんな行動 を とるか考 え、付箋 に書
く。 → グループで話 し合 い。
② 付箋 をグルー プで分 け、誰 に対 しての 「取 るべ き行動Jな のかを矢印 で示す。
③ 他 のグル ー プに出向き、良 い と思 った「取 るべ き行動」 にシール を貼 る。
④ 他 のグルー プがに貼 って もらったシール も参考 に しなが ら、今回の事例 で大切 に した
い もの を話 し合 い、 ま とめ る。
⑤ 各 グループで話 し合 つた 内容 を発表す る。
…夫婦間 の コ ミュニケーシ ョン、親子間 の コ ミュニケ ーシ ョン、い じめは絶対 にダメ
である こ と、今回 の失敗 を無駄 に しないこと、加害者・ 被害者 のアフターケア、一 家
族 で抱 え込 まず相談す るこ と等、様 々な意見が発表 されま した。

4ま とめ
・ ファシリテーターのま とめ。
・ ぶ りか え リシー トに記入。

■■

令和 4年 度

県 PTA役 員研修会

令和 4年 6月 11日 (上 )
第 2分 科会

伯者 しあわせの郷

[PTA活 動]

新人役員 さん向けワー クショップ 〜 ピンチをチャンスに !こ んなときどうす る〜
施策説明
中部教育局 徳永 さん
。自転車事故 とヘル メット着用 について
・ メディアとの付 き合 い方

鳥取県教育委員会事務局

・子育 て親育 ち(フ アシ リテーター/家 庭教育ア ドバ イザー/子 ども読書ア ドバ イザー他)
・ コ ミュニテ イス クールについて
研修会

｀

鳥取県 PTA協 議会 会長 松岡 さん
・松岡 さんの 自己以紹介①
・ この分科会 の趣 旨説明
(初 めての役員 さん と経験者 の方 の意見を交換 し、
(ア

PTA活 動の ヒン トになれば

)

フター コロナ・ ウィズ コロナの PTA活 動 について)

・ グルー プ分けを行 い、各 グループで 自己紹介
・松岡 さん 自己紹介②
松岡 さんの趣味・初 めてかった CD・ よく行 くラーメ ン屋 を班 で相談 し当てるグーム
・ タケノロニ ョッキで身体 と緊張 ほぐし

本題ヘ
・研修 のポイン ト説明 「参加」
「尊重J「 守秘」
意見交換

PTAの 「役割(イ メージ)」 を班で話 し合い付箋で模造紙 に張 り付け、発表
② PATの 「課題」 と思 うことを班で話 し合い付箋で模造紙 に張 り付け、発表
①

③ ② の課題 に対す る「解決策Jと 思 うことを班で話 し合 い付箋で模造紙 に張 り付け、発表
④ 「理想」の PTA像 を班で話 し合 い付箋で模造紙 に張 り付け、発表
ま とめ として

,悪 口や陰 回は言 わな い よ うに しま しょう。
・ 時間 を意 識 す るよ うに しま しょう。
これだ けで も気持 ち に余裕 がで きるのでは な いで しようか ?
終わ り
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R４ 鳥取県 PTA 協議会 役員研修会(中部)アンケート結果
回答数 33
１. 学校区分

小学校 22 ・ 中学校 11

２. 参加者

第１（人権）20・第２（PTA 活動）22・第３（メディア）15 サミット９（中 5・小 4）

３．分科会について
（１）テーマについて 良い 78％ ・ だいたい良い 19％ ・ あまりよくない 3％
（２）本日研修した内容を各学校で活用しようと思われますか？
是非活用したい 51％ ・ 今後検討したい 42％ ・ 活用は難しい 2％
[理由]
第 1 分科会（人権ワーク）
・たくさんの意見をお聞きできたので、自分のものにしたい。大切な人に伝えたい。
・保護者の集まりが少ないことや、いじめについて他人事ではないので活用してみたい
・保護者で大切なことを共有する機会はやはり必要だと感じました。
・とても参考になる会だったので他の役員さんに早く報告したい
・我が小学校の保護者向け人権研修は講演会を聞く事が定例になっているため、今後は聞くのみでなく
考えて話す・書く事まで新たな気付きも生まれると思う。
・とても大切で大事なこと
・色々な方の意見を聞けて自分では気づかない事もあったので参考になりました。

第２分科会（PTA 活動）
・他校の活動、研修でお聞きした内容がとても参考になったため
・学校と保護者の連携が大切なことを改めて感じた
・同じ悩みが共感でき解決策を一緒に考える事ができた。
・久しぶりの研修会で、ワークショップが楽しかったです。すぐに PTA 活動で実践したいこともみつかりま
した。 ありがとうございました。
・楽しく活動を行いたい

・色々と試してみたい。

・同じような立場の方との情報共有は今後の励みになる。また元気・やる気をもらった。
・たくさんの意見を伺いました。自校にあうように工夫したいです。なかなか難しいですが、少し刺激をい
ただきました。
・少人数でのグループワークは意見が出しやすく、有意義な討議が出来て良かった。 また、グループ発
表を通して、他グループの意見も聞けて学びとなった。本題に入るまえのアイスブレイクも楽しくて、大変
参考になった。 ありがとうございました！

第３分科会（メディア）
・パソコンを上手に使ってほしいので、親にも知ってもらいたい。
・子どもたちが知っている事が親は分からなかったり、新しい『とりのからあげ』も子どもは勿論、鳥取全域に
知られるように、広報誌や学校で活用出来る場を設けれたらと思うから。
・研修内容が各学校で活用する内容とかけ離れている。県が広報しようとしているものを内容としていれる
のは話し合いが深まらない

・参観日や懇談会などで、「とりのからあげ」はみんなに伝える事がしやすそう。
・「いかのおすし」「おはしも」などさまざまな標語が増えて、子どもたちは言葉を覚えることだけに必死にな
り、本来の目的からずれた「とりのからあげ」という言葉を広めることが目的となってしまい、ＳＮＳやインター
ネットの危険から実際に子どもたちを守ることにつながるとは思えない。
・言葉を広めることは意味のない取り組みにしか考えられない。
・大切な研修である事は間違いなく、今後も大人が率先してやるべき研修だと思います。

４ 今後、研修したい内容等
・子どもの自尊感情を高めるためにどうするか。 ゲーム依存について
・PTA 活動

・いじめ

・ネットに関するトラブル、モラル、スキル

・親子でできる物が良い

・コロナ禍での活動方法

・また同じ研修に参加したい

・性犯罪の低年齢化について。低学年の生徒にどう伝えるか、どういう事が問題なのかを。
・土日に研修会を開催することで子どもたちと過ごす貴重な時間が奪われるので、休日に研修会を開催す
る必要はないと思う。
・ＰＴＡの必要経費・存在意義

・子どもの反抗期や思春期についてなど。

・各 PTA 団体が 同じような問題を抱えているので 解決に繋がる様な事例 アイデアなど 生の声が聞いて
みたい。

５ 全体を通して
・皆さんが真剣に取り組んでいて意見交換もやりやすかったんじゃないかと思う。
・対面での研修会に参加できて良かった。ありがとうございました。
・参加型の研修会は新たな発見がありました。色々な、考え方を知れて良かったです。
・楽しいワークができました。
・コロナ禍でも楽しく意見交換出来たと思います。
・楽しいワークができました。

・話し方、進行共にすばらしかった

・とても楽しい研修会てした。

・とても充実した時間でした。ありがとうございました。

・メディアに依存しないようにとは思っていますが、１日何時間までというルールは時間数に根拠が見出せず、
自分が子どもに対して何で１時間過ぎたら見すぎと言っているのかわからないときが多々あります。
・ワークショップ形式でファシリさんのお陰でとても楽しく参加できました。
・PTA のニーズに合ったものがあればいいのでは？
・小さい子どもが居ると、土日の研修は参加しにくい。 だが、平日になると仕事があって厳しいと思うので、難
しい所だなぁと思った。 参加者がおらず若干 渋々の参加だったが、とても楽しい研修だった。 今の時代、
リモートも多いだろう。 だが、やはり実際に会って顔を合わせる方が私は好き。 とても充実した時間でした。
ありがとうございました。
・様々な意見や考えに触れることで自分の視野が広がり、他者理解や受容につながることに改めて気づけた。
・第 3 分科会【メディアとの付き合い方】では、「とりのからあげ」の言葉の広め方について考えた。必要感を感
じないものについてみんなで考えるということについて非常に疑問を感じる。実際、ＰＴＡの役員をわざわざ
動員して行う会として意味があったとは思えない。本来こういったテーマは学校の参観日の授業で親子で考
えたり、学級懇談で全保護者に考えてもらった方がいいのではないだろうか。子どものためにといいながら、
本研修に出席するために、子どもは家で留守番をしているという状況があることも知って頂き、研修の内容も
含めて、ＰＴＡ役員をわざわざ動員して行う研修会のありかたについても見直しを行ってもらいたいと思う。

