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対象 研修名
日時または

配信期間
会場

参加人数

または

延べ視聴人数

内容 ページ

8月1日(月)

14:00～16:00
Zoom配信 30

8月25日(木)～

10月31日(月)
YouTube配信 110

広報委員

研修会

8月1日(月)～

9月30日(金)
YouTube配信 180

テーマ：PTA広報のミッション＆ノウハウ

講師：緒方　美穂子

（NPO法人レインボーリボン 代表）

2

校外安全委員

研修会

8月1日(月)～

9月30日(金)
YouTube配信 688

テーマ：攻める防犯という考え方　主役はPTAの皆さん

講師：出口　保行

（東京未来大学こども心理学部長）

3

学年・学級代表

委員研修会

9月15日(木)～

11月15日(火)
YouTube配信 216

テーマ：自己肯定感を高めるコミュニケーションの取り方・良好な

関係の築き方

講師：片山　明子

（フリーアナウンサー）

4

中学校PTA

研修会

7月5日(火)

10:00～11:00
教育センター 28

テーマ：少年非行の傾向  ～補導の現場から感じたこと～

講師：市川　茂伸

（警視庁生活安全部少年育成課　新宿少年センター）

5

中学校PTA

研修会

8月1日(月)～

9月30日(金)
YouTube配信 65

テーマ：がんばらないPTA活動

講師：松澤　亮

（新宿区立牛込第二中学校長）

6

幼稚園

PTA

幼稚園PTA

研修会

7月13日(水)

10:30～12:30
教育センター 12

テーマ：PTA間での円滑なコミュニケーションの取り方と上手な話

し方講座

講師：片山　明子

（フリーアナウンサー）

7

実施回数　7回　　　延べ参加人数　1329名

　　　　　　　　　　　　　【内訳】

幼稚園PTA　　　　1回    　12名

小学校PTA　　　　4回　1224名

中学校PTA　　　　2回 　　93名

中学校

PTA

全体研修会

小学校

PTA

令和４年度　ＰＴＡ研修会一覧

テーマ：PTAは “期間限定”の特権

　　　　～子どものために必要な組織～

講師：川島　高之

（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事）

1
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小学校 PTA全体研修会 

「PTAは“期間限定”の特権 ～子どものために必要な組織～」 

実施日時：8月 1日（月）14:00～16:00（Zoom 配信） 

YouTube 配信期間：8月 25日（木）～ 10月 31日（月）  

講師：川島 高之（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事） 

 

《講演概要》 

 全体として、講師からの講義と参加者による対話（ブレイクアウトルームによるグループ討議）で構成さ

れた。※ 

講師より、PTAという存在・活動の価値や、これまでの PTAでの経験・チャレンジ等を紹介していただ

きながら、「PTA の課題、改善してほしいことはなにか」「コロナ禍で工夫したこと、しようとしているこ

と」といった投げかけがあり、参加者同士が悩みや課題意識を共有したり、取組・アイデアを共有する時間

を設けていただいた。このことを通して、PTA の役割の大切さを再認識するとともに、コロナ禍でも、コ

ロナ禍だからこそ、PTA としてやれることはある。大丈夫！やっていこう！と熱いメッセージを送ってい

ただいた。 

また、講義の終盤には、「PTAや学校でやってみたいこと、はじめてみたいこと、実現させたいこと、具

体化したいことを一つ以上考えてみよう」といった「私のＰＴＡ宣言」を参加者全員が行い、対話を通して、

一人一人が自分にできることを思考し言語化する時間をいただいた。 

 

※YouTube では、講義部分とグループ討議の発表部分を配信 

 

《感 想》 

・コロナ禍で抱えていた課題を他校の方と共有でき、解決のヒントを一緒に考えることができた。 

・現在目指す方向が合っていると強く感じた。 

・各校悩みを抱える中、前に進む元気と勇気をいただけた研修会だった。 

・コロナ禍の PTA 役員として今後の活動の在り方を模索していたところなので、失敗してもよい、楽しい

ことをすすめていけばよいと背中を押された。 

・忙しい中での PTA 役員で何が良いのか分からなくなることもあったが、自分が行っていること、頑張っ

ていることに意義があると認識できた。 

・PTA参画の 10大メリットはこれからも使っていきたいと思った。 

・プラス面を再認識することにより自分自身がポジティブな姿勢で取り組めるように思えた。また、他の学

校の方々の意見の中に委員会の在り方など、参考になるものを聞くことができた。 

・今回の研修動画でも取り上げていたが教職員の多忙さは見ていてもひしひしと感じていたところなので、

教職員が PTAに望むことを聞いてみたい。 
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 小学校 PTA広報委員研修会 

「PTA広報のミッション＆ノウハウ」 
YouTube 配信期間：8月 1日（月）～ 9月 30日（金）  

講師：緒方 美穂子（NPO 法人レインボーリボン代表） 

 

《講演概要》 

（研修の流れ） 

 講師の緒方様から、これまでの PTA広報部での活動経験を元に、プログラムに沿って、PTA広報のミッ

ション、具体的な活動方法についてお話しいただきました。 

 

（プログラム） 

1. PTA 広報の役割（ミッション）…広報のミッションとして、PTA会員への情報提供、報道、解説、啓蒙、

共感があり、子どもの幸せを願う気持ちが基本。 

2. 記事・紙面の作り方（見出しのつけ方、原稿の書き方、企画の立て方、写真の撮り方）…読みたくなる広

報誌にするための、見出しを 2つ以上つける、長い文章にはリード文をつけるなど、具体的な方法。 

3. 企画会議のやり方…保護者の視点を大切に、どんな記事を読みたいかを考えること、ワークショップ形

式で行う会議のルール、ブレーン・ストーミング（アイデア出し）について。 

4. 広報部運営のコツ…「できることを、できる人が、70%の力で」ということで、自分と違う意見、考え

方、やり方を受け入れること、作業してくれた人へ感謝を伝えること、学校との連携の必要性について。 

5. WEB 対応・個人情報保護…紙媒体と WEBへの掲示の違いについて、個人情報保護の視点からのお話。 

 

《感 想》 

・広報のテーマの選定、記事や写真など今までぼんやりしていたことがはっきり分かった。実際の例が使わ

れていて、活動の流れを知ることができた。シートとともに要点を説明してくれたので頭に入った。 

・具体的なアイデアをいただけたのでそのまま生かせる。 

・読んでもらえる見出しの作り方が参考になった。 

・個人情報の取り扱いはとても分かりやすい説明だった。 

・必要なことと必要でないことが明確になってよかった。 

・広報運営のコツや広報誌を作るにあたっての企画要領や留意点など、講師の経験をもとに話され現在の広

報活動に参考になった。 

・外国籍の保護者の思いを聞けたのは良かった。 

・自校の紙面しか見る機会がないので他校の事例紹介が良かった。 
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小学校 PTA校外安全委員研修会 

「攻める防犯という考え方 主役は PTAの皆さん」 

YouTube 配信期間：8月 1日（月）～ 9月 30日（金）   

講師：出口 保行（東京未来大学こども心理学部長） 

 

《講演概要》 

○子供たちを不審者から守ることを目的とし、講師の出口様より「攻める防犯＝犯罪者目線に立ち、犯罪者

に嫌がらせをする」という防犯に対する認識を根本から変える内容についてご講演いただいた。 

○講演の骨子は以下のとおり 

１ 防犯の枠組みの推移 共助＝犯罪抑止に大きな貢献 

２ 犯罪防止・被害防止 実は一つの枠組みで考えられる 

３ 物理的防犯・心理的な防犯 攻める防犯の確立→犯罪者目線の防犯 

４ 我が国の犯罪情勢を把握する 犯罪・非行は社会の鏡 

５ 犯罪認識とその結果がもたらすもの 正しい指導、学校帰りに気を付ける 

６ 犯罪者と非犯罪者 何が犯罪か、動機と犯罪の関係、意思決定と行動化 

           コスト・パフォーマンスではなくリスクとコストで考える 

           挨拶運動の重要性、地域で共有・見える化、意見を出す、犯罪者化させないなど 

７ 攻める防犯  

まとめ 「攻める防犯」の主役は PTAの皆さん 

無理せずできることから即実行！！ 公助→自助→共助（地域防犯）への流れを作る！ 

 

《感 想》 

・普段している活動が防犯につながっていることが分かり、継続していこうと思えた。 

・昔と今ではどのように犯罪が変化しているのか分かった。子どもへの性犯罪について問題形式でお話され

ていたので印象に残った。 

・挨拶 1 つでも犯罪者には嫌なことであり犯罪防止に効果があると分かった。攻める防犯について我々が今

からでもすぐにできそうなことを提示いただけた。 

・犯罪者の目線で考えるという視点に気付きがあり参考になった。 

・犯罪が起きやすい時間帯、狙われる学年などデータで示されたので参考になった。防犯パトロールに活かせ

ると思う。 

・自分自身、犯罪に対する誤解があることがわかり、犯罪の現状について学ぶいい機会となった。 

・朝の登校時に活動しているがこれが子どもを狙った犯罪の防止になっていることを認識できたので、人員

の配置をする時に活用したい。 

・下校時のパトロールの時間帯に犯罪が起きやすいので、この活動は意義があると分かった。子どもへは学校

帰りに気を付けるよう声をかけたい。 
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小学校 PTA学年・学級代表委員研修会 

「自己肯定感を高めるコミュニケーションの取り方・良好な関係の

築き方」 

YouTube 配信期間：9月 15日（木）～ 11月 15日（火）   

講師：片山 明子（フリーアナウンサー）  

 

《講演概要》 

（研修の流れ） 

 人に見られる事／話す事を仕事にされているフリーアナウンサーならではの、PTA の枠組みを超えた

視点から、第一印象の大切さ、他社との良好なコミュニケーションで心がける事、他人の良い部分を参考に

した、お手軽自己改良方法などの紹介。 

 

（プログラム） 

1. 第一印象を決めるメラビアンの法則を元に、視覚情報、聴覚情報、会話内容における好印象を与える

ロジックの解説。 

2. 視覚情報から、笑顔の作り方、鏡を使った練習方法などを紹介。 

3. 日頃から積極的な挨拶を実行することが、良好で円滑な人間関係構築の大切な下地作り。 

4. 傾聴力による信頼獲得こそが、プロジェクト実行に伴う協力者を得るための最大のポイント。 

5. 相手のマウントを取る行為、噂話、嘘つきは絶対厳禁。 

6. 協力者に対して感謝の言葉をかけ、相手を労うことを忘れずに。 

7. 簡単な自己改良を日々行うことで、自己成長に繋げてみよう。 

 

《感 想》 

・コミュニケーションにおける要点、基本を端的かつ分かりやすく教えていただきよかった。 

・自己肯定感を上げるには近所の人に明るく挨拶するなど、簡単なことから始めるのがよいと分かった。 

・聞く姿勢についての話が具体的で、わが身を振り返るきっかけになった。 

・笑顔と挨拶、そして相手に対して話を最後までしっかり聞く等の心遣い、気配りがとても大切だと 

思った。 

・同じ言葉でも視覚により他者への印象が違うことなど、物事を円滑にするための法則が今後のために 

なった。 

・まずは１つの目標を一週間という話が分かりやすかった。 

・講師は元アナウンサーだけあって素晴らしい語り口で聞きやすかった。 

・PTA 役員経験者である講師からの現場での体験を踏まえた話に引き込まれた。話も分かりやすく日常の

活動に即したものだったので、すぐに実践してみようと思えた。 
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中学校 PTA研修会 

「少年非行の傾向 ～ 補導の現場から感じたこと ～」 

開催日時：7月 5日（火）10:00～11:00（会場：教育センター）   

講師：市川 茂伸（警視庁生活安全部少年育成課 新宿少年センター） 

 

《講演概要》 

新宿少年センターは、国内最大の歓楽街「歌舞伎町」を管轄している。 

そこの TOHO シネマズ新宿の東側の通りを「トー横」、西側にある広場を「広場」といい、そこに若者が

集まっている。 

集まる若者には外見的特徴があり、「地雷系ファッション」が多い。 

情報ツールは、Twitter、Instagram、ゼンリー。 

学校や家庭といったリアルの世界から離れ、SNS 等ネット空間で知り合った相手と実際に会って話すこ

とができるオフ会の場所となっており、お互いのことは本名では呼ばずネット名で呼ぶ。 

 

集まってくる少年は、家庭不和を訴える子が多い。誰かと話をしたい。 

自分の言い分を聞いてほしい＝「普通に」学校に行きたい・勉強がしたい・親と暮らしたい・夢を叶えた

い、といったように、「普通の生活」をしたいと思っている。 

 

その他ここに集まる理由は、TikTok を見て楽しそうだから・学校に話の合う子がいないがここに来れば

同じ境遇の子がいて話を聞いてくれる・メンコン（＝メンズコンカフェ、ホスト予備軍のような存在）やメ

ン地下（＝メンズ地下アイドル）の推しに会いに（貢ぐ女子が後を絶たない）、等々。 

 

全国に「トー横」的な場所はあり、一斉補導したりするが、すぐに SNSで拡散される。 

 

《感 想》 

・何となくでしか知らなかったトー横について、分かりやすく説明してくださり理解できた。講師の話も楽

しかった。 

・子どもたちがどうして歌舞伎町に集まるのか、そしてその後どういう流れになるのかが気になっていたの

で、そのことが分かって参加して良かった。自分に何かできることがあったら行動したい。 

・現場の警察官が日々体験していることを聞けて良かった。子どもたちの寂しさが伝わるようだった。た

だ、もう少し掘り下げた話が聞きたかった。初めて聞く用語があり、勉強になった。 

・新宿に子どもの頃から住んでいるのだが、昔から新宿には闇と光があり、その犠牲に子どもたちが巻き込

まれないような社会を大人が考えていかないといけないと思った。 

・普通の日常を送ること、普通に親子で生活できることの大切さを感じた。 

・子どもとの接し方、スマホの機能をもっと知らなければと思った。 

・身近な子どもたちや家庭へ手を差し伸べる、声かけをする程度でも非行への一歩を防げるかもと感じた。 

・自分の子どもに対してもそうだが、PTA 活動で子どもたちと接する時に、子どもたちの表情や話に気を

つけてみようと思った。 
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中学校 PTA研修会 

「がんばらない PTA活動」 

YouTube 配信期間：8月 1日（月）～ 9月 30日（金）   

講師：松澤  亮（新宿区立牛込第二中学校長） 

 

《講演概要》 

コロナの影響が二年以上続き、PTA活動もほとんどできなかった状況下で PTA不要論も聞かれるように

なった。今回は、「無理なく楽しく持続的な PTA活動をするには」というテーマで、牛込第二中学校松澤亮

校長先生にお願いした。松澤先生が過去に赴任した学校で PTA からいろいろ相談され、課題解決に向け取

り組まれた話を伺うことができた。 

 

（問題点） 

PTA会長、専門委員になり手がいない。くじで決めてもすっきりしない。そもそも PTAの基本方針を見

直す必要を感じた。「やりたい人が、やりたいことを、やれる PTA。やれないことはやらない。」そこで会長

問題をどうしたか？ 会長は役員互選、それでも決まらない時は、その都度代行というルール作りをする。

役員は２月に公募、人数は不定（集まった人でできることを）。各種委員会については、それは必要かとい

う議論から始める。必要なのは各種動員のみで、思い切って委員会をなくすのはどうか。 

 

（解決策） 

ひとり一役の発想。年間でしなければならないことを洗い出し、各家庭年一役で十分。その結果専門委員

は全て廃止した。具体的には、各家庭１役（希望箇所に割り振り）、研修は動員ではなく、担当が年１回参

加。校外のパトロールは担当が年１回参加。広報は本部役員で十分。 

 

《感 想》 

・各種委員会を廃止したことで、年度初めの保護者会が大盛況、自分で決めた役なのでみんなが守る、動員

のためのプレッシャーなし、未経験者だけの時には本部役員が助ける。という話を聞き、自校の PTA 活動

について今一度見直しをしていこうと思った。 

・「無理に改革する必要はない。現状が良ければ継続すればいい。」と松澤先生が話してくださった言葉をこ

れからも大切にしていきたい。 

・他の多くの PTA会員にも広めていきたい。 

・自校の PTAでちょうど似たような提案が出ていた。具体的な話を聞けて、取り組めそうだと感じた。 

・コロナをきっかけに保護者から様々な意見を聞く機会も増えた。「集まってやる必要がある？」「誰の 

ためにやっているの？」「そもそもこれは必要なの？」「やる人が損をしたら誰もやらない」等々。多くの

PTA 会員にとって参考になる内容だった。 

・自校でも研修で出た話と同じように、委員会の廃止を実施しており、共感できたし参考にできる部分が多

く、聞いて良かったと思える研修だった。 
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幼稚園 PTA研修会 
「PTA間での円滑なコミュニケーションの取り方と上手な話し方講座」 
開催日時：7月 13日（水）10:30～12:30（会場：教育センター）   

講師：片山 明子（フリーアナウンサー） 

 

《講演概要》 

PTA会長としての在り方や、コミュニケーションのコツを学んだ。時折、参加者で意見交換も行った。 

・人に嫌われない これが会長の目指すところ。ボランティアである PTA活動を円滑に進めるためには、 

会長が周りに嫌われてしまうことは避けたい。人の話をしっかり聞き、信頼されること。 

・第一印象が大切 「目」55% 「耳」38% 「言葉（内容）」7%（メラビアンの法則より） 

この三つの要素で印象は決まる。笑顔は人を安心させるので、真面目な顔よりいつでも笑顔を。 

今はマスクで口角が見えにくいが、口角が上がると自然と目尻が下がり、笑顔に見える。 

・挨拶の大切さ 子どもの見本になれるように誰にでも挨拶すること。大きな声ではっきりゆっくりと。 

先生や主事さんへ、学期の終わりなど節目にご挨拶をする。 

・相手の変化に気づき、伝える 髪型、服装、持ち物など。人は承認欲求があり、評価してほしいものだ

から。 

・感謝の気持ちを伝える 当たり前だと思わず感謝の気持ちやポジティブな言葉かけをすること。 

・意見が対立した時は、とことん話を聞く 説得するのではなく提案。互いに納得できる落としどころを

探す。 

・クラス LINEはまず初めにルールを決める クラス LINEの目的を説明し、返信スタンプは不要、等。 

 

最後に、会長であり幼稚園児の母である私たちへ、「今しかないキラキラした時間を楽しんでください」

と温かいメッセージを頂いた。 

 

コロナ禍による接触機関の削減や長引くマスク生活などで、ダイレクトなコミュニケーションが不足し

ているといわれる反面、SNS をツールとした新たなコミュニケーションスタイルが当たり前になってきた

昨今。そんな中、PTA 会長しての重責や関係作りへのプレッシャーをかなり感じている受講者の心に、経

験に基づく講師の言葉の一つひとつがしっかりと響いたと思う。あいさつや笑顔、小さな心遣いなど講座内

容にとどまらず、物腰や言葉遣い、普段から心がけておられることなど講師ご本人から学ぶべき点も多く、

実り多い研修会だった。 

 

《感 想》 

・先生とたくさん話せてよかった。園での心配なこと、保護者間の相談もできアドバイスを頂けた。 

・嫌われないようにすることが大事で、それがすべてつながっていくのだと感じた。 

・たくさんの PTA会長を務めてこられた方に心構えやあいさつのコツを伺えてよかった。 

・先生の話がとても聞きやすくて理解しやすく、今後の活動に具体的に役立ちそうだと感じた。 

・会長としての心構え、スピーチ、お話のタイミング、周りの人とのコミュニケーションのとり方など、参

考になることが多く楽しかった。 

・ほかの幼稚園のことを知れたことがよかった。 

・講師の方も PTA会長経験者だとのことで、実践的なご指導、お話が多く大変勉強になった。 
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