
鹿屋小学校ＰＴＡガイド

●改定される場合がありますが、児童が卒業するまで大切に保管してください。

●学校行事やＰＴＡ総会・学級ＰＴＡのときなど、各自お持ちください。

保護者氏名 ：

『おとなのせなか』
～子どもは大人の背中をみて育ちます～
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学校教育目標

（ 校訓 ）

『 つよく・かしこく・すなおな子ども 』

つよく・かしこく・すなおで 瞳が生き生きと輝き
笑顔あふれる 子どもの育成

日々の実践

健康の保持，

体力・気力の向上

・体力や気力の向上

・勤労体験の重視

・保健安全指導の徹底

・食の指導の充実

心の教育の充実

・あいさつ運動の充実

・読書活動の推進

・体験活動

学校応援団の活用

・基本的生活習慣の確立

・道徳教育の充実

・いじめや不登校の防止

確かな学力の定着

・めあてとまとめの整合性

・追求活動の工夫

・確実な定着

・言語活動の重視

・言語環境の整備

・学習態度の確立

・家庭学習の奨励

・作品展等への積極的な参加

つよく かしこく すなお

子どもたちの元気の源は、
『十分な睡眠をとる』・『しっかり食べる』ことです！

早寝 早起き 朝ごはん

元気なあいさつ

あ･････あかるく
い･････いつも
さ･････さきに
つ･････つづける
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本校に籍を置く児童の全保護者と教職員は、ＰＴＡの会員となります。

子ども達の健やかな成長を願い、学校生活が楽しく安全に過ごせるよう
役割を分担し、協力し合いましょう ！

ＰＴＡの特質を活用しましょう！

ＰＴＡでは、保護者と教職員が同じ立場で意見を交換し合ったり、家庭や地域
の問題点について学んだりする 「学習の場」 でもあります。
子どもの幸福を願うよりよい保護者である為にも、自ら学び、子どもの健全育
成についての理解を皆で深めていきましょう ！

～ 研修や講演会等の機会もあります。気軽にご参加ください ！ ～

はじめに

Ｐarents （保護者）

Teachers （教師）

Association （組織）

（Ｐ） 保護者と （Ｔ） 教職員の “連携 “ が大事 ！
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ＰＴＡ活動に参加してみましょう

活動に参加すると・ ・ ・

● 学校での子どもの様子がよく分かるようになります ！

● 自分の子どもだけでなく、他の子ども達とも交流することができます ！

● 保護者同士のつながりができます ！

● 教職員との会話の機会が増えます！

● 地域とのつながりができます ！

● 学習会や研修会をとおして、新しい自分を発見できます ！

※家庭とは違った学校生活の様子を知ることができます。

※家庭での子どもとの会話が増えるきっかけになります。

※他の子どもと顔なじみになり、他の子どもの良さが見えるとともに

自分の子どもの良さも見えるようになります。

※子育てについて共に話し合い、理解を深めることができます。

※同学年だけでなく、異学年の保護者とも交流し、情報交換をすることができます。

※学校や先生方を身近に感じることができます。

※学校の様子や雰囲気について先生方から話を聞く機会が増えます。

※学校生活における心配事や悩み事などを相談しやすくなります。

※地域の方に覚えてもらえることで見守ってくださいます。

※新たな知識を身につけることができます。

※興味・関心が広がるだけでなく、充実感や達成感を味わうことができます。
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１学期 学校行事 ＰＴＡ事業･活動

４月 ●新任式
●１学期始業式
●入学式
●下校指導（１年）
●交通安全教室
●表札訪問

●あいさつ運動
●学級PTA
●PTA新役員会・PTA会計監査

５月 ●授業参観
●一年生を迎える会
●避難訓練（風水害）
※集団下校
●春の一日遠足（１～４年）

●第１回役員会・運営委員会
●第１回PTA総会
●PTA歓迎会
●第１回生活指導部・育成会合同会
●第１回PTA奉仕作業

６月 ●プール開き
●しろかき・田植え（５年）

●学年親睦会（各学年）
●PTAソフトバレーボール大会
●第１回学校保健委員会
●セミナー＆給食試食会
●第１回セーフティゾーン委員会☆
●下校指導☆
●第２回役員会・運営委員会
●学年部会
●心肺蘇生法講習会

７月 ●授業参観
●１学期終業式

●学級PTA
●学年部会
●PTA新聞「ひろば」１号発行☆
●プール監視（夏休み期間）
●校外指導（夏休み）

８月 ●出校日（上旬・下旬） ●プール監視（夏休み期間）
●第２回PTA奉仕作業
●かのや夏祭り

５年・・・こども神輿
６年・・・総踊り

●校外指導（夏休み・夏祭り）
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主な学校行事＆ ＰＴＡ事業・活動スケジュール

※年度によっては、月が変わる場合があります。（☆はまだ日程が
未定なので，例年に合わせて入れています。）



２学期 学校行事 ＰＴＡ事業･活動

９月 ●２学期始業式
●授業参観
●宿泊学習説明会（５年）
●修学旅行説明会（６年）
●秋季大運動会

●あいさつ運動
●第２回生活指導部・育成会合同会☆
●第３回役員会・運営委員会
●学級PTA
●学年部会
●運動会会場準備・終了後片付け

１０月 ●観劇・音楽鑑賞会
●避難訓練（地震・火災）
●稲刈り～脱穀（５年）

●第４回役員会・運営委員会
●PTAバザー（バザー＆模擬店）
●PTA研修視察☆

１１月 ●自由参観
（心のふるさと鹿屋小週間）
●すてっぷ読み聞かせ☆

●宿泊学習（５年）
●修学旅行（６年）

●選挙管理委員会
●第２回学校保健委員会
●下校指導☆

１２月 ●校内持久走大会
●２学期終業式

●学級PTA
●学年部会
●第５回役員会・運営委員会
●選挙管理委員会
●校内持久走大会への協力
●PTA新聞「ひろば」２号発行☆
●校外指導（冬休み）

３学期 学校行事 ＰＴＡ事業･活動

１月 ●３学期始業式 ●校外指導（冬休み）
●あいさつ運動
●第２回PTA総会・教育講演会
●第２回セーフティゾーン委員会☆
●第３回生活指導部・育成会合同会☆

２月 ●オープンスクールin鹿屋小
●新一年生保護者説明会
●鹿屋中学校入学説明会
●授業参観

●オープンスクールへの協力
●第６回役員会・運営委員会
●学級PTA

３月 ●お別れ遠足
●卒業式
●終了式
●離任式

●PTA新聞「ひろば」３号発行
●卒業を祝う会（６年）
●PTA送別会
●校外指導（春休み）
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本校PTAは、執行部としての総務部と７つの専門部で構成されています。
会員（保護者・教職員）は、いずれかの専門部に属し活動してもらいます。

（５年部のみ別途、米作り実行委員会があります。）

楽しく・たのもしい
鹿屋小ＰＴＡ専門部

保健
体育部

事業部研修部

学年部

子どもの安全守り隊
子ども達の安全と健全育成の要です！
あいさつ運動や見回り活動を行います。

鹿屋小の環境管理人
学校内の環境と学習環境を整備する係で
す！愛校作業の運営やバザーへの協力の
他，ベルマークを集めて教材や学習備品に
変える手配も行います。

子育て教育の研究員
会員の学習機会を企画するPTAに欠かせ
ない部門です！また，研修の内容等をPTA
新聞にまとめ，広報する仕事も行います。

読み聞かせの
プロモーター

親子での読み聞かせ活動の
啓発・推進や研修の参加，実
際に読み聞かせの活動を行

います。

米作り
実行
委員会
５年部

ＰＴＡ専門部の紹介
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生活
指導部

読書
指導部

学級ＰＴＡのファシリテーター
明るい学級づくりのまとめ役です！学
級・学年レクリエーションの企画運営や
バザーでの出店等を行います。

健康と運動の
コンシェルジュ

子ども達が健康に過ごす
ための研修や行事への参
加・協力を行います。



専門部名 役割 ＆活動内容 部員数
（学級内）

生活指導部

●児童の校外指導及び 会の向上に努める。

・セーフティゾーン委員会への協力 （年２回）
・生活指導部＆育成会合同会の実施 （年３回）
・校区内の危険箇所等の調査と対策
・あいさつ運動の実施 （登校時／年３回） ・下校指導の実施 （下校時／年２回）
・校外指導の実施 （夏休み，夏祭り，冬・春休み） ・秋季大運動会時の校内巡視
※「鹿屋市校外生活指導連絡会」への出席 （５月／部長ｏｒ副部長）
※「鹿屋中校区校外生活指導連絡会」への出席 （年３回／部長ｏｒ副部長）

４名以上

保健体育部

●保健体育，運動会等の運営，その他活動に努める。

・学校保健委員会への協力 （年３回）
・PTAソフトバレーボール大会の企画と実施 ・心肺蘇生法講習会の実施 （７月）
・夏休み期間のプール監視
・秋季大運動会への協力 及び 運動会時の校内巡視
・校内持久走大会への協力 ・「市P連親睦スポーツ大会」出場学級との連絡調
整
※「市P連専門部研修会」への出席 （６月／部長ｏｒ副部長）
※「学校保健研究協議会」への出席 （２月／部員 ： ２～４名）

４名以上

事業部

●学習環境の整備・管理及び環境美化，施設備品の補修改善等に努める。

・奉仕作業の企画と実施 （年２回）
・PTAバザーでの物品販売の企画と実施 及び PTAバザーの準備・片付け協力

※「市P連専門部研修会」への出席 （６月／部長ｏｒ副部長）

●家庭と学校・地域が一体となって、ベルマーク運動の推進に努める。

・ベルマークの仕分け～点数計算～発送 ・ベルマーク新聞の作成

４名以上

（長子２名

以上）

文化研修部

●会員の資質の向上及び子育て教育に必要な研修等の活動に努める。

・市P連研究大会（分科会）に向けての調査，研究
・給食試食会及び セミナー等の企画と実施 ・PTA研修視察の企画と実施
※「市P連専門部研修会」への出席 （６月／部長ｏｒ副部長）
※「青少年推進大会兼家庭教育講演会」への参加 （７月／２０名以上）
※「市P連研究大会実行委員会」への出席 （年３回／担当部員 ： ２～４名）
※「市P連研究大会（基調講演・分科会）」への参加 （１月／３０名以上）

●会員の親睦と教養の向上を図るとともに内外への広報活動に努める。

・PTA新聞「ひろば」 発行 ・「市P連広報誌コンクール」への出展 （１月）
※「市P連広報紙担当者研修会」への出席 （６月／部長他 ： ２～４名）

４名以上

学年部

●学級の取りまとめ 及び保護者へPTA活動の協力推進に努める。

・各学級の支援 及び 連絡調整
・学年レクリエーション ， 懇親会などの企画と実施
・PTAバザーにおける模擬店の企画と実施

２名
学級委員長
副委員長

☆６年生は別
途設定

総務部
●PTAの全般に関する事項の企画・運営，外部機関との連絡に努め、各部の調整に当たる。
（会長１名 ， 副会長４名 ， 書記１名 ， 会計１名）

ＰＴＡ専門部の役割＆ 活動内容 ★役割を分担しましょう！

読書指導部

●親子読書活動の推進と啓発を図る。
・親子読書活動の計画推進と活動例の提案
・校内読書月間における読み聞かせ活動（６月，１１月） ・鹿屋市の研修会への参加

※上記の内容は，想定される内容です。読書指導部はＲ２年度から新設された部の
ため，４月の新役員会で役員の皆さんが実際の活動内容を決定していきます。

３名以上


