
保護者の皆様へ                                   坂田小学校 PTA 

                会長 新垣 慶朗 

 

令和 2 年度 坂田小学校「PTA 活動」希望調査について 

  

 

本校 PTA では「無理なく 楽しく できる範囲で」をテーマに、多くの会員の皆様に PTA 活動に参加

して頂いております。ご自分のライフスタイルに合わせて活動できる委員会、係を選んでいただけるよ

うに、ご希望を伺いたいと思います。 

 下記のアンケートにご記入の上担任の先生又は PTA 事務所までご提出下さい。回収は随時行います。 

最終期限は 4 月７日までにご提出下さい。 ご理解の上、ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

※アンケートは、児童 1 名につき 1 枚必ず提出してください。 

※兄弟姉妹で在学している場合は、どちらかの学年で活動にご参加下さい。 

※今年度から各学年委員長、副委員長、各専門係長、副係長さんとして活動してもらう保護者さんに

は、運動会前日に場所取り優先権お渡しします。 

詳しくは活動検討会（４月後半）で説明させて頂きます。 

※提出が無い場合又は希望数字不備時は、空きのある委員会、専門係に入っていただきます。 

※集計作業がありますので、期限を守って頂きますようお願い致します。 

 

 

※名簿を作成するので、記入をお願い致します。 

保護者名    

 自宅  

連絡先 携帯  

 メールアドレス  

                 ※連絡先は委員会、専門係の活動する際に活用させて頂きます。 

 

年・組 児童名 

  

  

  

  

  

                      ※個人情報はPTA活動以外では使用しません。 

 

令和 2年度 PTA活動 学年委員会・専門係希望調査表票 

  

※兄弟姉妹のどちらかで活動する場合は、活動する学年を下に記入して提出して下さい。 

 

◎兄弟姉妹の学年      年で活動します。 

 

               ☆☆☆数字で第２希望までご記入ください。☆☆☆ 

〇 1学年・2学年の保護者の方  

学級（学年）委員会・スポーツレク係・全体（しんぶん係、くさかり係、みまもり係、よみきかせ係）

の役員ができます。 

学年（学級）委員会 

（各学級 10名以上） 

 スポーツレク係 

（1・2学年担当５名以上） 

 

 

〇 3学年・4学年の保護者の方 

学級（学年）委員会・サポート係・全体（しんぶん係、くさかり係、みまもり係、よみきかせ係） 

の役員ができます。 

学年（学級）委員会 

（各学級 10名以上） 

 サポート係 

（3・4学年担当５名以上） 

 

 

〇 5学年・6学年の保護者の方 

学級（学年）委員会・イベント係・全体（しんぶん係、くさかり係、みまもり係、よみきかせ係） 

の役員ができます。 

学年（学級）委員会 

（各学級 10名以上） 

 イベント係 

（5・6学年担当 5名以上） 

 

 

〇 全体の係 

（全学年担当です。みんなで作業するので係長と副係長とサポートで各 5名募集します。） 

しんぶん係 

（全学年担当役員出来る方） 

 みまもり係 

（全学年担当役員出来る方） 

 

くさかり係 

（全学年担当役員出来る方） 

 よみきかせ係 

（全学年担当全体 50名限定） 

 

      

※活動内容・去年の活動については裏面に記載しています。ご確認下さい。 

※活動内容を縮小しています。拡大版を学校 PTA事務室前に A4判提示していますので、ご覧下さい。 

※今年度から各学年委員長、副委員長、各専門係長、副係長さんとして活動してもらう保護者さんには、

運動会前日に場所取り優先権お渡しします。詳しくは活動検討会で説明させて頂きます。 

※提出が無い場合又は希望数字不備時は、空きのある委員会、専門係に入っていただきます。 

※何かご相談ありましたら、PTA事務までご連絡下さい。（坂田小 ９４５－５２２２） 



坂田小 PTA スポーツレク係（旧 保健体育部） 

 

活動内容  校内スポーツレクの企画・運営 

      西原町 P のスポーツレクの参加 

      坂田小運動会の準備（前日 場所取り確認、駐禁プレート設置） 

               （当日 PTA 種目の企画・運営 ） 

 

・運動会の準備 テントの設営準備・お手伝い 駐禁プレート借りてくる（西原町） 

        マナー違反の場所取りはがし 駐禁プレート設置作業 

        職員駐車場係 朝の立哨、帰りの立哨 

        運動会当日 散水作業 PTA 競技準備・片付け 

        駐禁プレート回収作業 駐禁プレート返却 

 

・校内スポーツレクの企画・運営  

校内スポーツレクの日時、内容企画を決める。 

公文発行し告知する。 

当日の司会進行 安全にスポーツレクを行う。 

試合後の表彰、景品授与 片付けの指揮 

・西原町 P 連合会のスポーツレクの参加  

西原町内 4 小学校、2 中学校 PTA 保護者とスポーツを通して親睦を深め

る。 

 

 

去年の活動 

2019 年 7 月 6 日親睦ソフトバレーボール大会 

2020 年 9 月 17 日、24 日 坂田小運動会 

 

坂田小 PTA学年委員会（学級委員） 

 

活動内容  学年レク 

     親子で出来る活動の企画・準備・運営・片付け 

     （例）親子レク・親子作業・講話など 

        ※5 学年は 13 祝い 

     金太郎まつり 企画・準備・後片付け 

     ☆PTA 活動の要です。 ご協力をお願いします。☆ 

 

 

 

去年の活動 

1学年 10/24親子レク・給食  

金太郎まつり（ゲーム 水ふうせんヨーヨー） 

    2学年 10/5ドッチビー 金太郎まつり（食品 おにぎり、パン） 

    3学年 8/31水中運動会・食育  

金太郎まつり（ラグビーボールでタイヤに入れる） 

    4学年 10/20キンボール 金太郎まつり（タピオカミルクティー） 

    5学年 1/25 13祝い 金太郎まつり（かき氷、たこせん） 

    6学年 2/22 校内ナイトウォーク  

金太郎まつり（ゲーム ふわふわ） 

 

坂田小 PTAサポート係 （旧 総務部） 

 

活動内容  先生方の歓送迎会の企画・準備・運営 

      総会資料作成（主に印刷・ホッチキス止め） 

       校内童話お話大会の準備・審査・手伝い・運営 

       PTA 忘年会 企画・運営 

  

・歓送迎会  歓迎会は坂田小及び幼稚園に初めて来た先生方に花やお菓子の

首飾り等をプレゼントします。 

・送別会  離任される先生方に予算内でプレゼントを考えます。 

・PTA 忘年会 参加出来る先生方と保護者で開催しています。 

     普段話せない先生方と話せる絶好な機会なのでとても楽しいです。 

・総会資料作成  総会資料は PTA 事務員さんが作成を行うので、サポート係

さんは、総会資料を、ホッチキスで止めます。作業は 5 月のみです。 

・校内童話お話大会 各学年、男子 1 名、女子 1 名の発表です。 

     司会・審査員・時計測定 

  会場（体育館）設営です、（垂れ幕・イス、テーブル設営） 

  ※童話を覚えた子ども達に鉛筆 1 本プレゼント 

  ※お話大会に選ばれた子ども達に図書カードプレゼント 

  ※学年代表に選ばれた子ども達にノートプレゼント 

      

 

去年の活動 

2019 年 4 月 12 日 職員歓迎会 

2019 年 5 月 11 日、12 日総会資料綴り 

2019 年 9 月 10 日 童話お話大会 

2019 年 11 月 23 日 PTA 忘年会 

坂田小 PTAイベント係（旧 文化教養部） 

 

活動内容  活動の企画・準備・運営を行います。 

      家庭教育学級 （鑑賞会や講演会、親子手作り教室など） 

      年 2-3 回程度で行います。 

      家庭教育学級申請を西原町に行い、イベントの実地をする。 

      西原町 P文化教養部への参加、補助 

 

 

 

 

 

去年の活動 

2019 年 11 月 9 日 親子ほしぞら教室  

2020 年 11 月 13 日 声芝居「泥かぶら」公演 

 

 

今年は 5 学年・6 学年が

担当です。 

子ども達が楽しんで、学

べるような企画を作り

だすことができます。 

保護者向け、親子向けに

招きたい講師やインス

トラクターはいません

か？ 

坂田小 PTAしんぶん係 （旧 広報部） 

活動内容  広報紙「さかた」を制作し発行する。 

      撮影（各行事の撮影）、学年・学校行事の記事 

      次回発行の広報さかたの記事選択 

      編集のみでも可（専門ソフトで作業できる方） 

撮影、記事作成、校正を行います。（係内で分担します。） 

                               

・広報さかたを制作し発行する 広報「さかた」は PTAの活動を報告・啓蒙していく紙媒

体です。 学校行事だけに片寄らず、あくまで PTAを頑張っている保護者の皆さ

んの活動を広く伝えていくツールです。 

その広報紙の制作のために、下記の作業があります。 

・撮影 各行事の撮影（学年行事・学校行事）分担して撮影します。 

    特典として運動会は中に入って写真が撮れます！ 

・学年・学校行事の記事 参加した人の感想が一番リアリティがあるので、日時、場所、

天気、参加してみての感想を簡単に書いてもらっています。 

箇条書きでも OK 編集段階で体裁整えていきます。 

・次回発行の広報さかたの記事選択 どういう行事があったか、何を掲載するか話し合っ

て決めます。PTA三役、各専門部長と連携とり広報紙の構成を決めていきます。 

・編集・制作 編集ソフトが使える方がいればお願いします。なければソフト購入検討 

・校正 制作途中の広報さかたの誤字脱字をチェックする作業です。チェックする人が多

いほど、正確なものになります。制作ページを画像や PDFにしてメール添付、

チェック作業をしてもらいます。 

去年の活動 

2019 年 10 月 広報「さかた」116 号発行 

2019 年 12 月 広報「さかた」117 号発行 

2020 年 3 月 広報「さかた」118 号発行 

坂田小 PTA くさかり係（旧 環境整備部） 

 

活動内容  学校内の美化作業（くさかり）の準備・運営 

      くさかりを行う日を決める（担当先生と協議） 各学年作業場所を選択  

必要な物を購入 公文作成 

当日 作業が円滑に行くように準備 草刈り道具・水分・お菓子用意 

作業後 係全員で校庭チェック 担当先生に報告 

 

 

作業は年 2 回のみ 

くさかり作業は全学年対象 

くさかり係 人数が多いので 

 

1 回目 運動会前のくさかり

係は 1 学年～3 学年の保護者

が中心 

 

2 回目 卒園式前のくさかり

係は 4 学年～6 学年の保護者

が中心 

 

 

 

去年の活動 

2019 年 9 月７日 第 1 回くさかり作業  

2020 年 3 月１日 第 2 回くさかり作業 

今年の活動予定 

    2020 年 10 月 18 日 第 1 回くさかり作業予定 

    2021 年 3 月 7 日 第 2 回くさかり作業予定 

 

 

坂田小 PTA みまもり係 （旧 校外指導部） 

 

活動内容  朝の立哨（朝の交通安全指導）（全保護者に案内します。） 

1.正門近くの横断歩道 2.キリ短近くの横断歩道 

      参加者のスケジュール配分・公文作成・道具の確認・購入 

      夜間巡回 

      毎月第 3 金曜日 21 時～23 時 夏休み期間は毎週金曜日 

 

 

 

 

 

去年の活動 

2019 年 6 月から 12 月 立哨、夜間巡回指導 

2020 年 1 月から 3 月 立哨 

 

 

今年も全学年の保護者が

対象です。 

４月から来年 3 月まで出

席番号順にて当番の割り

振りしています。 

3 か月ごとに当番表を配

布しています。 

事務室横のロッカーに

旗、カッパ、帽子保管して

います。立哨当番表に〇

印の記入お願いします。 

坂田小 PTA よみきかせ係 （旧読み聞かせ部）

活動内容  朝の読み聞かせ 

      読み聞かせ参加者のスケジュール配分 

      月 1、2 回の開催（金）  ８：２０－８：３５ 

      活動回数・日程は担当先生と相談 

 

1.毎週金曜日の年間スケジュール確認 読み聞かせが可能な日を出しておく。 

2.可能な日を読み聞かせ募集のお知らせに入れて係の皆さんへ配布する。 

3.募集し申し込みがあった後、担当一覧表に協力してくれる方を記載する。 

4.同じクラスや日が重なった場合は、相手の方に連絡して日程調整する。 

5.担当を忘れないために、前月の月末に、次の月の担当一覧表を配布する。 

6.世話役は受付場所に待機、よみきかせ係の方々に必要事項等の記載を促す。 

7.毎週読んでもらった本の情報を残すため、受付時に記入してもらう。 

8.当日どうしても急に行けなくなってキャンセルになることがあるので、地域コーデ

ィネーターか校長先生、P 事務、世話役が入れるよう 1 人以上は確保しておく。 

9.世話役は各教室（よみきかせしている教室）へも見回りを行う。 

10.担当一覧表で空いているクラスは連携してボランティアの方に声掛けして協力依頼

を行う。 

11. 1 回以上は参加して下さい。 定員 50 名程度募集します。 

 

去年の活動  全 11 回 

2019 年 9/27、10/4、10/25、11/1、12/13、12/20 

2020 年 1/10、1/24、2/7、2/21 


