
ＰＴＡ活動紹介 1

PTA（学校）名 部門

活動テーマ 焼きそば ４３２食 焼きそば ８５９食 焼きそば ９００食

キーワード 唐揚げ ３０４食 唐揚げ ５２８食 唐揚げ ５００食

開催日 ワッフル ３００食 ワッフル ４９５食 団子 ２００食

場 所 ピラフ ３００食 フランク ３６０食

時 間 チュロス ３００食

参加者 合計 １，３３６食 合計 １，８８２食 合計 ２，２６０食

バザー売上 ７８、８０６円 バザー売上 ７３，５００円 バザー売上 ７２，２３０円

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

【基本構成】
模擬店　　　　　文化祭一般開放日に、食品を販売する。

【歴史をひもとくと】

模擬店は２０１０年から始まり７年目。

６／７
常任理事会

６／８

６／２８
研修会
７／１３
９／７
体育祭
９／９
文化祭１日目

９／１０
文化祭２日目 　です。不可能と言われていたことを可能にする

　方法を考えて実行し、大きな利益を出し、しかも
　それを皆さんが楽しんでいました。
・模擬店・バザーは、子どもに魚の捕り方を教える
　最善の場となったと思います。

・関わる理事の方々が楽しく、また子ども達においしく提供できる商品選びから始まりました。
　試作、試食をして仕入れ単価、作業性を考え商品が決まり、次に理事の方に制作しやすいよう
　手はず書を作りました。

９時３０分から販売開始、１３時３０分には完売。
終了後は、周辺の清掃も綿密に。

９時３０分から販売開始、１３時３０分
には完売。会議室の復元。

品物に値段をつけ、会場である会議
室にレイアウトする。

バザーについての大枠を確認し、保
護者案内文書を点検。
全校生徒・家庭に向けて、不要品を提供
してもらいたい旨の文書を配布。

不要品バザー 模擬店
模擬店についての大枠を確認し、メニューを決め
る。

調理室にて作成、試食会。

保護者会期間に、品物を集める。

　ＰＴＡが楽しみながら、しかし限界まで努力して成果を上げていく。

　　ＰＴＡ理事会・常任理事会

【年間のスケジュール】

趣旨

　１　ＰＴＡとして文化祭に参加することで、親自身がＰＴＡ活動を楽しむ。
　２　親がＰＴＡ活動を思いっきり楽しんでいる姿を子どもに見せることで、子どもの将来に明るい
　　　イメージを抱かせる。
　３　模擬店の需要において、金額、味、数量とも子ども達の満足するものを提供して、子どもには
　　　真似のできない親の力を見せる。
　４　大きな成果・利益を出して、学校への寄付をする。

文化祭 バザー 模擬店

　　午前９時～午後３時

　　ＰＴＡ理事・常任理事　約１００名

　る、一言でいうなら理事の皆さんの努力の成果

食材の買い付け、調理室の準備
中庭で調理・販売場所の設置。

・バザーにおいてもこれまでの方針を変えて、
　売れる商品を考えて仕入れることで、効率的
　な販売を行うことが出来ました。
・上からの指示ではなく、自ら考え自ら行動す

　結果です。
　く、多くの理事による試行錯誤と工夫を重ねた
　会長がトップダウンで努力を強いたわけではな
・このような結果にこぎつけることが、できたのは

　★収益は同窓会基
金「英気の泉」に毎
年払い込みます。
「英気の泉」は中村
高校の国際交流事
業等を支えていま
す。

・制作数は限界ぎりぎりまで多くなり、理事の方には重労働でしたが、

・一方バザーでは例年より商品の種類を絞り、出品総数を減らしましたが、それでも例年並
　みの利益を確保しました。

　　　　【総括】

高Ｐ連受付番号

　達成感はかなりのものでした。
・食事提供数は過去最大で、一昨年の１．７倍、昨年の１．２倍となり、不可能と言われていた
　食事のの需要数に対して、概ね供給数を満たすことが出来ました。

　　　　【模擬店販売・不要品バザー売り上げ実績】

　　　　【参加者・役員の感想】

不要品バザー　夏休み前から家庭に余っている品を募り、文化祭で販売する。

不要品バザーは１９９７年から今年で２０年目。

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

　　平成２８年９月１０日（土）　本校文化祭一般開放日

　　本校会議室、及び中庭

愛知県立中村高等学校ＰＴＡ ノンジャンル

　　子どもに魚を与えるのではなく、魚の捕り方を教える
ー学校をサポートする役割にとどまらず、子どもに生き方を教えるＰＴＡー
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

[準備日程]
　　　９月２３日　第１回現地調査（登山道、トイレ、食事場所の確認）
　　１０月１９日　参加者募集開始
　　１２月　７日　ＰＴＡ委員会にて概要説明、協力依頼
　　　２月　４日　入林許可申請書を中部森林管理局長へ提出
　　　３月１３日　第２回現地調査（登山道整備・頂上草刈り・昼食場所の確認・現地関係者との打ち合わせ）
　　　３月１６日　班長指導
[当日の日程]
　　　８：００　　　岡崎高校集合、出発式
　　　８：２０　　　バス３台に乗車して出発
　　１０：００　　　稲武町郷土資料館にてトイレ休憩
　　１０：３０　　　駒ヶ原着、登山開始　他事だし班はゴール地点（駒ヶ原分校跡）にて炊き出し準備開始
　　１２：００　　　頂上着、記念写真撮影、校歌を全員で歌う
　　１３：００　　　駒ヶ原分校跡着、昼食、炊き出しのぜんざいもいただく
　　１３：４０　　　駒ヶ原分校跡発
　　１３：５０　　　道の駅「どんぐりの里稲武」にてトイレ休憩、土産購入
　　１６；３０　　　学校着、解散
[概要報告]
　　昨年同時期に実施した「１２０周年記念１２０Ｋｍチームウオーク」（岡崎市内約３０Ｋｍを生徒４人１組で歩く）にも
多くのＰＴＡ役員・委員の方にご協力をいただいた。今年度の行事は遠隔地であり、さらに一日かかる行事でもあっ
たが、多くのＰＴＡの方のご協力を得ることができた。幸い好天にも恵まれ全員が登頂することができた。多くの生徒
にとっては予想よりも厳しい登山になったようであったが、山頂での眺望も良く、全員で肩を組んで歌った校歌は印
象に深く刻まれたことであろう。下山後に振る舞われたぜんざいは大好評で数杯おかわりする生徒も多く、登山の疲
れを十分いやしてくれたようだ。参加していただいたＰＴＡの方やＯＢの方からは、是非在校中に一度はこの体験が
できるようこの登山を継続していってほしいという意見を多くいただいた。関係各位の協力を得て、今後恒例の行事
として復活、定着させていけるよう考えていきたい。

高Ｐ連受付番号

愛知県立岡崎高等学校 ノンジャンル

１２０周年記念行事への協力

周年行事 段戸山登山 炊き出し

平成２８年３月２６日（土）

愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原（段戸山）

info@aichikoupren.org

８：００～１６：３０

生徒　１００名
　　　　　１年生男子３０名・女子１６名　２年生男子２７名・女子２７名
教員　２１名
ＰＴＡ役員・委員　１６名

創立１２０周年を迎えるに当たり。校歌の冒頭に歌われる「段戸の山」に登ることにより、愛校意識
の高揚を図るとともに、健全な精神を養う。
創立８０周年や９０周年次に実施され、当時は２年ないし３年に１回実施されていたが１００周年以
後は実施されていなかったこの行事を同窓会・ＰＴＡの協力を得て２０年ぶりに復活させる。

登山班：登山に同行し、危険箇所において生徒の安全確保に努める
炊き出し班：ゴール地点においてぜんざいの炊き出しを行なう

創立１２０周年実行委員会、ＰＴＡ役員会・委員会
総務部
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学校名 部門

活動テーマ

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

蒲郡東高校PTA部活動専門委員会

【蒲とん汁の詳細】
＊日程
　１２月２１日（月）　　前日準備
　　・ハソリ、コンロ、ガスなどの準備
　　・食材の搬入（８００食分）

　１２月２２日（火）
　　９：４０～　　調理開始
　１１：４５～　　配膳開始
　生徒たちは、ゴミの減量化のため、マイ箸、マイ茶碗を持参して豚汁をもらいます。終業式が終わった後、豚汁
を食べて来年への鋭気を養っています。

＊平成28年度は、１２月２２日（木）に実施予定。

info@aichikoupren.org

【蒲とん汁の様子】（写真は２０１5年度のもの）

愛知県立　蒲郡東高等学校 ノンジャンル

蒲とん汁

平成27年12月22日

蒲郡東高校　中庭

９：００～１３：００

PTA役員・委員　６０名
本校生徒　役７００名
本校職員　約５０名

本校の名物行事として、毎年２学期の終業式の日に、PTA専門委員会が中心となって、部活動
支援会「蒲とん汁」（がまとんじる）を行っている。部活動等に励んでいる生徒たちを、PTAの立
場から支援することが目的である。寒い季節に暖かい豚汁を振る舞うことで、勉強にも部活動に
も励んでほしいという願いが込められている。また、受験期を迎える３年生への激励も兼ねる。
長年続けられてきた行事の一つであり、毎年生徒たちは長蛇の列をなして豚汁をもらい、おいし
そうに食べている。毎年生徒たちもこの行事を楽しみにしている。

豚汁を振る舞うことによって、PTA役員・委員と生徒が交流し、一体感を感じる。

高Ｐ連受付番号

mailto:info@aichikoupren.org
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ＰＴＡ（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場所

時間

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先 　と思います。

PTA活動紹介

カフェコーナーを企画、運営しています。このサロンで

　大東祭ＰＴＡ活動

趣旨

【予算の見直し】

　　PTAが、例年の行事予定ない新規事業を行う場合、予算措置が課題となります。

info@aichikoupren.org

  購入していただくことで、品質と対価を実感していただこうと、PTA国際交流委員会が

　主体となって、商品選びから販売までを行い

　ました。来校者からは、「フェアトレード

　・文化委員会活動「駄菓子屋」

　　今年度の学校祭で、「ゲーム付きの駄菓子屋」をオープンしました。文化委員会

　が主体となり、企画から運営まですべてを行いました。企画では、私たちが子供の

　頃、駄菓子屋で楽しんだ思い出を共有したい

　が一緒に楽しめる内容にしました。

　・PTAサロン

　　学校祭において、保護者生、職員、生徒、来校者の交流に場として「PTAサロン」と称した

提供するコーヒーは、開発途上国で生産される製品を

フェアトレード（適正価格による公平な貿易）

　文化委員会、国際交流委員会

で購入した豆を使用し、本校の教育目標のひとつ

である国際理解の一端をPTAから発信しています。

参加者

愛知県立大府東高等学校

【学校祭　「大東祭」　PTA活動】

「駄菓子屋」など、達成感を得られる活動を行うことにした。

　大府東高等学校校内

　午前９時～午後３時

　ＰＴＡ役員・委員　　　　５０名

　生徒　　　　　　　　約２００名

　保護者・来校者　　　１００名

　毎年恒例となっている学校祭「大東祭」におけるＰＴＡ活動として、７年前

から「ＰＴＡサロン」と称した、保護者と生徒、保護者同士の交流の場を提供

していますが、ＰＴＡ委員会からサロンに加えて、新たな企画運営をしたい

との申し出により、予算を見直し、委員会が主体的に、「フェアトレード物販」

　主体的な活動を促し、活動後の達成感を得る。

委員会主体

ノンジャンル

予算の見直し 達成感

　平成２８年９月１３日（火）

　について知ることができた。」と、理解

　いただき、やりがいのある活動です。

　・国際交流員会活動「フェアトレード物販」

　　PTAサロンに併設し、多くの生徒、来校者にフェアトレード商品を知ってもらい、実際に

高Ｐ連受付番号

　との想いから、生徒と保護者　（PTA）

　笑い声があふれていました。

　予算を見直すことで、事業に責任を持ち、主体的に活動し、達成感を得ることができる

　　ルーティンの事業を継続しながら新たな予算を確保することは、至難の業です。

　　そこで、PTA常任役員は、学校事務局ともに予算の調整方法と直近２か年の予算

　執行率を再度精査し、効果的な予算配分を行いました。このことは、私たちのPTA会

　費の使途を理解する上でも意義のあるものとなりました。

　　PTAが主体となって活動するためには予算と事業のバランスが重要です。

　当日は、たくさんの生徒が来店し、

写真 

写

真 

写真 
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

　大治太鼓保存会、創作講座講師（地元地域の皆さん）
　特別活動部、総務部、ＰＴＡ役員会･理事会

　１　活動の概要

       本校の最大行事である美和高祭は、一日目創作講座、二日目文化祭、三日目体育祭が実施されている。
　　この三日間に来校いただく保護者等の数は、延べ４００名を超える。美和高校ＰＴＡとしてこの行事との係わり
　　について紹介する。

　　（１）　大治太鼓・創作講座
　　　　　　１年生は大治太鼓保存会の方々の実演・指導のもと大治太鼓の鑑賞と打ち方教室が行われている。こ
　　　　　の保存会には在校生２名の他、たくさんの卒業生も活動しているため、会場は自然と盛り上がる。
　　　　　　２･３年生は創作講座を実施している。創作講座は、七宝焼・作陶・ペーパーアート・押し花・パッチワーク
　　　　　アメリカンフラワー・パン作り･トールペイント・ガラスエッチングなど２１の講座に分かれ、生徒たちは受講し
　　　　　たいものを選び、作品制作等を行っている。
　　　　　　ＰＴＡとしても受講可能な講座に、多くの一般保護者とともに参加している。

高Ｐ連受付番号 　　（２）　文化祭
　　　　　　三年目の参加取組となったＰＴＡの作品展。ＰＴＡＯＢの方々にもプラン作りから協力いただいた。
　　　　　今年のテーマは「我が家のペット写真展」とし、先生方にも出品をお願いした。
　　　　　　４０以上のペットについてのコメントと写真作品が出展された。犬・猫に混じり、「吉田兼好」という
　　　　　名の亀や「エカテリーナ」という名の金魚、カブトムシの１号・２号など、色とりどりのペット作品が並
　　　　　んだ。来場者に「お気に入り投票」をお願いし、後日集計結果発表と上位３つの作品掲示を行った。
　　　　　　ＰＴＡのブースには、他にも前日創作講座で作成された作品や、元ＰＴＡ会長の書道作品、わら細
　　　　　工に手作りわらじなど多くの作品も展示され、来場者を飽きさせないものとなった。

　　（３）　体育祭
　　　　　　応援合戦、クラス･ブロック対抗競技が行われる中、例年部活動対抗リレー男子の部で、ＰＴＡ・教
　　　　　職員混合チームが参加し、最後の種目に花を添える役割を担っている。生徒からは”Ｐ会長さん…
　　　　　頑張って！”と、黄色い声援の多い中、今年は４位という上位入賞を果たすことができた。また、今
　　　　　年初参加種目となった”大縄跳び”では、一般の保護者の方にも協力いただき、総勢３０名で、７回
　　　　　跳ぶことができた。終わった後は、ハイタッチの嵐でした。

　２　まとめ

　　　学校に関心を持つ保護者が多くなるということは、
　　子どもたちが一層明るく、意欲的に学校生活を送る
　　ことにも繋がっていく。また、学校での子どもの様子
　　を見ることは、親としてうれしいことであり、子ども理
　　解にも繋がっていく。
　　　こういった学校行事にＰＴＡとしてこれからも今後大
　　いに協力させていただき、先生方や生徒とともに楽し
　　む機会が増やせれば幸いである。
　

　愛知県立美和高等学校 ノンジャンル

　子どもたちとともに楽しむ美和高祭

創作講座 文化祭 体育祭

　平成２８年９月７日（水）～９日（金）

　美和高校（大治太鼓・創作講座：体育館・各活動教室　　文化祭：物理室　　体育祭：グラウンド）

info@aichikoupren.org

　9/7　9:30～11:30    9/8  9:00～15:30　　9/9  9:00～15:30

　ＰＴＡ役員、理事および保護者、ＰＴＡＯＢ有志、生徒、教職員

　・子どもたちの日頃見られない学校での顔や姿を見ること、そしてともに楽しむことで、子ども理解
　　を進める一助とする。
　・保護者に学校への関心を一層持っていただくきっかけとする。

　単なる見学･参加だけではなく、生徒と同じ、または生徒に近い活動を実際に行う

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

９月

当日

　　　　　完成したカレーを順次提供する教室に運び出し。
11：00　教室を食堂として開店。　調理室は片づけ開始。
13：00　食堂閉店
　　　　　片づけ・清掃
　　　　　終了ミーティング

10月
10月11日　　実行委員会総括、収支報告　・PTA理事会にて報告
メール送信先

高Ｐ連受付番号

岩倉総合高等学校 ノンジャンル

岩高祭　文化祭　ＰＴＡ食品バザー

平成２８年９月１２日（月）

岩倉総合高等学校　調理室（調理）　家庭経営保育室（販売）

ＰＴＡ食品バザー　９月１２日（月）文化祭

PTA理事で結成した文化祭実行委員・その他PTA理事

岩高祭では恒例となっているPTA食品バザー。
生徒、教職員、保護者等、楽しみにしている方も多く、文化祭を盛り上げるのに一役買うとともに、
PTAの活動をさらに理解していただく。

生徒とともに岩高祭の成功に繋げる。
実行委員だけでなくPTA全体の活動と認識し、理事の結束を深める。

info@aichikoupren.org

開催まで
４月 　　PTA理事から文化祭実行委員をきめる。提供メニューを『彩り野菜のキーマカレー』に決定。
５月　 　実行員会開催。役割分担の班を決める。
６月　　 試食会開催。岩高祭当日、実際に使用する調理室で試作し、機器の操作や作業手順を確認。

8：00　　常任理事集合　材料搬入。
9：00　　全員集合　開始前の打合わせ。
9：15　　調理開始：炊飯班　材料仕込班　カレー調理班に分かれ　各班調理作業。

７、８月 作業手順の再考→変更点の確認→手順等の最終確認。各委員に周知徹底。
　　　　　材料・資材の準備。
          学校HPに試食会開催の報告と当日の案内を掲載。校内にPTAバザーのポスター掲示。

９月５日（月）　食券販売：昼放課、体育館にて販売。
９月10日（金） 事前準備：食品を提供する教室のセッティングと飾り付け。

試作品 食券 

飾り付け風景① テーマはハロウィン 飾り付け風景② 後は当日を待つだけ 

調理風景① トッピングのジャガイモ 調理風景② 暑い中がんばりました 

販売した『彩り野菜のキーマカレー』 食事風景 皆さん美味しく食べてくださいました 

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

平成２２年度より毎年続けている取組である。PTA研修の充実、会員相互の交流、及びPTAと生
徒、職員が交流する機会だけにとどまらず、生徒が講師役となって、日頃の授業で学習した知識と
技術を実践に移す場であり、さらに本校の教育活動の成果と生徒の成長をPTA会員が実感できる
場でもある。

「活動のポイント」

○PTA文化委員会　○講師：本校家庭科教員1名、調理・栄養プラン生徒８名（講師兼補助）

高Ｐ連受付番号

愛知県立豊田東高等学校ＰＴＡ ﾉﾝｼﾞｬﾝﾙ（研修会）

PTA文化委員会活動「お料理教室」

つながる深まるおいしいわ（輪）（和）

平成28年12月14日(水）

本校　調理教室

１４：００～１７：００

・募集対象：PTA会員（定員３２名）、教職員
・講師：本校家庭科教員1名、調理・栄養プラン生徒８名（講師兼補助）
※本校は総合学科として、２年次より自分の将来の進路希望を見定めて、１１のプランのうちから１
つを選択して授業を受けます。「調理・栄養プラン」はその１つです。

PTA文化委員会活動としてPTA会員同士及びPTA会員と生徒・教職員がお料理教室を通して交流
を深めるとともに、PTA活動のさらなる活性化の一助とする。

○これまでの取組みは？      
 
 
 
 
 
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

○どのような企画？       PTA文化委員会が企画し、調理・栄養プランを選択している生

徒が講師を務めてくれ、先生方にも参加いただき、年度ごとに異なった様々なメニューに挑戦

する魅力的な講座となっています。 

○いつから？       22年度から継続的に実施しています。 

お菓子作りと珈琲教室として「ミニパウンドケーキ、チーズビスケットなど」、

珈琲教室 平成22年

平成23年 お菓子作りとして「米粉を使ったクレープ」と「クッキー」 

平成24年
プチパーティー料理として「チキンのロトロ カポナータ添え」、「ロール生

地を使ったデコレーションケーキ」、「米粉とジャガイモのもちもちパン

ケーキ」 

平成25年 「おせち料理」 

○活動の様子は？       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○今年度は！ 
 
 
 

平成26年
「モッツアレラチーズと野菜のピッツア、ミネストローネ、鶏もも肉のパ

ン粉焼き粒マスタード風味 

平成27年
「パエリア」  「 きのこまるごとミートローフ」  「パンナコッタ マチェドニ

ア添え」 

生徒による説明 

真剣に聞き入る    

参加者の皆さん 

生徒とともに楽しく    

実習開始 

24年度はひまわりTVの取材を受けました

生徒による師範 

おいしい料理を堪能 

平成28年

こんな 

イメージ 

27年度はパエリア、

きのこまるごとミート

ローフ、パンナコッ

サバのみそ煮、えびしんじょ椀、ジャガイモまんじゅ
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

　参加保護者が大学見学や施設見学をすることにより見聞を広げ、１日を同じ目的で行動をともに
することで、会員相互の情報交換や親睦を深める。

　本校ＰＴＡ特別委員会（研修活動委員会）

　　【研修会１日の流れ】

　　　８時３０分　本校出発
　　１０時２０分　三重大学着
　　１０時３０分　大学説明会
　

　
　

高Ｐ連受付番号 　　　１１時３０分　施設見学

　　１３時　　　　　アクアイグニス着
　　１３時１０分　「イルケッチァーノ　ミエーレ」にて昼食

　

　愛知県立東郷高等学校 　ノンジャンル

　ＰＴＡ研修会

　大学研究・地産地消・親睦

　平成２８年９月２３日（金）

　三重大学・アクアイグニス

info@aichikoupren.org

　８時３０分～１７時

　ＰＴＡ会員２２名（１年生３名、２年生１１名、３年生８名）
　教職員　２名

　子どもたちが進学先として希望する近隣国公立大学に、実際に保護者が出向き、大学の施設・設
備の見学や大学入試担当者から大学の説明を受けることにより、保護者自身の進路意識を高める
機会とする。このことにより、各家庭において進路に関するより活発な意見交換が行われることを
期待している。
　また、午後からは「地産地消」をテーマに、地域の産物や季節の料理、地域と共生した商業施設
のあり方について学ぶ。

大学説明会 

 三重大学の歴史、学部・学科の特徴と来年度

入試における変更点、大学のモットーなどパ

ワーポイントを使って、熱心に説明していただき

ました。「三重の力を世界へ」を基本的な目標と

して努力されているそうです。 

 東郷高校生もたくさ

ん入学しているんです

ね。ぜび我が子も・・・ 

 保健管理センター、学生総合支援

センター、国際交流センターを案内し

ていただきました。夏休み中で学生

があまりいなかったことが残念です。 

 世界一の環境先進大学を

目指しているそうです。 

 グリーンカーテンがあり、と

ても涼しげでした。 

 地元で採れた新鮮なお野菜

を料理してくれます。盛りつけ

もきれいでとても参考になりま

した。 

 おいしい料理をいただきなが

ら話も弾みます。 

 国産小麦を使った石窯パンや、焼き菓子・自家

製ジャムなどが販売されていました。店内ディスプ

レイにもこだわりが感じられ、見ているだけでも楽

しい空間でした。 

 出発の時に降っていた雨はすっかり上がり、あいにくの曇り

空ではありましたが、ＰＴＡ会員の方々と楽しく有意義な１日を

過ごすことができました。アンケート結果も好評でした。私立大

学を見学してみたいという要望も見られたので来年度は体験

型の研修を組み合わせたコースを考えていきたいと思っていま

 お土産もたくさん購入できてみんな笑顔！ 

 １７時 学校着  お疲れ様でした。 

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

愛知県立新川高等学校 ノンジャンル

文化祭を一緒に！

絆（ＰＴＡの絆、親子の絆） バトンを受け継ぐ 緊密なコミュニケーション

平成28年9月7日（水）、8日（木）

新川高等学校社会科教室

info@aichikoupren.org

7日（水）午後、8日（木）終日

全校生徒　９５４名、学校評議員４名、保護者延べ３４５名、卒業生多数

生徒が主体となり、創意工夫を凝らして創り上げる文化祭に、ＰＴＡも充実した内容の企画を計画
し、参加することで、生徒と一体になって学校行事を盛り上げています。生徒たちもとても楽しみに
しており、日頃は、なかなか素直に感謝の気持ちなどが伝えにくい年代の生徒たちも、お母さん、お
父さんたちと心を通わせる和やかな憩いの時間と空間になっています。

ＰＴＡと生徒が一体となって学校行事を創り上げる。

新川高等学校ＰＴＡ役員会・委員会

高Ｐ連受付番号

何かＰＴＡも

文化祭に参

加できない

まだまだ暑いし、生

徒の熱気でムンムン

だから、冷たいもの

でもあるといいよね 

こんな思いが見事

実現しました！！ 

【経緯】 

 県内最後の新設校だった本校は昨年創立３０周年を迎えました。創立当初は教師主導の「体育大会・文

化的行事」でしたが、生徒の主体的な活動も年々充実し、「新川祭」と名称も変わり、生徒が中心となっ

て行事を創り、盛り上げるようになってきました。そんな中、９月上旬のまだ暑い時期に行われる文化祭

に、「子どもの活躍を見ようと来校される保護者の方がほっと一息つける空間があるといいのでは？」と

いうことから、ＰＴＡ役員の発案で「カフェド・ママン（お母さんたちのカフェ）」を企画し、文化祭に

参加するようになりました。その企画は実に本格的なカフェとバザーで、生徒の食品バザーもタジタジで

す。本校生徒はもちろん、交流の一環として本校文化祭に全員で来てくれる名古屋特別支援学校高等部の

生徒さんも楽しみにしており、来校される保護者の方にも大評判です。企画の収益は学校生徒会へ還元し

てくれています。今では、本校の文化祭に欠かせない存在となっています。今今では、 

 昨年度は、創立３０周年を記念して作成した新川キャラクター「わかば丸」（２７回生の作

品）の原画をもとにお揃いのＴシャツをつくり、全員で着用して当日に臨みました。また、「わ

かば丸」の手づくりマスコットやボードもお母さんたちの作品です。ＰＴＡの皆さんも、３０周

年をこうした形で盛り上げてくれました。当日は大盛況でした。前年の文化祭が終わると３年生

の役員さんは反省会をもち、２年生の役員さんへ引き継ぎます。バトンを受け継いだ２年生のみ

なさんは、伝統となっているノウハウを守りながらその学年のカラーを打ち出していきます。 

新川キャラクター 

わかば丸 

（２７回生作品） 

２０１５

２０１６

メニューは、毎年、前年度の売れ行きや人気商品を

参考に考えます。仕入れ代金と満足度、衛生面など

いろいろ考えて決めています。ケーキ、パン、ジュー

ス、お茶などです。やはり、ケーキは大人気ですぐに

完売です。バザーはＰＴＡ、教職員に呼びかけて家に

あるもので不要なものを持ってきてもらっています。 

 ＰＴＡ役員会、総会、体育祭（６月実施）、ＰＴＡ研修会、高Ｐ連全国大会（千葉大会）な

ど、集まれる機会をフルに生かし、また「ライン」もフルに活躍し、計画を練っていきました。

今年は、お揃いの新川キャラクター「わかば丸」エプロンを付けて気持ちを一つにしました。

販売するパンの一部をＮＰＯ法人わっぱの会の国産小麦・無添加の「わっぱん」にお願いしま

した。安心して食べられる美味しいパンで好評でした。さらに、地元清須市のパン屋さん「パ

ン・ド・クエット」にも協力してもらいました。バザーも例年以上に商品が集まり、お母さん

らしい「パンプス」や「バッグ」も並びました。約５０名のＰＴＡ役員・委員さんたちの絶好

のコミュニケーションの場となっており、お互いの子育てや進路の悩みなどを共有し、絆が深

まっていきます。 
 
【今後に向けて】 

  PTA主催の「カフェ・ド・ママン」は、実施後にアンケートをとり、忌憚のない意見や指摘を集約していま

す。それを基に、過剰な負担にならず、よりよいものになるよう検討を重ね、準備をしています。来店す

る生徒さんは、「知らないおばさん」が話しかけても笑顔で応じてくれ、とても温かい気持ちになります。

また、PTAの皆さんも初めてお話する方もたくさんいますが、お揃いのエプロンで団結し、協力し合うこ

とができます。生徒たちの文化祭にかけるパワーもすごいですが、「おばさんパワー」も負けていません。

高校生に戻ったように楽しい時間を過ごすことができます。今後も、負担が大きくならないよう工夫しな

がら、楽しい企画に成長させていきたいです。 
 

Ｔシャツ 盛況な会場の様子 

前日から仕込みます 

喫茶コーナーもかわいく 

生徒たちも満足。この笑顔！ 全員で集合写真！ バザーも大盛況 

お父さんたちも頑張ります 今年はわかば丸

のエプロンです。 

手づくり

わかば丸 

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

1　活動の概要 　
みたらし団子（1200本）、西高まんじゅう（１０００個）を販売する。
団子は2本一組で100円、西高まんじゅうも2個一組で100円で販売。
前売りチケット制だが、当日販売もある。（実際は当日販売のほうが多い。）

2　事前の準備 　
6月 常任理事会・理事会で提案
　 係・当番時間の希望調査

7月 検便の実施　　団子・まんじゅう注文　　打合せ会　
係の割り振り

8月 当番の時間を通知　　保健所への届　　チケット作り
9月 物品の買い出し

チケット事前販売
前日 団子の「焼き台」準備（借用と設置）

ポスター等作成
片付けがとても上手です。

3　当日の動き 　
4グループに分けて、1時間ずつ担当する。

9:30 テント設営、会場準備、団子搬入、西高まんじゅうの受け取り
団子を焼き始める

10:30 団子パック詰め・まんじゅう袋詰め
販売開始
（団子を焼き続けている。）

11:30 　（同上）
12:30 売り切れ次第、片付け。13時ころから片付けを行った。

メール送信先

4 活動のようす

平成28年9月14日（水）

豊橋西高校　生徒昇降口前

info@aichikoupren.org

9時30分から13時30分

ＰＴＡ理事　72名

①　「ちきり祭」（文化祭）に保護者も参加し、生徒と保護者の交流の場を設けて、ちきり祭をより楽
しく活気ある行事にする。
②「団子屋さん」の当番をきっかけにして保護者が学校へ足を運び、生徒の活動を参観して、学校
の教育活動に対する理解を深める。
③ＰＴＡ会員相互の親睦を深める。

平成12年に始まり、今年度まで16年間継続している。平日の日中の活動なので、仕事や家庭に支
障のない範囲での参加協力を呼びかけている。

ＰＴＡ理事会

高Ｐ連受付番号

愛知県立豊橋西高等学校 ノンジャンル

PTAの団子屋さん

ＰＴＡ活動 文化祭 みたらし団子

前日の準備
・ポスター作りのよう
すです。

みたらし団子
・解凍した団子を焼
いて、たれをつけ
て、パックに詰めて
販売します。

西高まんじゅう
・業者から仕入れ、
袋詰めして販売しま
す。

５　感想・反省

・係（役割の分担）の内容がはっきりしていないことが
あった。企画・準備・当日の動きなど、全体の流れを
確認する機会があるとよい。
・残暑の時期でもあり、冷たいものを販売してはどう
か。
・当番の時間の連絡がうまくいかないことがあった。
・当番の前後で「ちきり祭」を見ることができてよかっ
た。
・ＰＴＡ行事に参加して、新たに友人ができた。
・子どものようすを知ることができた。

mailto:info@aichikoupren.org
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メール送信先

ＰＴＡ活動紹介

info@aichikoupren.org

■ 事 前 準 備 ～

　　　PTA役員・委員共に、早朝より気合いを入れて準備。

　　　過日より綿密な打ち合わせを行ってきたことにより、皆が皆、手際よく作業が進められた。

■ 販 売 開 始 ～

　　　今年、初の参加となる１年生役員・委員も、２年目、３年目の先輩役員・委員による力強いリードのもとスムーズに

　　　販売を開始。　「販売なら私に任せて！」 声掛けを名乗り出る多くの声。　開始早々に押し寄せる生徒や保護者に明

　　　るい笑顔と元気な声で販売。

■ 販 売 中 盤 ～ 後 半

　　　「お母さん！俺にもちょうだい！」 販売場所に役員・委員の子も来訪し、一層賑やかさを増す。

　　　淡々と手際よく販売し、瞬く間に売れていく商品。　商品も残り僅かとなりつつある中、「みたらし団子、20本！」

　　　と大口の注文に、「ごめん！残り少ないから10本にして～！」　といった場面も。　昨年よりも３０分早く全品が「売り

　　　切れ」に。　その後は、役員・委員全員で少し遅めの昼食を取りつつ、食品ﾊﾞｻﾞｰの話題で大いに盛り上がった。

平成２８年１１月５日（土）

愛知県立豊橋工業高等学校

８時３０分～１４時３０分

ＰＴＡ役員・委員（４９名）
生徒、職員
来校者　１６００名超

生徒たちの一大イベントである文化祭の成功を祈り、共に盛り上げる目的で、ＰＴＡは食品バザーを
行う。毎年、メニューが変えられるため、その年のカラーが色濃く出る。今年は、いちから手作りする
豚汁をはじめ、老若男女に人気のフライドポテト、恒例の授産施設のパン販売、その場で焼くみた
らし団子、新メニューの豊工おさつとメニューも豊富。ＰＴＡ役員・委員が一丸とならなければ成し遂
げられない内容となっている。
また、文化祭初日には観劇会が行われ、親も参加する。ＰＴＡ同士だけでなく、子どもたちとも文化
祭への気持ちを高め合うことができる。

高Ｐ連受付番号

愛知県立豊橋工業高等学校 ノンジャンル

文化祭　食品バザー

事前に、３回の打ち合わせと、買い出し・調整・確認が必要となる。規模が大きいために、ＰＴＡ同士
の連絡は密となり、お互いの距離を縮めていく。さらに、一般公開前日の文化祭開会式では、各ク
ラスや部活ごとの文化祭出し物について、生徒の手による渾身のアピール動画も鑑賞する。親子
で共通の空間、時間、経験を共有することで、共通の話題が生まれ、家庭での話題作りに役立ち、
翌日の文化祭一般公開への期待も高まる。
また、当日は、学年ごとに休憩を取り、役員・委員の文化祭見学時間を設けている。

11
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ＰＴＡ活動紹介 部門

学校名 Ｎｏ

活動テーマ

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

【伝統】

平成２年（１９９０） ＰＴＡ会員の手芸や習字を展示。

平成６年（１９９４） 創立７０周年 「温故知新」

作品展が軌道にのりました。
お茶をふるまっておもてなし。

平成１０年（１９９８） 作品展に模擬店が加わりました。
「みのる亭」出店。

うどんとおにぎりを提供しました。

平成１２年（２０００） ここからラーメンに変わりました。
まずは５０食程度から。

平成１６年（２００４） 創立８０周年 「柊８０ー絆をつなげて
Ｓｕｃｃｅｓｓｏｒ　ｔｏ　Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ」

平成２６年（２０１４） 創立９０周年

平成２８年（２０１６）

メール送信先

【Ｐ亭ラーメン２０１６】

【感想ーまとめにかえて】

ノンジャンル

　学校生活の話題を子どもと共有したい！同じ時間を過ごしたい！という思いから始まった「Ｐ亭
ラーメン」。保護者が積極的に学校祭に関わることで、学校祭に活力を与えてくれます。「Ｐ亭ラーメ
ン」も１７年目を迎え、惟信高校の伝統を引き継ぎながら、ますます革新されていくＰＴＡ模擬店。今
年も数多くの笑顔が見られました。

　生徒は学校行事で大きく成長します。子どもの活動を間近に見て、その感動を共有することがで
きます。生徒のために「子どもたちが育つための環境作り」を目指しながら、ＰＴＡ会員同士も絆を深
めています。

12

ＰＴＡの文化祭参加

　平成２８年９月１０日（土）

　愛知県立惟信高等学校

　学校祭「柊祭」PTA模擬店「P亭ラーメン」

　惟信高等学校　普通教室（１階２教室）、校舎ピロティ

　９：００～１３：３０

・子供たちとともに「柊祭」に準備段階から参加し、親子別々にお互いの活動を身近に見ることにより、一緒に「柊
祭」を作り上げているのだという一体感、充実感を味わうことができました。PTA会員相互の理解・協調・親和、成
長にも多大な成果が上がっていると感じています。

info@aichikoupren.org

　生徒、教職員、学校祭来場者（保護者、卒業生、中学生など）

　PTA役員会、PTA学級委員会、生徒会

・配膳担当のお母さんの言葉『息子があんなに美味しそうに食べている姿を久々にみました。お友達と学校で食
べるからですかね』

・子どもの成長には目を見張るものがあります。子どもたちの成長に負けず、ＰＴＡも成長します。「Ｐ亭ラーメン」
の後、ＰＴＡ活動のリーダーが育っていかれます。

ピロティがラーメン

の台所に大変身！ 

水場を入念チェック

する会長さん 

   まずは作品展としてスタート 

   作品展＋バザー 

   作品展＋模擬店 

    「Ｐ亭ラーメン」 

 

   「Ｐ亭ラーメン」７２０食完売 

学校祭のフィナーレは、柊タッチでお

疲れ様。全員がタッチをしてねぎら

いあいます。 

「みんな、ありがとう！」 

生徒にまじって、ＰＴＡ会員もタッチ! 

思わず涙がこぼれます。 

真剣な話し合い 

企画・準備・・手順の確認 
 

ラーメンの仕込みに 

大忙し。 

熱気にあふれています。 

材料の搬入と器具の設

置 

「美味しかった！ 

ごちそうさま！」 

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

毎年、１月下旬（３年生の学年末考査中の金曜日）に、本校主催の「マラソン大会」が、学校の近く
にある戸田川緑地公園で実施される。
この日は、朝からＰＴＡ役員・理事が協力しあいながら、昼過ぎに行われる「マラソン大会」に参加す
る生徒（１・２年生全員）に振る舞うための「お汁粉・豚汁」を作る。

愛情たっぷりで、熱々の「お汁粉・豚汁」は、生徒たちにも大好評であり、大きな楽しみのひとつと
なっている。ＰＴＡ役員・理事の方々にも生徒の頑張る姿を見ながら参加していただいており、保護
者同士の交流の場となっている。

『活動の流れ』

１　年度初めのＰＴＡ役員会および理事会において、本校で毎年１月に行われている「マラソン大会」の日に参加生徒
に対し,手作りの「お汁粉・豚汁」を振る舞う行事（「お汁粉・豚汁会」）を実施することを伝え、都合がつく方に活動への
参加協力を依頼する。

２　ＰＴＡ会費で材料等を事前に仕入れ、ＰＴＡ役員・理事で分担しながら機材の搬出・設営や火起こし、調理の準備
をする。

３　午前中に大鍋（はそり）２杯の豚汁と１杯のお汁粉を作りながら、ＰＴＡ役員・理事の親睦を図り、交流を深める。

４　出来上がったお汁粉・豚汁と、おにぎりを昼食としてＰＴＡ役員・理事が味見する。

５　午前中の授業と昼食をすませた生徒が、戸田川緑地公園に到着し、男子３．７ｋｍ、女子２．７ｋｍの距離を走る。
（保護者の皆様にも、生徒が頑張って走る姿を応援しながら見ていただく）

６　ゴールした生徒が順番に、出来上がっているお汁粉・豚汁をもらいに来るので、ＰＴＡ役員・理事で協力して振る
舞う。生徒も保護者も非常にいい笑顔で、楽しそうに語らいながら、愛情たっぷりのおいしい「お汁粉・豚汁」をもらっ
て食べる。

高Ｐ連受付番号
『当日の活動の様子』

愛知県立南陽高等学校 ノンジャンル

お汁粉・豚汁会

マラソン大会 手作りのお汁粉・豚汁 ＰＴＡ役員・理事の交流

平成２８年１月２２日（金）

戸田川緑地公園

info@aichikoupren.org

午前９時から午後３時まで

本校ＰＴＡ役員および理事（３０名）

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

高Ｐ連受付番号
ウ）その他
　この研修旅行は、ＰＴＡ役員・理事だけでなく、全保護者・教職員にも案内を配布している。教職員は、毎年
校長先生、教頭先生をはじめ数名の先生方が参加されるので、先生方と親睦を深める貴重な機会となって
いる。一般会員の保護者にとっては、ＰＴＡ活動に参加できる数少ない機会であるので、今後ますます参加
者が増えることを期待している。
　往復のバス内では、景品をみんなで持ち寄ってのビンゴゲームが毎年恒例となっており、楽しいひとときを
過ごすことができる。残念ながら研修に参加できない方も、景品の提供に協力していただいている。
　体験活動は、文化祭で展示発表を行うことにしており、必ず形のある作品をつくることができる体験として
いる。みなさん非常に熱心に取り組んでくださり、毎年力作ができあがっている。

愛知県立衣台高等学校 ノンジャンル

ＰＴＡ一日研修旅行

バス旅行 研修

７月１６日（土）

岐阜県木曽方面

info@aichikoupren.org

８：３０～１７：３０

ＰＴＡ会員（役員・理事、保護者、教職員）　計２５名

　社会見学・体験活動等を通して見識を広げ、ＰＴＡ会員相互の親睦を深めることを目的としていま
す。
また、体験活動では作品を作成して、文化祭で展示発表を行っています。

ＰＴＡ会員が相互に親睦を深めることができる。

総務委員会

ア）平成２８年度一日研修旅行の概要
　①行程
　　学校出発　→　妻籠宿（散策）　→　ホテル木曽路（体験と昼食）　→　道の駅きりら坂下
　　→　ちこり村（見学）　→　学校帰着
　②体験内容
　　ひのき箸つくり、フォトフレームつくり、ネームプレートつくり（いずれか一つ）
　③個人負担費用　　３，０００円

イ）過去１０年の主な行先と体験内容
　・１８年度　静岡県静岡市　　　「駿府匠の宿」               竹工芸細工
　・１９年度　岐阜県高山市　　　「飛騨高山思い出体験館」　　 布染･ガラス工芸他
　・２０年度　岐阜県多治見市　　「虎渓窯陶芸道場」　　　　　 陶芸作品
　・２１年度　長野県木曽路 　　 「木地師の里」　　　　　　　 手挽きろくろ　木皿工芸
　・２２年度　岐阜県　　　　　　「白川郷合掌集落」　　　　　 食品ｻﾝﾌﾟﾙ（天婦羅他）制作
　・２３年度　三重・滋賀県 　　 「ﾓｸﾓｸﾌｧｰﾑ」「信楽陶芸村」   信楽焼絵付け体験
　・２４年度　福井・滋賀県　　　「越前和紙の里」「長浜散策」 和紙の紙すき体験
　・２５年度　愛知県常滑市      「常滑焼き」「セントレア」　 陶芸体験
　・２６年度　岐阜県高山市      「飛騨の里」高山市内散策　　 民芸体験（マイ箸、フォトフレーム）
　・２７年度　静岡県静岡市　　  「駿府匠宿」　               絵付け、サンドブラスト、抜き染め

mailto:info@aichikoupren.org
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場 所
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主体委員会名・
講師名等

メール送信先

　ビンゴは、ビンゴカードの数字が点字でも表記されているものを使いましたので、使用文字が点字の子ど
もでも、一緒に楽しめます。数字を見つけては、「リーチ！」「ビンゴ！！」など大きな声が体育館に響きまし
た。子どもたちは全員が賞品をゲットしていました。

平成28年７月23日（土）

愛知県立岡崎盲学校体育館

　「お楽しみ会」は回を重ねること10回程度になるイベントです。開催当初は終日の日程で行ってきました
が、徐々に内容を見直し、昨年度からは半日の日程で行っています。日程を短縮したのは、幼児児童生徒
数の減少にともない、ＰＴＡの役員も減り、準備が大変になってきて、「親子で一緒に楽しむ」ことが難しく
なってきたためです。

　今年度は、大カラオケ大会、大ビンゴ大会、外部団体による演奏が主な内容でした。

　大カラオケ大会には12組が出場しました。ポップスから演歌までジャンルはいろいろでした。子どもたち
の愛らしい歌や家族みんなでのダンスを交えての合唱、ボランティアとして参加してくださった虹の会（地域
の老人会）の方の熱唱などあり、大変盛り上がりました。特別参加の「校長先生と仲間たち」によるヴォー
カル＋ボイスパーカッションのパフォーマンスは、とってもすてきでした。

ノンジャンル

ＰＴＡお楽しみ会

親睦 親子

info@aichikoupren.org

9：00～12：00

本校幼児児童生徒24名、保護者29名、兄弟姉妹等14名、
教職員10名
ボランティア17名（三州輪っ鼓11名、虹の会６名）
　　総計　94名

　日程と内容

　外部団体は「三州輪っ鼓」という和太鼓のチームの迫力満点の演奏でした。花笠音頭なども披露してくれ
ました。この日のために特別に作ってくださった岡盲音頭をみんなで代わる代わる太鼓をたたいて演奏し
て、とても楽しく活動できました。

　反省と課題

　反省として、準備の負担を減らすことはでき、役員の方々も子どもたちと一緒に楽しむことができました。
しかし、これまでいろいろな面で会の開催に協力してくださっていたボランティアの方の活躍の場が減って
しまいました。そのため、地域とのつながりという面が薄くなったように感じます。今後は、地域の方の意見
もいただき、つながりを深めながら会を進めることが課題です。

　他にも、よく冷えた飲み物の販売などを行いました。暑い日でしたので売れ行きは好調でした。子どもた
ちもお好みの飲み物で暑さをしのいでいました。

　活動を通して、親子で一緒に活動を楽しむとともに、会員相互の親睦を深める。

ＰＴＡ文化部専門委員会
三州輪っ鼓（和太鼓チーム）・虹の会（地域の老人会）

　　　　　　　　　　≪大カラオケ大会≫　　　　　　　　　　　 　  　≪特別参加「校長先生と仲間達」≫

　　　　　　 　≪三州輪っ鼓の演奏≫　　　　　　　　　　　　    ≪三州輪っ鼓と子どもたちとの『岡盲音頭』≫

高Ｐ連受付番号

愛知県立岡崎盲学校

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ
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開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

　ＰＴＡ役員委員主体ですが、生徒も入り手伝います。保護者から農産物に関する知識はもちろん、商
品の売り方、農産物の市況、値段設定の根拠、農産物の流通の仕組みまで勉強します。

ＰＴＡ役員委員全員

高Ｐ連受付番号

愛知県立渥美農業高等学校 ノンジャンル

農高祭ＰＴＡバザー（学校への施設設備寄付を目的とした農産物バザー）

農産物は１００％保護者からの寄付 生徒と一緒に芋掘り アレンジメントも商品です

平成２８年１０月２３日（日）、１１月２日（水）、１１月３日（木）

１０月２３日：卒業生の圃場、１１月２日・３日：渥美農業高校大農具室、農業土木実習室及び教室前

info@aichikoupren.org

１０月２３日：９時～１１時、　１１月２日：１３時～１８時、　１１月３日：８時～１５時

１学年施設園芸科生徒２０名
ＰＴＡ役員１０名
ＰＴＡ委員４０名
前ＰＴＡ会長の横田さん（農協農産物直販所前所長）

　本校は、全国有数の農業地帯である渥美半島の中央に立地します。そのため、自宅が農業を営ん
でいるという生徒は半数近くに上ります。　毎年１１月上旬に行われる農高祭は、文化的発表もある
のですが、収穫祭の色合いが濃く、安価（市価の半額は当たり前）で新鮮（朝取り）な農産物が購入で
きる学校祭として、地域の方から愛される催しとなっています。ＰＴＡ農産物バザーで販売する商品は
１００％保護者からの寄付ですが毎年びっくりするほど荷が集まります。それを売りさばくのがＰＴＡ役
員委員の皆さんの腕の見せ所です。ＰＴＡ役員委員の皆さんも半数は農家です。生産者から直に農
産物に関する説明を受けながら購入できるところが一番の魅力かもしれません。

１０月１４日午後：農高祭の作戦会議 （第３回ＰＴＡ委員会にて）

１０月２４日午前：芋掘り 収穫体験

１１月２日午後：農高祭準備

１１月３日全日：農高祭一般公開保護者への農産物の寄付依頼、集荷方法の説明後、花卉類、野菜

類、アレンジメント制作、焼芋、精米、会計等の各係に分かれて各主

任を中心に打ち合わせを行いました。

役員・生徒有志による芋掘り。芋の出来が

良く、プロ農家の実力を見せつけられました。

トラクタも出動。 頑張りました！

続々荷が大農具室へ集められ、その分別、調整、値付を行いました。芋は、洗浄、塩水に浸けた

新聞紙に包み、アルミ箔に包んで焼く準備をしました。

９時から人の列。９時３０分から販売開始。会場が人であふれました。できる限り同一価格になる

ように農産物の束の大きさを整えました。お客さんを捌ききるのは役員・委員さんの腕の見せ所！。

手伝いの生徒からも大きな声がではじめました。商品の説明が完璧にできるところが当店の一番の

ウリ。生徒たちは、役員さんの厳しい指導？ で接客マナーも板についてきたようです。

131 5

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

活動内容

メール送信先

③　集合時刻９時３０分　評議員　各担当役員から本日の役割分担について説明

　物品バザーグループ
①　集合時刻９時００分　役員

　物品バザー用品は、１０月上旬から１１月１０日（木）までにＰＴＡ会員のみなさまからご提供をいただいた。
そのさまざまな物を分類して、一つの袋に詰めて販売品の展示完了までの時間が、僅か１時間３０分と手際
の良さに驚かされた。
　食物バザーのガスコンロを受ける台は、簡易型の合板で組み付けてできるアイデア満載の台である。その
設定も１０分もかかることなく、各場所に配置することができた。
　うどん、みたらし団子、タルト、コーヒーなどの購入量は、天気予報をもとに増減をするよう、準備のときに
検討した。１１月１２日（土）は、快晴で、秋らしい日よりとなり、うどんを急遽１００食追加するほどで好調な売
れ行きで全て完売することができた。
　何れのバザー品も終了時刻前に完売となり、子ども達の活動もじっくり見られる時間も取れ、当初の目的
を果たすことができた。この文化祭を通して、子ども達と一緒に活動して、お互いに頑張っている姿を観るこ
とでにエネルギーをもらい、学校全体の活性化に繋がった。

高Ｐ連受付番号

　９月８日（木）１７：００～役員会　文化祭の催し内容について検討
１０月４日（金）１６：００～役員会　評議員メンバーの役割分担および食物担当者に検便の依頼
１０月４日（金）物品バザー用品提供の受け入れを開始し、１１月１０日（木）まで実施

愛知県立豊川工業高等学校 ノンジャンル

文化祭　ＰＴＡ企画「食物バザー・物品バザー」

理解 協調

11月１２日（土）

愛知県立豊川工業高等学校

info@aichikoupren.org

8時～１４時３０分

ＰＴＡ評議員・役員（保護者）　１年２１名　２年１７名　3年11名　計49名が食物バザー（うどん・コー
ヒー・タルト・団子）と物品バザーの班に分かれる

本校の文化祭は、毎年11月中旬の土曜日に一般へ公開して開催している。時間は午前10時から
午後2時までの4時間である。来校される一般の方（地域住民、近隣の小中学生、在校生の保護
者・友人、卒業生）は、１５００名近くにのぼり、盛況に行われている。その中でＰＴＡ企画として食物
バザーと物品バザー用品【洗剤、石鹸類、タオル、調味料（サラダ油、砂糖など）、乾物類（椎茸、海
苔など）、嗜好品（コーヒー、お茶など）、ティッシュ、文房具、農産物（傷みやすいものは除く）、その
他 喜ばれる品物】として販売をしている。文武両道を目指して日々活躍する生徒を支援し、子ども
達と一緒に文化祭を盛り上げ、ＰＴＡ相互の理解と協調を図る。
子ども達の活動の様子を直接知ることができること。また、ＰＴＡ相互の理解と協調を図る。

ＰＴＡ役員会、生徒会

１１月１２日（土）　文化祭一般公開当日の準備
  食物バザーグループ
①　集合時刻７時３０分　男性役員および総務部　　食物バザーガスコンロの配置および湯沸かしグループ
②　集合時刻８時３０分　女性役員　食物販売準備

１１月１日（火）１７：００～役員会　当日の動きについて最終確認

１１月１１日（金）　文化祭準備（物品バザー用品の品分け）

　　　　品分け方法の説明 　品分けし、袋へ詰める 販売品の展示完了

②　集合時刻９時３０分　評議員　物品バザー担当役員から役割分担について説明

　食物バザー準備の様子

コーヒー・タルト販売 　うどん用ガスコンロ配置

うどん販売 みたらし団子を焼く みたらし団子のパック詰め

　ねぎ・油揚げ・天かす

コーヒー・タルト販売準備完了 うどん販売準備完了 みたらし団子販売準備完了

　一般公開時の販売の様子

物品バザー 　　　　　コーヒー・タルト うどん・みたらし団子

mailto:info@aichikoupren.org


ＰＴＡ活動紹介

学校名 部門

活動テーマ

キーワード 林間学舎 研修旅行

開催日

場所

時間

参加者

林間学舎外観

上高地

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

SGH紹介スライド 学校行事等のスライド鑑賞

白川郷
林間学舎内、ホールにて食事準備

  info@aichikoupren.org

平成２８年７月１６日（土）～７月１７日（日）　１泊２日

愛知県立旭丘高等学校

ＰＴＡ林間学舎視察旅行

旭丘高林間学舎（岐阜県高山市奥飛騨温泉郷）等

集合　７月25日７：５０　解散　７月26日１７：００

ＰＴＡ保護者２４名 教職員５名

18

ＰＴＡが管理する林間学舎の視察を通し、生徒の日頃の学校生活の様子を知る。

ノンジャンル

生徒が１年次６月に行う林間学舎集団訓練（３泊４日）の行程をＰＴＡ会員が体験する。

 日程　第１日　学校発(7:50)→小牧IC→長良川SA(休憩10分) →高山IC→板蔵（弁当積込）
　　　　　　　     →上高地(12:30～16:00)→林間学舎着(17:00) 夕食（18:00）→学校生活紹介・星座観測

　　　   第２日　学舎発(7:50)→飛騨清見IC→白川郷IC→白川郷（10:00～10:50)→白川郷ＩＣ→飛騨清見IC→
                   高山自由散策 （11:40～14:00)（上三之町・高山陣屋等見学）→高山IC→
　　　　　　　　　 ひるがのSA(休憩10分) →   小牧IC →黒川IC→学校着 (17:00)
 
（参考）生徒の林間学舎集団訓練主な行程
         第1日　学舎にて野外炊事
         第２日  上高地散策　学舎にてＨＲ自主（クラス別討論会）
         第３日  クラス別行動（高山、神岡町等）　学舎にてキャンプファイヤー
         第４日  乗鞍畳平散策（雨天時は白川郷）

  １泊２日の間、会員及び、教職員とともに行動し、会話することを通して、生徒の学校内外の様子を知ること
ができた。
　生徒が本当に楽しく生活をした林間学舎の行程を追体験することによって、生徒の生活を垣間見ることが
できた。
  １日目の夕食後、パワーポイントを用いて、学校生活について詳しい報告があった。
日々の生活、行事、部活動、そして、現在研究指定を受けているＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）
の活動についての紹介、実践例の報告があり、学校生活について理解することができた。

趣旨 生徒が体験した林間学舎での生活を体験し、あわせてＰＴＡ会員相互の親睦を図る。

高Ｐ連受付番号

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

２．販売計画と実績
　　品目 計画数 実績
　　カキ氷　 700食
　　フランクフルト400食
　　ホットドック 200食
　　ラムネ  　　　　300本

メール送信先

高Ｐ連受付番号

１．準備内容

　・4月　　PTA評議員会にて、出店の意向を提示し、承認された。
　・5月　　PTA総会にて出店承認。
　・6月　　PTA評議員会にて、カキ氷・フランクフルトを主体とした食品バザー（前年度同様）を決定。
　・7月　　生徒企画と同様に、学校・生徒指導部へエントリーシート提出。
　　　　　　役員・評議員向け文書にて参加者・企画案募集。
　　　　　　参加者向けに検便キットを配布。
　・8月　　生徒出校日を利用し検便回収。
　　　　　　企画会議（保護者役員参加）にて、詳細を検討。
　　　　　　　議事：ホットドック・ラムネの追加、機器調達、食材調達、調理方法、全体配置、参加者の昼食など
　・9月　　企画会議（保護者役員参加）にて、詳細を決定。
　　　　　　　議事：販売価格、販売数、役割分担、スケジュール、他
　　　　　　参加者向けに文書にて直前案内配布
　　　　　　　内容：販売計画、スケジュール、参加のための注意点、他

367食 （33食は参加者に提供）
503食

199食
300本

３．感想

　雨上がりの不順な天候に負けず、トラブルも多々ありましたが、
　補い合ってチームワーク良く実施することが出来ました。
　参加者にも生徒達にも笑顔があふれていました。
　食材も使い切り、拍手の中で終えることができ喜んでいます。
　ご協力いただいた皆様、ありがとう御座いました。

　

　

　特に良かった点
　・機材調達（カキ氷機）を心配したが、委員のネットワークで調達できた。
　・大人しそうな人がイベント経験豊富だったり積極的だったり、普段感じられない姿を垣間見た。
　・委員相互、生徒達への声掛けも盛んに行われており、熱く和やかな雰囲気であった。

　主なトラブル
　・当日のスケジュール案内にミスがあり、準備段階で人手が余ってしまった。
　・フランクフルト用コンロがなかなか点火せず、ハラハラした。
　　　代用品の調達など、フォローが頼もしかった。
　・カキ氷販売のノウハウが少なく、氷が足りずシロップが大量に余った。
　　　氷を追加調達し対応した。
　・電源確保には工夫をしたが、ブレーカーを落とし学校に迷惑を掛けた。
　　　幸い上記代用品が活きた。来年度以降、ホットプレート使用は避けるべきだと思う。
　
　その他
　・保護者世代の高校生活を展示し、委員相互・生徒達との相互理解を深めようと思ったが、
　　ラムネ販売とラジカセによる懐メロ再生にとどまった。ラムネは好評だったが、
　　懐メロは話題にならなかった。残念。次年度以降に期待する。

愛知県立豊丘高等学校 ノンジャンル

文化祭（豊陵祭）PTA企画「熱すぎるカキ氷店」出店

文化祭 PTA親睦 生徒との交流

平成28年9月14日（水）

豊丘高校 中庭

info@aichikoupren.org

8：30 ～ 15：00

保護者46名（役員9名、評議員37名）、総務部職員1名

生徒が活躍する文化祭において、保護者もそれぞれの個性を活かし楽しく共働する姿を見せる。
生徒と交流を図り、自身の高校時代をふりかえりつつ文化祭を楽しむ。
暑い時期であるため、熱中症予防のための水分補給や、昼食提供に資する。
保護者が生徒企画の応援・見学をするきっかけ作り。

「楽しくなければ意味がない」「頑張れば楽しい」をモットーにやりきる。

豊丘高校PTA

バザー開始前の打ち合わせ メニューも手作りで 

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

スイーツ

１１人寄れば文殊の知恵がいっぱい！全員主役！

春日井西高等学校ＰＴＡ役員会・理事会

info@aichikoupren.org

【9月12日(月)】全日西高祭準備の日です。18名の理事で前日に作ったスイーツのパック詰めと会場設営を
行いました。
【9月13日(火)】いよいよ「ＰＴＡ喫茶室　Ｌａ　Ｔａｒａｇａｎｏ」当日、48名の理事の方々に御参加いただきました。
各委員会ごとに受付・カウンター・ウエイトレスを担当し、御自分のお子さんの催しなどの見学は委員会内で
相談して交代制にしました。2年生役員のＹさんには不足した物の買い出しを担当していただきました。ま
た、チケット交換や当日販売の受付は、来年度への引き継ぎがスムーズにできるように全学年の役員に担
当していただきました。大きなトラブルもなく、皆さんにとてもすてきな笑顔で応対していただき、大成功でし
た。「おいしかったですー！」「ありがとうございます！」等、生徒がかけてくれる言葉のおかげで、理事の
方々もたいへん楽しく取り組むことができました。役員全員の知恵を出し合い、理事の皆さんの力を結集し、
今年も笑顔の「ＰＴＡ喫茶室　Ｌａ　Ｔａｒａｇａｎｏ」を開くことができました。校長先生をはじめ、多くの先生方にも
お世話になりました。御協力いただいた皆様に心から感謝しております。
　さて、「三人寄れば文殊の知恵」と申しますが、役員の誰かから良いアイディアが出るたびに「文殊の知恵
だね」「また文殊だね」「文殊出たー！」「わー文殊文殊！」という会話が広がり、楽しくすてきなＰＴＡの仲間と
ともに活動できる幸せをしみじみと感じました。
　以上、全員主役で笑顔いっぱいのＰＴＡ活動を御報告させていただきました。

“チームＷｅｓｔ☆Ｐ2016”－11人寄れば文殊の知恵がいっぱい！－
春日井西高校（通称「西高」）のＰＴＡ活動で一番のイベントと言える「西高祭」での「ＰＴＡ喫茶室　Ｌａ　Ｔａｒａｇａｎｏ」。
今年は9月13日（火）に行われました。この日は西高会議室が喫茶店となり、生徒や保護者、先生方に飲み物＆ス
イーツを提供します。11名のＰＴＡ役員の中にはお仕事を持っている方も多く、全員が集まることは困難です。そこで
“チームＷｅｓｔ☆Ｐ2016”というＬＩＮＥグループを作り、情報の共有を図りました。さらに、学校行事の前後を利用して
モーニング会やランチ会を企画してコミュニケーションを深め、当日の成功に結びつけました。以下に経過報告をさ
せていただきます。
【7月初旬】今年のスイーツはどんなお菓子にするかを決めるためにモーニング会を企画。役員の都合に合わせて二
日連続にしました。一日目に、1年生の役員Ｓさんが3枚のレシピを持ってきてくださいました。その中から、材料が無
駄なく使えるアーモンドクッキーとスイートポテトクッキーを作ることにしました。二日目には2年生の役員Ｔさんがレシ
ピをもとに早速2種類のクッキーを焼いてきてくださり、さらに、3年生の役員Ｓさんが見本用の写真を上手に撮ってく
ださいました。集まった役員で味見をし、「もう少し甘みを強くしよう」とか「固く焼き上がるようにしよう」などと、いろい
ろ検討することができました。昨年、理事の方から「スイート作り当日に何をして良いか分からなかった」との御意見
をいただきましたので、今年は役員で一度作ってみて作り方や段取り等をシミュレーションすることになりました。
【7月26日(火)】3年生役員のＫさんが御実家のキッチンを貸してくださり、スイーツ作りのリハーサルをしました。この
リハーサルのおかげで、材料買い出しやスイーツ作りの担当や段取りを決めることができました。
【9月3日(土)】スイーツを入れるパックと飲み物のカップを購入。女子に喜んでもらえるよう、かわいらしいものにしま
した。
【9月7日(水)・8日(木)】学校の昼休みに生徒へのチケット販売を行いました。今までは役員二人が担当していました
が、短い時間に一斉に買いに来るので今年は参加可能な役員全員が担当することにしました。1日目は4名、2日目
は5名が参加し、余裕をもって販売することができました。
【9月9日(金)】都合の良い役員で材料の買い出しに行きました。
【9月11日(日)】日曜にもかかわらず35名の理事の方に御参加いただき、西高の調理室でスイーツ作りをしました。役
員は理事より1時間前に集合し、一度に焼く分の材料分けをしました。あらかじめ決めてあった段取りに加えて多くの
役員が積極的に役割を分担してくださり、さらに理事の方々の手際の良さも加わってスイーツ330セット(アーモンド
クッキー2枚、スイートポテトクッキー3枚、キャンデー2個で1セット)に予備を含めてアーモンドクッキー800枚、スイート
ポテトクッキー1200枚を焼き上げることができました。

平成28年9月13日（火）

春日井西高等学校　会議室

10時～14時

ＰＴＡ役員・理事、生徒、保護者、先生、地元老人会　総計約270名

春日井西高校ＰＴＡ活動の一大イベントである学校祭の「ＰＴＡ喫茶室　Ｌａ　Ｔａｒａｇａｎｏ」。
ＬＩＮＥグループ、モーニング会、ランチ会などを通してＰＴＡ役員同士のコミュニケーションを図り、１
１人の役員全員が知恵を出し合って協力し、今年も大成功のうちに終えることができました。

高Ｐ連受付番号

愛知県立春日井西高等学校 ノンジャンル

ＰＴＡ喫茶室　Ｌａ　Ｔａｒａｇａｎｏ

学校祭 喫茶室

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場所

時間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

◇９月１２日（月）９：３０～１１：３０【ＰＴＡ研修会】　　◇９月１２日（月）１４：００～１６：００及び１３日（火）９：３０～１６：００【文化祭ＰＴＡ企画】【ＰＴＡ食品バザー】

ＰＴＡ研修会　『保護者２９名』
文化祭ＰＴＡ企画（体験講座・作品展示）『保護者・生徒・教職員１１４名』
ＰＴＡ食品バザー『生徒・保護者・教職員２６４名』

　高校では中学校と異なり通学地域が広く、つながりが薄くなってしまう傾向があります。そこで保
護者同士、少しでもつながりを深くするための一つの取組として、広報委員会の主催で実施してい
ます。毎年新しいアイデアを出しながら、作る楽しさを感じながら充実した時間を過ごせるようにして
います。
文化祭ＰＴＡ企画の体験講座では、保護者は勿論、生徒や教職員も一緒に参加できるようにしてお
互いの交流を深めています。
　さらに今年度は、ＰＴＡ役員の皆様のご厚意により、ＰＴＡ食品バザーを開催しました。豊高を盛り
上げようという熱い気持ちが生徒にも伝わり、生徒と保護者との絆が一層強くなりました。

保護者同士の交流を深めること。
保護者と生徒並びに教職員とのつながりを強めること。

１．ＰＴＡ研修会　ＰＴＡ広報委員会【講師　服部　正子 先生】
２．文化祭ＰＴＡ企画体験講座　ＰＴＡ広報委員会【講師　ＰＴＡ広報委員他】
３．ＰＴＡ食品バザー　ＰＴＡ役員

◇文化祭ＰＴＡ企画（体験講座・作品展示）
　体験講座は、会場に来てくれた生徒や保護者の方々に「『カバンのデコパージュ、プラ板アクセサリー、くる
みボタン、スイーツ粘土デコ』作製」の体験をしてもらいました。作品展示は、ＰＴＡ研修会で作製した『クラフト
バンドで作ったバッグ』や保護者が作成した『手芸品』を展示しました。
　来ていただく皆様に喜んでいただけるよう、教室内の飾り付けなどを工夫しました。体験講座では一人でも
多くの方に来ていただけるように作品の種類を多くしました。そして一人ひとり丁寧に対応するため、ＰＴＡ役
員の方に講師として応援に来ていただきました。毎年好評な体験講座ですが、今年度は例年以上に来客数
が多く、参加者は１１４名にもなり大盛況となりました。保護者だけではなく、教職員や生徒も多数参加してい
ただきました。「楽しい！もっとやりたい！」という声が聞け、とても盛況のうちに終わることができました。役
員の皆さんが一致団結して取り組み、楽しく充実した文化祭企画になりました。

◇ＰＴＡ食品バザー
　「何か子供たちが文化祭で楽しめることがしたい」このような思いがＰＴＡ食品バザーにつながり、初めての
開催として「わらびもち」を販売させていただきました。
　子供たちはどんな食べ物を販売したら喜んでくれるのだろうか、食品を扱うことの難しさ、仕入れや販売の
方法等、すべてが不安でした。
　文化祭当日、前売りチケットを持った子供たちが来てくれて、「おいしい！」と言ってくれた時はとてもうれし
かったです。
　たくさんのＰＴＡ役員さんにお手伝いをいただき、二日間の食品バザーを成功させることができました。来年
度以降も子供たちが楽しめるような企画を考えていきたいです。

高Ｐ連受付番号

◇ＰＴＡ研修会
　開催した講座は「クラフトバンドで作るバッグ製作」です。クラフトバンドを一つひとつ丁寧に編みこみながらバッグを
作っていきます。事前に参加者と作製するバッグの色の希望を調査したこともあり、当日は順調に講座が始まりまし
た。講師の先生が一から丁寧に教えてくださり、赤・黒・ミント・ベージュの参加者の個性が表れた素敵なバッグを完
成させることができました。参加した皆さんが作る楽しさを実感することができたように思いました。笑顔あふれる和
やかな雰囲気のなか、バッグを作製するだけでなく、日頃の子育ての悩みから進路の話まで有意義な情報交換を行
うこともできました。

愛知県立豊明高等学校 ノンジャンル

ＰＴＡ研修会、文化祭ＰＴＡ企画（体験講座・作品展示）及びＰＴＡ食品バザー

交流 つながり 絆

◇９月１２日（月）午前【ＰＴＡ研修会】　　◇９月１２日（月）午後及び１３日（火）全日【文化祭ＰＴＡ企画】【ＰＴＡ食品バザー】

豊明高校　　４Ｋ教室【ＰＴＡ研修会】　　　３Ｋ教室【文化祭ＰＴＡ企画】　　　３Ｌ教室【ＰＴＡ食品バザー】

研修会 バッグ作成中 その１ 研修会 バッグ作成中 その２ 

研修会 アクセサリー作成中 その３ 

 体験講座 小物作成中 その１  

 体験講座 小物作成中 その２ 

 体験講座 小物作成中 その２ 

食品バザー会場準備 食品バザーの様子 
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　１１月１８日（金）８時集合

学校名 部門 　＜農産物販売班＞

活動テーマ 　テント設営後、前日に袋詰めした野菜や値札を付けた花を陳列し、１０時販売開始。

開催日 　大勢のお客さんが詰めかけ、あっという間に人だかりと会計待ちの列。

場所

時間

参加者

　　　準備万端開始を待つのみ　　　　　お手伝いの生徒もＰＴＡも大忙し　　　　花販売にも長い列が　　　

趣旨 　＜もちつき班＞

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

　活動内容　 　　　もちがつきあがる前の一コマ　　　　　生徒ももちつきの挑戦　　　　　　　係の合間に職員も参加
　＜昨年との変更点＞

　

　
　１１月１７日（木）１３時会議室集合、校内展示見学後
　 　　　　　もちつき機で時間短縮　　　　　　　みんなでもちパックづくり　　　　　生徒が販売のお手伝い
　＜農産物販売班＞
　仕入れた野菜を袋に詰めたり、鉢花に値札を付けたりで大忙し。会議室が八百屋さんに変身。
　 　＜新しい取り組み＞
　

　
　　　　　　レタスは包みます　　　　　　　　タマネギは網に入れて　　　　　　　　鉢花には値札付け
　
　＜もちつき班＞
　前日は試しつき。一臼で１パック５０個できるかみんなで確認。新提案のおこわも試作しました。 　ＯＢさんも農産物提供、販売も協力　　　　ＰＴＡでもちチケット販売　　　　　　　職員と警備の協力

　＜本年度の稲高祭活動のまとめ＞

　　　蒸しは男の仕事　　　　　　　ちぎりの確認　　　　　　　きな粉・あん完成　　　　　新作おこわも完成

高Ｐ連受付番号

稲沢高校ＰＴＡ、ＰＴＡのOＢ

　本校は農業高校であり、文化祭（稲高祭）では各クラスの展示発表やバザーだけでなく、
農場で生産した農産物の販売も実施しています。そんな子どもたちが活躍する様子がよく
わかる文化祭に保護者として参加し、子供たちといっしょに文化祭を盛り上げる。　また、今
年はＰＴＡのＯＢも農産物販売に参加し、ＰＴＡ組織のつながりを深める。そんな趣旨のもと、
子供たちといっしょに、もちつきやもちの販売、農産物販売を行いました。

　保護者と子どもたちがいっしょになって販売やもちつきを行うことで、子どもたちの学校で
の姿を直接知ることができる。ＰＴＡのＯＢも協力し、ＰＴＡ組織のつながりを強くする。

ノンジャンル愛知県立稲沢高等学校

文化祭（稲高祭）でのもちつき・農産物販売

平成２８年１１月１８日（金）

愛知県立稲沢高等学校

８時～１３時３０分

・ＰＴＡ常任委員（保護者）（１年１５名　・　２年１６名　・　３年１７名）計４８名
・ＰＴＡのＯＢ２名
・農産物販売生徒１６名
・もち販売生徒１２名
・もちつき生徒多数

・ＰＴＡのＯＢ参加 

・ＰＴＡでチケット販売実施 

・正門警備のお手伝い 

・ＰＴＡ組織のつながり力を高める。 

・販売以外にも積極的に文化祭     

（稲高祭）に協力する。 

・稲高祭を盛り上げる 

（農産物販売） 

（もちつき） 

・ＰＴＡのＯＢとの組織力の強化 

・学校行事へのより積極的な協力 

・運営に貢献 
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

ロータリー

平成28年11月12日（土）

本校　ロータリー・校門・中庭

高Ｐ連受付番号

愛知県立碧南工業高等学校 ノンジャンル

花いっぱい活動

生徒に笑顔を

info@aichikoupren.org

9時～11時

PTA役員・評議員　15名～30名程度

毎年多くのPTA役員・広報委員等の参加者で実施している。

作業開始 土入れ 苗植え付け完了

　人と人のふれ合う場が少なくなる世の中で、生徒達が学校生活や家庭生活において不安等を感
じた時に、ロータリー・校門などに咲く花々を観て少しでも心に安らぎを与え、「笑顔になってもらお
う」との思いからパンジーの苗やチューリップの球根の植え付けに取り組んでいる。

　色とりどりのパンジーの苗とチューリップの球根の植え付けをしていただく。
　活動後は中庭に集まって、保護者同士の交流や情報交換、保護者・教員との懇談の場となって
いる。
本校・広報委員会

校門前 パンジー

mailto:info@aichikoupren.org
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PTA（学校）名 部門

活動テーマ

キーワード

開催日

場 所

時 間

参加者

趣旨

活動ポイント

主体委員会名・
講師名等

メール送信先

　安城南高校開校以来の伝統行事である「強歩大会」（長距離歩行）を、保護者の立場からもバック
アップするため、ゴール後の子どもたちにふるまう豚汁とお汁粉の炊き出しを行う。近年は、役員手
作りの垂れ幕を、炊き出し場所の入り口に掲げるなど、保護者の側もいろいろ工夫して積極的に関
わり、秋のさわやかな一日を、子どもと一緒に楽しむ行事となっている。

　７００名を超える生徒への豚汁とお汁粉との二種類の炊き出しはかなりの労力を要するが、活動
する子どもたちの生き生きとした姿を見ることで、子どもたちの意外な一面を発見したり、明日への
活力としたりする。

　ＰＴＡ役員、PTA常任委員（特別活動委員会）

〈行事の内容〉
　１、２年生の生徒が、秋のさわやかな一日、男子が「学校～西尾市の万燈山～学校」の約２４㎞のコース、女子が
「学校～西尾市の黄金堤～学校」の約２５㎞のコースを歩くもので、コースの見直しなどの変更をしつつ開校以来３４
年目を迎える伝統行事である。

〈活動の内容〉
１　当日の朝、調理室に集合し、午前中は調理室での下ごしらえと調理を行う。午後は場所を体育館下のピロティー
　に移し、最終的な味付けと振る舞いの準備を行う。
２　女性の役員が主に調理を行い、男性の役員はピロティーへのプロパンや鍋釜の設置などを行う。
３　途中のチェックポイントの通過時間から、ゴール時刻を予想して、先頭の子どもたちのゴールに備える。
４　最初の子どもたちのゴール後は、次々に子どもたちがゴールしてくるので、全員体制で振る舞いを行う。
５　すべの子どもたちが無事ゴールし、食べ終わった後、全員で片付けを行う。

〈活動の様子〉
　
　【調理室での準備】　女性役員が活躍！

高Ｐ連受付番号 　【ピロティーでの準備】　男性役員が活躍！

　【子どもたちへの振る舞いの様子】

　【役員手作りの横断幕がゴールする子どもたちを迎える】

〈参加者の声〉

・この行事には重い鍋を運ぶなど、男手が必要なため、早くから仕事の休みを取って参加している。

・日頃家事はほとんどしていないので調理には参加できないが、力仕事で貢献できて嬉しい。

・今まで会議だけでは、仲間の役員の顔や名前を覚えきれなかったが、一日一緒に仕事をすることで多くの
人と話すことができた。役員同士の絆も深まるよい行事だと思う。

・何度もお代わりにくる子がいたり、おいしそうに食べている姿を見たりすると、一日頑張った達成感を味わう
ことができる

安城南高等学校PTA ノンジャンル

強歩大会での炊き出し

保護者同士の絆 子どもの意外な一面 達成感

平成２８年１０月２１日（金）

本校調理室及び体育館下のピロティー

info@aichikoupren.org

午前９時から午後４時３０分まで

第１学年及び第２学年生徒７０４名

mailto:info@aichikoupren.org

