
幸区PTA協議会
令和２年度家庭教育学級　開催記録

令和3年3月21日（日）

みんな知りたい！
働き方改革ってなに？先生とどう付き合えばいいの？

◯開催趣旨：
教員の働き方改革は喫緊の課題である。先生方自身が幸せでやりがいの持てる職業生活を送っ
てくださることは、保護者たちにとっても当然の願いであり、また地域の未来である子どもたちの成
長のためにも欠かせない視点であるという理解が地域には広がっている。
そのためにも保護者協力が欠かせないことも少しずつ理解されつつあるが、では学校や先生方に
対してどのような関わりかたや関与が望ましいのか、どのようにともに地域の教育に関わることが
望ましいのか、PTAや保護者にとってはよくわからず、試行錯誤の部分がある。昨年からのコロナ
禍の影響もそれに輪をかけ、学校の多忙に負担をかけたくない気持ちを大きくさせ、コミュニケー
ションに戸惑ったり遠慮するような気持ちが大きくなっているのではないかという懸念がある。
より良い状態に踏み出すために、学校の事例に詳しい有識者や、教員の働き方改革を取りまとめ
る市教委から、保護者たちが現状を学び、また保護者たちが自分たちでできることを考えることに
よって、学校と保護者が協力し合い、安心してコミュニケーションが取れる関係づくりをより前向き
で強固にするための機会としたい。

◯開催概要
開催日時:令和3年3月21日(日)
14:00〜15:30(13:45 オンライン開場)
（zoom初心者フォローを19日に実施）

会場：オンライン開催（zoom）
参加人数：41名
主催：幸区PTA協議会
講師：合同会社先生の幸せ研究所　澤田真由美さん
（https://www.imetore.com/）
協力：川崎市教育委員会、川崎市PTA協議会、各区PTA

◯内容・タイムスケジュール：
14:00-14:10 司会舘さんから10分
・舘さんからのご挨拶
・参加者むけアナウンス
・幸区P浦山会長からのご挨拶
・講師澤田さんのご紹介

14:10-14:25 澤田真由美さんから先生の働き方の現状や全国の取り組み事例について15分
14:25-14:40 川崎市教育委員会小島課長から川崎市での先生の働き方改革について15分

14:40-15:15 ディスカッション：
保護者と先生で何ができるのか？を考える 40分

①今日きたきっかけやここまでの感想をチャットに書いてください
②先生や学校とのコミュニケーション、学校との付き合い方、悩んだことがありますか？困ったこと
やうまくいっている例を教えてください

https://www.imetore.com/


③自分たちでできること・応援団になれることをどんなに小さくても良いので考えて書いてみてくだ
さい

15:15-15:20　皆さんからのコメント・意見・まとめ
15:20-15:25　舘さん司会からのお時間5分

・希望者のみ記念写真撮影
・アンケート記入

◯講座中の参加者からの意見

開始直後
: お疲れさまです。楽しみです。よろしくお願いします
: なかなか見えにくい先生の働き方を少しでも知ることができればと期待しています。

澤田さんお話後
: 残業代、本当になくて驚きました‼
: 自由にコントロールできる時間が1時間というのは短くて驚きました。
: 批判ではなく共に考えようということに共感です
: そういえば、担任の先生に感謝を伝える機会ってあまりないなぁ。保育園のときは、毎日担任の
先生に伝えられた。
: 6年生の時間割がありましたが担任以外が音楽などするとおもうのですが、その割合ってどのく
らいなのでしょうか？
: 小さな芽のうちにアクションというのが、刺さりました。どうしても遠慮してしまうところがあります。
: 意思決定までの階段の図、とはいえ、校長裁量もあると思います。そこにブレーキを掛けるの
は、保護者の声なのか？教委の声なのか？それとも他の何なのか？と気になりました。
: 18枚目のスライドをもう一度みせてもらえますか？保護者として、先生へ協力できること、アプ
ローチできること、積極的にやっていきたいです。また、学級懇談会などで、クラスのvision,
mission, valueのようなことを先生と保護者で話し合う機会などがあると、互いに報告や相談がし
やすいのかなぁと感じました。
: 地域で学校を支える意識を醸成するためにどのようなことをしていけばよいかアイデアを出し合
いたいですね

小島課長お話後
:事務支援員さんは各学校どれくらいいらっしゃるのでしょうか？児童数に比例するのでしょうか？
: 未経験の種目の部活の顧問をやっている先生もたくさんおりますよね。そういった先生たちは、



本当に大変だと思うので、地域に移行していくのは良いと思います。

ディスカッション
①今日きたきっかけやここまでの感想をチャットに書いてください
:小学校全学年35人学級を実現とありますが、中学校も思春期(第二次性徴)と重なり、心身共に
不安定な時期なので、是非とも1学級当たりの人数を絞って欲しいと私は思います。
あ、今日は、そういう要望を伝える場ではありませんね．．．失礼しました。
: 改革の方向性や様々な取り組みを知ることができました。
: 保護者、学校、教育委員会、地域、市行政、国の行政、議員など、連携の醸成、形成を促進する
ような方向が大事だと思います。
: コミュニティスクール化していない学校は、学校教育推進会議があります。それを具体的な取組
を行うものにしたらいいと思いました。PTAとしても、「子どもたちのために」という目的が明確な方
が、エネルギーを注いでくださる方が増えるように思います。
: 先生へどのような協力ができるのか、先生が求めている情報は何か分からず、モヤモヤしてい
ます。今できることとして、ボランティアに積極的に参加するようにはしているものの、担任の先生
とうまく協力できているわけではなく、どうしたら担任の先生の役に立てるのか、邪魔にならないの
か、悩ましいです。
: 働き方改革の視点だと、部活が全員さんかで帰宅部の選択肢がない学校です。時代に逆行して
いるような。
: 場について話ができますか
: 校長の裁量は、本来、凄く広いということと、横にらみとか保身とかブレーキをかける要素は小さ
くないものがありそうだいう矛盾の解消がとても大事だと思う。

ディスカッション②先生や学校とのコミュニケーション、学校との付き合い方、悩んだことがありま
すか？困ったことやうまくいっている例を教えてください
: 地域教育会議に参加できたらいいのかなと思ったのですが、保護者がいく場ではなかったようだ
ということがありました
: 学校だけでなく様々な企業の方々も含めて話すと意外と共通点が多い事がわかります。皆さん
驚きますね。
: 学校からは「いつでもお電話を」とおっしゃっていただくのですが、やっぱり電話をすることには遠
慮があります
: 学校PTA会長のときは、校長がカウンターパートだと決めて、しょっちゅう、校長室に行き、話をし
ました。実現しなかったものの少なくありませんでしたが、実現できたもののありました。
: 連絡帳でお知らせしたり、時期外れでも面談を申し込ませていただいたりしてます。が、こんなに
自由時間が少ないと聞くと、かえって申し訳ない気持ちになってきました。
: 場を作りたいのですが、やっぱり「うるさい保護者」になってしまわないだろうかという不安がなか
なか拭えません。。
: 学校ボランティアを作りました。その際に校長先生や、教頭先生と面会をしたのですが、「できな
いことはNOという」「入ってきてほしくないことにはNOという」ということを、お互いに最初のお約束
としてお話ししました。
: PTA 役員として学校の教職員の皆さまとかかわらせていただいていますが、その際には一般的
なお話をさせていただき、我が子のことで相談があるときは連絡帳を使うようにしています。
: おやじの会の活動で、以前は先生たちとの交流がそれなりにあった。その場では、腹を割って話
ができていたと思う(先生は少し遠慮があったと思うが、私たちは先生を応援しているとストレート
に伝えていた)。
でも、最近は、なかなか、そういう場に来て下さる先生が減ってきてしまった。(単に先生が変わっ
てしまった　ということではなく、いろいろな先生がいるし、こちらも何か変わってしまったのかもし
れません)
: 保護者のクラス代表を決め、先生とクラス保護者の橋渡しをして、対話していく。まずは、保護者
でクラスのlineグループなどを作ってみてもいいのかなと思いました。また、年初の懇談会で、先
生の考える理想のクラス像などを話してもらえたら、それをもとに協力していけるのかなぁと思いま
す。



: 子どもが悩みを抱えたとき、保護者が出るタイミングで悩むことが多いです。そのタイミングにつ
いて、子どもと話し合うことが多いです。やっぱり、担任と子どもとの信頼関係があれば、問題は
大きくならないのだなと思いました。担任の先生が、学級経営にかける時間をしっかり確保するこ
とがたいせつなんだなと実感しました。
: 一斉学習が苦手な子どもがいてホームスクールをしています。多忙な担任の先生に迷惑をかけ
たくなくて家庭学習の難しさなど相談しづらい思いをしています。自分で勝手に作ったハードルを
下げていかないとなと痛感しています。
: 本来は、学校の教育方針の説明のための時間であるはずの新年度の懇談会がPTAの役員選
出の場になってしまっていて、保護者が学校運営の足を引っ張ってしまっているようなことが多い
と思います。PTAの運営を上手くやることで学校をサポートできそうです。
:保護者の方と直接会ってお話しできる機会がたくさんほしいです。連絡帳や電話だけでのやりと
りだと齟齬があったり、頻度会える頻度が少ないと本音で話すことができない方もいると思うの
で。気軽に学校に来てほしい。（個人的には）
: 校長会がブレーキ役かもしれませんが、そんなところと、このような機会を何度も持って行くこと
が大事だな～と思います。
: 我が子は学習の遅れのことで担任の先生に話したらコーディネーターの先生に繋いで頂き、面
談をしてもらったり授業参観の毎にコーディネーターの先生に聞いてもらい、面談のタイミングでま
とめて今後の対策を担任の先生も含めて決めていきました。
: 先生と保護者が接する機会が保育園の時と比べて圧倒的に少ない。もう少し先生と保護者がコ
ミュニケーションとれるといいかなと。
先生と面談時に色々話そうとしてもちょっと距離があるように感じました。先生に遠慮があるよう
な。保護者がつくりだしてしまっている距離かもしれませんね。
: 教育者であり、組織人であり、というところに相入れにくい面があり、これを解消できる場ずくりを
継続する必要を感じます。
: 今在籍している学校ではないのですが面談しても先生が子供を思っての本心というより学校組
織の中での発言だと感じる事が多かったです。引っ越しの関係で今まで長男は３校の学校の在籍
しましたが、日吉小学校、中学校は保護者と先生が近く、本音で話せる事が多かったです。
: コロナで歓送迎会や賀詞交歓会が出来ずにいますが、懇親会は大事だと思います。
: 連絡帳に感想や子どもの様子を書いてお知らせすると、担任の先生はよろこんで返信してくれま
す。
: なるほど！来年度は先生へ応援してます、と懇談会でアピールして、応援の仕方を確認するよう
にしたいと思います。
: コミュニケーション不足で生じている問題が多々あるってことですね。
: 豊島区は今年度からGoogle classroomを契約して、学校休止中は体温とコメントのやりとりが
ありました。（先生からはコメント返送はしない、というルールだったのは残念ですが）気軽に書き
込めるという意味ではすごく助かりました。
: これまで連絡帳を活用してきませんでしたが、年度末には先生への感謝をお伝えしようと思いま
した。
: 保護者同士が、担任の悪口を言っているのを聞いたときに、なんか悲しいなと感じます。担任の
先生達も、そういった雰囲気を感じているのではないかなと思います。悪口を言っている保護者と
距離を置く保護者もいて、保護者感で派閥もできている。せっかく一緒に子どもを育てようとしてい
るのに悲しい。やっぱり、保護者同士でもビジョンを共有する場が必要だし、学級教育目標をもと
に保護者が対話していく場もあってもいいし、保護者会をコンサルするサービスがあってもいいか
もと思いました。
: 地域教育会議が書面になったり、や賀詞交歓会が中止になってしまったり、入学式や卒業式の
来賓もなくなり、地域、学校、保護者の関わりが少なくなってしまいました。やはり顔を見ながらお
話出来る機会はとても大切だと思います。
: 保護者会をコンサルするサービスいいですね！個人として連絡帳で先生へ子供の成長や感謝
をこまめに伝えることで、応援していきたいと思いました♡
: ＰＴＡにも色々な力をお持ちの方がいます。活用して頂けるよう、働きかけて行きたいと思いま
す。
: 保護者一人一人がPTAや学校に期待する役割も千差万別で、いきものがかりの件とてもいいな



と思いましたが、「仕事を増やしてくれるな」という他の保護者に忖度してしまいそうで、その辺りも
難しいなと思いました。
: 次男はドイツの公立小学校に短期間ですが在籍していました。毎月1回２０時から２２時に保護
者会があり意見交換も頻繁でした。ロックダウン中はズーム保護者会でドイツ語はできず内容も
把握はできませんでしたが、安心感、
: 信頼感はありました。

都内で教員をされている先生からのご質問「PTA室で活動されている保護者の方はお忙しそうで
声をかけてしまうのに遠慮していたが、声をかけてもいい？」後
: 大歓迎です
: （発言してくださった方に呼びかけて）--先生、雑談は凄く大事ですよ！！！
: 地域コーディネーターの皆様や地域管理の方がいらっしゃるので、先生方はありがたいとおっ
しゃっていました。
: 雑談大切だと思います。
: 何が必要なのかわからないことも多いので、普段のお話のなかから、やって欲しいことを言って
もらえたらありがたいです。
: 雑談をきっかけに、雑な相談ができるようになるといいなと思います
: PTAから消毒作業のお手伝いをしたいという話がありましたが、感染リスクを考えてお断りしまし
た。他方、近隣の学校ではPTAに協力をいただいて先生の負担が軽減したところもあるようです。
そのへんの学校（校長）の判断は大きいですね。
: 我が家は、長期休みの時に、クラスで飼っている生き物をよくうちに持って帰ってきて、休みじゅ
う、うちで飼っています。いつも子どもと先生のやり取りで決めて、最終的には私の方にもきいてく
れて。
そんなことも役に立っていることだったのだなーと初めて思いました。
: 教職員事務支援員は各学校1名です。現場では人手が足りないので、とても助かっています。
:雑談というか、気軽に対話できることは大切だと思います。そこで意見の対立があっても、向かっ
てる方向が同じであれば、それは健全だなと。
ただ、念のためお伝えしておくと、ＰＴＡは学校のお手伝い組織でもないのかなと。
: 川崎はコミュニティスクールの数が少なく、学校教育推進会議も意見を聴くだけの会議だったり、
地域教育会議も形骸化してしまっているところもあると聞いています。「場」づくりが大切ですね。

ディスカッション③自分たちでできること・応援団になれることをどんなに小さくても良いので考えて
書いてみてください
: 一保護者として連絡帳で先生へ子供の成長や感謝をこまめに伝えることで、担任の先生を応援
していきたいと思いました♡
: 私は、今日皆さんにいただいたご意見をまとめて形にして、継続的に場が作れるようなご提案を
皆さんにお送りしたいと思いました
: 補足です。
それは学校業務でしょ　という内容をお願いされそうになったことがあったので、ＰＴＡは単に学校
のお手伝いをするための組織ではありませんよ　とお伝えしたことがあります。
なので、お手伝いしません！ということではありませーん。笑
: PTAと保護者は、学校、地域、行政、仕事や勤め先に及ぶ立ち位置にもあります。そんなハブに
なれれば嬉しいです。
本日は、ありがとうございます。
: 先生と少しでもコミュニケーション取るように心がけてみたいと思いました。
: 学校と保護者と地域のみんなが、人として繋がれる方法を見付けていくこと。お互いがお互いを
信じあえる関係をつくることが子どもを一緒に育てるということかなと思いました。
: 信頼関係がないとよい発言は難しいかと。ではそのような時間が取れるか、これもどうなんでしょ
う。是非じっくりと忌憚のない意見交換ができる場をつくって欲しいですね。
: この場がとてもよいと思いました！他地域ですが同じような場づくりが出来るように働きかけたい
と思いました。
先生一人ひとりと学校としての組織にも保護者・PTAとの関わり方について考えの違いがあると思



います。人として付き合える関係づくり、子ども達に還元される活動ということを軸に考えていきた
いです。
: 先生とのコミュニケーションをどのようにとるか難しいですが、事務的なことだけでなく、先生への
感謝の気持ちだったりなども連絡帳を通して伝えていいということを、まわりの保護者の方へもお
伝えしたいと思いました。
: みなさんがそれぞれ様々な思惑の中で考えていただいていることがわかりました。子供の様子
や気づいたことを連絡帳にこまめに書いていきたいと思います。
: PTAが学校の雑用係になっていること、あると思います。PTAでは、先生と保護者が、子供たち
のためにできる同じ目的へ向かって協力し合えるようになるといいですね！
: 学校として、保護者、ＰＴＡにこういうことを助けて欲しいことを具体的に出し合っていくことがまず
一歩かなって思えます。
: 個人個人のつながりや信頼関係からですね。感謝の言葉をちゃんと伝えていこうと思います。
市外から参加しましたが学校、教委、保護者垣根なくかかわりあえることが大切だなと思いまし
た。今日のような対話の場素敵だなとおもいました。ありがとうございました。
: 知らなかったことがたくさんあってとても勉強になりました。先生方がこんなにお忙しいとは!
コミュニケーションと連携が必要なのだなと思いました。連絡帳で感謝や子供の成長を伝える事か
ら始めたいと思います。
: ベルマーク集計をやっていない学校もあるかと思いますが、学校から和太鼓が欲しいと要望が
あり、ボランティアを募り集計作業をしました。地域の皆さまのご協力もあるので目標に向かって
一致団結して活動出来てとてちも良かったです。
: 仕事が忙しくて懇談会に行けてないので、まずは懇談会に行こうと思います。実は、保護者とし
て、PTAがどのような活動をしているのかも良く分かっていませんでした。でも、今日、知ろうと思
いました。1歩進みました。このような機会をありがとうございました。
: 保護者のボランティア活動は子どもたちの活動の場をより良くしたい思いからだと思うので、先
生、保護者お互いの立場はあると思いますが、共通のゴールは『子どもたちのため』だと思うので
その気持ちで気持ちよくコミュニケーションをとれればな～と思います。

（澤田さんからのアドバイス）: 個人でできること：雑談ぜひ！質より量も大切
組織でできること：こういう会を広げる・継続する
学校発で校内研修に保護者とともに
保護者発でPTA講演の枠で
教育委員会発で希望校や地域で実施
先生たちがすごく元気になります
嶺町小学校　https://www.imetore.com/blog/pto?categoryId=84387
校長先生をもっと好きになろう！という会をやったこともありました

: 小島さんをはじめとした委員会の方、先生方が、こういった場に出てきてくださったことをとてもう
れしく思います。ありがとうございました！
: 本日はこのような場を作ってくださり、ありがとうございました。
: つたないファシリテーターで申し訳ありませんでした、多様なご意見に圧倒されてしまいました
が、挽回できるように引き続き場を作っていきたいと思います、改めてみなさま今日はありがとうご
ざいました・・！
: お疲れ様でした
: ありがとうございました。
: ありがとうございました‼

◯参考：参加者向け講座中アナウンス
・お名前を「地域・属性・お名前（呼ばれたい名前でOK）」に変更してください。
（例：「幸区　日吉小中保護者　お千穂）
差し支えない範囲でOKです！



・原則、カメラはオン、マイクはオフにしてください。（マイクがオンになっている時には、事務局で
ミュートにさせていただく場合があります。カメラはご都合が悪い方はオフにしていただいても大丈
夫です）

・ご質問や相談はチャットでいつでもお知らせください！

・記録のために録画をさせていただきます。欠席者の方への共有を目的としており、一般公開予
定はありません。また、キャプチャはご遠慮ください。（最後にいやでない方は記念写真の撮影を
しましょう！）

・チャットの内容は個人と紐づかない形で今後まとめを発信する際に使用させていただくこともあり
ます。ご了承くださいませ。

・今日のご感想をアンケートにお寄せください。https://forms.gle/RfurfdXggx3czCiK8

・今日はさまざまな方にご発言いただきますが、必ずしも公的な発言ではない場合もあります。ま
ずはそれぞれの立場や意見を受け止めて、それぞれのできることを考える、前向きな議論になる
ようにご協力いただきたくお願いいたします。

◯終了後参加者アンケート（3月21日時点）

１：本日の満足度

２：本日のイベントを終えて、あなたのご感想やご意見を教えてください
・ZOOMで学区外参加もOKなのが凄く良いです。会を開催する労力を思うと頭が下がります。あ
りがとうございました。
・今回のような教委・学校・保護者・その他という立場の異なる人たちが一堂に会する場は大切だ
なと思いました。欲を言えば、もっと教委が発言して欲しかったです(笑)　こういう場をもつことで、
「先生が元気になる→学校がよくなる→子どもたちが自分らしくいられる→親も嬉しくなる」となった
ら最高です！
・一歩踏み出したって感じです。
・先生の現状を知ることができてよかったです。
・先生方のお仕事の大変さ、そしてそれが巡りめぐってこどもたちに影響してくる、ということを知る
ことができました。
知って良かったことは、先生とのコミュニケーションツールとして連絡帳を使ってよいということで
す。ありがとうございました。



・高安さんが、教育委員会の方が来てくれたことに驚いていたことに共感しました(笑)保護者に
とって本当に教育委員会って壁が厚いですよね。対話したら絶対よくなるって思うのに。私は大阪
からの参加でしたが、教育委員会の壁、厚いです。今日のような会してみたいです。素敵な会でし
た。先生たちの負担軽減のために学校にかかわる専門職、分業というかが必要だなと思いまし
た。
・いろいろな立場の方のお話が聴けて参考になりました。
・立場を超えた対話の機会が、とてもありがたかったです。
・多くの方が同じ思いを持っていらっしゃる事を知れてよかったです。
・子ども達のためにという共通項で、人と人とつながりの感じられるイベントだったと思います。保
護者の力強さを感じましたし、先生方への応援も伝わる場だと思いました。
先生への応援が、一保護者として協力できる第一歩だと分かりました。先生へ感謝を伝えていき
ます。
・クラスで飼っている生き物を長期休みの時に持って帰ってきてうちでお世話するだけでも役に
立ってるんだーと思いました。 小さい不満？課題？のうちに先生は話すと共に、解決には時間が
かかるという意識をもつことも保護者は思っておけるとポジティブな発想がうまれるような気がしま
した

３：今後、あなたが学校や先生や子どもたちのためにやってみようと思ったことがあれば教えてく
ださい
・応援しているとコミュニケーションをすることです。
・対話！
・植物を育てるゲストティーチャーをする。
・力になりたい、ということをお伝えしたいと思います。
・まずは感謝の気持ちをお伝えすることです。
・学校教職員と、保護者・地域の方々が本音で話し合える場を作れたらと思いました。
・学校に足を運ぶことだなと思いました。あとは、子どもが主体的に解決できる教育を、家庭でもし
ようと思いました。なんでもかんでも担任に問題解決を求めてはいけない。
・学校に話、相談もせず不満だけを持つ事はやめたいです。
まずは学校、先生へのハードルを下げ、遠慮をせずに軽くアクションをしてみようと思いました。
・連絡帳で、子供の成長と感謝を担任の先生へ積極的に伝える。また、年初の懇談会の場で、先
生が目指すクラス像と協力してほしいことを聞いておく。（事前に連絡帳で、それらを聞きたいと
思っている旨もお知らせしておくと、より良いのかな、と思いました。）
・来週、担任の先生と面談があるので、日頃の感謝を伝えます！

４：こうした場が今後もあるといいですか？企画者へのご意見を教えてください
・子供と学校の問題は全国共通だと思います。良いアイディアや意見がシェアできるのがよかった
です。
・教委・学校との場は是非！
・ぜひ、また企画お願いします。
・いろんな意見を聞くことができて学びになりました。また開催していただきたいです。
・ズームでの話し合いのばというものに初めて参加しましたが、司会進行がスムーズでわかりやす
かったです。チャット機能を使うと参加者の意見や疑問がみなさんとすぐに共有できるので良いと
思いました。
・オンラインであることで幸区以外からも参加できたので良かったと思います。そもそもこの場に、
校長や教員がたくさん参加してくれるといいんですけどね。
・ある方が良いです。
・是非と思います。できれば多くの保護者の方が気軽に参加できる雰囲気があるといいです。
・あるとよいと思います。最後に舘さんがお話をされていた、教育委員会、学校、先生、PTA、保護
者が、お互いの取り組みを知ることで出来ることを増やす、コミュニケーションを取るということはと
ても可能性があると思いました。
・あるといいと思います。こうした場で、課題を明確にして分解し、個人でできることだけでなく、組
織としてできること、更にはシステム構築などまで進められるといいなと思いました。チャットで出



ていた、先生と保護者をつなぐサービスなど、進むといいですね。
・様々な立場の人の意見を一度に聞けて良いなと思いました。 またあったらいいなと思いました。

５：属性

６：地域

７：他にも何かお伝えになりたいことがあればご自由にご記入ください！ありがとうございまし
た！！
・ありがとうございました。
・幸区ＰＴＡ協議会さん、今日はありがとうございました！高安さんのファシリ心地よいです！あり
がとうございました。
・私は「この立場」という垣根を越えて、子ども達にかかわる大人がどんな形でも自由に学校という
プラットフォームでかかわれるようになればいいなと思いました。
・学校の先生方の時間を奪っているのは、どのような家庭・児童・事案なのか。そこの共有って、
かなり難しいけど、結構大切だと思います。また、PTAの活動が、それぞれの保護者の個性を発
揮できる場、活躍の場であるといいなと思います。「こんな活動したいから集まろう」と言ってやれ
れば、負担なく楽しくできるのかなと思います。
・今日は澤田さんのFacebookからイベントに参加させていただきました。ありがとうございました。
川崎市幸区の皆さまの層の厚さにびっくりいたしました。たくさん勉強になりました。私の地域でも
このようなイベントの開催ができたらと思いますし、活動をしていきたいと思います。
・色んな立場の方のお話を聞けてよかったです。先生方への感謝の気持ちでいっぱいになりまし



た。先生方が充実した働き方ができるよう、協力したい想いが強くなりました。先生だって一人の
人間。先生が先生という鎧を脱いで、素直な気持ちを知れる機会があるといいなと思いました。そ
のためには、このような場での発言を他の場へ持ち出さないこと、お互い顔が見れる形で話すこ
と、肯定ファーストなど、安心して話せる場づくりも大事なんだろうなと感じました。先生への相談
の仕方については、悩ましい事例について考えてみるなどして、もっと話を伺ってみたかったで
す。
・属性、市民の暮らしが豊かで彩りがあるようにと活動している地域の者であり、幸区日吉小学
校、中学校に息子たちを通わせる保護者でもあります。

◯参考：開催前後に寄せられたご意見
・もっと学校をオープンに、誰にとっても居心地のいい場所にしていきたい。子どもにも大人にも、
学校で働く人にも。どんな話が聞けるのか楽しみです
・これは大切。全国の教育委員会の人も聞いて考えてほしい。学校こそ早急に仕組み改革が必
要。中学校の部活問題しかり、GIGAスクール構想も、英語もプログラミング授業も、教師に求め
すぎ。と見える。
子どもたちのためにも先生のためにも地域の人材もプロの人材も広く多様な人たちが関われる学
校社会を。まず開放が必要。校則は子どもの目線で話し合うとか、そもそも子どもの主体性と多様
性を、だな〜、、、きりがない（笑）
だから聞きたい
・先生の幸せ研究所とはユニークな名前ですね。仕事してみて違う自治体で子育てをしてみると
川崎市はやはりPTAの学びの力が他の自治体より優れてると思います。もちろん各区、各校PTA
の皆さんの努力も大きいのはもちろんですが。
・私の住む町に、こんなにも教員の働き方と子ども達に関心のある方々がいらっしゃる…
それだけで、現場で働く立場としては感無量です
・とても面白そうです。申し込み不要で、気楽に出られるのでいい感じです。ナイスアィディア
・保護者と学校もしくは先生間の風通しのよさをどうやったら作れるのか、のヒントもいただけれ
ば、と思っております
・このお便り、もらってきているのかなぁ
・一般保護者に向けたお知らせも流れましたか？良いイべントなのに、告知が遅いのはかなり悔
しいところ
・市P→区Pでシェアしてないんでしょうかね？最初の方は移動中ですが参加しようと思ってます
・残念ながら、その時間は都合がつかず…ぜひ参加したかったです。どのような会になったのか、
後日アウトプットしていただけると嬉しいです。素敵な時間になりますように
・予定あって参加できなかったのだけど、どうだったのかな？！これは企画するのが大変だとおも
う！
・市教委の方、PTA（先生、保護者）の方々が、垣根なく対話することのできる、とても貴重な場で
した。企画してくださり、しかも他自治体なのに参加させてくださり、ありがとうございました。
保護者として参加しましたが、放課後の時間の少なさ、先生方の空きコマがどんどん減っている
上、空きコマ＝空き時間ではない現実に触れ、改めて教育現場の過酷さを感じました。一方で、応
援したいと思っている保護者が沢山いることも感じ、こういった会合が継続することの大切さを感じ
ました。本日までのご準備、お疲れ様でした！！
・ちゃんと上（委員会やPTAの長）と繋がって頑張っていらっしゃるのは心強い。
・教育委員会の方も参加されていて、なかなか有意義な場でしたね。 ありがとうございました。多
種多様な方々が参加できる場を継続できれば、もっと大きな場になる可能性が高くなります。 今
日のように教育委員会の方々が、実は参加して聴いていた、という場になるともっと本音が聴ける
ようになるかもしれませんね。 安心安全の場作りは一朝一夕には出来ませんので


