
 
      
                             
      
 
 
 
 
 

草花の芽が顔を見せ少しずつ春らしくなってまいりました。新入生ならびに保護者の皆さま、 

ご入学おめでとうございます。 在校生の保護者の皆様におかれましては、いかがお過ごしで 

しょうか。 新しい制服に身を包んだ４０名の 1 年生の皆さんを迎え、新年度がスタートしました。 

今年度も会員の皆様と共に楽しいＰＴＡ活動を目指して取り組みたいと考えております。 

      

《平成３０年度 学級委員、班の活動について》 

学級委員 … 各クラス ２名選出  ３班にわかれての活動 

     PTA の活動は会員の皆様一人ひとりの子どもたちを想う気持ちで支えられています。 

昨年、学級委員として活動に参加して頂いた皆様の感想を裏面にまとめましたので、是非、 

ご覧下さい。今年度も生徒とともに歩む豊明の PTA 活動を考えていきたいと思っております。 

    保護者の皆様、教職員の皆様にご理解とご協力を頂けますよう心よりお願い申し上げます。 

    参考に、豊明の PTA 活動の成り立ちと見直しの経過、各班の活動内容、年間の学級委員活 

動予定日を別紙に添付しましたので、あわせてご覧下さい。 

 

 《ボランティア活動について》 

       ＰＴＡ活動として、バスボランティア・草取りボランティア・豊明祭サポートボランティアを今年

度もお願いしたいと考え、それぞれの活動内容を別紙に記載致しました。また、新 1 年生の

保護者の皆さんにとって、入学間もないこの時期にご心配なこともあるかと思いまして早速バ

スボランティアの募集を呼びかけることにしました。バスの乗車マナーは、日頃、先生方にご

指導いただいておりますが、会議等で乗車が難しい日をＰＴＡのバスボランティアの活動日に

しております。子どもたちが登下校しているときの様子がわかり、気になる時期の見守りにも

なります。 

保護者の皆様のご協力をどうぞよろしくお願い致します。第１回の募集は、4 月中旬から 

7 月中旬の日程を募集予定です。（募集は年４～５回程度） 
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玄関ホールにメールボックスを設置しています。 

玄関ホールの片隅に、メールボックスがあるのをご存じですか？ 

皆さまの声を大切にしていきたいと思っています。 

ご意見をどんどんお寄せください。 



  執行部 資料 

平成 29 年度 ＰＴＡ活動についてのアンケート結果 
               

（Ｑ.学級委員として活動に参加して良かったと思うこと） 

 
 他のクラスの人と知り合うことが出来て良かった。                 （複数名 回答）                        

１学年 クラス委員 
 上級生の保護者からいろいろ情報を教えてもらえて良かった。        （複数名 回答）    

１学年 クラス委員 
 とても楽しかったです。難しいこともなく、とても楽でした。       

 １学年 クラス委員 
情報交換が出来て良かった。                           （複数名 回答）   

２学年 クラス委員 
いろんな保護者の方とお話が出来て良かった。                  （複数名 回答）                 

２学年 クラス委員 
 楽しく活動できた。来年も活動してみたいと思った。 
                                                ２学年 クラス委員 
 豊明祭当日は大変ですが、皆さんで協力して楽しく活動できました。   

 ２学年 クラス委員 
クラスのお母さん方とお話ができるようになったことと、他のクラスのお母さん方や違う学年の 
お母さん方ともお話ができて楽しかった。                      ２学年 クラス委員                                                        

 学校での子供の様子がわかった。                          ２学年 クラス委員 

 他のクラスのお母さん方とも交流ができた。                        （複数名 回答）       
 ３学年 クラス委員 

学校の様子がわかった。      
 ３学年 クラス委員 

 自分の知識が役に立てた。        
 ３学年 クラス委員  

 他学年の保護者の方と話が出来て良かった。                    （複数名 回答）                     

３学年 クラス委員 
 
.紙面の都合で、一部複数名回答というまとめ方を取らせていただきましたこと

をご了承ください。 
  
 
 
 

平成２９年度 PTA 活動に参加・活動いただきまして  

一年間、本当に有難うございました。 
執行部一同、心より感謝申し上げます。 

 
 
 
 



       

         ～豊明の PTA 活動が変わります！～ 

   

◆はじめに PTA とは・・・ 保護者と教職員の会です。 

 

   本校では、保護者、教職員全員で生徒のために「環境整備、活動サポート、会員 
相互の交流」などを目的にＰＴＡ活動を行ってきています。 

 
長年、クラスで選出された２名の学級委員が中心となり多くの仕事をこなして 

きましたが、働いている方が増えてきている中、負担の偏りも指摘されていました。 
 

よって、３年前から活動内容を見直し、会員の皆さんの負担を減らし参加しやすく、 
生徒とともに活動参加の実感がもてるようにと工夫を重ねてきました。 
 
昨年度までの PTA 活動の実績として 

① 仕事を精選し、活動日も学校行事と同じ日にすることで来校日数を減らした。 
② 学校祭活動も生徒と協力し合うことで仕事を軽減した。 
 

 今年度の学級委員の活動は、以下のことが決まっています。 
  ① 委員会活動の班活動のうち 
 
   ★ 園芸班 ・・・活動日を年３回から年２回とする。 
   （春の花植え・秋の球根植えのみ。夏の草取り活動をカット） 
    園芸班に割り振っていた豊明祭のスイーツを手作りから本校卒業生が関わる業者 

から購入し販売する。（班及び執行部の仕事の軽減） 
 
   ★ 広報班 ・・・業者に委託していた広報誌制作をやめ、豊明祭の友愛セールのみの 

活動とする。準備や本祭日の活動として年５回から年２～３回程度の活動に 
変更。名称も友愛班へ（会員数減による会費の減少に対応し、仕事も軽減する。） 
 

★ 交流会班・・・昨年と同様に学年交流会を年１回開催する。 
 

  ② 学級委員から各班の班長選出をやめる。（各班に学年連絡係を設ける） 
（毎年、班長を負担に思われる方が多い。） 
 各班の運営は執行部で行う。（ここ数年の仕事内容の精選により、 

この形態でも活動可能と考えた。） 
 

 
平成 31 年度、学校が新教育課程に変わる時期に合わせて、ＰＴＡの豊明祭の関わり方も 
「生徒活動」のサポートに絞らせてもらう予定です。もっと気軽に活動できる 
ＰＴＡを目指し、ＰＴＡ会員全員で無理せず、できる範囲で協力いただく形態に 
したいと考えています。 

 
平成 30 年度は、委員会活動以外に３つのボランティア活動を募集します。 
ボランティアですので、強制ではありませんが、可能な時期に、最低年１回程度は 
なんらかのボランティアに協力願えればと考えています。複数回参加は大歓迎です。 
 

   バスボランティア・草取りボランティア・豊明祭サポートボランティア 
 

裏面に詳しい内容がありますのでご覧下さい。どうぞ活動にご理解、ご協力を 
お願いいたします。 

平成30年度 



  ◆ ＰＴＡの活動 イメージ図 

 

 

 

 

  学校： 顧 問  校長先生 

     担当教職員 教頭先生､ 事務長 
              PTA 担当の先生２名、各学年窓口の先生３名 

生徒指導の先生 1 名 

 

 

 

 

  

 

 

  保護者：執行部役員 会長１名、副会長２名、事務局員１名 

           会計２名、監査２名    計８名 

 

 

   

 

 

 

 
   学級委員（保護者） 

 

 

  ◎各クラスから２名選出 

         ×３学年 ＝３２名 

  

 

    園芸班（１４名） 

①４名②４名③６名 

 

 

 

 

  交流班（９名） 

①②③ 各 3 名 

 

 

 

 

  友愛班（９名） 

①②③ 各 3 名 

                年間班活動                   年間班活動                年間班活動 

                 ・花壇整備                    ・学年交流会実施          ・友愛セール品募集 

                   ６月１回                     各学年  １回            回収・値札等 

                  １０月１回           打合せ１～２回            打合せ２～３回 

              

                       ※ 各学年で人数分配を行い、学年縦割り構成の活動ですので、 

              異学年交流ができます。         

  ↓          ↓          ↓ 

    協力してくださる保護者の方と教職員全員で 

 豊明祭での活動協力（準備日・当日のみ活動）を行います 

                ↓                   ↓             ↓ 

       ・喫茶部門      ・食券引換部門担当   ・友愛セール部門担当   

       ・スイーツ販売   
 
◆運営委員会について 

   ・運営委員会は、顧問、担当教職員、執行部役員と学級委員さんの参加で行います。（年３回） 
 

５月 ８月 ２月 

運営委員会 ① 運営委員会 ② 運営委員会 ③ 

 
  学級委員さんは、１年間で運営委員会３回+各班ごとの活動 2 回+豊明祭の出席で OK です！ 
                              (準備・本番 2 回の場合も) 

 
◆ ボランティア活動について（委員以外の方はどれか一つ以上を選択ください） 
 
 ・バスボランティア・・登下校のバス停（スクール便発着時間）の見守りや乗車での見守り。 
            学校から見てほしい日の一覧が出ます。可能な日にお願いします。 
 ・草取りボランティア・・昨年から保健委員会の生徒が月１回程度、ＰＴＡ花壇の草取り活 

              動をしてくれています。生徒と一緒の活動を考えています。 
 ・豊明祭サポートボランティア・・豊明祭は委員会中心に行いますが、例年当日の人手が足

りません。 
※朝の弁当等の運び入れ、たこ焼き販売（お父さん大募集）  

                友愛セール等の売り子などなど、当日のみの活動です。 
 
✿ 今年の活動予定日一覧もご覧ください。 

（ ボランティアは後日、別紙で募集いたします ）   

運
営
委
員
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   PTA 活動が、これまでより楽になったらしい‼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  学級委員さんの負担を軽くできるよう 

                               工夫していきたいと思っています！ 

 

 

 

園芸班の 作業回数が 

3 回➡2 回 になった 

園芸班担当のスィーツが 

手作り➡業者発注 になった 

調理作業がなくなった 友愛班（旧広報班）の作業が 

友愛セールだけ になった 

学年交流会の 

事前準備を 

軽減できそう 



平成３０年度 PTA 学級委員活動予定日について  
改訂 保存版 
本校のＰＴＡ活動は、忙しい保護者の皆さまの負担をできるだけ減らそうと、行事に合わせて活動日を設けてお

ります。昨年の実績で入れると下記のようになります。委員として活動頂ければ幸いです。 

    委員・班活動 

 月 日学校行事 

委員会 年３回程度 

豊明祭関連 年２回 

園芸班 

年２回 

交流会班 

年２～３回 

友愛班 

年２～３回 

4／21（土）ＰＴＡ総会  ＊ ＰＴＡ総会で、活動報告、活動計画について説明 

5／21（月）授業参観・懇談 

全学年 13:00～ 

10:00～運営委員会① 

        
10:30～班会議 10:30～班会議 10:30～班会議 

6／8（金）携帯スマホ安全 

全学年  教室 5校時 
 

10:00～花植え 

予備日 6/13(水) 
  

6／13（水）ＰＴＡ講演会① 

卒業後の進路に向けて 13:00～ 

    

7／4（水）全日作業  

１年 2～7 校時 ＊都合の良い時間に見学可能です 

 10:00～１年班員 

交流会計画 

10:00～ 

商品募集計画 

7／6（金）見学旅行報告会: 

２年       5～6校時 

  10:00～２年班員 

交流会計画 

↓ 

この日でも可 

8／30（木）授業参観・懇談 

全学年       13:00～ 

10:00～運営委員会② 

    
 

15:00～１，２年

各学年交流会 

 

10／5 （金）現場実習報告会 

２年        5～6 校時 

    

10／10（水）全日作業 

１年      2～7 校時 

 10:00～球根植え 

予備日 10/12(金) 

  

10／19（金）現場実習報告会：

３年         5～6校時 

  10:00～３年班員 

 交流会計画 

 

10／24（水）全日作業 

２、３年    2～7 校時  

   10:00～ 

商品仕分け 

11／ 5（月）6（火）7（水） 個別説明日  

11／16（金）豊明祭生徒観覧日 

全学年 9:30～12:00＊委員・当日手伝いは見学可能です 

13:00～豊明祭準備 

 

13:00～豊明祭準備 

 

13:00～豊明祭準備 

 

11／18（日）豊明祭本祭 ＊生徒がステージ発表でできな

い活動や時間のサポートをします。委員以外に当日手伝い（お

やじの会含む）ボランティアも募集し毎年２０名程度参加して

いただいています。 

喫茶部門 

スイーツ部門 

担当 

食券引き換え 

部門  担当 

友愛セール部門 

    担当 

11／27（火）参観・５校時１年     

12／5（水）ＰＴＡ講演会② 

卒業後の生活について 13:00～ 

   

2／6（水） 全日作業 

２、３年  2～7校時 

   

2／13（水） 全日作業 

１年    2～7校時 

13:00～運営委員会③ 

 

  

2／21（木）参観・懇談  

３年     2～5校時 

  ３年 

学年交流会 

 

草取りは昨年度か

ら始まった生徒の

委員会活動で一緒

に活動するボラン

ティアを募集し、園

芸班の活動から外

します！ 

交流会は、学年

の先生に日頃

や旅行の様子

を聞き写真を

見るような企

画が多いです。 

３年は思い出を

中心に・・ 

豊明祭は生徒

活動を間近に

見て成長を実

感できるとこ

ろが好評です。 

冷蔵庫等に貼っ

てご利用下さい 



保護者の皆様   
                                       平成３０年４月１３日 

市立札幌豊明高等支援学校 
ＰＴＡ執行部 

 

《バスボランティア》 活動について 

 
  正面玄関前にある花壇の球根のかわいらしい芽がふくらみはじめ、少しずつ春の訪れを感じる 
季節となりました。保護者の皆様には、日頃より PTA 活動にご理解とご協力をいただきまして 
ありがとうございます。 
  さて、PTA だよりでご紹介しましたが今年度の本校の PTA 活動の一つであります 
《 バスボランティア 》 の活動についてあらためてお知らせいたします。 

バスの乗車マナーは、日頃先生達にご指導いただいておりますが、会議等で乗車が難しい日を 
PTA のバスボランティアの活動日にしております。この活動は子供たちの安全な通学のサポートを 
目的としていると同時に、子どもたちが登下校しているときの様子がわかり、気になる時期の見守り 
にもなります。入学された新 1 年生の保護者の皆様におかれましては、入学まもないこの時期、 
実際に一緒にご乗車されると安心につながることもあるのではないでしょうか。 
募集は年４～５回程度で、ご案内のプリントを発行します。早速ではありますが、近日中に第 1 回の 
募集を予定しております。保護者の皆様のご協力をどうぞよろしくお願い致します。 
 
  

ボランティアの内容は、朝の場合バスターミナル（麻生・札タ）で生徒が乗車するまでの見守りを 

お願いします。一緒にバスに乗車し学校へ来て頂く必要はありません。（麻生バスターミナルはあいの

里高等支援学校も時間はちがいますが同じバスレーンを使用していますのでご注意下さい。） 
帰りの場合、生徒と一緒にスクール便（路線バス）に乗車 し下車後、時間的に余裕があれば  

地下鉄が止まっていないか改札近くまで行き確認をお願いします。 
（終点ではなく、お子様と途中下車も可能です。）できる範囲でご協力ください。 
   朝：  札幌ターミナル  ⑦番乗り場  ８：１０発 
       麻生ターミナル  南レーン⑦番乗り場  ８：２９発 
   帰り： 玄関左横スクール便（路線バス）停留所  
       出発時間は毎月の時間割で確認をお願いします。  
              （通常 月･火・金曜日 １５：０５発、水曜日 １５：５０発、 木曜日 １４：４０発） 
アクシデントやトラブル、乗車マナーについては見守りでけっこうです。状況に応じて学校への連絡や

事後報告をお願いします。 
  

後日、学校に簡単な報告書を提出します。（報告書は用紙があり、事前にお渡しします。） 
家との往復を含め、バス代は自己負担となります。（ボランティア活動ということで、ご理解のほど 
よろしくお願いいたします。） 
スクール便（路線バス）は、参観・行事等で保護者の皆様が来校されるときいつでもご利用することが

できます。 
 



平成３０年４月２７日 

保護者の皆様へ 

      市立札幌豊明高等支援学校 

         PTA 執行部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 春暖の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、昨年度まで園芸班の活動の一環としておこなってきました草取り作業ですが、

本年度より『草取りボランティア』として皆様にお願いをすることとなりました。年４回

の実施を予定しており、当日は保健委員の生徒たちと一緒の活動となります。活動

時間は、13:10～13:50 の約 40 分程度の作業で、生徒の活動の様子をご覧になれ

る良い機会にもなるかと思っております。   
 

 第１回目の活動日は、５月１４日(月) 13:10～13:50  

★ 作業場所･･･正面玄関前の花壇 

★ お荷物の置き場所･･･玄関フード内（但し、貴重品はご自身でお持ちください）    

     ★ 持ち物･・･作業用の軍手・必要であればスコップ、陽ざし対策品 等 

     ★ 執行部で麦茶のご用意をいたします。（水筒などの持参も OK です） 
 

           ボランティア実施の日程 
             5 月 14 日（月）13:10～13:50 

             6 月 1２日（火）13:10～13:50 

             7 月 19 日（木）13:10～13:50 

             8 月 27 日（月）13:10～13:50 

 

  下記の参加申込書にご記入の上、5 月 10 日(木)までに担任を通してご提出ください。 

たくさんの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。 

 

                 切り取り線                               

 

         ・草取りボランティアに参加します。 
 

   年   組 ： 保護者氏名                  （生徒氏名              ） 

 

    参加いただける日にちに〇をつけてください （ いくつでもかまいません ） 

 

学級担任→内田先生 

5/14(月) 
13:10～13：50 

 ６/1２(火) 
13:10～13：50 

 ７/1９(木) 
13:10～13：50 

 ８/２７(月) 
13:10～13：50 

 


