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家庭教育学級活動を新たな居場所に

朝霞市教育委員会教育長 三 好 節

令和２年度は、世界的に拡大する新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態

宣言が発令され、学校は１か月遅れのスタートとなりました。様々な活動自粛を余儀

なくされた生活は、保護者にとって、また、子どもたちにとってもストレスや不安を

感じる日々であったことと存じます。

このような状況にありながらも、家庭教育学級の開設・運営にあたられた役員の皆

様、地域子育てサークルの皆様の御尽力を賜り、本冊子を刊行することができました

ことに深く感謝を申し上げます。

さて、「家庭」は、社会を取り巻く環境が変化を続ける中でも、変わらずに子ども

たちの心の拠り所であり、また、そうした社会へ巣立っていくために欠かせない場所

でもあります。各家庭の保護者の皆様は、そうした子どもたちの安寧のため、様々な

御努力をなさっていることと存じます。

しかしながら、情報化社会の発展を背景に、地域社会の関係性が希薄化している現

在、子育ての不安や悩みを打ち明け、共感し合う機会は減少傾向にあり、「家庭」に

安らぎが求められる一方、保護者の負担感が拭えなくなってきています。

こうした状況の中で、家庭教育学級活動は、子育てに関わる知識を学ぶだけでなく、

活動の中で人と人とが繋がり、不安や悩みを共有することで、保護者自身の心の拠り

所を築いていくものであると考えております。

教育委員会といたしましても、家庭や学校、地域との連携を図りながら、家庭教育

学級活動の推進を行っていきたいと存じます。また、今後におきましても、皆様には、

家庭教育学級活動を通して、心安らかに子育てと向き合えることを切に願っておりま

す。

末筆になりますが、本冊子が新たな学び方のヒントとなること、そして、こうした

情勢においても皆様が健やかにお過ごしになれますよう御祈念申し上げまして、刊行

のあいさつとさせていただきます。
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朝霞市における家庭教育学級のあゆみ

家庭教育学級とＰＴＡ活動のスタート

昭和３９年度～

朝霞第三小学校ＰＴＡの家庭教育学級を皮切りに朝霞市の家庭

教育学級がスタート。徐々に家庭教育学級を開設する学校が増

えていくと同時に、ＰＴＡ活動も活発に展開されました。

家庭教育学級補助金交付の開始

昭和４４年度～

家庭教育学級の活動を奨励・支援するため、小・中学校ＰＴＡ

等の開設学級に補助金の交付が始まりました。順調に開設学級

が増え、ＰＴＡ活動と共に家庭教育学級の組織化が進みました。

幼稚園・地域の家庭教育学級参加

昭和５８年度～

幼稚園や地域団体でも家庭教育学級を開設し、学習会がスター

トしました。特に地域団体の活動が活発になり、学習内容が多

様化すると共に市民の参加も増加していきました。

定着した家庭教育学級

平成元年度～

ＰＴＡ活動に家庭教育学級の学習会が組み込まれ、学級合同の

講演会が開催されるようになり、より専門的な学習や学級同士

の交流の機会が増加しました。また、地域団体の活動は、公民

館を拠点に、年間目標を掲げて学習する態勢が定着していきま

した。

地域に密着した活動

平成７年度～

地域に密着した家庭教育学級の活動が一段と活発になり、学級

数は３０団体を超えるまでになりました。また、合同講演会は

各学級の協力のもと進行するようになり、家庭教育学級を通し

た情報交換が進展していきました。

補助金制度の拡充

平成１０年度～

市内幼稚園、小・中学校のＰＴＡ等家庭教育学級の開設年度

開設

年度

昭和 平成

３９ ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４７ ４８ ５０ ５９ ６０ ６３ ２ ２４

PTA等 三小 一小 二小 四小 五小 六小 一中 二中 三中 七小 八小 四中 五中 九小 十小

幼稚園
昭和５９年： なかよし、花の木、朝霞和光（菩提樹の森）

平成 ４ 年 :   根岸

家庭教育について学ぶ機会を拡充させるため、ＰＴＡ等対象の

「補助金制度」に加え、地域団体が対象となる「家庭教育学級

事業補助金制度」を新設しました。

共働き世帯の増加などに伴い地域団体の開設学級が減り、ＰＴＡ

等の年間学習回数が減少傾向に。学級生の負担軽減と参加者の

ニーズに即した学習内容の充実を図る新たな学習活動を模索する

時代になってきました。また、ＰＴＡ等と地域団体が各々に発刊

していた報告集を一冊にまとめ、名称を「Growing up！」に変

更しました。

報告集を「Growing up！」に

名称変更

平成３０年度～
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逆境に負けない家庭を目指して頑張るぞ！

開講式

アロマテラピー講座

～ビーズワックスバー作り～

９月１５日（火）１０:００～１２:００

講師：大塚 咲子 氏 ・ 渡部 由貴栄 氏

（アロマテラピーインストラクター）

会場：幼稚園ホール子育て講座

～コロナ禍が子どもに与える影響～

１１月５日（木）１０:００～１１:３０

講 師：田口 直子 氏

（帝京科学大学教育人間科学部

幼児保育学科助教）

会 場：幼稚園ホール

受講者数：８人

＊コロナ禍で、子どもとの接し方、心のケア、

コミュニケーションの大切さを学ぶ。

学級運営上工夫したこと、まとめ

アロマテラピー講座は、新型コロナウィルス

感染拡大防止の観点から中止となりました。

運営委員長 谷澤 佐知子

開催回数 １回

延べ学習時間 １時間30分

総経費 30,172円

延べ参加者数 ８人

根岸幼稚園保護者会ゼルコバ

家庭教育学級

♪学習目標 ママの笑顔は家族のＴＡＫＡＲＡ☆

楽しく学んで全力スマイル

今年度の役員は６名のメンバーで行

いました。連絡はグループLINEを活

用して講座に向けて準備をしました。

一人一役で各役割に責任を持って取り

組んでいただき、講座を開催すること

ができました。

コロナ禍での講座開催、とても苦労

しました。アロマ講座では講座２週間

前に中止となり残念でした。急な中止

でも温かく受け入れてくださった講師

の大塚先生、渡部先生、御協力してい

ただいた全ての方に感謝しております。

ありがとうございました。
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熱く語る梶原先生と、熱心に聞き入る参加者

子育てのヒントを学び、パワーアップ！

朝霞第九小学校保護者連絡会

家庭教育学級

♪学習目標 新しい生活様式に

柔軟に対応していこう

運営委員長 上野 恵里

開催回数 １回

延べ学習時間 ２時間

総経費 15,412円

延べ参加者数 １９人

子どもの中の伸びようとする力を育てる

～新型コロナウィルスでの心配事などに触れな

がら子育ての話をしよう～

１１月２７日（金）１０:００～１２:００

講 師：梶原 絹江 氏

（塾講師・スクールコーチ・アドラー

心理学学会員）

会 場：家庭科室

受講者数：１９人

＊愛情をうまく子どもに伝えるための子育ての

技術について学ぶ。

参加した方々から「開催してくれ

て良かった」「少し気持ちが楽に

なった」といった御意見をいただき

ました。次回も子育てに関する講座

を希望する声も多かったです。

コロナ禍のため、委員メンバー全

員で顔を合わせての相談は難しかっ

たのですが、LINEグループで全員

に「報連相」しながら進めることが

できました。

学級運営上工夫したこと、まとめ
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多言語で育つ子どものために

～親や地域の方に知っていてほしいこと～

９月２９日（火）１０：００～１２：００

講師：内田 千春 氏

（東洋大学ライフデザイン学部教授）

会場：中央公民館

受講者数：１２人

＊親の仕事やその他の事情で、多言語の環境に育

つ子ども達の言葉の成長や注意点について教えて

いただいた。
会場と在宅で初のリモートセッションにチャレンジ‼

★活動を振り返って…

会場と同時進行でオンラインでのセッションを開催したので、会場が密にならずに開催できた。

初めての試みだったため、リハーサルしたものの、途中で音声が聞きにくくなることもあった。

公民館のインターネット環境の改善をお願いしたいと思う。

前回同様、支援者の方々にご参加いただいたので、多言語で育つ子どもたちに対する理解が広

がるといいなと思う。

ママと離れて、私も保育体験‼

家庭教育学級 ばんびーに

♪学習目標 さまざまな国の親子と一緒に楽しく子育てすること

運営委員長 喜多 陽子

（開催回数１回 延べ学習時間２時間 会員人数３２人／随時募集）

４



あそびライフのススメ～子育てがラク

になる遊びの見守り方のコツ～

１１月２１日（土）

１部 １０:００～１１:３０（座学）

２部 １３:１５～１４:４５（ﾐﾆﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ）

講師：林 希栄子 氏

（ﾌﾟﾚｲﾜｰｶｰ・保育士・幼稚園教諭一種）

会場：1部 中央公民館／2部朝霞の森

受講者数：１５人

＊１部で遊びと子育てについてディスカッ

ション、スライドと共に講義を聞き、それを

踏まえて2部でプレーパーク体験を行った。

和やかな雰囲気で意見交換をする参加者

★活動を振り返って… コロナ禍での「育児」や

「遊び」について、プレーパークという「場」の提供だ

けでなく、「外遊び」の重要性や見守り方を、理論や実

践を通して専門家から学ぶ機会を持つことができた。ま

た、当事者間での意見交換で視野が広まった。

1回目

２回目

外遊びの事例を検討し

子ども達の遊びの見守りに活かそう！

２月２５日（木）１０:００～１２:００

講師：関戸 博樹 氏

（NPO法人日本冒険遊び場づくり協会代表）

会場：中央公民館

受講者数：１２人

＊様々な事例をもとに参加者同士で意見や

アイディアを出し合い、それぞれに発見の

ある検討会となった。

家庭教育学級 ＮＰＯ法人あさかプレーパークの会

♪学習目標 外遊びを子育てや地域の子ども達の見守りに活かそう‼

運営委員長 野上 眞由美

（開催回数２回 延べ学習時間５時間 会員人数２５人／随時募集）

青空の下、プレーパーク体験中！

「遊び」「学び」の「場」で交流が深まる！

５
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