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家庭教育学級活動を新たな居場所に

令和３年度も家庭教育学級活動報告集『Growing up!』を無事に刊行する

ことができました。新型コロナウイルスの影響を受けながらも、一年間にわ

たり家庭教育学級の開設・運営に携わってくださいました役員の皆様、地域

の子育てサークルの皆様には、深く感謝を申し上げます。

さて、家庭教育は、家族のふれ合いを通して、基本的な生活習慣や生活能

力など、子どもの「生きる力」を育むものであり、全ての教育の出発点とし

て重要な役割を担っています。家庭で得た学びの経験は、生涯にわたって子

どもたちの中に残り、これからの人生の支えとなることでしょう。

しかしながら、昨今の社会情勢の変化は激しく、子どもたちを取り巻く環

境も数年のうちに変化していくようになりました。時代の変遷とともに求め

られる能力や知識が多様化し、御家庭で子どもたちがどのような知識を学び、

どのような能力を身に付けたら良いのか、戸惑う場面も多くなってきている

のではないでしょうか。

こうした状況の中で心掛けるべきことは、社会や環境がどれだけ変わろう

とも、「家庭」が子どもたちにとって心安らげる場所としてあり続けること

だと考えます。子どもたちが、自分には拠り所となる居場所があるのだと感

じることは、どのような学習にも勝る心の支えとなります。

保護者の皆様におかれましては、日々、「家庭」を子どもたちの安らかな

居場所とするため、様々な御努力をいただいているほか、家庭教育学級活動

の中で学校、地域と連携し、子どもたちが希望を持って社会へ巣立てる環境

づくりに御尽力をいただいております。今後におきましても、「家庭」とい

う場所を大切にしていただきながら、子どもたちの未来のために、お力添え

をいただけますと幸いでございます。末筆になりますが、皆様の御健康と御

活躍を祈念申し上げ、あいさつといたします。

朝霞市教育委員会教育長 二見 隆久
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令和３年度 家庭教育学級関係行事

１

開設説明会

【地域団体・サークル等】

個別説明会 市役所301会議室

【幼稚園／小学校】

①5月14日(金)

②5月18日(火）

【中学校】

5月13日(木)

10:00～11:15
市役所501会議室

内容

家庭教育学級の趣

旨と意義、学級運

営上のポイント、

提出書類の作成に

ついて説明

5月17日(月)～6月14日(月)市役所内会議室等

内容

講師の紹介、学習会の企画・運営や書類の作成など

具体的にアドバイス

家庭教育学級開設に伴う相談

運営相談会

10月15日(金)13:00～14:30 

ゆめぱれす（朝霞市市民会館）大ホール

演題：朗読と音楽で聴く「よだかの星」

講師：特定非営利活動法人 いろはリズム

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止とさせていただきました。

合同講演会

説明会の様子

14:00～15:15

市役所401会議室



 

家族で実践！利き脳別片付け術

～片付けで家族ひとりひとりの

生きる力を育てよう～

１１月２日（火）１０:００～１１:３０

講 師／かわのべ すみこ 氏

（ライフオーガナイザー）

会 場／幼稚園ホール

受講者数／１９人

内 容／家族ひとりひとりの利き脳を知り、

生きる力になる片付け術を学ぶ。

学級運営で工夫したこと、まとめ

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 8,951円

延べ参加者数 19人

根岸幼稚園保護者会ゼルコバ

家庭教育学級

♪学習目標 キラキラ輝く家族の笑顔

ママ力UPで気分爽快！

２

キャプション

アロマテラピー講座

講 師／大塚 咲子 氏 ・ 渡部 由貴栄 氏

（AEAJアロマテラピーインストラクター）

＊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。

利き脳はどっちかな？

今年度もコロナ禍での活動となりま

した。なるべく集まる回数を減らし、

グループLINEを活用して、講座に向け

て準備をしました。

残念ながら中止となった講座もあり

ますが、定員を決め、感染防止対策を

行い、お片付け講座を開催することが

できました。

家庭教育学級を通して多くの出会い

があり、講座では、たくさん学ぶこと

ができました。

ご協力いただきました皆様に御礼申

し上げます。ありがとうございました。

力作の手作りチラシ



朝霞第二小学校PTA

家庭教育学級
♪学習目標 Let's study！

～今と未来の自分のために～

運営委員長 柏 彰子

開催回数 ２回

延べ学習時間 ３時間30分

総経費 7,617円

延べ参加者数 46人

開講式

家族を守る防災講座

７月１日（木）９：４５～１１：３０

講 師／山口 晴久 氏

（朝霞市防災アドバイザー・防災士）

会 場／PTA会議室

受講者数／１８人

内 容／もしもに備えての想定と、準備・

対策の仕方を学ぶ。

閉講式

おこづかい講座

１１月９日（火）９：４５～１１：３０

講 師／前田 花苗 氏

（ジブラルタ生命保険株式会社

ライフプランコンサルタント）

会 場／PTA会議室

受講者数／２８人

内 容／おこづかいのメリットやルールを

通じて、子どものお金との付き合い方を学ぶ。

おこづかい講座…グループワークでより充実した学習に！

学級運営で工夫したこと、まとめ

 
前年度のアンケートにより予め

講座内容を決めていたため、講座

開催までの時間に余裕をもって準

備することが出来ました。

LINEの活用により、進捗状況の

把握や情報共有をスムーズに行う

ことが出来ました。

コロナ禍で開催できるか不安で

したが、実施できてほっとしてお

ります。

3

ハ ザ ー ド マ ッ プ や
防災情報は、市ホーム
ページで！



 
片付け術に、皆さん興味津々です。

朝霞第九小学校保護者連絡会

家庭教育学級

♪学習目標 楽しく学ぼう

～みんなでリフレッシュ～

運営委員長 浅見 弥生

開催回数 １回

延べ学習時間 １時間15分

総経費 22,514円

延べ参加者数 25人

躾（うつく）しい片付け術

１１月８日（月）１０:４５～１２:００

講 師／宇佐 育代 氏

（整理収納アドバイザー）

会 場／体育館

受講者数／２５人

内 容／コロナ禍でのおうち時間を快

適に過ごすため、子供と一緒に片付ける

術を学ぶ。

学級運営で工夫したこと、まとめ

4

丁寧で分かりやすい実演！

ママが輝けば 子供も輝く

２月７日（月）１０：４５～１２：００

講 師／沼 英臣 氏

（美容整体師）

＊「ママが輝けば子供も輝く」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。

コロナ禍での開催ということもあ

り、検温や消毒などの感染拡大防止

対策を行いました。また、学校側の

配慮で体育館を使わせていただいて

開催することができました。

打ち合わせは、なるべく接触を控

えてLINE等で済ませました。お子さ

んがグズって、講座の途中で帰られ

た方には、動画をお届けすることも

でき、大変好評でした。



朝霞第十小学校子どものための会

家庭教育学級

運営委員長 渕川 友美

開催回数 １回

延べ学習時間 １時間30分

総経費 15,738円

延べ参加者数 536人♪学習目標 楽しく知って共に学ぼう

子どもとインターネット

１０月１８日（月）

講 師／吉岡 良平 氏

（草の根サイバーセキュリティ運動

全国連絡会）

会 場／各家庭

受講者数／５３６人

内 容／子どものインターネットとの付き

合い方を考える資料を、全家庭に配布しまし

た。

学級運営で工夫したこと、まとめ

 コロナ禍で、参加者の安全を優先し、

対面での講座を実施することはできま

せんでしたが、学校から「関心の高い

テーマであるため、保護者の皆様へ何

らかの形で届けることはできないか」

という提案があり、吉岡先生に相談し

たところ、コロナ禍で不自由をしてい

る子どもたちや、子どもを見守る保護

者の活動に充てていただければと、快

く資料を作成してくださいました。

この資料を全家庭に配布し、「イン

ターネットとの付き合い方」について

各家庭で考え、親子で話し合っていた

だく良い機会になったのではないかと

思います。

５

アイディアを集めて準備をする役員さん

配布資料から抜粋

60ページ以上に及ぶ資料は、知りたい情報が満載！



朝霞第四中学校父母と先生の会

家庭教育学級

♪学習目標 楽しく学んで、心から笑顔に！

運営委員長 吉川 清美

開催回数 １回

延べ学習時間 40分

総経費 75,317円

延べ参加者数 28人

ホリゾンタルフラワーアレンジメント講座

７月３日（土）１３：３０～１４：１０

講 師／新井 恵子 氏

（プリザーブドフラワー芸術協会認定講師・

日本ハーバリウム協会認定講師）

会 場／図書室

受講者数／２８人

内 容／中央が盛り上がって水平に広がる形の

フラワーアレンジメントを作成しました。

見本を手に説明する新井先生

学級運営で工夫したこと、まとめ

 手作り講座は、役員の事前準備と講師

が工夫を凝らして、短時間で満足のいく

作品作りをすることができました。参加

された皆さんは、短い時間ではありまし

たが、素敵な作品と、人と人の触れ合う

時間に元気をもらった様子でした。

２回目の座学は、講師折衝も済ませ、

あと一歩のところまで準備を進めていた

にも関わらず、断念せざるを得ない状況

になりとても残念でしたが、これを無駄

にせず、また次の機会に開催できるよう

次年度に引き継ぎたいと思います。

コロナ禍での講座開催には、感染症対

策や様々な配慮をする必要があり、大変

ではありましたが、役員同士の関わりや

家庭教育に関して考える良い機会となり

ました。

６

花のような晴れやかな笑顔になりました。

完成作品



子どもと楽しむ外遊びのコツ

～プレーパークのススメ～

１１月９日（火）１０：００～１２：００

講 師／岡野 洋子 氏

（プレイワーカー）

会 場／中央公民館・オンライン

受講者数／２３人

＊内容

・「遊び」とは何か

～縄跳びは遊びですか？～

・子どもの遊びを見守る３つのコツ

・大人も外遊びを楽しもう

・プレーパークの紹介

オンライン講座に挑戦、好評でした。コロナ禍の今、（外）「遊び」が一層注目されていると

感じます。学びを仲間や参加者と共有でき、それぞれに多くの気付きや救いがありました。

火起こしのやり方を聞く参加者

1回目 ２回目

非認知スキルと遊びについて

～お父さんお母さんの

遊びスイッチの入れ方～

２月６日（日）１部 １０：００～１１：３０

２部 １３：００～１４：３０

講 師／奥冨 裕司 氏

（プレイワーカー）

会 場／１部 中央公民館・オンライン

２部 朝霞の森（火起こし体験）

受講者数／１部 ２６人 ２部 ２０人

＊内容

・子どもにとって外遊びは、本当に必要な

のか？大人自身が実際に遊ぶ楽しさを体験

しながら、親は子どもとどう遊ぶか？

「遊び」を一緒に考える。

家庭教育学級 ＮＰＯ法人あさかプレーパークの会

さあ、みんなで 火起こし用の石拾い♪

７

活動を振り返って

♪学習目標 親も子も！地域でもっと遊び心を育てよう♪

代 表 野上 眞由美

開催回数２回／延べ学習時間５時間／延べ参加者数69人

●主な活動場所

朝霞の森、黒目川

中央公民館、城山公園



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～

８
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