
2015年度向けPTA会員配布版 ★さぁ、PTA 役員をやってみよう★ 
１．「役員？！と、とんでもない！」…と思ったアナタ、そう言わず、まずは以下のクイズをやってみて下さい♪ 

（１）麻布の PTA 役員は、セレブでないとできない。             YES OR NO 

（２）役員になると、毎週土曜日に集まるらしい。               YES OR NO 

（３）パソコンの達人でないと、役員は務まらない。              YES OR NO 

（４）会議を欠席することは決して許されない。                YES OR NO 

（５）H2 で役員になると、必ず！分科会の委員長をやることになる。   YES OR NO 

（６）一度役員になると、もう二度となれない。                YES OR NO  ～さて答えは？この用紙の裏へ GO！ 

２．【必読！！！】 2015 年度から変わる！PTA 役員選出方法 

2014 年度の役員間における話し合いの結果、機会の公平性を重視し、以下の通り役員の選出方法を変更することになりました。 

＜従来＞        4 月度の保護者会出席者の中から話し合いで選出 

＜2015 年度以降＞ 4 月度の保護者会において、できるだけ話し合いで決めるよう努める。 ただし、どうしても話し合いで決まらなかっ

た場合は、欠席者も含めた役員未経験者全員の中からくじ引きなどで選出することもある。 

★「一緒にやらない？！」という事前相談にご活用いただくため、学年ごとの新年度クラス別名簿を 4/8 の始業式に配布予定です。 

★4月 11日(土)、新中学１年生父兄向けの PTA活動説明会の終了後、13時（予定）から各クラスで開催される学級懇談会で PTA

委員 2 名を選出していただきます。ご理解・ご協力を頂きたく、どうぞ宜しくお願いいたします。 

★選出された委員の方々には、当日、学級懇談会終了後に集合いただき、①今後の活動の説明、②会計・監事・学年代表の選出、

③学年委員会内での分科委員会の割り振り、各種担当者等の選出 を行います。 

 

３．ところで、麻布学園 PTA ってどんな組織？ 

（１）構成メンバー ： 麻布学園に在籍する生徒の保護者と教員 

（２）目的     ： ①学園及び家庭の教育的環境を整備して、生徒の健全な育成と福祉を増進すること  

            ②父母、生徒、教員相互の親睦を図り、教育目的の実現に資すること 

＝つまり、子ども達のより良い環境づくりのため、先生と保護者でしっかりコミュニケーションを取る集まりです！ 

４．PTA の組織と活動内容を紹介します！  

（１）会議体 

（会議体の概念図は左記を、詳細は HP をご覧ください♪  

 http://www.azabu-jh.ed.jp/pta/14nendo/index.html ）   

会議体の名前 開催頻度 構成メンバー 話し合う内容 

① 総会 年１回（通常５月） PTA 会員全員 会務の報告、事業計画及び予算並びに決算の承認、

会則の改正、会長の信任 など 

② 全体 

委員会 

４,５,７,９,１０,１２,２,

３の各月で年間１０

回程度 （２０１５年
度は削減予定） 

PTA 役員、教員役員、会長、名

誉会長（校長先生） 

事業計画の立案、予算案及び決算の決定、各種テー

マなどの他、校長先生からの学内報告 

（議事要旨は「PTA 通信」として生徒を通じ配布） 

③ 学年 

委員会 

 

②の全体委員会

開催日＋５回程度 

PTA 役員、教員役員 学年共通のテーマを協議する他、先生との交流会など

も企画運営。学級毎の定例の懇親会は、M1～M2 の

み企画運営、M3～H3 は別途選出するクラス委員が

PTA 役員と連携の上企画運営 

④ 常任 

委員会 

★欄外注釈参照 

②の全体委員会

開催日＋５回程度 

名誉会長（校長先生）、会長、

副会長（学年代表６名、教員代

表１名）、会計（H１）、監事

（M3）、分科委員会の委員長 

予算・決算の調整、総会、全体委員会の運営、各種

委員会の活動や運営における課題の検討及び調整、

学校と PTA との連絡調整及び協議、「PTA通信」の発

行、文化講演会、おやじの会の企画・開催 など 

★PTA 役員は全員①～③に参加します。その他、副会長、会計、監事として④常任委員会に参加するか、もしくは次ページ（２）の分

科委員会に所属して各活動に参加します。ただし、分科委員会の委員長は代表として④常任委員会にも参加することになります。 

総会 
常任委員会 

全体委員会 学年委員会 分科委員会 

http://www.azabu-jh.ed.jp/pta/14nendo/index.html


（２）分科委員会 ～さぁ、どれにする？！～ 

委員会の名前 構成メンバー 活動の内容 いつが忙しい？いつが楽？ こんなタイプが向いてます♪ 

総務委員会 各学年から 1

名＋教員 1

名 

 

総会・記念講演会・全体

交流会の運営／全体委

員会の準備・議事録の作

成／慶弔業務／父母の

会（他校と連携） 

◆忙しい時期：5 月（総会＆

講演会→引き継ぎのため翌

年 5月も）、12月（PTA委員

交流会） 

◇割と楽な時期：上記以外 

チームワークが得意な方、人と話す

のが好きな方、人の話を聴くことが

好きな方、学校の様子を知りたい

方、パソコンが苦手な方  

（☆パソコン使用頻度：低） 

会報委員会 各学年から 3

名＋教員 1

名 

年 1 回発行の会報のテー

マ設定、原稿収集、編集 

◆忙しい時期：原稿を募集す

る 7月と編集作業をする１，２

月 

◇割と楽な時期：上記以外 

（自分で原稿を書くわけではないの

ですが）言葉、文章が好きな方 

（☆パソコン使用頻度：中。メール

が送受信できれば十分） 

新聞委員会 各学年から 3

名＋教員 1

名 

年 3 回発行の PTA 新聞

「麻布 PTA」のテーマ設

定、原稿収集、取材、編

集 

◆忙しい時期：担当号準備

期約 4 か月（テーマにもよる） 

◇割と楽な時期：担当号以

外の時期（委員会に参加す

るのみで OK） 

自分の 1 年の予定に合わせ、活動

をする時期を選びたい人、学校に

集まるより自宅で作業したい人 

（☆パソコン使用頻度：高いが、で

きなくてもカバーしあえる） 

行事委員会 各学年から 4

名＋教員 1

名 

学校のスケジュールに合わ

せてその年の活動を決定

し運営  

（現在は主に麻の葉セミナ

ー、ファミリーコンサート、リ

サイクル品販売の３イベン

ト） 

2014年度の例：2班に分かれ

て活動。 ①1 班→麻の葉セ

ミナーに約 4 か月集中、残り

の月は三学期のバザーまでゆ

ったりリサイクル活動  ②2班

→ファミコン専任。約 7 ケ月

間、特に 11 月本番直前の 2

～3 ケ月はかなり忙しい 

★麻の葉セミナー：各講座のテーマ

設定から自由にできるので、ゼロか

ら考えて動くのが好きな方 

★ファミコン：膨大な準備項目を皆

で対応していくため、チームワークを

大事に頑張ることが好きな方 

（☆パソコン使用頻度：①麻の葉セ

ミナー →中 ②ファミコン→高） 

PTA 活動 

推進委員会 

各学年から 1

名＋教員 1

名 

次年度の会長候補者の

募集および選考、ホーム

ページの運営を含む PTA

活動の広報 

◆忙しい時期：会長交代の

有無による。交代が有る場合

は 9 月から 12 月 

◇割と楽な時期：4 月～8 月 

縁の下の力持ちが好きな方、大人

数での活動が苦手な方 

（☆パソコン使用頻度：①HP 掲載

担当→超高、専用ソフトを使いこ

なす必要有り！②それ以外→中） 

常任委員会の会計担当、及び

各委員会に設置する会計担当 

各委員会の予算決算の

とりまとめ 

忙しい時期：中間決算の 10

～11 月、決算の 2-3 月（常

任会計のみ 4-5 月も） 

几帳面な方 

（☆パソコン使用頻度：高、EXCEL 

OFFICE VER.7.0 以上必須） 

 

５．冒頭のクイズの解説 ・・・ご安心を！答えは、全て NO です！ 

（１）麻布の PTA 役員は、セレブでないとできない？ ⇒いーえ、普通の方がやってます。デニムなどカジュアルな格好での参加も OK♪ 

（２）役員になると、毎週土曜日に集まるらしい？ ⇒そんなことはありません。会議体の開催頻度は年間平均 15回。いつが忙しくて、い

つが暇かは分科委員会の活動内容によっても異なりますが（上記４の説明参照ください）、夏休みもちゃんと休めます。      

（３）パソコンの達人でないと、役員は務まらない？ ⇒使えればもちろん便利ですが、無くてもお互いに助け合って、もしくはお子さんなど

家族に助けてもらって乗り切っている方も多いのです。また、スマホではなくガラケーでも大丈夫！！ 

（４）会議を欠席することは許されない？ ⇒仕事、育児、介護・・・やむを得ず欠席せざるを得ない事ってありますよね。無理せず、お互
い様でフォローし合うのが当たり前のムードですから、大丈夫！更に、2015 年度は会議数や会議所要時間も減らす予定です。 

（５）H2で役員になると、分科会の委員長をやることになる？  ⇒例年、H2以外の学年から何人も委員長が出ています。また、特にお

仕事で仕切り慣れているお父様は大活躍でモテモテ♡♡♡ 「最近、子どもが相手してくれなくて暇…（涙）」なお父様はぜひ♪ 

（６）一度役員になると、もう二度となれない？ ⇒とんでもない！その楽しさに病みつきになり、「ぜひもう一度♡」というアナタも大歓迎！   

６．さいごに・・・現役委員からのメッセージ 

PTA 活動を通して、 

・学級担任だけでない、様々な先生方から学校の様子を直接伺うことで、より“麻布”を、そして“ご子息”を理解できる様になります。 

・同じ学年、他の学年問わず色々な保護者と知り合い、様々な情報を入手したり悩みを相談したりすることができる仲間が作れます。 

★☆★麻布学園をさらに好きになる絶好のチャンス！皆さまの、積極的な立候補をお待ちしております！★☆★ 


