
ピンチをチャンスに！
PTA広報誌もイノベーションに挑戦しませんか？
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文京区PTA広報研修
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本日のプログラム

①講師自己紹介（NPO法人レインボーリボンの活動紹介）

②本日の研修の目的

③文京区PTA広報のいま…教えてください（ヒアリング）

④PTA広報のミッション

⑤読まれる広報の秘訣…企画と見出し

⑥個人情報・安全管理…注意すべき点

⑦ワーク：企画案

⑧発表
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レインボーリボンの
自己紹介です。

「多文化」を現す「レインボー」、そして「つな
がっていく」、「続いていく」という意味も込めて
「リボン」。

レインボーリボンは様々な文化的背景を持つ親たち
がつながっていく「多文化共生のＰＴＡ」をめざす

ＮＰＯ法人です。
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レインボーリボンはPTAのお母さん仲間で
作ったNPOです。
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外国ルーツの親や子ども、障がいがある親や子ども、
多様な文化を認め合い、子どもの幸せのために一緒に
活動する「多文化共生のＰＴＡ」を。



レインボーリボンの原点
小学校のＰＴＡ広報誌です。

葛飾区立小学
校のPTA広報
紙
２００７年
（平成１９
年）３月発行
の紙面です。この年の広報部

員１２人中２人
が外国人ママ
だったというこ
とから、この座
談会を企画しま
した。
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2010年から１年生保護者会で
ＰＴＡファシリテーション開始。
ＰＴＡ活動の説明や委員選出をボランティアで開始。

それまでジャンケンやくじ引きで決めることもあった委員が、こ
の年からはすべて立候補で決まるようになりました。
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2014年、NPO法人化
活動の最初の柱はＰＴＡ研修

「ＰＴＡにイノベーションを！」
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活動の２つ目の柱

学校を子どもたちの楽しい居場所に。
「いじめ」のない学校をつくろう。
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活動の３つめの柱

地域に子どもたちの「いのちの居場所」を。
葛飾区でこども食堂を運営しています。
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2020年3月から・・・

NPO法人レインボーリボン

3月5日～6月7日一斉休校、給食のない3か月間、緊急お弁当プロジェクト

月に2回お弁当持ち帰り子ども食堂
月に2回フードパントリー



本日の研修の目的

①2020年度、2021年度、コロナ禍での広報活動を振り返る。

②2022年度、これからどうしようか…考える。

③ピンチをチャンスに変える…イノベーションを目指す。

❶文京区のPTA広報の「いま」を訊く。

❷そもそもPTA広報って何のためにあるんだっけ？原点に立ち返
り、「あるべき姿」を思い描き、今後の方向を探る。

❸本当に知りたい（取材したい）こと、本当に伝えたいことを
「企画案」としてまとめる。
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PTA広報の「いま」を教えてください。
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チャットに書き込める方はチャットに。

画面をONにしてリアクションボタンや挙手で意思表示してくださる方は
画面をONに（「ビデオの開始」）。

お願いいたします。

広報紙の発行回数は…

①コロナ前と変わらない →リアクションボタン「拍手」
②発行回数が減った →リアクション「いいね！グッ！」
③発行していない →リアクション「涙」
④その他 →リアクション「驚き ？」



PTA広報の「いま」を教えてください２
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チャットに書き込める方はチャットに。

画面をONにしてリアクションボタンや挙手で意思表示してくださる方は
画面をONに（「ビデオの開始」）。

広報紙の内容（あるいは形態）は…
①コロナ前と変わらない →リアクションボタン「拍手」
②内容・形態が変わった→リアクション「いいね！グッ！」
③内容が薄く（少なく）なった →リアクション「涙」
④その他 →リアクション「驚き ？」



ＰＴＡ広報の役割（ミッション）
PTAは何のためにある？私たちのミッションとは？

学校（先生）と保護者との連携

保護者同士の親睦、情報交換

地域と学校との連携

会員の生涯学習、自己啓発
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子どもの気持ちに置き換えてみると・・・

生理的欲求

お腹が空いたらご飯を食べたい

ぐっすり眠りたい

清潔な環境で暮らしたい

安全の欲求

いじめられたくない（友だちに、親に、先生に）

交通事故、犯罪に遭いたくない
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社会的欲求・所属の欲求

いろいろな人と会いたい、仲良くなりたい
ありのままの自分を受け容れてほしい
ホッと安心できる居場所がほしい

承認の欲求

自分の存在を認めてもらいたい、尊重されたい
得意なこと、夢中になれることを見つけたい
自分で自分を好きになりたい

自己実現の欲求

自分の人生を自分らしく生きたい！



社会に居場所を求め、
自立、自己実現に向かって
成長していく子ども

その成長を支援するために

ＰＴＡができることは何ですか？

↓

ＰＴＡ広報が追求するテーマです。
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「読まれる広報」の秘訣

「企画」と「見出し」

常にミッションを意識しよう

BAD例 「先生に訊く――宝くじが当たったらどうする？」

PTAのミッションとは関係ありません(>_<)

見出しは２つ以上

BAD例 「校長あいさつ」・・・だけ！！

企画意図がない

「例年やってるから今年も・・・」

PTAのミッションが見えません(T_T)
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見出しは・・・
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BAD例
見出しがそれぞれ１つだけ。
「皆様とご一緒に」もほと

んど意味がないが、
「年度始めにあたり」には

何の意味もない！
何のための記事なのか、企

画意図がない。



見出しは…
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BAD例
見出しが「子ども会に入ろう！」

１つだけ



見出し（タイトル）は広報の「命」

•見出しのない紙面は興味を持ってもらえない。

・読者はまず、見出しを「見る」。興味が惹かれれば「読む」。
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どんなに良い内容が書かれていても、どんなに苦労して
作った広報紙でも、読まれず、即、ゴミ箱行きです！
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Ａ見出し・・・読者は「対談」
の記事だとわかります。

Ａ見出し補足・・・読者は校
長とＰＴＡ会長が対談したの
だとわかります。

Ｂ見出し・・・「学校が落ち
着いて・・・」という対談の
内容がわかります。

リード文・・・こういう背
景・理由があって対談したの
だな・・・企画意図がわかり
ます。

対談企画の記事にすれば・・・
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本文の中にあるキーフレーズ

「子どもは親の所有物ではなく地域の宝
物」



見出しは２つ以上

Ａ見出し・・・「子ども会に入ろう！」

読者は何の記事なのかわかります。

Ａ補足見出し または リード文

・・・「 ○○子ども会保護者の▽▽さん 寄稿」

「 ○○子ども会の▽▽さんに寄稿していただきました。」

Ｂ見出し・・・「子どもは親の所有物ではなく地域の宝物」

内容がわかります。

読者の興味を惹くアピールポイントです。
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企画を立てよう！

寄稿文、写真集はつまらない（読まれない）

記者（広報委員）の視点 ≒ 親（保護者）の視点を大切に。
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2019年度 文京区PTA広報研修の
様子です。



ミッション
を実現する

企画
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NPO法人レインボーリボン

本当に知りたいこと、
本当に伝えたいことは
何ですか？



小学校の創立５０周年
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特集は「生まれた瞬間」
学校が「生まれた瞬間」を当時のＰ
ＴＡ会長の息子さんや、当時の在校
生を訪ねて取材。
並行して「わが子が生まれた瞬間」
を保護者アンケート調査。

内容を現わすＢ見出し。
すべての原稿を読んだ広報委員全員
で話し合いました。全員がアイディ
アを出し、その中から「ありがと
う」の見出しが採用されました。
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「生まれた瞬間」特集
「わが子が生まれた瞬間」の保護者
アンケート

リード文・・・企画意図「凄惨な事件が
頻発しているが、子どもたちの命がどん
なに大切なものか振り返りたい」

個人情報・・・○年×組 ○○ちゃん
のお母さん

共感・・・お父さん、お母さんから自
分が生まれたときのことを聞き、子ど
もがどう反応したかも書いてもらった。



風を起こそう
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ミッションを
問い続けよう
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個人情報・安全管理…注意すべき点

●「個人情報が保護されている状態」とは、個人（本人）の情報（顔、
名前、住所、その他）を個人（本人または保護者）がコントロールでき
ている状態のこと。

●公開の範囲、内容を了承していること。

●訂正可能であること。

●紙媒体への掲載とネット掲示は別。子どもの個人情報はネットには
流さないこと。

○広報紙において「後ろ姿」「ぼかし」はＮＧ。

○広報委員自身の子どもや、保護者同意の子どもを中心に。
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今日は「私の企画案」を作りましょう！
①ワークシート「私の企画案」に書いていきます。

事前にワークシートをプリントアウトできなかった方はノート等でOK
です。

テーマは「コロナ」以外でも、もちろんOKです。

②講師が解説しながら進めますが、ご自分のペースで書き進めてください。
時間が余った方は休憩してください。

③質問はチャットに書いてください。講師が随時、お答えします。

④後ほど発表していただける方はZoomのビデオをONにして、手を挙げる
か、チャットで「発表します！」とお書きください。
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ワークシート「私の企画案」
ステップ１：問題意識

いま、気になっていること。関心があること。知りたいこと。

例：・コロナが心配。家族が感染しないか。

・学校行事が中止、縮小されていること。子どもの成長にどう影響
するか。

ステップ２：アイディア出し

企画のアイディアをたくさん出しましょう。

例：・感染予防、みんなどうしてる？アンケート？保健室の先生インタ
ビュー？

・コロナが子どもや子育てにどう影響したか、みんなにアンケート
をとる。
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ステップ３：テーマの絞り込みと取材方法の検討

ステップ２で出したアイディアの中から一つのテーマに絞り込みます。

そのテーマをどんな方法で取材するのか、多角的に考えます。

例：テーマは「コロナが子どもの成長に与える影響」

取材方法➀保護者アンケート、②保護者座談会、③先生にインタビュー、④ネット検索

ステップ４：取材方法の決定とスケジューリング

ステップ３で考えた取材方法のうち、実現可能性のあるものを選択。

広報誌発行の時期から逆算してスケジューリング。

例：保護者アンケート企画とする。広報誌発行が夏休み前、6月下旬。4月中にネット検索、
企画内容を詰める。

5月初旬、広報部内で打ち合わせ、アンケートの質問項目を決める。学校側に企画内容連絡、
相談。5月中旬、アンケート実施。

6月初旬アンケート集計、6月中旬記事化、学校確認、印刷。
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ステップ５：見出し決め

見出しは記事が出来てから、広報部員みんなで考えるのが理想で
す。

今回は研修として、記事の内容を予想し、見出しを想像してみま
しょう。
例：A見出し「コロナと子ども 〇〇小 保護者アンケート」

B見出し「マイナスだけじゃない！感謝の心を育てた体験も…」
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発表

NPO法人レインボーリボン

「私の企画案」を発表してくださる方、カメラをONにして手を挙げてく
ださい。
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最後に・・・運営のコツ → ７０％の
力で

ＰＴＡには多様な文化があります。

例えば障がいのある人

38

例えば引っ越し
てきたばかりの
人

例えば日本語を
母語としない人

例えば引っ
込み思案で、
友だちを作
るのが苦手
な人



私たちがやっていること
＝ 子どもに望む姿

ちょっと頑張ってみよう。

一歩前に出てみよう。

多様性を受け容れましょう。

ちがいを尊重し合いましょう。

助け合おう。

やさしさを分け合おう。
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ＰＴＡを誇り高いボランティア活動にする。
学校を子どもたちの楽しい居場所に。

仲間に恵まれ、

自己実現のために頑張る人生。

その道を歩き始めたのは

あなた自身です！

子どもたちの未来に

七色のリボンを
つなげていきましょう。

ご清聴ありがとうございました。
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