
☆委員会別 仕事内容☆ 
こちらには例年の仕事内容を掲載しております。新型コロナウィルスの影響を受け、令和 3年度の活動は

どのような形で行えるか考えながらの活動でした。色がついている項目が令和 3 年度の活動内容です。

【カッコ】内は変更した項目です。令和 4 年度の委員希望を提出する際の参考にしてください。 

 

＜学年委員会：44 名＞ 

★仕事内容：茶話会、学年交流会、環境整備の開催、グリーンカード及び名簿の管理、次年度委員選出 

 

仕事内容一覧 

仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会【内 2 回書面開催】 12 回 2H/回 全員 パソコン 学校 

環境整備 準備・開催【人数制限】 2 回/年 
定例会時に準備 

当日 3H 
全員 パソコン 学校 

次年度委員選出（グリーンカード） 

書類作成、配布、回収、委員決め 

6～7 回 

（定例会時） 
2～3H/回 全員 パソコン 学校 

【中止】茶話会 準備・開催 
（準備・開催） 

（1 回） 

（準備 1H） 

（当日 2H） 
（全員） （パソコン） （学校） 

【中止】学年交流会（各学年） 

準備・開催 

（準備数回） 

（開催 1 回） 

（準備 数時間） 

（当日２H） 

（各学年 

委員） 
（パソコン） （学校） 

      

●PTA 行事お手伝い      

運動会手伝い（駐輪場整備） 1 回 0.5H 担当  学校 

【書面開催保育なし】 予算総会、決算

総会手伝い（保育） 
（2 回） （2H） （3 名）  （学校） 

【中止】挨拶運動 （2 回） （2H） （正副）  （通学路） 

【中止】中林フェスタ手伝い （1 回） （2H） （全員）  （学校） 

【中止】コミセン祭り手伝い （1 回） （2H） （1 名）  （コミセン） 

⚫ 茶話会は 1、2 年生はクラスごとに、3～6 年生は学年ごとの開催にしました。【中止】 

⚫ 学年交流会は授業の一環となっており、学年委員は受付等のお手伝いをしました。【中止】 

⚫ 環境整備は夏と冬の年 2 回、土曜日（延期の場合日曜日）の午前中 3 時間程度の活動です。 

⚫ 次年度委員選出のため、翌年 4 月に 2 回活動（新 1 年生の委員決め準備・当日）があります。 

⚫ 資料作成は主にパソコン（Word・Excel）を使用します。（担当者のみ） 

⚫ 定例会以外での連絡等は各学年のリーダーを通じて LINE、メールで行いました。 

⚫ 令和 3 年度の委員選出が本部役員立ち合いの元、代理くじになりました。作業負担が大幅に軽減されました。 

⚫ 正副は上記のほかに、運営委員会に月 1 回の参加があります。 

☆令和 3 年度委員のみなさんのコメント☆ 

 

 

 

 

◼ コロナ禍で多くの行事が中止になる中、保護者や先生と交流を深めることができた。 

◼ 学校に行く機会が増え、学校内での子ども達の様子を見ることができ嬉しかった。 

◼ コロナ禍で行事の中止や制限等がかかり、委員会内や外部団体、本部の方々・他の委員会の方々・先生方と話

し合い、どのように実施できたら安心のもとで行えるかを考え、多くの方々から協力・励ましを得られ、人の

あたたかみを感じられた。 



☆委員会別 仕事内容☆ 
こちらには例年の仕事内容を掲載しております。新型コロナウィルスの影響を受け、令和 3年度の活動は

どのような形で行えるか考えながらの活動でした。色がついている項目が令和 3 年度の活動内容です。

【カッコ】内は変更した項目です。令和 4 年度の委員希望を提出する際の参考にしてください。 

 

＜広報委員会：12 名＞ 

★仕事内容：広報誌『おおどけい』の発行と、それにともなう作業です。 

仕事内容一覧 

仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会の実施 
8 ～ 11

回 
2H 

全員 

【６～１２名】  
パソコン 

学校【学校・自宅

（書面開催時）】 

写真選定・企画打ち合わせ 
1 回【2

～3 回】 
約 2H 

6～11 名 

【2～3 名】 
パソコン 

学校【学校・自

宅】 

編集作業 随時 数時間 担当者 パソコン 学校・自宅 

運動会撮影 1 回 
終日 

【午前中】 
全員 カメラ つきみ野中学校 

先生方紹介ページ用撮影・校内行事撮

影 
随時 数時間 担当者 カメラ 学校 

おおどけい入稿 2 回   担当者 パソコン 自宅 

おおどけい配布作業 2 回  1～2H 10 名  学校 

印刷業者への支払い 2 回  担当者  振り込み 

撮影依頼文書の作成 随時  正副・担当者 パソコン 学校・自宅 

撮影許可や場所のやり取り、運営委員

会への参加 
1 回/月  正副   

【中止】フェスタ撮影 （1 回） （終日） （6 名） （カメラ）  （自宅） 

●PTA お手伝い      

【中止】挨拶運動 （2 回） （2H） （2 名）  （通学路） 

【中止】中林フェスタお手伝い （1 回） （2H） （4 名）  （学校） 

【中止】コミコミ週間お手伝い 受付 （1 回） （1H） （2 名）  （学校） 

全体的には 

⚫ まず、主な仕事内容の係分けをしました（撮影班・アンケート撮影班など） 

運動会は、委員全員でタイムスケジュールを決めて、撮影にのぞみました。（自分の子どもの競技とかぶらないよ

うにするなど）。 

⚫ 今年度は、グーグルドライブを利用し、撮影した写真の共有をしました。 

令和 3 年度委員のみなさんのコメント☆ 

 

 

 

 

◼ 子どもの学年が違う方達と交流できたことで、考え方の幅が広がり、良かったです。 

◼ 積極的に校内行事やイベントに参加する気持ちになり、子供たちの一生懸命な姿や笑顔をたくさん見られます。 

◼ 運動会の撮影を通して、近い位置で迫力ある子供たちの演技を見ることができます。 

◼ 子どもがおおどけいを持ち帰ってきた時に、安堵感と嬉しさで、感動しました。 

◼ 一つの行事でも、何度も検討・打ち合わせを重ねていく苦労を知り、先生方はもちろん多くの方達に、子供た

ちの日常が支えられていると実感しました。改めて、感謝の気持ちでいっぱいになりました。 

◼ コロナ禍の中、委員内や本部の方々・他の委員の方々・先生方と話し合いながら、いかに工夫して子供たちの

今の姿をお伝えできるか、委員の活動を通して考えることができました。 

 



 

 

 

 

☆委員会別 仕事内容☆ 
こちらには例年の仕事内容を掲載しております。新型コロナウィルスの影響を受け、令和 3年度の活動は

どのような形で行えるか考えながらの活動でした。色がついている項目が令和 3 年度の活動内容です。

【カッコ】内は変更した項目です。令和 4 年度の委員希望を提出する際の参考にしてください。 

 

＜交流委員会：6 名＞ 

★仕事内容：給食試食会、料理教室の企画・開催、校外講習 

 

仕事内容一覧 

仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会 10 回/年 1～2H 全員 パソコン 学校 

      

●交流活動      

給食試食会準備 2 回 1～2H 担当 パソコン 学校 

給食試食会開催【1 回は中止】 
2 回 

【1 回】 
4H 全員  学校 

【中止】親子料理教室 (1 回/年) 
(土曜 9 時～ 

12 時) 
(担当) (パソコン) (学校) 

【中止】校外講習（給食講習会） (5 回/年) 
(平日 10 時～

12 時) 
(担当)  (学校外施設) 

      

●PTA お手伝い      

運動会お手伝い（駐輪場整備・正門警備） 1 回 各 30 分程度 担当  学校 

【人数制限で手伝いなし】環境整備 （2 回）  （担当）  （学校） 

【中止】挨拶運動 （2 回）  （2 名）  （通学路） 

【中止】コミコミ週間お手伝い 受付 （1 回）  （1 名）  （学校） 

【中止】中林フェスタお手伝い （1 回）  （全員）  （学校） 

【中止】コミセン祭りお手伝い （1 回） （2H） （1 名）  （コミセン） 

⚫ 資料作成は主にパソコン（Word、Excel）を使用します（担当者） 

 

☆令和 3 年度委員のみなさんのコメント☆ 

 

 

  

◼ コロナ対策のため例年給食試食会 1 回、親子料理教室 1 回実施のところを給食試食会を前期後期の２回実施、

親子料理教室を中止に変更いたしました。 

◼ 給食試食会開催に向けて感染対策を話し合いました。 

◼ 大きな活動のない月はオンラインでの定例会もありました。 

◼ 人数が少なく、まとまりやすいです。 



☆委員会別 仕事内容☆ 
※令和 3 年度の仕事内容です。令和 4 年度委員の希望を提出する際の参考にしてください。 

 

＜指名委員会：6 名＞ 

★仕事内容：次年度本部役員候補者・会計監査を、会員に配布した推薦状をもとに指名する。 

 

令和 3 年度仕事内容一覧 

仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会 4 回 40 分  Zoom 各自宅 

定例会 2 回 5 分   LINE メッセージ 各自宅 

推薦・立候補状原稿作成 1 回 2 時間 1 名 パソコン 各自宅 

推薦・立候補状印刷作業 1 回 2 時間 4 名  学校 

推薦・立候補状配布及び回収 1 回ずつ 2 時間 2 名  学校 

推薦・立候補状開封作業  1 時間   
中央林間 

コミセン 

推薦活動 複数回       各自宅 

候補予定者へのお便り作成 1 回 30 分 1 名 パソコン 各自宅 

候補予定者へのお便り印刷及び配

布 
    学校 

      

●PTA 行事手伝い      

【中止】挨拶運動 （2 回） （30 分） （2 名）  （通学路） 

 

 

☆令和 3 年度委員のみなさんのコメント☆ 

 

 

  

◼ 委員の人数が少ないので定例会の融通が利きやすく、リモートでも話し合いしやすい。 

◼ 仕事内容を分担して活動することができる。 



☆委員会別 仕事内容☆ 
こちらには例年の仕事内容を掲載しております。新型コロナウィルスの影響を受け、令和 3年度の活動は

どのような形で行えるか考えながらの活動でした。色がついている項目が令和 3 年度の活動内容です。

【カッコ】内は変更した項目です。令和 4 年度の委員希望を提出する際の参考にしてください。 

 

＜フェスタ委員会：18 名＞ 

★仕事内容：中林フェスタの企画・開催 

仕事内容一覧 

仕事内容 回数 時間/回 人数 技能 活動場所 

定例会 
16 回 

【8 回】 
1H 全員 パソコン 

学校 

（9･10月に頻回） 

【学校・自宅】 

      

【中止】●フェスタ活動      

拡大会議 (1 回/年) 
（準備数時間/回） 

（当日 3H） 
（全員） (パソコン) 

（学校） 

（9 月の第１土曜） 

分科会 （３回） （2～3H） (担当ごと) (パソコン) （学校） 

告知、募集用紙作成、企画書作成 （4 回）  （担当） (パソコン) （自宅） 

印刷 （都度） （2～3H） (担当ごと) (パソコン) （学校） 

外部協力団体との連絡と調整 （都度）  （担当） (パソコン) （学校・自宅） 

集計作業 （都度） （2～3H） （全員） (パソコン) （学校） 

中林フェスタ前日準備 （1 回） （5～6H） （全員） (パソコン) （学校） 

中林フェスタ当日 （1 回） （1 日） （全員）  （学校） 

      

●PTA 行事お手伝い      

運動会お手伝い（駐輪場整備） 1 回 
1 日 

【半日】 

全員 

【担当】 
 学校 

【人数制限のため手伝い不可】 

環境整備 
（2 回）  （担当）  （学校） 

【中止】挨拶運動 （2 回）  （担当）  （通学路） 

【中止】コミコミ週間 お手伝い（受付） （1 回）  （担当）  （学校） 

⚫ 学校、各委員会、外部協力団体等と連絡を取り合い、フェスタの企画運営をします。 

⚫ 定例会は月に 1 回ですが、夏休み明けから状況に応じて回数を増やします。【令和 3 年度はほぼ書面開催でした】 

⚫ 中林フェスタ前日・当日は全員で 1 日活動します。 

☆令和 3 年度委員のみなさんのコメント☆ 

 

 

◼ 緊急事態宣言中などは定例会で顔を合わせることもなかなかできず、コロナ禍での大規模イベントに対する発

案はとても難しかったです。 

◼ 裏ではたくさんの努力があってイベントが成り立っていたのだと知り、開催されていればやりがいがありそう、

楽しそうだと思いました。 

◼ 小学校の時のお祭りがとても楽しかった記憶が今も鮮明に残っています。今年度のフェスタも見送りとなりと

ても残念ですが、コロナが終息した際にはまた開催できたらと願っています。 


