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【小学校入学式】 

 

●例文１ 

 ○○小学校ＰＴＡを代表いたしまして、お祝いのご挨拶を申し上げます。 

 校門のしだれ桜も、きれいに花をつけ、今日の入学式をお祝いしています。 

 一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。今日からたくさんのお友達と、教室で

お勉強をしたり、広い校庭で遊んだり、給食を一緒に食べたり、楽しい、小学校での生活

が始まりますね。 

 ぜひ、先生方やおうちの方の言うことを守って、素直で、明るく、元気いっぱいな、○

○っ子になって下さい。毎日元気に、小学校に通って、楽しい思い出をたくさん作って下

さい。学校に来るときや、家に帰るときは、車に気をつけてくださいね。 

 保護者の皆様、かわいい我が子の晴れのご入学、誠におめでとうございます。この、良

き日を迎えられたお喜びはいかばかりか、同じ親の一人として、心よりお祝いを申し上げ

ます。 

 そして、本日より、○○小学校ＰＴＡ会員として、ご参加を頂くわけですが、昨今の子

どもたちを取り巻く、社会環境の急激な変化、問題の多様化、深刻さは、ご承知の通りで

す。 

 社会の宝である、子どもたちの安全・安心を尐しでも確保していくために、また、健全

な成長をフォローできるよう、学校との連携を深め、そして、本日ご臨席いただいており

ます、地域の、関係諸団体の皆様の、ご援助をいただきながら、小さな歩みの積み重ねで

はありますが、皆様と共に、努力を続けて参る所存でございます。何卒、ＰＴＡ活動への

深いご理解と、前向きなご参画を、お願い申し上げる次第でございます。 

 また、校長先生を始め諸先生方、そして、ご来賓の皆様には、今後とも、大変お世話に

なりますが、温かくご指導、お導き下さいますよう、改めてよろしくお願いいたします。 

 にぎりしめると隠れてしまうような、まだまだ小さな手のひらのこの子らですが、この

○○の地の、深い人情と豊かな自然や、歴史にはぐくまれながら、この六年間の学校生活

で、どんなにたくましく、そして立派に育ってくれることでしょうか。 

 △△名の大切な命の、希望に満ちた未来、そして健やかな成長と幸せを願い、お祝いの

言葉とさせて頂きます。本日はおめでとうございました。 

 

 

 

●例文２ 

 

新一年生の皆さん ご入学おめでとうございます 

今日から君たちは ○○小学校の児童です 

学校には 校長先生をはじめ先生方 たくさんのお兄さんお姉さんがいます 

初めての事ばかりで 不安な気持ちがあるかもしれませんがそんな時は 恥ずかしが

らず 元気に先生やお兄さんお姉さんに聞いてください 優しく教えてくれます 心配し

ないで安心して学校に通って下さい 

 

小学校は 皆さんが今まで通っていた保育園や幼稚園とは違います  

国語 算数などたくさんお勉強をします  

授業中 先生のお話をよく聞いていれば難しくはありません 逆に楽しくなります 
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また、いろいろな行事もあります 例えば運動会 遠足 音楽会などです 

今日、ここにいる一年生の皆さんは クラスが違っても六年間みんな一緒に学んでいく

ことと思います 

初めて顔を見るお友達もいるとかと思いますが 仲良く楽しく勉強して下さい 

困っているお友達を見かけたら声をかけて助けてあげて下さい  

それが ○○小学校の児童です 

保護者の皆様 本日はお子様のご入学 誠におめでとうございます 

良き日に入学式を迎えられましたことを心からお祝いとお慶び申し上げます 

私どもＰＴＡは 子供達の健やかな成長と安全で楽しい学校生活を目指しています 

今日まで先生方 地域の方々のご協力があり安心な環境が保たれています  

皆様方には ＰＴＡ活動へのご理解 ご協力 なにより楽しくご参加して頂ければ幸

いです 

何卒、宜しくお願い申し上げます 

誠に簡単ではございますが私のご挨拶とさせて頂きます 

 

 

 

●例文３ 

 

 ○○小学校ＰＴＡを代表しまして、お祝いの言葉を申し上げます。 

 一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

 皆さんは、今日から○○小学校の仲間です。学校では、大勢のお友達と一緒に勉強をし

たり、遊んだり、給食を食べたりと楽しい毎日が始まります。 

 新しい学校生活は、初めてのことばかりで、いろいろ心配かもしれませんが、先生、そ

して２年生から６年生のお兄さん・お姉さんが、みんなに多くのことを優しく教えてくれ

ますので、どうぞ安心してください。 

 一年生の皆さんは、もう尐ししたら○○小学校の歌、校歌を習うと思います。この校歌

の中に「あすのにほんに とびたつわれら」という歌詞があります。 

 どうか、そんな言葉のように、将来の日本に羽ばたくような小学校生活を送ってくださ

い。 

 さて、保護者の皆様におかれましては、真新しいランドセルを背負い元気に登校する我

が子の姿を見て、その成長ぶりを改めて实感されたのではないでしょうか。 

 私ども○○小学校ＰＴＡでは、そんな子ども達の健やかな成長を願い、先生と保護者と

の連携を深めることに努めております。 

 学校の環境整備、交通安全指導、保護者のための研修会・講演会開催など、年間を通じ

て幅広い活動を行なっておりますが、是非、ＰＴＡ活動にご理解とご協力をいただき、先

生と保護者とそして地域が共に手を携えて歩む○○小学校ＰＴＡを築いていこうではあり

ませんか。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、誠におめでとうごさいます。 

 

 

 

●例文４ 

 

新一年生の皆さん、○○小学校入学おめでとうございます。 
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さあ、いよいよ１年生です。 

これから、小学生になるといろいろと新いことが始まります。 

幼稚園、保育園のときと違って、おうちの人とではなく、６年生や５年生のお兄さん、お

姉さん、と一緒に学校に登校します。 

学校に着くと、新しいクラス、新しいお友達、勉強や給食。 

初めてのことで、ちょっとどきどきですね。 

でも、大丈夫です。 

わからないことがあったら、恥ずかしがらずに、先生や６年生や５年生のお兄さんお姉さ

んに、聞いて見ましょう。 

きっと親切に教えてくれますから。 

新しいお友達にも、どんどん話しかけてください。 

勉強や体育も、どんどん新しいことに挑戦してみてください。 

給食も、好き嫌いがあっても、ちょっと挑戦してみてください。 

そして、たくさんのお友達と「いっぱい」、「いっぱい」遊んでください。 

そうすれば、小学校生活はどんどん楽しいものになっていきます。 

そして保護者の皆様、本日はお子様のご入学誠におめでとうございます。 

お子様が誕生されてから、長くもあり、短くもあった６年間、今日ここに小学校の入学式

を迎えられ、喜びもひとしおのことと御察しもうしあげます。 

また、これから、お子様の学校生活、登下校と、いろいろご心配なことも、多々あろうか

と存じます 。 

私どもＰＴＡといたしましても、学校と協力し合い、地域の皆様方の、ご協力を得、安全

で楽しい学校生活を送れるよう努力しております。 

保護者の皆様には、この場を借りまして、ＰＴＡ活動に、ご理解、ご協力をお願いいたし

まして、私の挨拶とさせていただきます。 

本日は、本当におめでとうございます。 

 

 

 

●例文５ 

 

新一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

 皆さんは新しいランドセルと同じくらい、ピカピカに輝いていますね。皆さんの希望や

期待が、こちらまで伝わってきます。 

 皆さんが、この○○小学校に入学してくることを、先生方もお兄さん、お姉さん達も、

とても楽しみにしていました。 

 さて、皆さんは、どんな一年生になりたいと思っていますか。 

 いろいろな幼稚園や保育園からきたお友達と仲よくなることが大切ですね。そして勉強

したり、遊んだり、体を鍛えていくことも大切です。 

又、学校では、新しいこと、楽しいことがいっぱい待っているので、色々なことに挑戦

して欲しいと思います。わからないことがあったら、やさしい先生やお兄さん、お姉さん

が大勢いるので、恥ずかしがらずに聞いてみましょう。 

これから六年間、お友達をたくさんつくって、しっかりお勉強して、元気に楽しく学校

生活を送って欲しいと思います。 

 保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうございます。本日、こうしてお子さん

が、入学のよき日を迎えられましたことを、心からお喜び申し上げます。 
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 ○○小学校は田畑や浅川など、豊かな自然に囲まれ、恵まれた環境にあります。その中

で子どもたちは自然に触れながら、のびのびと学ぶことができる、すばらしい学校だと思

います。そして、私どもＰＴＡでも、子どもたちの健やかな成長を願い、安全で安心して

楽しい学校生活を送れるよう、先生方と保護者、地域の方々が連携した活動を目指してお

ります。 

 保護者の皆様には、ＰＴＡ活動へのご理解、ご協力をいただきますよう、お願い申し上

げます。 

 ご来賓の皆様、日ごろから子どもたちのためにいろいろな場面でかかわっていただき、

誠にありがとうございます。 

今後とも、ご指導、ご支援いただきますよう、どうか宜しくお願い申し上げます。 

本日は、誠におめでとうございます。 

 

 

 

●例文６ 

 

一年生の皆さん、こんにちは。ご入学おめでとうございます。今日から皆さんは小学生

です。お友達同士仲良く、小学校でもたくさんお友達を作ってください。 

保護者の皆様、本日は誠におめでとうございます。小学校に入ると、これまでとは環境

がずいぶん変わって、いろいろご不安なこともあると思いますが、○○小学校の周りには

のどかな田園風景が広がり、小学校に通う子ども達も伸び伸びと育っています。子ども達

が卒業する頃には、この○○小学校に通わせてよかった、ときっとお感じになることと確

信しております。また、ＰＴＡ活動にもご理解をいただき、積極的にご参加いただくよう、

お願い申し上げます。 

最後になりますが、校長先生をはじめ先生方、一年生がこれから六年間、元気に小学校

に通って来れるよう、ご指導をよろしくお願いします。 

はなはだ簡単ではございますが、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。 

 

 

 

●例文７ 

 

新一年生の皆さん、こんにちは、ご入学おめでとうございます。 

今日から皆さんは、何でも教えてくれる先生方と、お兄さん、お姉さんや、お友達と一

緒に、この○○小学校で本を読んだり、歌を歌ったり、運動したり、遊んだり楽しい毎日

が始まります。皆さんの顔を見ていますと、にこにこして、目は「小学校ってどんなとこ

ろだろう。」と輝いていますね。今日から、先生の話をよく聞き、たくさんの友達をつく

り、仲良く勉強しましょう。そして、学校の行き帰りは交通事故に遭わないように気をつ

けてください。病気にならず、六年間、休まず学校に来られるよう頑張りましょう。 

保護者の皆様、本日は、お子様のご入学、誠におめでとうございます。小さいながらも

整然と入場するお子様の晴れ姿に感慨ひとしおのことでしょう。皆様も今日から、○○小

学校ＰＴＡの一員として、ご自分のお子様はもちろん、すべての○○小学校児童の成長と

幸せを見守っていただきたいとおもいます。とかく負担に思われますが、ＰＴＡ活動は学

校へのボランティア活動ではなく、保護者ご自身、ご家族の生涯学習の一環ととらえてい

ただきたいと思います。無理のない中でかまいません。積極的に参加していただければ、
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学校の話題は豊富になり、保護者のつながり、さらに地域の活動も分かってきます。学校

への敶居を低くしていただき、下校時安全パトロールやＰＴＡバザーなどの活動にご参加

いただきますようお願いいたします。やれば楽しいＰＴＡと言われますが、○○小学校は

やらなきゃ損するＰＴＡです。 

最後になりましたが、ご来賓の皆様はじめ地域の皆様方、日頃、子どものための地域活

動やパトロール活動等、誠に有り難うございます。この場を借りて、お礼申し上げます。

そして、○○校長先生を始め先生方、この純真な子ども達の成長を六年間、温かく見守り

続けていただけますようお願い申し上げまして、お祝いの言葉とさせて頂きます。 

 

 

 

●例文８ 

 

一年生の皆さん ご入学おめでとうございます。 

尐しだけ、おじさんの話を聞いてくださいね。 

今日から、みなさんは、○○小学校の一年生ですね。 

君たちの左側には、今日も学校に元気に来てくれるかな？ 

ちゃんとおうちに帰ったかな？といつも君たちのことを考えてくれている先生方がいます。 

そして、君たちの右側には、学校へ来るまでや帰り道でこのようなたすきをかけて君たち

を、安全に見守ってくれる地域の人たちです。 

ですから、このようなたすきをかけている人がいたら、 

「いつもありがとう」と大きな声で言ってくださいね。 

そして、君たちの後ろには、君たちと一緒に学校に来てくれるお兄さんお姉さんがいます。

お兄さん、お姉さんと一緒に毎日学校に来てくださいね。 

そして、一番後ろには、君たちのことを誰よりも愛して一番心配しているお父さん、お母

さん方がいます。ですから、君たちは多くに人に守られていますから安心して、毎日学校

に来てくださいね。 

保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうございます。 

本日、こうしてお子様が、入学の良き日を迎えられましたこと、ＰＴＡを代表しまして心

よりお喜び申し上げます。 

お子様たちは、初めは慣れない生活にとまどったり、時間がかかったりということもあろ

うかと思いますが、子供たちの一生懸命の姿を温かく見守り、支えてあげていただきたい

と思います。 

私ども、ＰＴＡでは、子供たちが健やかに成長し、安全で楽しい学校生活を送れるよう、

地域のみなさんのお力添えをいただきながら先生方と親とが連携して活動しております。

保護者のみなさま方には、積極的な参加とご協力をお願いいたします。 

最後になりましたが、本日ご入学されましたお子様が、たくましく健やかに成長されます

よう心からご祈念も申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。 

 

 

 

●例文９ 

 

みなさん、入学おめでとう。今日からみなさんは、この長野市立○○小学校の１年生に

なります。みなさんは今、「小学校って、どんなところかなあ」とか「勉強って、いった
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い、どんなことをするんだろう」って考えているでしょう。  

 幼稚園と違って、みなさんの前にいる先生がたは、これからみなさんと一緒にお勉強し

たり、いろいろなお話をしたり、みなさんが「なぜだろう」と思うことを、いろいろ教え

てくれる先生がたです。そして皆さんの後ろには上級生のおにいさん・おねえさんがいま

すね。明日からは、この上級生の人達と一緒に学校へ来て、国語とか算数、理科などの他、

体育や音楽のお勉強をします。お昼にはお昼には給食といって、美味しいご飯をお友達と

みんなで食べます。  

 また、5 月には遠足、９月には運動会もあります。  

 小学校は楽しいところですから、元気よく学校に来て下さいね。そして、呼ばれたら大

きな声で「はい」と元気な返事を聞かせて下さい。  

 保護者の方々に御挨拶を申し上げます、本日はおめでとうございます。お子様の成長は

とても早いもので、保育園や幼稚園で朝泣きながら別れたのがついこの間の様に思われて

いることと思います。教育は学校と家庭がお子さんを軸とした二つの車輪のように力を合

わせて同じ方向に動きませんと、目的の方向へ進むのが難しいものです。  

 温かい目で見守ってくださるとともに、お子さんの自立精神を養うためにも、ときには

厳しく、ときには優しく、ご家庭でも一層のご指導をしてくださいますようお願い申し上

げ、御挨拶とさせて戴きます。 

 

 

 

●例文１０ 

 

新入生の皆さんおはようございます。 

そして ○○小学校へのご入学おめでとうございます 

いよいよ楽しみにしていた小学校の勉強や生活が始まりますが、元気に楽しく笑顔で毎日

過ごしましょう。それには どうしたら良いかわかりますか？ 

元気に楽しく笑顔で毎日過ごすには１番目 それは夜早く寝ることです。 

２番目 朝早く起きることです ３番目 それは朝ごはんをしっかりと食べることです。 

皆さん できますよね。 

それではしっかりと先生とお父さんとお母さんの話を聴いて元気で楽しく笑顔で過ごして

ください。 

それから ご父兄の皆様におかれましては、本日は誠におめでとうございます。 

お子様のご入学を心よりお祝いを申し上げます。当○○小学校は、今年で創立１３５年を

迎える大変歴史のある小学校でございます。 

学校の教育目標は、 

「なかよく たくましく 学び合う ○○のこども」 

を掲げておられまして 教職員の皆様は、心身ともに健康で人間性豊かな子供達の育成を

目指して日々学校の運営に当たられておられます。 

このような方針を受けまして、本日ご来賓としてご出席いただいております地域の各種団

体の皆様や私どもＰＴＡは 地域で あるいは家庭での教育を学校側と共に学び 支えて

いく立場にございます。先ほど、児童の皆さんには 早寝 早起き 朝ごはん が大切で

すと申し上げましたがこれは昨年のＰＴＡの講演会でお話を聴いた百ます計算で有名な陰

山先生のまとめのことばでした。 

このように、地域での活動やＰＴＡでの体験もご父兄の皆さんの学びの場でもあると 

考えております。幸いにいたしまして、○○小学校の教職員の皆様は、必要な知識の習得
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を指導されながら児童ひとりひとりの才能をみきわめ児童も気がついていない親御さんか

ら授かった未知なる能力を引き出すことには骨身をおしまずに全力を注いでくださる方々

ばかりですのでどうぞ安心して そして笑顔で毎朝児童を送り出していただきたいと思い

ます。 

もう尐しすると給食が始まります 

夏には２５メートルのプールが待っています。音楽会などを経て、６年後 ６年生になっ

たここにいる児童の皆さんの秋の運動会では思わず熱い思いがこみ上げることでしょう。 

そのような たくましくなった児童たちに会えることを今から大いに楽しみにしながら、

お子様の豊かな小学校生活を共に作り上げていくことをお誓い申し上げ お祝いのご挨拶

とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。 

 

 

 

●例文１１ 

 

 ＰＴＡを代表いたしまして、一言お祝いを申し上げます。 

 ふと気がつけば、寒かった信州もいつしか桜の花がほころぶ良い季節となりました。 

 

 今日のやわらかな日の光のように、きらきらと輝いている○○名の一年生の皆さん、ご

入学おめでとうございます。 

 はい、良い挨拶が返ってきましたね。皆さん、とっても立派だと思います。この体育館

に集まっている全員の人たちが、皆さんのご入学を本当に楽しみにしていました。皆さん

のお顔はどうかな？大勢の皆さんが並んでいてドキドキしているかな？ 

 でも、皆さんは、今日からこの○○小学校の立派な一年生です。今まで幼稚園や保育園

で小さなお友達の面倒を見てあげる年長さんだったと思いますが、今日からは先生方や多

くのお兄さん、お姉さん達が、皆さんのことを見守ってくれています。どうか心配せずに

これまでと同じく元気一杯で、お勉強をしたり、思いっきり遊んで、○○小学校に皆さん

の明るい声を響かせてほしいなあと思います。 

 保護者の皆様、本日のお子様のご入学、本当におめでとうございます。 

 この場に同席させていただいて、私も、五年前の、期待と不安が入り混じっていたわが

子の表情を思い起こしました。それと同時に親として、ようやくわが子が義務教育の扉を

開いたという喜びと、尐しずつ自立して親の手を離れていく寂しさとが共存していた当時

を思い返しております。ご家族の皆様方も尐なからずご同様のお心持ちではなかろうかと

拝察いたします。 

 子どもの成長は親の思う以上に早いものだと、この五年間でしみじみ感じ入りました。

それだけに、お子様の成長過程での輝く一瞬一瞬を、見逃すことなく、どうぞ、しっかり

と見届けてあげてください。それは、子どもたちが心から願っていることであり、子ども

たちにとって大いなる喜びであるはずです。 

 ＰＴＡといたしましても、子どもたちの目線に立つために、保護者として何ができるの

か、何をなすべきか、皆様方と一緒に考えてまいりたいと思っております。その意味から

も、学校行事に積極的にご参加いただき、保護者全体で子どもたちを見守る、育てる、そ

んな意識を皆で共有できればと念じております。 

 ご来賓の皆様、本日は年度当初のご多忙の中、大勢の皆様の御臨席を賜り、ＰＴＡを代

表いたしまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。また、日頃、子どもたちの安

全を守るために、それぞれの地域、お立場でお骨折りをいただいておりますことに、重ね
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て御礼を申し上げます。 

 もとより私たちＰＴＡといたしましても、着实な取り組みを目指してまいりますが、微

力でもありますゆえ、経験豊富な地域の皆様方には、本日入学の子どもたちをはじめ、○

○小学校の全校児童を温かく見守り、導いてくださいますよう、あらためてお願いを申し

上げます。 

 校長先生、諸先生方におかれましては、日頃より子どもたちの健やかなる成長のために、

あたたかいご指導をいただき、心より感謝申し上げます。ＰＴＡといたしましても、家庭

や地域の皆様と学校をつなぐ触媒として、共に子どもたちを見守ってまいりたいと考えて

おります。これからも子どもたち、そして私たちに対する先生方の変わらぬご指導をお願

い申し上げる次第でございます。 

 結びに、本日ご入学の児童の皆様並びに保護者の皆様、そして、関係するすべての皆様

方のご健勝をご祈念申し上げまして、祝辞とさせていただきます。 

 

 

 

●例文１２ 

 

ＰＴＡを代表いたしまして一言お祝いの言葉を述べさせていただきます。 

花の便りも聞こえ、日一日と春を感じることができる季節となりました。今日ここに平

成２０年度○○小学校入学式がめでたく行われますことを心からお祝い申し上げます。 

 ○○名の新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

皆さんが、この○○小学校に入学してくることを、先生方も、２年生から６年生のお兄

さん、お姉さんも、とても楽しみにしていました。 

これからは、今まで通っていた幼稚園や保育園と違って、お勉強が始まります。学校へ

来ることも、教科書を使って勉強することも、みんなとお掃除することも、どれも初めて

のことばかりで、ちょっぴり不安な気持ちがあるかもしれません。 

でも学校には優しい先生やお兄さん、お姉さんが大勢います。わからないことがあった

らなんでも教えてくれますから、恥ずかしがらずに聞いてみましょう。休み時間には、体

育館や校庭でいっしょに遊んでもらいましょう。 

 勉強も遊ぶことも同じくらいがんばって、元気に楽しく学校生活を送ってほしいと思い

ます。 

２年生から６年生の皆さんは、１年生が一日も早く学校に慣れることができるよう、親

切に優しく手助けをしてあげてください。 

そして、本日お子さまのご入学を迎えられました保護者の皆様、誠におめでとうござい

ます。 

保護者の皆さまも、期待と不安で心が一杯かと思います。不安は皆様全員がもっている

ものです。その時々の子どもの気持ちになり、一つ一つを子どもと共に乗り越えていけた

らいいと思います。 

私どもＰＴＡでも、子どもたちが安全で楽しい学校生活を送れるよう、先生方と保護者

が連携して活動を行っております。子どもたちの学校生活がよりよいものになるよう、Ｐ

ＴＡ活動への皆様の積極的なご参加とご協力をお願いいたします。 

最後になりましたが、ご来賓の皆様にはお忙しい中ご出席を賜りまして誠にありがとう

ございます。 

これからは、地域の皆様との連携が今まで以上に大切になってくると思います。今度と

も○○小学校ならびにＰＴＡへのより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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おめでたいご入学にあたり、簡単ではございますがお祝いの言葉とさせていただきます。 

 

 

 

●例文１３ 

 

今年度のＰＴＡ会長を仰せつかりました○○でございます。ＰＴＡを代表しお祝いのご

挨拶をさせていただきます。 

 本日、○○小学校入学式が、このように盛大に行われ、新たな門出をお祝いできました

ことに対しまして心よりお慶び申し上げます。 

 まずは、新入生の皆さんご入学おめでとうございます。みなさんは今日から○○小学校

の１年生となりました。皆さんは、小学校ってどんなところだろうと期待でわくわくして

いる人も多いでしょう。小学校は、みんなで仲良くお勉強したり、楽しく遊んだりすると

ころです。これからお友達もいっぱいできますよ。何か分からないことや、困ったことが

あったら、恥ずかしがらないで先生や、２年生から６年生までのお兄さん、お姉さんに何

でも相談してください。きっとみなさんの力になってくれますから安心してくださいね。 

 保護者の皆様、このたびはお子様のご入学おめでとうございます。これからお子様の学

校生活が始まりますが、○○小学校では「ポプラのようにたくましく、心豊な子」という

学校教育目標のもと熱心に学校教育に取組んでいます。ＰＴＡとしましても先生方や地域

の方々と協力し、児童の健やかな成長と日常の安全を考えて活動しております。今後、皆

様におかれましてはＰＴＡ活動にご理解をいただき、積極的なご参加、ご協力のお願いを

申し上げお祝いのご挨拶とさせていただきます。 

 本日は誠におめでとうございます。 

 

 

 

●例文１４ 

 

新一年生の皆さん、ご入学おめでとう。 私は皆さんのお父さん、お母さんの代表でＰ

ＴＡ会長の○○と申します。運動会やいろいろなことで学校に来ますので、仲良くしてく

ださいね。私たちＰＴＡも、皆さんが○○小学校に入学してくることを、とても楽しみに

していました。 

○○小学校は、学校ができてから○○年もたちます。もしかすると皆さんのお父さん、

お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが勉強した学校かもしれませんね。皆さんが学校

に通う途中にあるおうちの方も、○○小学校に来ていたかもしれません。きっと後輩であ

る皆さんみんなのことを暖かく見守ってくれていると思います。学校へ来る途中にお会い

したら元気な声で「おはよう」って挨拶してみてください。何か困ったときにはきっと力

になってくれると思います。 

  保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。本日、こうしてお子さんが入学

の良き日を迎えられましたことを、心からお喜び申し上げます。 

この○○地区は、地域の皆さんが学校と一緒になって子どもたちを育てよう、また安全

を守ろうと、大変努力してくださっている地域です。学校をめぐるさまざまな事件が起こ

っておりますが、校門を閉ざし金網で学校を囲むよりも、地域全体が学校や児童を見守っ

ていくことが、さまざまな意味で大事なことではないかと思います。 

私たちＰＴＡも、そんな○○小を取りまく地域の皆さんの温かい気持ちを受止め、先生
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方とも協働し、子どもたちが安全で楽しい学校生活を送れるよう、活動していく所存です。 

とかく家庭と地域、家庭と学校の距離が開きがちな昨今です。わが子のみならず○○小の

児童全員を自分たちの子どもだと思っていただき、暖かなまなざしで接していただきたい

と思います。そして皆さんぜひ学校においでください。○○小では皆さんが学校に来てい

ただける催しがたくさんありますし、積極的に活動できる場も多くあります。ぜひ子ども

たちと時間を共有していただきたいと思います。そして○○小で子どもも成長したけど、

自分も成長できたなと感じられる６年間を過ごしていただければ幸いです。 

以上、大変簡単ではございますが、お祝いのご挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

●例文１５ 

 

私は、ただいまご紹介をいただきました、ＰＴＡ会長の○○と申します。 

初めにご来賓の皆様にお礼を申し上げます。 

本日は、ご多忙の中を地域の皆様、そのほか多数のご来賓の皆様にご臨席をいただき、

子供たちの入学をお祝いしていただけますことを、ＰＴＡを代表し、厚く御礼を申し上げ

ます。 

さて、新一年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

元気な皆さんを、山王小学校に迎え、たいへんうれしく思います。今日からいよいよ小

学校一年生ですね。 

やさしい先生方と、明るく元気で親切な、お兄さんお姉さんたちが、みなさんと一緒に

勉強できることを、とても楽しみに待っていました。 

これから皆さんは、勉強や運動など毎日新しいことを勉強していくことになります。ど

んなことにもこれから 6 年間、一生懸命に取り組んでください。そしてお友達と仲良くし

て、楽しい小学校生活を送って欲しいとおもいます。 

保護者の皆様、おめでとうございます。 

今日まで手塩にかけて育ててこられたお子様が、こうして入学のよき日を迎えましたこ

とを、こころからお慶び申し上げます。 

無限の可能性をもった子供たちが、未来に向かって大きく飛躍することが出来るように、

また今日の子供たちのすんだ瞳と明るい笑顔の消えることがないようにすることは、私た

ちおとなの責任です。 

学校と、家庭とがそれぞれ担っている役割を果たし、緊密に連携をし、協力しあってゆ

く事が必要です。 

その為に私どものＰＴＡの役割があると確信しております。 

子供たちの健全な発達を願い、本校のＰＴＡ活動がますます充实、発展いたしますよう、

皆様のご理解ご協力を、よろしくおねがいもうしあげます。 

たいへんおめでたい入学式にあたり、簡単ではございますがお祝いの言葉といたします。 
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【中学校入学式】 

 

●例文１ 

 

 新入生のみなさん、保護者の皆様、本日は○○中学校ご入学おめでとうございます。 

 ＰＴＡを代表いたしまして、ひと言ご挨拶させて頂きます。 

 新入生のみなさん、制服の着心地はいかがですか。中学校の中の様子はどうですか。 

 みなさんは中学校ではどんな事をしたいのか考えてみましたか。私は勉強を頑張る、生

徒会活動ににも積極的に取り組みたい。僕は部活動に励み、良い成績を残したい、先輩に

後輩に友達もたくさん作りたい。いろんな目標ができるかと思います。 

 一日を漠然と過ごすのではなく、まず目標をたて、チャレンジしてみてください。 

 中学校の三年間というのは、周りが様々な体験の機会を与えてくれます。そして、みな

さん自身は物事を何でもすぐに吸収できる、そんな時期になると思います。多くの事を学

び、経験して、充实した中学校生活を送れるよう努力してみてください。その努力は、み

なさんが大人になった時に、必ず役立つ知恵となり知識となるはずです。そして、一生、

こころに残る最高の思い出になる思います。 

 保護者の皆様、昨今の中学生をとりまく環境は、決して良好なものとはいえません。そ

んな中で、成長著しい子ども達と正面から語り合える、そんな親であるために、私達保護

者も日々成長していかなくてはならないと思います。 

 家庭が原点です。 

 最後になりましたが、校長先生をはじめ諸先生方、 先生方の限りない努力が、日夜、

続けられていることに対しまして、改めて御礼申し上げるとともに、引き続きのご指導を

お願いいたします。 

 

 

 

●例文２ 

 

 暖かい春の日差しを浴びながら、野山が芽吹き、新緑に変わる自然の息吹を感じる今日、

新入生の皆さん、入学おめでとう。 

 並びに保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し

上げます。 

 新しい制服に身を包み、入学式に臨んだ皆さんの姿が眩しく輝いて見えます。教科ごと

に違う先生、部活動、生徒会活動等、中学校生活がいよいよ始まりますが、皆さんの胸中

は期待と不安の入り交じった緊張感でいっぱいのことでしょう。 

 出会ったクラスの友達とは、仲良くいつまでも続く信頼関係を作って下さい。部活動、

生徒会活動を通じて、二年生、三年生の先輩から多くのことを学んで下さい。教科ごとに

違う先生方とは、早く親しくなって気軽に相談できる信頼関係を築き上げてもらいたいと

思います。 

 将来に目標を持って、刻一刻と変わる世界情勢、世の中の動きにも目をむけ、良いこと

悪いことの見極めができる判断力を身につけて中学校生活を、充实し思い出に残る楽しい

三年間になることを期待しております。 

 そして最後になりましたが、校長先生をはじめ諸先生方には三年間のご指導を宜しくお

願い申し上げます。 
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 保護者には、成長するわが子の学校での姿をＰＴＡ活動を通して見守っていただくよう

に、積極的な参加と協力をお願い申し上げまして、大変簡単ではございますが、私の挨拶

といたします。 

 本日は、本当におめでとうございました。 

 

 

 

●例文３ 

 

本日、平成２０年度「長野市立○○中学校」入学式の開催にあたり、ＰＴＡを代表しま

して、一言ご挨拶を申し上げます。 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。今日から皆さんは中学生です。小学校

時代にはなかった、制服の着心地はいかがですか？皆さんの顔を拝見しておりますと、緊

張の中にも、強い意思と希望を持って、これからの中学校での生活を迎えようとする、目

の輝きを感じます。ここでの三年間は、一生の中で心も身体も１番大きな変化と成長を遂

げる、とても大切な時期だと思います。大人になって振り返った時に、“中学校での三年

間が１番楽しかった”と思い出せるような、充实した毎日を送ってほしいと願っています。 

先日、皆さんが卒業した○○小学校の校長先生に「どんな六年生だったのですか？」と

伺ってみました。例えば授業中、わからない時もハッキリ意思表示ができ、わからないこ

とをそのままにはしないこと。朝の読書時間、先生が不在でざわざわしていても、誰かが

気付いて、一言注意しただけで静かに集中できること、又、通学バスでも、いつも六年生

を中心に整然と乗り降りができている、と運転手さんや一般の乗実からお褒めの言葉を頂

いたこと。そして、雪が降ると、誰にも言われなくても、すすんで雪かきを始めてくれた

こと。等々。たくさんの良いお話を頂きました。このお話しを聞いて、皆さんは自主性や

判断力があり、周りを気遣う心も持ち合わせた、素晴らしい１年生なんだ！と感心しまし

た。その素晴らしい力を、２年生、３年生の上級生と高め合い協力して、より良い戸隠中

学校にしていってほしい、と願っています。新入生の保護者の皆様、本日は誠におめでと

うございます。お子様方は、小学校での生活を終えられ、大人への入り口でもある、中学

校での生活が始まるわけですが、学習やクラブ活動が充实する中、精神面での成長も目覚

しいものがあろうかと思います。私たち保護者は、先生との連携のもと、子ども達を見守

り、育んでいけたらと思っております。又、本日ご来賓でお見えの皆様、ご参列賜りあり

がとうございます。皆様方にも、それぞれのお立場や地域において、何かとお世話になる

ことと存じますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

○○中学校は小規模校ではありますが、団結力と助け合う心を持ち、子ども達が明るく

伸びやかに学校生活を送れますよう、ＰＴＡ活動へご理解と多くの皆様のお力添えをお願

い致します。あわせて今年は、○○中学校創立三十周年を迎えます。この記念すべき節目

の年を、皆様と共に歩めることを何より喜ばしいことと存じます。式典も控えております

が、ＰＴＡを始めとして学校一丸となって創り上げてまいりたいと思っておりますので、

重ね重ね宜しくお願い致します。 

最後になりましたが、お子様方の健やかな成長と○○中学校のますますの発展をお祈り

いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 
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●例文４ 

 

 ＰＴＡを代表してご祝辞を申し上げます。 

 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんは、小学校を卒業し、この○○

中学校に新たな仲間とともに入学されました。新しいスタートのときを迎え、期待と不安

で校門を入ったことと思います。しかし、この○○中学校には三つの柱からなる「れんげ

精神」が深く根付いております。これは一つは思いやる心・誠实さを表す「優しき人」。

二つめは美しく整った姿や言動・品性を表す「麗しき人」。最後に三つめは自ら考え判断

し行動を表す「強き人」。このような精神のもと、諸先生方や先輩たちが皆さんに勇気と

希望を与えてくれることでしょう。 

 また、小学校が基礎的な学習の場とすれば、中学校はみなさんの得意な分野を自らの意

思で伸ばすことができる三年間です。親や先生に言われて行動するのではなく、自らの意

思で行動することを学ぶ期間です。それも失敗が許される時期ですから、いろいろなこと

に挑戦してみてください。英語の授業も始まります。部活動、生徒会活動もあります。学

校に通うことは、みなさんの権利と捉え、思いっきり中学校生活を過ごしてください。 

 本日ご同席いただいた保護者の皆さん、誠におめでとうございます。 

 私どもＰＴＡでも、子供たちの健やかな成長を願い、安全で楽しい学校生活を送れるよ

う、先生と親が連携した活動を行っております。子供たちが安心して学校生活を送るため

には、ますます学校と保護者の協力が求められるとともに、ＰＴＡの存在が一層大事にな

ってきています。皆様方には、ＰＴＡ活動へのご理解、ご参加をお願いいたします。 

 簡単ではございますが、祝辞とさせていただきます。 

 

 

 

●例文５ 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

ＰＴＡを代表いたしまして一言お祝いの言葉を申し上げます。 

  皆さんは、今日から始まる中学校生活に大きな期待とちょっぴり不安を抱え、○○中学

校の門をくぐってこられたことと思います。 

 これからの学校生活の中では、たくさんの新しい勉強、クラブ活動、そしてクラスメー

トとの出会いが待っています。 

中学時代は、人生の中でもたくさんの 新しいことに出会えるとても大事な季節です。 

 子どもからおとなへの狭間のこの時期は、将来、振り返った時にとても思い出深い 時

代であったと強く心に残っているものです。 

  ここで話は尐し逸れますが、メジャーリーガー・イチロー選手のお話をさせていただき

ます。 

 あるテレビ番組でのことですが、「あなたはなぜ、野球というスポーツを選んだのです

か」と質問されたイチロー選手は、「だって、野球をかっこいいと思っちゃったんだもん！」

と答えました。 

 それは、尐年の頃の彼に野球というスポーツが衝撃的な「感動」を与えたということな

のです。 

 「感動」は、何かを始めるきっかけや目標へ向かって進む大きな原動力となります。皆さ

んも中学校生活の中で、イチロー選手のような「かっこいいと思っちゃった」大きな感動

に出会えることを大いに期待しています。 
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  きっとそれは、将来の大きな財産となることでしょう。皆さんにはたくさんのチャンス

があるはずですので、何事にも積極的にトライし、そして、チャレンジをしてください。 

  さて、保護者の皆様、改めましてお子様のご入学おめでとうございます。 

 心よりお慶び申し上げます。 

 ○○中学校は、今年度、創立五十周年という記念すべき節目の年を迎えました。 

  南校舎には創立記念の横断幕を掲示させていただいております。お目にとまった方もい

らっしゃると思いますが、この横断幕にあるかわいいロゴは、昨年度、全校生徒の皆さん

から募集し選考したものです。 

 それから、校門を入ってすぐ右側にある「記念の森」も記念事業のひとつとして、現在、

整備を進めているところあります。 

  ＰＴＡとしても記念事業实行委員会の中で、各種事業の準備を進めていくことになり、

秋には記念式典の挙行を予定しております。皆様にも尐なからずお手伝いをいただくこと

になりますが、これもＰＴＡ活動の一環としての、コミュニケーションの場と捉えていた

だき、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  我々ＰＴＡは、生徒達の最大の忚援団です。主役である生徒を輝かせる名脇役となるた

め、皆様のお力添えと積極的なご参加をいただければ幸いにございます。 

 また、ご来賓の皆様方には、ご多用中にもかかわらずご臨席を賜り、深く感謝申し上げま

す。先ほども申し上げましたが、今年は五十周年事業がありますので、例年にも増して、

ご協力をいただくことになるかと存じますが、一層のご支援を賜りますようお願い申し上

げます。 

 最後になりますが、○○校長先生を始め、教職員の皆様に、新入生が充实した学校生活

を送れますようご指導をお願いいたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。 
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【小学校卒業式】 

 

●例文１ 

 

 ６年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

 皆さんは小学校の６年間に、いろいろな経験をしました。楽しかった事、ほめられた事、

叱られた事や恥ずかしい事もあったでしょう。でも、その経験のひとつひとつが、皆さん

を大きく成長させてくれました。 

 勉強以外にも、集団生活を送る上での決まりや、友達に対する思いやりなど、人間とし

て生きていくためのルールの基礎を学んできました。この学校で培った大切なものを、中

学生になっても、大人になっても持ち続けてほしいと思います。 

 私から皆さんにお願いしたいことが二つあります。 

 一つ目は、勉強でもスポーツでも何でもいいのです、自分の本当に好きなことを見つけ

て下さい。それがきっと皆さんの未来を明るく照らす光となることでしょう。 

 二つ目は、「友達を大切にしてください」ということです。中学校に入学すると、新し

い友達もたくさんできるでしょう。クラスが分かれたり、この先進む進路が違っても、小

学校を共に過ごした友達は、大人になって迷った時、困ったときに、きっと相談に乗って

助けてくれる一生の宝物になると思います。どうか大切にしてくださいね。 

 保護者の皆様、お子様のご卒業、誠におめでとうございます。六年間にわたる○○会へ

のご協力に心から感謝を申し上げます。お子様がたくましく、そして豊かな心を持つ中学

生になりますよう祈念し、祝辞といたします。 

 

 

 

●例文２ 

 

 卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

六年間という長い時間の中で、沢山の出会いがあったことでしょう。 

楽しいことばかりではなかったことと思います。でも悲しい思いや苦しい思いは、優しい

心と強い心を育てる大切な瞬間だったはずです。 

○○小学校で共に過ごした仲間と、今日こうして互いに卒業を祝えることを喜びと感じて

ください。１２歳の皆さんが、生まれて初めて贈られた贈り物は何か、知っていますか？

それは、あなた達の名前です。同じ名前はありますが、その名前に込められた願いや思い、

愛情はたったひとつ、あなたのだけのものです。将来、名字が変わることはあっても、名

前とそこに込められた愛情は変わりません。家族や友達に呼ばれる名前を誇りに思ってく

ださい。あなた達がたくさんの愛情に包まれて生きてきた証がそこにあるのですから。 

今日ひとつの区切りを向かえ、新たなスタートをきるあなた達に希望と友情の架け橋がど

こまでも続くことを信じています。今後の活躍を期待しています。 

保護者の皆様、本日は誠におめでとうございます。 

新しい制服に包まれ、成長した子供達を目の前にして、走馬灯の様にいろんな思いがよぎ

っていることと思います。 

突然ですが、「卵が先か、にわとりが先か」とよく言われますが、これを人に置き換え

たらいかがでしょうか。「子どもが先か、親が先か」・・・私は子どもが先だと考えます。

なぜなら、子どもがいなければ私達は普通の大人で、子どもがいるからこそ「親」と呼ば
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れ、その自覚も育つのではないかと思うからです。我々が積み重ねてきた経験に「育てる」

という付加価値がつき、親にさせてもらっているのではないでしょうか。我々もまた親に

してきた子どもの一人です。人は生涯子どもであり続け、親であり続けるものだと思いま

す。 

今日、新たな門出を迎えた子ども達の今後の成長に親として責任を持ち、背中を押す時に

は思い切って押して、つないだ手を離していけない時にはしっかりと握り締め、そして時

には自分の経験談を話し、希望に満ちた将来を歩む手助けをしてほしいと思います。 

 最後になりましたが、ご来賓の皆様におかれましては公私共に多忙の中、子ども達の門

出を祝う卒業式にご臨席を賜りまして、誠にありがとうございます。本日○○○名の卒業

生を無事に送り出すことができますのも、地域の皆様のご協力があってこそだと高い席か

ら恐縮ではありますが、深く感謝申し上げます。大人びたように見える子ども達ですが、

かわいらしい部分も見え隠れしています。今後も古牧の子ども達の成長を見守って頂きま

すよう、重ねてお願い申し上げます。 

 子ども達の将来が明るいもので祈念致しまして、私のお祝いの言葉とさせて頂きます。 

 

 

 

●例文３ 

 

六年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

○○小学校での小学校生活は、どうでしたか。充实した生活を送れましたか。この六年

間で、たくさんの思い出とたくさんのお友達ができたのではないでしょうか。どちらも一

生の宝物です。これからも大切にしてください。 

 六年生の皆さんは、今日でこの○○小学校から旅発つわけですが、皆さんにぜひ贈りた

い言葉があります。それは、『人事を尽くして 天命を待つ』という言葉です。『人事を

尽くして』の『人事』は、漢字で『人』の『事』と書きます。『人』はこの場合、『自分』

のことです。『天命を待つ』の『天命』は『天』の『命』、『天の命じること』というこ

とです。つまり『人事を尽くして 天命を待つ』というのは、『常日頃から、自分のやれ

ることはすべてやって、天、神様だけが知っている結果を静かな心で迎える』ということ

です。中学生になると、勉強では試験があったり、クラブ活動でも大会や発表会があった

り、ここが勝負、という場面がたくさんあると思います。そうした肝心なとき、この『人

事を尽くして 天命を待つ』という気持ちで迎えれば、むやみにあせったり、あわてたり

しないで、落ち着いた気持ちになって、日頃の实力が発揮できるのではないでしょうか。

頭の片隅でよいので、憶えておいてもらえれば、うれしく思います。 

保護者の皆様、本日は誠におめでとうございます。今日でこの子達は小学校を卒業して

中学生になりますが、中学生といえば思春期真っ盛り。自分にも覚えがありますが、親の

言うことは聞かずに反発ばかり。でも、これも大人への成長過程ということで、これから

も暖かく見守ってあげていただきたいと思います。また、この六年間、ＰＴＡ活動にご協

力いただきまして、本当にありがとうございました。この場をお借りして、感謝申し上げ

ます。 

最後になりましたが、校長先生をはじめ先生方、六年生が今日を迎えられたのも、先生

方の日々のご指導の賜物です。本当にありがとうございました。 

 改めて、六年生の皆さん。中学生になっても、日新の心を忘れず、勉強にクラブに、中

学校生活を大いに楽しんでください。 
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●例文４ 

 

○○小学校六学年○○名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

また、御来賓の皆様、お忙しい中、卒業生のためにご出席を賜り、誠にありがとうござい

ます。 

卒業生の皆さんは、六年間の学校生活で、すこやかに、たくましく成長しました。先週

から登校班の班長が在校生に代わり、一番後ろを歩く六年生は暖かく班を見守りながら登

校しているようで、最上級生としての貫禄と、下級生をいたわる責任感が伝わります。 

能登地震の影響から８月になった臨海学校で、先生方の心配をよそに、クラゲが逃げ出す

ような元気な勢いで、海に飛び込んだと聞きました。楽しい思い出の一つだと思います。

皆さんの胸には、他にも○○小学校の思い出が、あふれるほど詰まっていることでしょう。

しかし、これから、つらい時、苦しい時もあるでしょう。そんな時、先生や仲間達とすご

した時間と、緑に恵まれたこのすばらしい○○小学校を思い出して下さい。素敵な思い出

は、つらい時でもきっとあなたたちを勇気づけてくれるはずです。 

これからの中学校生活は、皆さんの視野や行動範囲が大きく広がり、目標や夢が尐しず

つ見えてくると思います。そんな皆さんに私から言葉を一つ、贈ります。 

「才能とは努力を継続できる力」という言葉です。私は、この言葉をテレビ番組の中で

知ったのですが、实はヤンキースの松井選手や将棋の羽生善治さんなど、多くの一流と言

われる人たちが大切にしている言葉としてたびたび紹介されていました。彼らは、この言

葉を小学生の頃に聴き、心にとどめ、夢をつかむための努力を続けてきたといいます。体

が大きいからとか、頭がいいからだけで、松井選手や羽生さんが、今活躍しているわけで

はないと思います。あきらめず、努力を続けた結果だと思います。好きなことを長く続け

られることは、すばらしい才能です。これからの人生、好奇心を持ち、夢を見つけ、あき

らめず突き進む、熱い中学生になって下さい。 

これまで子ども達をいつくしみ、ご指導頂きました先生方、本当にありがとうございま

した。子ども達のこれからの人生においても、良きアドバイザーとしてご指導を賜ります

ようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本日、お子様のご卒業を迎えられました保護者の皆様、誠におめ

でとうございます。今日の子ども達のこの輝きを胸に刻み、この先も愛情をもって、励ま

し続けて頂きたいと思います。 

まとまりませんが、お祝いの言葉とさせて頂きます。 

 

 

 

●例文５ 

 

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとう。６年間よくがんばりましたね。今日の日を立派

に迎えることができました。お祝い申し上げます。保護者のみなさん、ご卒業誠におめで

とうございます。 

さて、みなさんは６年間楽しかったこと、つらかったことなどさまざまなことが思い出

されるのではないでしょうか。あのときの体験や思い出を中学生活に生かして欲しいと思

います。そして、時に優しく、時に厳しく指導して下さった先生方とお父さん、お母さん

を始め、地域の方々の温かい愛情とご指導のおかげであることを忘れないで、いつまでも

感謝の気持ちを持ち続けて欲しいと思います。 

中学校では小学校と違って勉強の科目によって先生が替わります。期待と不安がいっぱ
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いかもしれませんが、先生も上級生もみなさんを温かく迎えてくれるでしょう。伝統ある

○○小学校を卒業されたことに自信と誇りを持ち洋々たる未来への第一歩を記して下さい。 

人生はマラソンです。時には苦しいこともあるでしょう。でも、春は必ずやってきます。

悩むことによって人は成長します。周りの人と話をすることによって解決の道は開けます。

どうか心温かい思いやりのある、心身共に健全な中学校に成長されますようにお祈り申し

上げます。 

最後になりますが、保護者のみなさん、校長先生を始め諸先生方、ご臨席のご来賓の皆

さん。本日まで温かく子ども達を見守っていただいたことに深謝すると共に、本校発展の

ためにさらなるご尽力とＰＴＡ活動へのご理解、ご協力を心からお願い申し上げまして、

保護者代表の挨拶といたします。 

 

 

 

●例文６ 

 

 ＰＴＡを代表して、ひとことお祝いを申し上げます。 

 千曲川の川面から暖かい日差しが照り返し、残雪をまとう遙か飯縄を仰げば、まぶしい

日差しが飛び込んでまいります。今年の冬は暖かかったとはいえ、やはり春の訪れはとて

も待ち遠しく、人々の心に夢と勇気を感じさせてくれます。 

 六年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。今皆さんの頭の中では、○○小学校六

年間の様々な思い出がよみがえっていることでしょう。 

 ４月からの中学校生活では、慣れ親しんだ○○の仲間とも離れ、難しい勉強、そして厳

しい部活が始まります。不安もあると思います。しかしその一方で、各地域からたくさん

の友達が集まり、新たな出会いが待っています。大好きな部活を思う存分楽しむこともで

きます。そして何より中学校は、皆さんが子どもからおとなへの第一歩を踏み出す、スタ

ート地点でもあります。期待に胸を膨らませて欲しいと思います。 

 では、大人になるとは、どういうことでしょう。 

 私が考えるに、大人になるとは「自ら考え、自ら判断し、自ら行動する事。そしてその

行動に対し、自ら責任を負う事」だと思います。 

 これまで皆さんは、お父さん、お母さんに手厚く守られてきました。何かと世話をやく

親に対し、耳障りと感じたこともあったかもしれません。でも皆さんのとった行動の、責

任を負っていたのは、お父さん、お母さんであったのも事实です。そこから一歩踏み出す

ために、皆さんはこれから、学力をつけ、体力をつけ、そして精神力をつけ、その結果と

しておおいに人間性を磨いていってほしいと思います。 

 これからの人生、うまくいかない事もあるでしょう。そして壁にぶつかり、どうしよう

もなくなった時には、一人で悩まず、同じ悩みを持つ、仲間と話しをして欲しい。色んな

人の悩みを知る、先生に相談して欲しい。いつも近くで皆さんを見守っている、お父さん、

お母さんがいること、決してみなさんは一人ではないということを忘れないでほしい。 

 ただ勘違いをしてはならないのは、どんなに友達が、先生が、そして我々親が、皆さん

のことを思っていたとしても、皆さんの人生を、代わりに生きることはできないというこ

と。皆さんの人生は、皆さん自身が切り開き、生きていくしかない、このことを肝に銘じ、

様々な困難に立ち向かって行って欲しいと思います。 

 さて、保護者の皆様、お子様のご卒業、本当におめでとうございます。私も卒業生を持

つ保護者の一人でありますが、最近年のせいか、とても涙もろくなり、制服を着た彼らを

見るだけで胸が熱くなる思いです。今の彼らは、大人への成長の過程にあり、親の言うこ
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とも黙って聞かない、難しい年頃ではあります。そんな時だからこそ彼らから「心を離さ

ず」、成長を見守っていきたいと思います。子は親の鏡です。しっかりと親の背中を見せ

ていこうではありませんか。 

 ご来賓の皆様、本日はお忙しい中、大勢の方々のご臨席を賜り、誠にありがとうござい

ます。今年は特に、ご来賓の皆様をはじめとする地域の方々に、子どもたちを見守ってい

ただき、本当にありがとうございました。卒業生が中学校に行っても、引き続き変わらぬ

ご指導をお願いするとともに、四月からは新一年生を迎える○○の子どもたちを、今後と

も見守っていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 校長先生をはじめ、諸先生方、手のかからない子どもたちでは決してありませんでした

が、たくさんの先生方の熱心なご指導のおかげで、本日無事卒業することができました。

本当にありがとうございました。教育を取り巻く環境がめまぐるしく変化する昨今、ＰＴ

Ａといたしましても、今何が必要なのかを見極め、タイムリーな活動ができるよう、学校

と家庭がしっかり連携をとり、地域とともに子どもたちのことを考えていきたいと思いま

す。引き続きご指導、ご鞭撻を、よろしくお願い申し上げます。 

 最後に、卒業生並びに保護者の皆様、そしてご臨席の皆様のご健勝を心からご祈念申し

上げまして、祝辞とさせていただきます。 
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【中学校卒業式】 

 

●例文１ 

 

 豊かな自然環境の地で、四季それぞれの行事を体験し勉学に部活にと励み、卒業してい

くみなさん、○○中学校ご卒業おめでとうございます。 

 保護者のみなさん、本日のご卒業を心からお祝い申しあげます。３年間、心身両面で支

えると同時にこの時期の子どもの育て方の難しさに悩みご心配の毎日であったこととご推

察いたします。また、本日、無事卒業式を迎えることができましたのも、校長先生はじめ

諸先生方や地域の皆様に思春期の難しい子どもたちを学習や生活の面でご指導いただきま

した賜物と感謝申しあげます。 

 義務教育が終わり、これから高校へ实社会へと巣立っていく皆さん、この○○中学校に

は「自己をたくましく鍛え、恕に生きる生徒の育成」というすばらしい指針があります。

「恕」とは辞書で調べると「人を思いやること」とあります。校長先生は、○○中の生徒

はあいさつがよくできていると機会あるごとにおっしゃっておりました。卒業後も「恕の

こころであいさつ」を続けてください。世間では、日々の生活の中であいさつができてい

ない人が多いのが現状です。思いやりのあるあいさつは、相手にパワーを与えるだけでな

く、巡り巡って自分のところに帰ってきます。 

 皆さんが目標に向かって邁進する時、望み叶わぬ時でも、プラス思考が大切です。ある

講演会で講師が自分の人生を振り返ったときにイスラエルのおばあさんから教えていただ

いた「ツキを呼ぶ魔法の言葉」で人生が変わったとおっしゃっておりました。私もその言

葉でツキを感じています。その言葉は誰でもよく使っている言葉で、一つは「ありがとう」

もうひとつは「感謝します」 簡単でしょ。 

 おばあさんが言うには、二つの言葉はどんな時でも自由に使っていい言葉だけど、ある

状況のときに使い分けると効果的になるの。 

 「ありがとう」は何か嫌なことがあったときに使ったらどうかな。たとえば、朝寝坊し

ちゃって、「わぁー、学校に遅刻する！」なんて時、イライラするでしょ。そんな時、 

「イライラさせて頂き、ありがとう」と言うの。どうしてかというと、イヤな事が起こる

とイヤな事を考える。そうすると、またイヤな事が起こるの。そこで、「ありがとう」と

言うと、その不幸な鎖が断ち切れ、どんな不幸と思われる現象も、幸せと感じる状況に変

えることができるの。「ありがとう」を漢字で書いてみてください。難が有るときに「有

り難う」となります。 

 それから、もう一つの「感謝します」は、何か良いことがあったら「感謝します」と言

ったらどうかな。今日は卒業式なので、「今日、卒業できました。この三年間友情を深め

た友達、お世話になった先生方、ともに生活したこの学舎、温かく見守ってくれた家族に

感謝します。」この言葉は便利でね、まだ起こっていない未来のことでも、例えば「来月

の春の大会に優勝させて頂き、感謝します」とイメージしながら言い切っちゃうと本当に

そうなってしまうの。 

 皆さんが○○中学校で学んだ「恕」の心でのあいさつと「ありがとう」と「感謝します」

も「言葉の大切さ」を教えております。自分の発する言葉が自分の人生を創ることになり

ます。積極的によい言葉を使って、充实した人生を送られることをお祈り申し上げます。 

 本日は本当におめでとうございました。 
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【ＰＴＡ総会】 

 

●例文１ 

 

 皆様、本日はＰＴＡ総会にご出席賜り 誠にありがとうございます。 

この度、○○小学校ＰＴＡ会長に選任されました ○○ ○○です  

昨年度、ＰＴＡ活動におかれまして 多くの实績を重ねてこられ 多大なる功績を残され

た 前○○会長の後任という事で正直 荷が重い感じがいたし その器でないことは十分

承知しており 至らない点も多いかと思いますが 前会長の功績を無にしないように１年

間の任期を精一杯やり抜こうと思います。 

 ＰＴＡの目的は家庭と学校が担っている、それぞれの役割に、責任をもって果たしつつ 

緊密に連携をとり 子供達のより良い成長の場を作り上げていく事と 私は思います。 

会員の皆様方におかれましては ＰＴＡ活動に楽しくご参加頂き いろいろな場で 各人

がお持ちの知恵を是非ともご提供頂きまして 更なる健全育成になれば幸いです 

 校長先生をはじめ先生方 今後ともご指導ご鞭撻の程 塩崎小学校の子供達をよろしく

お願い申し上げます。これから１年間 皆様方 ご理解 ご協力を重ねてお願い致しまし

て 挨拶とさせて頂きます 

 

 

 

●例文２ 

 

平成２０年度のＰＴＡ会長を勤めさせていただくことになり、不安で一杯であります。 

しかし、やらせていただく以上、力不足な点が多々あるかとは思いますが、精一杯でき

る事を積み重ねていきたいと思っています。そのためには、子供達・先生・保護者が一体

となって協力していかなければできないことと思いますので色々な面でお願いや協力をす

るかと存じますが宜しくお願い致します。 

 子供を授かった事で幼稚園や保育園から保護者会という会に接し、小学校・中学校とＰ

ＴＡ活動で様々な機会に触れ、子供と共に学び成長してきているように思います。子供が

居て初めて知ることができたこと、自分が親になって初めて分かった自分達、親の苦労。

そして、産んでくれてありがとうと思う感謝の気持ち。それでも時と場合によって矛盾を

感じる事もありますが、子供はどんな子に育っても、自分の子であることに変わりはなく

愛情を注いだ分だけ自分自身の力になっていることと思います。 

 子供があっての親であること。生徒あっての先生であることからすれば、子供達が全て

の源だと言えます。もし、子供が居なかったらと考えたことがあるかと思いますが、考え

て辿り着く結論は居て良かったと思うことことです。人間として生まれ子孫を残すことは

当然のことですが、近年そう考えない人々も増加して来ていることは拒めません。また、

欲しくてもできないという人間も増加して来ています。それらが様々な社会問題となって

世の人々に問題提起をしています。解決方法で何が一番良くて正しいのかということは、

大変難しいことで結論を出すことは、時と場合によって異なるので多くの選択肢がなけれ

ばならないと思います。幸い子供が居ることで学校と接する機会があり、ＰＴＡ活動を通

じて先生方や地域の方々、他校の方々と交流することができることは子供・親・先生が共

に学ぶことで一つの目的を共有できるのだと思います。子供の健全育成というのが大前提

ですが、これは子供だけのことではありません。先生も保護者地域の人も含めそれぞれに
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健全な活動ができるための学びだと思います。人間は一生涯学び続けなければなりません。

こういったことからＰＴＡ活動は三位一体の取り組みがなければそれらの成果を上げるこ

とができないと思います。口で言うのは簡単です。实行するにあたり時間やお金、精神的

ストレスも伴います。そんな煩わしいことでも、人間は一人では生きてるし喜怒哀楽を日々

感じ死ぬまで自分の生きてきた意義を捜し続けるのが人間の使命なのかもしれません。 

現代に産まれ子供を育てることは前途してきたとおり自分達だけではできません。関係す

るそれぞれの人々の協力がなければできないことです。 

 本年度、○○校長先生はじめ、諸先生方・保護者の皆様方・地域の方々のご協力・ご支

援のもと役員一同○○中学校ＰＴＡ活動の一年を築いていきたいと思っていますので、ど

うぞ宜しくお願い致します 

 

 

 

【その他】 

 

【校長着任式】 

 

○○校長先生をお迎えするにあたり、ＰＴＡを代表して歓迎の挨拶を申し上げます。 

○○校長先生、○○小学校へようこそ！○○○名の子供たちと私たちＰＴＡは、校長先生

のお出でを心からお待ちしておりました。 

○○校長先生は、教頭先生からのご紹介のように、中学校や教育事務所でのお仕事を主に

されており、小学校は初めてと伺っています。校長先生、小学校ご入学おめでとうござい

ます。今日のワクワク感はひょっとしたら、入学したての１年生の中で校長先生が一番強

いのではないでしょうか？ 

ここ○○小学校は、沢山の花々と、明るい歌声に溢れる学校です。校長先生にも是非、子

供たちと一緒になって歌声を響かせていただければと思っております。 

最後になりましたが、新しい環境の中、色々と大変なこともあるかと思います。お体に

はくれぐれもご留意ください。私たちＰＴＡも、○○校長先生の学校運営に一層の協力を

申し上げます。共に、○○小学校のますますの発展のために頑張りましょう。 

 

以上、はなはだ簡単ではございますが、校長先生のご着任にあたっての、歓迎の挨拶と

させていただきます。 

 

 

 

【校長着任式】 

本日ここに、新しく○○校長先生を○○小学校にお迎えしましたことを、ＰＴＡを代表

いたしまして心から歓迎申し上げます。 

ここ○○の地に早く慣れていただきまして、前任地同様に、先生のお力を遺憾なく発揮

いただき、子どもたちのご指導をお願いいたします。 

すべての子どもたちが伸び伸びと学び、生き生きと活動できる、夢と希望と喜びに満ち

た学校、家庭、社会を築いていくことは、私たち共通の願いです。 

○○校長先生が、長年培われました、教育力と愛情あふれる眼差しで、先生の教育方針

のもと、心あたたまる学校づくりを進めていただきたいと思います。 
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ＰＴＡといたしましても、子どもたちの幸せのために、精一杯の努力と協力をさせてい

ただきたいと考えております。何卒、子どもたちをよろしくお願いいたします。 

○○校長先生のますますのご健勝とご活躍を心から祈念申し上げまして、簡単ではござ

いますが、歓迎のことばとさせていただきます。 

 

 

 

【運動会】 

皆さんこんにちは 

第○○回○○小学校大運動会が盛大に開催されましたことを心よりお祝い申し上げます。 

今年は晴天に恵まれ、運動会の準備も順調にできたと聞いております。その成果が十分発

揮された運動会だと思います。１年生から６年生まで、今年の運動会テーマのとおり最後

まであきらめず、暖かい忚援ができた、すばらしい運動会でした。 

ご来賓の皆様、保護者の皆様、そして地域の皆様、このように大勢参加をいただき本当に

ありがとうございました。こうして皆さまに暖かく見守っていただくことが、子どもたち

の健やかな成長につながっていくと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

今日の運動会で見せてくれたパワーで、元気に学校生活を楽しんでください。 

○○っ子パワーを分けてもらえたことに感謝してお祝いの言葉とします。 

ありがとうございました。 
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【入学式】 

●例文１（小学校） 

一年生の皆さん ご入学おめでとうございます。 

みなさんの元気な（かわいい。すてきな）返事を聞くことができて、とてもうれしいです。みなさん

が小学校に入学してくることを、先生方も、２年生から６年生のお兄さんお姉さんも、みんな楽しみに

待っていました。安心して小学校に通ってください。 

さて、私は、一年生になった皆さんに１つだけお願いを用意してきました。それは、お友だちを大切

にするということです。みなさん、隣にいるお友達の顔を見てみてください・・・ 

はい、こちらに向き直ってください。これからは、この○○小学校に通って、たくさん勉強し、たく

さん遊んでもらいたいと思いますが、もし、一人だけしかいなかったらどうでしょう？ 

小学校に来ても、一人だけでは何にも出来ません。お兄さんやお姉さんもいますが、今日一緒に入学

したお友達がいるからこそ、学校は楽しいのです。だから、お友だちはとても大事なのです。 

私からのお願いは、一つだけ。お友達を大切にすることです。早くお友達と仲良くなって、楽しい学校

生活を送ってください。 

では、大人の皆さんにもお話がありますので、みなさんはちょっと待っていてください。 

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。ＰＴＡを代表して心からお祝い

申し上げます。 

子どもたちが育つための環境を整えるためには、まず私たち保護者がお互いを知り、お互いを認め合

うところから始めなければなりません。そのための有効な手段のひとつとして、ＰＴＡ活動があると私

は 近感じるようになりました。 

私たち自身が子どもたちの良き見本となり、将来、○○小学校に通って良かった、○○で育って良か

った、と子ども達が感じてくれるようなＰＴＡでありたいと思っております。どうぞＰＴＡ活動への積

極的な参加と協力をよろしくお願いいたします。 

校長先生を始め、諸先生方におかれましては、時には厳しく、時には暖かく、子どもたちをご指導い

ただきながら、私ども保護者にもご協力いただき一緒にＰＴＡ活動を盛り上げていただきますようお願

い申し上げます。 

後になりましたが、ご来賓の皆様方、本日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。私

たちＰＴＡも、子どもたちのために精一杯努めてまいりますので、ご指導をよろしくお願い申し上げま

す。本日は誠におめでとうございます。 

 

●例文２（小学校） 

みなさん、ご入学おめでとうございます。 

ここが、これからみなさんが毎日通う○○小学校です。みなさんが３月まで通っていた幼稚園、保育

園とくらべてどうですか？学校にはやさしい先生や、おもしろい先生、たのしいおにいさんや、すてき

なおねえさんがたくさんいます。 

 今日は、おじさんから学校に持ってきてほしい大切なものを３つお願いします。 

 まず１つ目は、先生が大事なおはなしをする時、お勉強を教えて下さっている時に、きちんと聞いて
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いられる良いお耳。 

 ２つ目は、失敗した時や困った時に、「先生、失敗しちゃった。」「先生、困っちゃった。」と、大きな

声で言えるお口。 

 そして 後の３つ目、これが一番大事かな？じっと座っていたり、待っているときには座っていられ

て、動かすとき、遊ぶときには思いっきり動かすことができる元気な体。 

 この３つの大切なものを毎日持って来てください。 

そしてみなさん、この○○小学校を大好きになってくださいね。わかりましたか？ 

保護者のみなさま、本日はお子様のご入学おめでとうございます。 
本日おとなりの○○さんでは○○の○○の○○式とのことでございます。 

 この○○の年に一年生になりますと、また卒業の年に○○という年めぐりになります。実は私も六年

前、そちら側にすわっており、この３月の卒業式で、上の子はこの○○小学校を巣立ってゆきました。 
「世界の人となる」という学校目標のもと、昨年度の六年生はそれぞれ志を立て、おのおのの道へと進

んでゆきました。 
 さて、この○○小学校には「○○」という一年に三回しか開かない門がございます。日本中に小学校

はあまたございますが、このような門がある学校というのは、あまり聞いた事がございません。 
 この「○○」年に三回というのは、 
１つには卒業式、ここで学んだ子供たちが、まさに龍となって旅立ってゆく日、 

 ２つめは転退任される先生がたがお発ちになる日、 
 そしてもう１つが今日、六年後に龍となる一年生を迎えるこの「入学式」でございます。 
 少々気の早い話でございますが、ここに今ならばれているお子様方が六年後に龍となり巣立つ日まで、

あの門は開きません。 
 桜と鳩と石畳の○○小学校のなかで、あの○○のような立派な志を立て、自分で道を進んでゆく力を

六年間で身につけて、「○○」をくぐってゆくのでしょう。 
 このお子様たちの六年間の健やかな小学校生活をご祈念いたしまして、私のお祝いの言葉とさせてい

ただきます。 
 

 

●例文３（小学校） 

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。 

 みなさんは、今日から○○小学校の仲間です。 

「小学校ってどんなところだろう？」と期待でワクワクしている人も多いでしょう。また、ちょっぴり

不安に思っている人もたくさんいると思います。「みなさん、学校は楽しいところですよ！」○○小学校

には、遠足や運動会、そして音楽会など、たくさん楽しい事があります。また、やさしいお兄さんやお

姉さんがいます。わからないことや困ったことがあったら、なんでも先生やお兄さん・お姉さん達に聞

いてください。そして、たくさんお友達をつくり、いっぱい勉強し、いっぱい遊んで、毎日、笑顔で過

ごしましょう。 

私どもＰＴＡも、子ども達の健やかな成長を願い、安全に楽しい学校生活が送れるよう先生方と協力

し、努力して行きたいと思います。 
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 お忙しい事とは存じますが、どうぞＰＴＡ活動にご理解ご協力頂きますようよろしくお願い致します。 

後になりましたが、お忙しい中多数ご参列頂きましたご来賓の皆様、更なる子ども達の健全な育成

のために、これまで同様ご協力をお願い致します。 

簡単ではございますが、お祝の挨拶とさせて頂きます。 

 

●例文４（小学校） 

ご紹介いただきました、本年度、○○小学校ＰＴＡ会長を務めさせていただきます○○と申します。 

本日の長野市立○○小学校の入学式にあたり、ＰＴＡを代表しましてお祝いを申し上げます。 

一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

今日から皆さんは、この○○小学校の児童になりました。小学校では、何でも熱心に教えてくださる

先生方と、お兄さん、お姉さん、そしてお友達と一緒に、国語や算数、理科など、幼稚園や保育園とは

違った色々なお勉強をすることになります。初めての事もたくさんあって、ちょっぴり心配かも知れま

せんが、いつも元気に大きな声であいさつしたり、お友達と仲良く遊んだりしていれば、きっとそんな

心配も何処かに飛んで行ってしまうと思います。それから、先生方やお家の方のお話をきちんと聞いて、

楽しく笑顔で過ごしてください。応援しています。 

保護者の皆様、お子様のご入学、誠におめでとうございます。 

皆様も今日から伝統あるこの○○小学校ＰＴＡの一員として、ご自分のお子様は勿論のこと、全校児

童の成長を私どもとともに見守って頂きたいと思います。 

それぞれ、ご家庭のご事情もあるでしょうが、無限の可能性を秘め、未来に向かって大きく飛躍する

子ども達を下支えするＰＴＡ活動への積極的なご参加とご協力をお願いいたします。 

後になりますが、ご来賓の皆様にはお忙しい中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

また、日頃から子ども達には特別のご配慮とお気遣いをいただき、この場をお借りしてお礼申し上げ

ます。ここにいる児童達は次代の○○を担う大切な宝物です。ご来賓各位、そして地域の皆様には、子

ども達が健やかに成長し、安全で楽しい学校生活が送れますよう、お力添えを重ねてお願いいたします。 

そして、校長先生をはじめ先生方には、子ども達のより良き成長のため、愛情あるご指導をお願いし、

私からのお祝いの言葉とさせていただきます。本日は、誠におめでとうございました。 

 

●例文５（小学校） 

新入生のみなさん、こんにちは、ご入学おめでとうございます。 

私はＰＴＡ会長の「○○ ○○」と申します。 

「ＰＴＡ」というのは、皆さんのお父さんやお母さん、学校の先生方が力を合わせて、この学校に通

う子どもたちが、楽しい学校生活を送れるよう、色々なことを行う会です。 

さて、皆さんは、今日からいよいよ小学生ですね。皆さんが入学して来る日を、まだかまだかと首を

長くしてお待ちしていました。今朝、ピカピカのランドセルを背負って、校門をくぐる皆さんの姿を見

て、「今年の新入生は元気がよくて、明るい子が多いな」と感心しました。元気で明るいということは、

とてもよいことです。明るく元気に過ごせば、きっと楽しい六年間が送れます。「小学校ってどんなとこ

ろだろう？」と期待で胸がワクワクしている人や、緊張や不安で心臓がドキドキしている人、様々なお

友達がいるかと思います。小学校は、みんなで仲よくお勉強したり、楽しく遊んだり、友達をたくさん
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作ったりするところです。上級生の２年生から６年生はみんなのお兄さんやお姉さんです。新入生の皆

さんには、たくさんのお兄さんやお姉さんができることになります。わからないことや困ったことがあ

ったら、なんでもすぐに先生やお兄さん・お姉さんに相談してみてください。みんなの力になってくれ

る人がこの○○小学校にはたくさんいます。安心して登校してください。 

ここで、新入生の皆さんに三つのお願い事があります。 

一つ目は、「朝食」です。早寝、早起きして、朝おいしくごはんを食べてくると、学校で元気よく過ご

せます。お昼の給食もおいしいので、残さず食べてくださいね。二つ目は、「あいさつ」です。学校に来

る途中、学校に着いてから、大きな声でごあいさつをしましょう。あいさつされると、人はうれしくな

ります。三つ目は、「人の話をよく聞く」ことです。お父さん、お母さんの言うこと、先生の言うこと、

しっかり聞いて、行動してください。 

さて、保護者のみなさま、本日は誠におめでとうございます。お子さまの初めての学校生活に不安を

抱いている方も少なからずいらっしゃるでしょうが、どうぞ、安心して○○小学校にお子さまをおあず

けください。「本当に大丈夫？何を根拠に？」と思われるかもしれませんが、私の子どもも、この小学校

の児童ですので、みずからの経験から申し上げますと、○○小学校の先生方は、どなたも親切な方ばか

りです。親身になって相談に乗ってくださったり、熱心に勉強を教えてくださったりと、子どもたちに

温かく接してくださいます。また、ときには愛情をもって、厳しくしかってもくれます。 

 しかし、すべて学校まかせというわけには当然いきません。子どもかわいさのあまり、また、学校へ

の期待が大きいあまり、学校や先生方に理不尽な要求を突きつける親が増えていると聞き及んでいます。

一義的には、子どもの教育、しつけは親・保護者にその責任があります。また、何より子育てには、親・

保護者の生き方や価値観がにじみ出るものです。そして、学校側と保護者、そして地域住民とがお互い

に自由闊達に議論をし、理解し、対等な立場で協力し合ってこそ、より良い学校環境が生まれるもので

す。そのために、私たちＰＴＡも前例にとらわれることなく、良きものは継続し、悪しきものは見直し

て、主体的に活動を展開していく必要があります。お子さまのためにもぜひ、ＰＴＡの活動に関心をも

っていただき、積極的にご参画賜りまして、より良い○○小学校づくりに取り組んでまいりましょう。 

 後になりますが、本校は今年でめでたく、創立○○周年の節目の年を迎えます。この秋には、記念

式典を予定していますが、真に子どもたちが主役となり、思い出深いものとなりますよう、先生方と協

同して取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。 

 お子さんの健やかな成長、ご家族のご健勝、本校のますますのご発展をご祈念申し上げまして、簡単

ではございますが、私からの祝辞とさせていただきます。 

 

●例文６（中学校） 

雪の少ない冬から、いつもより早く桜の花が咲きそうな今年の春に新入生の皆さん、入学おめでとう。

ようこそ○○中学に。 

後ろに参列されている保護者の皆様におかれましては、お子様の入学、誠におめでとうございます。

心よりお祝い申し上げます。 

我が子の新しい制服姿に感激されていることと思います。皆さんの心の中はこれから始まる中学校生

活に期待と不安の入り混じった緊張感でいっぱいでしょう。 

新しい友達や教科ごとに違う先生に早く慣れて自分が得意な勉強やスポーツ、音楽など中からこれだ
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けは他の人に負けないものを見つけてください。それが中学校生活や部活動において、自分を鍛え、友

情が芽生えることでしょう。時にはつらいことやうまくいかないこともあるでしょう。しかし、それを

乗り越えることで成長し、その世界が広がることでしょう。この○○中はさまざまなスポーツや音楽の

部活動が盛んです。今は少子化でチームやメンバーがそろわない学校も出てきているのが現状です。 

また、もうひとつこの学校の自慢があります。それはそこに掲げられている校歌です。そこに作曲家

は載っていませんが（○○）や（○○）を作曲した○○です。○○年前、日本でも有名な作曲家による

すばらしい校歌です。 

これから始まる、この３年間は思っているよりも短いものだと思います。世界は今、不況の嵐に見舞

われて、難しい判断をする力を求められています。そのなかで、自分の同様を持って充実した楽しい３

年間にしてください。 

そして、 後になりましたが、校長先生はじめ、諸先生方のご指導をよろしく御願い致します。 

 なお、新入生保護者の皆様には、我が子のために、ＰＴＡ活動通じてより積極的な参加と協力を御願

い致しましてごあいさつといたします。本日は、本当におめでとうございました。 

 

●例文 7（中学校） 

ＰＴＡを代表してお祝いの言葉を申し上げます。 

新入生の皆さん入学おめでとう。私は今年度ＰＴＡ会長を務めます○○です。 

先生が怖いとか、先輩が怖いとか・・学校で言いにくいことがあったら、いつでも私に電話してくだ

さい。 

保護者の皆様、本日は誠におめでとうございます。この場をお借りして、ＰＴＡ活動への益々のご協

力をお願いいたします。 

ご来賓の皆様、公私共にお忙しいところ、子ども達のためにお集まり頂きましたこと、心より御礼申

し上げます。 

さて、新入生の皆さん。皆さんは伝統ある○○中学校へ入学し、色々なことや新たな出会いを経験す

ることでしょう。今日、新入生の皆さんには、会長から二つ、お願いをしたいと思います。もちろん、

在校生の皆さんにもお願いしますので、よく聞いておいてください。 

まず一つ目、 

一日も早く自分のやりたいことを見つけてください。それが見つかったら、後は簡単です・・・ 

実現に向けて・・・精一杯努力してください。 

二つ目です。 

皆さんはこれからたくさんの出会いを経験するでしょう。その時々、皆さんの前にいる人は違います。 

でも、そのときどきに皆さんの目の前にいる人・・・今、目の前にいる人を・・・力いっぱい愛してあ

げてください。いいですね。 

私から先生方にもお願いがあります。 

私達の大切な子ども達・・・厳しく、どこまでも熱い態度で接してやってください。そして・・・ど

うぞ無事に・・・卒業式まで、つれていってやってください。 

新入生のみなさん、そして在校生のみなさん、今日は私から二つ、お願いをしました。精一杯努力す

ること・・・・力いっぱい愛すること。どうか忘れないで下さい。 
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皆さんには世界で通用するような、大きな人になってほしいと思います。さあ、それでは 後の言葉

にしましょう。新入生諸君、そして、在校生諸君、・・・・頑張ってください。 

 

【校長先生着任式】 

●例文１（小学校） 

○○校長先生の着任にあたり、○○小学校ＰＴＡを代表いたしまして、心より歓迎申し上げます。 

 ○○校長先生は、○月まで○○委員会の○○センター○○を務められていたということで、そこでは、

ＰＴＡの役員に講習をする機会もあったとお聞きしております。○○小学校ＰＴＡは、子どもたちの教

育環境が充実されるよう、活動の活性化を図っておりますので、是非、先生のご指導を賜りたいと存じ

ます。 

 また、本校には地元区長様、民生児童委員の皆様を始め、地域の多くの方々のご参加をいただき、一

昨年発足した「○○小学校地域連絡協議会」という組織がございます。この協議会では、昨年、区ごと

に、地域の皆様からなる「安全パトロール隊」を結成いただき、下校時間における通学路の安全パトロ

ールを始め、毎日、子どもたちを暖かい心で見守っていただいております。 

 さらには、学校ボランティアの方々に校舎内外の環境整備や各種の学校活動への自主的なご協力もい

ただいております。 

 ○○校長先生におかれましては、これまでの経験を生かされ、こうした多くの皆様と一層、ご協力を

いただきまして、○○小学校の子どもたちが安心して、伸び伸びと学校生活が送れるようご尽力を賜り

たいと存じます。 

 昨今、いじめや不登校など教育の課題は多いわけですが、学校での児童の指導については、私から申

し上げることはございません。教頭先生始め諸先生方とご協力をいただきまして、明るく、元気で、思

いやりのある「○○っ子」を育てていただければ、幸いです。 

 終わりに、改めて○○校長先生のご活躍をご祈念申し上げまして、歓迎のあいさつといたします。 

 

●例文２（小学校） 

○○校長先生をお迎えするにあたり、ＰＴＡを代表いたしまして、一言ご挨拶させていただきます。 

本日、ここに着任式ができますことは、待ちに待っていた子どもたち、また、私たちＰＴＡにとりま

しても、大変うれしく、心から歓迎申し上げます。 

○○校長先生は、生涯を通じて（お若いころに）空手を続けていらっしゃる（習得されている）とお

聞きしております。是非、校長先生のバイタリティーあふれる身体と、魂のこもった声で、児童をグイ

グイ引っ張っていただき、子どもたちに「生きる力」「生きることの喜び」を与えていただければと思っ

ております。 

児童の安全確保には、何かと心配がございますが、幸い、○○地区の皆さんには、登校時の安全確保

や、来週から始まる「○○子どもプラザ」など、子どもたちの健全育成に、非常に熱心に取り組んでい

ただいております。どうか、このようなことをお含みいただく中で、校長先生の教育方針の下に、思う

存分ご活躍いただきたいと思います。 

後になりますが、健康には十分ご留意され、子ども達のためにお力をいただきたくお願い申し上げ
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ます。また、保護者といたしましても、○○校長先生の学校運営に、より一層の協力をお約束申し上げ、

簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。 

 

●例文３（小学校） 

ご紹介いただきました、ＰＴＡ会長の「○○ ○○」と申します。 

○○ ○○校長先生をお迎えするにあたり、ＰＴＡを代表し一言ご挨拶させていただきます。  

 ○○校長先生におかれましては、この度の長野市立○○小学校へのご着任、誠におめでとうございま

す。心から、お祝い申し上げます。 

本校は、児童数○○○人の中規模校でございますが、創立○○周年を迎える、歴史と伝統のある学校

でございます。これから、○○校長先生の教育理念・教育方針の下で、私たちの子どもたちを託すこと

になりますが、学校教育、或いは家庭教育において、教職員と保護者がそれぞれの責任を果たしつつ、

時には、協力・連携して、子どもたちが心豊かに健康に育ち、教育の向上が図れるよう、学校運営につ

きまして、私たちＰＴＡも尽力してまいる所存です。至らないこともあろうかと思いますが、ご指導、

ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。  

 さて、前のご勤務地とはまた違う校風、或いは地域性と感じておられるかと、ご推察いたしますが、

まずは、豊かな自然環境の地にある本校に一日も早くとけこんでいただき、くれぐれもお身体にご留意

されて、子どもたちのためにお力添えをいただきたくお願い申し上げます。  

 後に、○○校長先生のますますのご活躍、ご多幸と、併せて本校の発展をご祈念申し上げまして、

歓迎のご挨拶とさせていただきます。 

 

【ＰＴＡ総会】 

 

●例文１（小学校） 

平成○○年度○○小学校ＰＴＡ会長を仰せ付かりました「○○」でございます。 

 本日、ここに平成○○年度○○小学校ＰＴＡ総会を開催するにあたり、ご多忙中にも関わらず、多く

の来賓の皆様にご臨席の栄を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、会員の皆様にも多数お集まりいた

だき、有り難うございます。 

ＰＴＡ活動とは、先生方と保護者とが連携して、地域の皆様のお力添えを得ながら、子供たちが健や

かに成長し、安全で楽しい学校生活をおくれる事を願って、行われる諸々の活動だと思います。今年度

の活動内容につきましては、後ほど議論して頂く事になっておりますが，基本的には，これまでの歴代

会長の下で培われてきた事柄を踏襲していこうと考えております。とは申しましても、私と致しまして

は、「子供あってのＰＴＡ活動」と言うことを大前提として、子供と直接かかわる所に、より一層力を入

れていきたいと考えております。幸い今年度は、○月○日に「○○の日」が設定されておりますので、

まずは、これに全力を傾けたいと考えております。このような活動を通して、「子供たちが小学生のうち

に、なにがしかの夢を持つ」お手伝いができればいいなと思っております。 

 本日ご出席の皆様におかれましては、本日の議事につきまして、それぞれのお立場から忌憚のないご

意見を頂きたく存じます。また，本校ＰＴＡ活動につきまして、より一層のご支援、ご協力をお願い申
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し上げまして、私の挨拶と致します。 

どうも有り難うございました。 

 

●例文２（小学校） 

 昨年度、副会長として○○会長、○○副会長とともに活動をさせていただきました。 

また、朝は防犯指導員として地域のパトロール活動に参加し、今年で○年目となります。特に昨年度

はほぼ毎日、北門の交差点に立ち、横断歩道で朝のあいさつをしておりました。 

 よく、「近頃の子供はあいさつをしない。」といわれます。しかし、それは知らない人だからなのです。

私にもはじめの１、２ヶ月間は知っている子供しかあいさつをしませんでした。「おはよう」と声をかけ

ても無視する子の方が多かったです。 

 ○月、大雨の降った朝のことです。北門は滝のようになり、冬の通用口である道路側のクサリをはず

しました。大雨の中、たくさんの子供を誘導するのは大変です。合羽を着て、びしょ濡れになりながら、

大きな声で「冬の道で行きなさい。」と声をかけると高学年の班長さんは理解して、低学年の子をつれて

通って行きました。何かが伝わりました。 

 また、ある日、１年生と一緒に下校したときのことです。道の少し狭いところで向かい側から車がき

ました。１年生はふざけていたので、「車が来たからふざけるのはやめなさい。」「あぶないからやめなさ

い。」「いいかげんにしなさい！」 大きな声を出しました。翌日、その子が登校時にきて、「おじさん、

名前なんていうの？」と聞いて来ました。私のことを知っている子が「○○さんだよ。」と答えました。

「○○さん、きのうはごめんなさい、ぼくたちもうしません。」と言ってくれました。この瞬間、その子

たちにとって、私は知らないおじさんではなくなりました。 

 子供は子供向けの話をきらいます。子供だましをなによりきらいます。私たちが子供のころ夢中にな

ったジャングル大帝、ウルトラマン、ガンダム、キャンディー＆キャンディー、いずれもが子供だまし

ではありませんでした。ある製作者が、「大人が真剣になって、大汗をかいて作ったものがやっと支持さ

れる。」と語っておられました。 

 子供だからといって全てを許したり、我がまま放題を見過ごすのではなく、悪いことは悪い、ダメは

なぜダメなのかをきちんと、真剣に伝えて行きたい。そして、良いことは本気でほめてあげたいと思い

ます。子供たちをとりまく環境がめまぐるしく変わる中、親、教師である我々大人が、子供一人一人と

きちんと向き合い、真剣に関わりあう事で、子供たちの心の中に何かを残せる１年間になれば良いと思

います。 

 ○○副会長、○○副会長と心を一つにして活動をしてまいりますので、先生、保護者の皆様方からの

活発なご意見をいただきますよう、そしてＰＴＡ活動を力強く支えていただきますよう、お願い申し上

げまして、私のごあいさつとさせていただきます。 

 

 

●例文３（小学校） 

 みなさんこんにちは。 

今日はお忙しい中、たくさんのみなさまにお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 みなさん、草彅さんの逮捕のお話はびっくりしましたね。わたしも耳を疑いましたが、あのように有
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名な方ですと、われわれ凡人には理解できないようなストレスでもあったのでしょうか？ 

 現代はストレス社会でございます。大人も子供もみな、何がしかのストレスをかかえております。そ

の中でストレスをうまく発散したり、かわしたりしながら生きております。よく、役員などの仕事は「ど

うせやるなら楽しくやろう！」といわれます。 

今年度役員になられたみなさん、せっかくの機会ですから、この出会いをストレスにせずに、楽しん

で過ごしましょう。役員以外のみなさん、ご協力おねがい申し上げます。 

 

●例文４（小学校） 

皆様、本日はＰＴＡ総会にご出席賜り、誠にありがとうございます。  

この度、○○小学校ＰＴＡ会長に選任されました「○○ ○○」です。  

昨年度、精力的にご活躍されました、○○顧問の後任ということ、また、同時に、長野市ＰＴＡ連合

会の○○を仰せ付かり、仕事が大変忙しいこともあって、正直荷が重いと感じておりますが、スケジュ

ールを調整しながら、また、本会役員で役割分担をして、会長としての責任を果たしてまいる所存です。

至らない点があれば、ご指摘をいただきながら、歴代の会長の功績を無にしないよう、１年間の任期を、

精一杯やり抜こうとあらためて決意いたしました。  

ＰＴＡの目的は、一義的には、家庭と学校が担っている、それぞれの役割を果たしつつ、互いに緊密

に連携をとり、子供達のより良い成長の場を作り上げていく事かと、私は思います。  

会員の皆様方におかれましては、ＰＴＡ活動に楽しくご参加いただき、色々な場面において、皆さま

がお持ちの知恵や経験を、活かしながら 、子どもたちの更なる健全育成につなげることができればと幸

い存じます。  

校長先生をはじめ諸先生方、今後ともご指導ご鞭撻のほど、また、○○小学校の子供達をよろしくお

願い申し上げます。 

これから１年間、皆様方のご理解、ご協力をお願いいたしまして、簡単ではございますが、ご挨拶と

させていただきます。 

 

●例文５（小学校） 

保護者の皆様方、又ご来賓の皆様方本日はお忙しいところＰＴＡ総会にご出席いただきまして有難う

ございます。本年度ＰＴＡ会長を務めます○○○○と申します。 

 昨年度までの○○会長また役員の方々は熱心に活動をしてくださいました。任期中のさまざまなご努

力まことにお疲れ様でした。私も不慣れですが前会長の路線を踏襲し皆様の声に耳を傾けながら運営に

あたってまいりたいと考えております。どうか皆様引き続きのご協力をよろしくお願い致します。 

 ○○小学校でも児童数の減少にともないＰＴＡ会則の見直しも必要になってきています。本年度は 64

名のスタートとなりました。今のＰＴＡ会員の皆様方、また、来年入学なさる新ＰＴＡ会員の皆様のた

めにも確実なものを作っていきたいと思っています。どうか皆様方ご理解の程よろしくお願い致します。 

本日は年に一度の総会です。皆様が学年を越えて直接意見交換できる貴重な場ですのでさまざまなご

意見が伺える事を願っています。 

一年間どうぞよろしくお願い致します。 
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【歓送迎会】 

●例文１（小学校） 

皆さん、こんにちは。ＰＴＡ会長の○○ ○○でございます。 

本日は、年度始めのお忙しいところを、ＰＴＡの歓送迎会に大勢の皆様の御参集をいただきありがと

うございます。 

 また、ご来賓の皆様には、日頃から地域において、子供達の安全の確保を始め、○○小学校に多大な

ご支援ご協力を賜っておりますことに、この場をお借りして心より御礼申し上げます。 

 さて、本日は、○○前教頭先生始め、３月まで本校で、子供達をお教えいただいた先生方をお送りす

るわけでございます。 

 ３月の卒業式の後、南校舎の廊下で○○先生とお話をしていましたところ、生徒たちが、大勢で先生

の周りに集まりまして、口々にお別れする悲しさやお世話になった御礼を言っている場面に遭遇いたし

ました。○○先生は子供達一人一人の頭を撫ぜながら笑顔でお答えされていました。子供たちの悲しそ

うな顔を見て、改めて○○先生が子供たちの心の中に大きな存在としてあったのだなあと胸が熱くなり

ました。また、そんな風に子供たちに思われる先生が羨ましくもありました。 

 先生方には、子供たちのために本当にご苦労をいただきまして、感謝の気持ちでいっぱいであります。

今後とも、本校のことを思い出されて、運動会等の行事には是非子供たちに会いに来てやってください。

本当にありがとうございました。 

 さて、４月から新たにお迎えしました○○教頭先生始め 名の先生方には、ＰＴＡを代表して歓迎を

申し上げます。本校は、ＰＴＡはもちろんのことですが、本日、来賓としてご臨席の皆様始め、多くの

地域の方々や学校ボランティアの方々のご協力をいただいて、子供たちや先生方をサポートして参りま

した。昨年度に引続き子供たちをご指導いただく先生方とご協力をいただきまして、子供たちをご指導

いただけるよう、よろしくお願いします。また、私達保護者や地域の皆様と気軽に話ができるような関

係を早く築いていただきたいと思います。 

 後に、これから１年間、本校の子供たちが安心して学校生活が送れるよう、本日ご参集の皆様に改

めてご協力をお願いするとともに、お送りする先生方、お迎えする先生方の益々のご活躍をお祈りしま

して、整いませんが、あいさつといたします。 

ありがとうございました。  

 

●例文２（小学校） 

本日は、今年度歓送迎会にご多用の中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 まずは、これまで、子どもたちを熱心にご指導くださり、育てていただきました、○○先生はじめ諸

先生方、本当にありがとうございました。そして、新しく赴任いただきました、○○先生はじめ諸先生

方、よろしくご指導いただきますよう、お願い申し上げます。 

地域のご来賓の方々におかれましては、ご多忙の中出席いただきまして、誠にありがとうございます。

また、前年度、精力的に、かつ着実に活動をいただきました、○○会長はじめ役員の皆様、本当に 

ありがとうございました。 

さて、先ほどの総会でＰＴＡの目的は、子供達のより良い成長の場を作り上げていくことと申し上げ
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ました。そのために、まず大事なことは、親、先生、地域の皆様との信頼関係を築き上げることだと思

います。信頼関係を築くために和やかに懇親が深まる場が必要かと思います。どうか本日は、これまで

の先生や前役員へのお礼とご慰労、そして新しい先生の歓迎を第一とし、さらに今年１年楽しくＰＴＡ

活動ができるよう懇親の場となることを願っております。皆様、時間の許す限り、楽しい時間を過ごせ

るようお願いいたしまして、挨拶とさせていただきます。 

 

●例文３（小学校） 

今年度のＰＴＡ会長を務めます、○○ ○○と申します。 

新任職員の皆様を本校にお迎えするにあたり、一言お祝い申し上げます。 

 さて、私も、本校の卒業生でございますが、創立○○年の歴史と伝統のある、長野市立○○小学校に

ご着任、誠におめでとうございます。学校においては、子どもたちのことを託すことになりますが、ど

うかよろしくお願い申し上げます。また、○○議員様はじめ、地域団体の代表の皆様、校長先生をはじ

め、諸先生方、ＰＴＡ役員・会員の皆様、年度初めの何かとお忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがと

うございます。 

 つい先ほどですが、ＰＴＡ総会におきまして、本年度の事業計画及び予算等が承認され、今年度のＰ

ＴＡ活動が本格的にスタートしました。 

ＰＴＡ活動の目的は、あらためて申し上げるまでもございませんが、課題や問題が山積する中、今何

より大事なのは、保護者、学校、地域が一体となって、様々な活動を通じて「教育」に対する理解を深

め、子どもたちが心身ともに健康で、良好な人間関係を築き、自立した大人へと成長していけるよう、

支援していくことかと思います。 

我々保護者といたしましても、やる気をもって自発的に取り組んでまいりますので、ＰＴＡ活動にご

理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

後に、このたび着任された新任職員の皆様のご活躍と、本校及び地域のますますのご発展をご祈念

いたしまして、甚だ簡単ではございますが、お祝いのご挨拶といたします。 

 

【来年度新入生保護者説明会】 

 

皆さん、こんにちは。 

来年度のＰＴＡ会長を務めさせていただく予定の「○○」と申します。よろしくお願いします。 

本日は、本校のＰＴＡ活動につきまして、若干お時間をいただきまして、簡単にご説明したいと思い

ます。既にお子さんが小学校に入学されている保護者の方は、もうご存知かと思いますが、初めてお子

さんを入学させるという方も大勢いらっしゃるかと存じますので、一緒にお聞きいただければ幸いです。

(初めて、子どもを入学させるという方に挙手をしてもらう。) 

さて、「ＰＴＡ」という言葉自体は、もうご存じない方はいらっしゃらないと思います。日本語表現と

しては、「父母と先生の会」とか「保護者と教職員の会」などと訳されていますが、本校のＰＴＡ規約に

よりお子さんが入学と同時にＰＴＡの会員となるため、義務や強制で奉仕活動をさせられているという

意識から、「ＰＴＡ」に対しあまり良いイメージを抱いていない方も少なからずいらっしゃるのではない
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かと察します。私も実際にかかわってみるまでは、「ＰＴＡ」のことをほとんど知らずに、あまり良いイ

メージを持っていませんでした。しかし、実際にかかわってみますと、イメージとは逆に以外と楽しく

有意義な活動だと今は感じています。何より、自分の子どもの教育や学校について、かかわる以前と比

較して、関心を持つようになりました。 

そこで、新たにＰＴＡの会員になられる皆さんを含め保護者の方に、本校のＰＴＡ活動について少し

でもご理解をいただき、関心を持っていただけたらうれしいなと思いつつ、ご説明させていただきます。 

 若干堅い話になりますが、「ＰＴＡ」は、組織体なので、活動単位としての「仕組み」と「役員」が存

在します。また、申し上げるまでもなく、「会員」は、○○小学校にお子さんを通わせている保護者と○

○小学校の先生方全員、さらに、この活動に賛同していただける地域の方々等にも資格がございます。 

初めに「仕組み」ですが、小さい組織単位から順に、学級ＰＴＡ、学年ＰＴＡ、○○小学校ＰＴＡ、長

野市ＰＴＡ連合会、長野県ＰＴＡ連合会、全国ＰＴＡ連合会がございます。○○小学校は、長野市ＰＴ

Ａ連合会に属し、さらにその中で、○○ブロックに属しています。ちなみにブロックは、○○を含め、

○つのブロックに分かれています。 

次に「役員」ですが、お手元の資料「○○小学校ＰＴＡ組織図」をご覧ください。小学校ＰＴＡ、学

年・学級ＰＴＡ、にそれぞれ会長、副会長がいます。小学校ＰＴＡには、会長、副会長の他、来年度か

ら設置予定の幹事長(渉外担当)、幹事(総務担当)、会計監事、相談役として顧問、専門部相談役がいま

す。学級ＰＴＡには 会長、副会長以外に「厚生教養部」、「広報部」の部員をお決めいただきます。各

学級でお決めいただいた部員の方は、学校全体の専門部会の役員ということになり、それぞれ専門部長・

副部長をお決めいただきます。また、郊外指導部は、各支部（地区）において役員をお決めいただき、

支部長・副部長をお決めいただきます。支部長についても、各地区においてお決めいただきます。なお、

支部会長は各地区の持ち回りとなります。 

役員につきましては、ご家庭のご事情もあろうかと存じますが、お子さんが在校中に、できるだけ大

勢の方にお受けいただきたいと思います。仕事が忙しい、共働きでそんな余裕はない、乳幼児がいて育

児が大変、知らない人と関わることがあまり好きでない、ＰＴＡ自体に関心がない、実は全部とは申し

ませんが、私に当てはまることです。こんな私でも、来年度は会長に就任する予定です。役員を務めた

方ならわかる方もいらっしゃるかと思いますが、やってみれば意外と楽しかったり、人生観が変わるき

っかけとなったりと、絶対にマイナスにはならないと思います。個人的な感想ですが、学校教育につい

て必然的に様々な情報が入るため、結果として自分の子どもの教育やしつけについても大いに役立って

います。ですから、繰り返しになりますが、各クラスで役員を決める際には、快く引き受けていただき

たいと思います。学級懇談会や地区の懇談会などの会合にも、なるべく大勢の皆さんに出席いただきた

いと思います。但し、当然ですが、無理して役を引き受けて欲しいというのではなく、お仕事やご家庭

のご事情等を考慮して、できそうな範囲の役を積極的にお引き受けいただけるとありがたいです。また、

特定の方に任務が偏らないような配慮もぜひお願いします。 

なお、専門部会等の活動目的につきましては、後で資料をお読みください。 

本校ＰＴＡの目的は、「学校・家庭・地域が連携し、児童の幸福を願い、教育の実績をあげることと、

会員相互の親睦と資質の向上を図ること」にあります。○○小ＰＴＡでは、イベントや研修会などを企

画し、会員同士がお知り合いになる機会や勉強する機会を設けています。また、来年度は、創立○○周

年ということで、ユニークな企画も予定しています。学校の行事は授業参観日他、本当にたくさんあっ
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て、特に働いている親は大変かと思いますが、毛嫌いせずに無理のない範囲でご参加いただけると幸い

です。 

学校、地域という社会も、会社と同じように結局は人間関係で成り立っていますので、何より多くの

知り合いができることで、子育てに関する情報交換や悩みの共有ができるなど、後々色々な場面でプラ

スに働くと思います。 

 私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

【掲額式】 

 

○○先生には、新しい職場に移られて早○ヶ月が過ぎようとしていますが、ご健康でご活躍されてい

るとのこと、何よりのこととお慶び申し上げます。また、毎日、職場への通勤路としてこの○○地区を

お通りいただいており、今、現在におきましてもこの○○の地、そして○○小学校を大変気に掛けてい

ただいていることに感謝申し上げます。 

さて、お聞きしますところ○○先生は第○○代の校長先生にあたられ、今更ながらに創立○○年にな

る○○小学校の歴史と伝統を深く感じているところです。 

こうして歴代の校長先生の写真を拝見しましても、その時代が蘇ってくるような感覚になってまいり

ます。 

また、本日は新しい歴史の一ページとなる「掲額式」に立ち会わせていただきましたことに、大きな

感慨を覚えておりますが、どうぞ○○先生には、これからもこの○○小学校、そして○○の子ども達を

温かくお見守りいただき、折に触れてお越しいただけると幸いに思います。 

以上、簡単ではありますが、○○前校長先生の「掲額式」にあたりましてのご挨拶とさせていただき

ます。 

○○先生、本日はおめでとうございます。 

 

 

【運動会】 

●例文１（小学校） 

皆さんこんにちは。第○○回○○小学校校庭大運動会が盛大に開催されましたことを心よりお祝い申

し上げます。 

今週は雨の日が続き、運動会の準備も 後の仕上げに校庭を使えなくて、子ども達も先生方も大変だ

ったことと思います。でも、そんなことを感じさせない、すばらしい運動会でした。 

みんなの中には、足の速い子も遅い子も、力の強い子も弱い子もいます、でも、みんなが努力して練

習したことが伝わって来ました。１年生から６年生まで、全員が本当によく頑張りましたね。 

ご来賓の皆様、保護者の皆様、そして地域の皆様、このように大勢参加をいただき本当にありがとう

ございました。こうして皆さまに暖かく見守っていただくことが、子どもたちの安心につながっていま
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す。今後ともよろしくお願いします。 

児童の皆さん、これからまだまだ暑い日もあります。また、寒い日もあります。でも、今日の運動会

で見せてくれたパワーで、元気に学校生活を楽しんでください。 

皆さんの元気を分けてもらえたことに感謝してお祝いの言葉とします。 

ありがとうございました。 

 

●例文２（小学校） 

皆さんこんにちは。 

ご紹介いただきました「○○」です。 

創立○○周年記念第○回校庭運動会が盛大に開催されましたことを心よりお祝い申し上げます。  

今年の運動会のテーマ「○○○ ○○○」のとおり、１年生から６年生まで、練習の成果を十分活かし

て、 後まであきらめず、集中して取り組むことができた、本当にすばらしい運動会でした。 勝敗の結

果は、○組の勝利でしたが、競技や体操、ダンスに真剣な眼差しで挑む皆さんの姿は見ていてとても清々

しく、まさに○っ子からパワーをいただきました。 

さて、ご来賓の皆様、保護者の皆様、そして地域の皆様、今年もこのように大勢参加をいただき、誠

にありがとうございました。こうして皆さまに暖かく、熱心に応援していただくことが、子どもたちの

健やかな成長や自立につながっていくと思いますので、ご家庭や地域においてそれぞれの立場でご指導

ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。 

それでは、今日の運動会の大成功と、○○小学校がこの先○年、○年と発展し続けることをご祈念い

たしまして、全員で万歳三唱を行いたいと思います。大きな声で、ご唱和をお願いします。 

「万歳！万歳！万歳！」 

ありがとうございました。 

 

【会議(学校・地区)】 

●例文１ 

 さて、新年度が始まり、○月が過ぎました。先のＰＴＡ作業はみなさんお疲れ様でした。事故も無く、

予定どおり作業も終わり、子供たちも生き生きと活動しているようでございます。 

この○月間、三役会では○回の三役会を持ち、総会、常幹会、副会長会の議案を検討しました。 

 また、長野市ＰＴＡ連合会総会、単位ＰＴＡ会長会、所属しております○○ブロック役員会、母親代

表者会、校長会との教育懇談会、○○地区学校連携事業推進懇談会に出席致しました。 

 その中のお話でございますが、今年度の長野市ＰＴＡ連合会の今年度の活動テーマは、 

『夢、チャレンジ、ふれあい！ 育てよう未来への力と学ぶ力』 ～子ども達の成長と幸せを願って、

参加して拡げようＰＴＡ活動～ でございます。詳細につきましては○月発行予定の長野市ＰＴＡ新聞

をご覧いただきたいのですが、今年度、特に話に出てまいりますのは地域との連携でございます。 

地域の中の学校、学校が地域に対して何ができるか？ 

 地域が学校に対してできることは何か？と言う事が議題に出てまいります。 

私たち、親世代は共働きが多いのですが、子育てを親だけでなく、親世代が地域に積極的に参加して



- 15 - 
 

行く中で地域の先輩方に子育てに参加していただきたい。と言う事でございます。 

 本日は各委員会、学年、学級からの活動予定の発表、○○祭りの基本計画案の発表でございます。各

学級ＰＴＡにお持ち帰りいただき、ご審議いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

●例文２（小学校） 

本日は、○○支会通常総会開催おめでとうございます。 

お招きありがとうございます。 

申し遅れました私、本年度○○小学校ＰＴＡ会長を勤めさせていただいております○○と申します。 

私ごとになりますが子供のころから学校、とくに校長先生が苦手なわたくしがこのような席にお招き

いただけるのは、子をもち親となったからです。 

今のわたくしが思うのは子供達に生まれてきてくれてありがとう。子供達のおかげで親の苦労と楽し

さがわかりました。 

子供をたいせつに思う気持ちは、先生がた、地域のみなさま方、わたくし達保護者、みな同じと思い

ます。 

毎日安心して子供を学校にまかせられるのは、本日お集まりの校長先生がたの日ごろの努力と感謝し

ております。保護者代表として、今後のご活躍ご健闘に期待しまして、簡単ながらあいさつの言葉にか

えさせていただきます。ありがとうございました。 

 

●例文３ 

 ○○子ども見守り隊の活動も○年目を迎えました。運営が軌道に乗った反面、設立当初の苦労や趣旨

について忘れがちとなります。かつては水も安全もただのように思っておりましたが、ペットボトルの

水を買い、安全も文明の利器で買う時代で良いのかという疑問から始まったこの活動ですが、おかげさ

まで事件のない○○地区であるのも、地域の皆様が積み上げた実績が 高の成果となって表れているの

かと思います。 

また、この活動は地域と学校、そして保護者がスクラムを組む重要な活動でもあります。本日は短い

時間ではありますが、忌憚のないご意見をいただき今後の活動の糧となるよう宜しくお願い致します。 

 

●例文４ 

 本日は発足式おめでとうございます。育連協会長の○○様はじめ役員の皆様方ご苦労様です。今の時

代あいさつができない子どもが増えています。そんな中スポーツを通して礼儀作法を学ぶ事が必要だと

思います。どんなスポーツでも礼に始まって礼に終わる事が基本だと思います。皆様方は立派な指導員

さんがいますから、子ども達も安心してスポーツに励む事ができます。また、子ども達にスポーツの楽

しさや人の気持ちがわかる人間になる事をもとに御指導の程よろしくお願い致します。 

 

 

●例文５ 

○○先生、貴重なお話有難うございます。先生の実体験のお話を聞きますと無残な差別を受けられて

いた事、耐えるに耐えられないお気持ちであったと思います。話を聞いていまして、ふと思いましたが
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よくテレビで流れますが、学校のいじめの問題があります。これもいじめる方はグループでいじめます。

また、いじめられる方は一人です。こんな悲しい事はありません。親にも先生にも友達にも相談できず

自殺に追い込まれてしまう、このいじめの問題も人権同和教育問題と共通点があると思います。先生の

おっしやつている事は人間だれしも平等でなければならないという事だと思います。これからも人権同

和教育の火を消さないために講話活動等、よろしくお願い致します。 

○○小学校を代表致しまして心より御礼申し上げます。本日は有難うございました。 

 

 

【ＰＴＡ作業】 

 みなさんこんにちは、今日は朝から参観日とこのＰＴＡ作業とお疲れ様です。 

○○月から始まりました○○も今日、明日を残すだけとなりました。 

年度始めにお願い致しました安全パトロール、ご協力いただきましたみなさん、ありがとうございま

した。おかげさまで大きな事故も無く、無事終わろうとしております。 

さて、一難去ってまた一難、新型インフルエンザが心配されております。私たちとしましては、まず

予防、うがい、手洗い、換気です。おかしな？と思ったら早めの受診。 

そして、周りのひとがかかってしまったら、インフルエンザによる差別、人権侵害が起こらないよう

に注意しましょう。 

 さて、これからお楽しみのＰＴＡ作業でございます。普段使わない筋肉を使う事もあると思います。

くれぐれも怪我に注意して作業を行って下さい。今日は子供たちのために、いい汗流しましょう。 

 

 

【ＰＴＡ事業】 

●例文１ 

おはようございます。 

今年も○○小学校ＰＴＡスポーツ大会の日がやってきました。今年は○日間に分けての開催となりま

す。 

今日も子供たちがスポーツを通して楽しみながら、そして安全にも気を配りながら親睦を深め合える

大会となりますよう願っています。 

さて、スポーツには勝つ人と負ける人がいます。試合だけを見れば、誰かが勝てば必ず負ける人がい

ます。でも、それとは別に勝つ人がいます。それは「自分に負けない人」です。 

試合での勝ち負けには関係ありません。ミスや失敗を誰かのせいにはせずにがんばれる人です。 

たとえ試合に負けてしまっても、自分の弱い心に負けない、そんなカッコいいスポーツマンをみんな

に目指してほしいと思います。 

後になりましたが、今日にためにご協力をくださいました実行委員会の方々、審判員の皆様、先生

方と関係するすべての皆様に厚く御礼を申し上げ､あいさつのことばとさせていただきます。 
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●例文２ 

皆さんこんにちは。恒例となっています、ニジマスつかみ取り大会及びプール掃除にご参加いただき、

ありがとうございます。 

１ 心配していました天気ですが、ご覧のとおり晴れました。きっと皆さんが雨降るな雨降るなと念

じていてくれたお陰だと感謝しています。 

２ 心配していた天気ですが、天気予報を見るとどうにか午前中は持ちそうです。雨がふる前にプー

ル掃除まで終わらせられればと願うばかりです。 

３ 本日は、昨年同様あいにくの天気となってしまいました。このような天気が 2 年も続くとさすが

に私の雨男ぶりは健在だなと開き直るしかありませんが、それにもめげず本日お越しいただき、皆

さんには本当に感謝いたします。用意の都合上どうしても中止とすることができなく、皆さんには

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。 

さて、このニジマスつかみですが、毎年ご参加いただいている方にはご理解いただいているかと思い

ますが、ただ単に魚を捕まえて楽しんでいるわけではありません。調べてみると、天然のニジマスは数

十センチから大きいもので１メートルにもなるそうですが、今日のニジマスは養殖されたもののため、

20～30 センチ程度の比較的小さなものです。この後プールで見てもらえば分かりますが、その魚たちも

真剣に泳いで一生懸命に生きています。皆さんも同じように勉強したり運動したり遊んだりしながら一

生懸命生きています。そして大きくなるために様々な命をもらって生きています。 

今回、生きているニジマスを直接手でつかむことで、尊い命を皆さんの肌で直接感じてください。そ

して、ボランティアの方が焼いてくれているニジマスを、プール掃除の後にみんなで食べることで、尊

い命をもらってみんな生きているということに感謝してもらえれば今日のこの会は大成功です。 

今日はお父さん、お母さんにも大勢参加してもらっています。わずかな時間ではありますが、お子さ

んと共通の時間を過ごしていただき、ぜひ家族の絆を深めていってお帰りいただければありがたいです。 

後になりましたが、着ている服等、水にぬれてしまうかも知れませんが、終了後には速やかに着替え

をしてもらって、風邪など引かないようにしてください。 

プールは滑りやすいですので、怪我などしないように楽しんでください。よろしくお願いします。 

 

 

【新型インフルエンザ】 

 

●例文１ 

みなさんこんにちは、本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

新型インフルエンザのニュースが毎日報道されています。時間ごとに感染者が増え、感染地も拡大し

ております。また、厚労省の対応も日々変わっておりますが、感染予防が一番肝心でございます。私た

ちとしては、通常のインフルエンザと同じように、手洗いの徹底と、換気に努めましょう。 

 また、もし感染が疑われる場合には早めの受診をこころがけ、近くの人がインフルエンザにかかった

場合は、差別、人権侵害が起こらないように心がけましょう。 
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●例文２ 

 新型インフルエンザの感染が国内でも確認され、兵庫県・大阪府を中心に 100 人を越える感染者が報

告されています。また、渡航歴の無い患者が報告され、人から人への感染も明らかとなりました。この

長野市でも、いつ感染者の報告がなされるかもわかりません。 

 本日は一般会員の皆様の不安の可能性を整理し、私たち三役の認識を統一しておく必要を感じ、お集

まりいただきました。 

現時点で思いつく不安の一部をここに挙げます。 

・マスクの着用を義務化するのか？うがい用のお茶の持参は指示するのか？ 

・市内で感染者が報告された場合は、薬局でのマスクの売り切れが懸念されるが、予め購入をお願いす

るか？ 

・長野県・北信地域・長野市内、いずれの感染判明の時点で休校措置がとられるのか？ 

・休校判断時、学校にいる児童の下校はどうするのか？ 

・すもう・陸上等、校外活動の参加はいつの時点で中止するのか？ 

・本校児童に感染者、および被疑者が出た場合の対応。 

・インフルエンザに限らず、腹痛、発熱等で休んだ児童が差別、人権侵害を受ける事の無いようにする

ための対応、指導。 

 

【ＰＴＡ会報 etc】 

●例文１ 

○月○日に行われました総会で、本年度会長職を務めさせて頂くことになりました。精一杯尽力して

参りますのでご協力の程、宜しくお願い致します。 

 私事ですが、過去○年間の役員経験を通して感じたことは「ＰＴＡとは？」車に例えるとＰとＴは車

の両輪であり、その存在価値はエンジンである子どもたちのためにあるのではないかと思います。それ

ぞれの個性を引き出し、教え育みながら名車に育て上げていくことが我々に課せられた責務なのではな

いでしょうか。 

 児童会で「絆」というテーマがございます。ＰＴＡとしてはその子ども達の思いをかたちにするため

にも今年度は「COMMITMENT(関わること)COOPERATION（協力）COLLABORATION（協働）の３Ｃを推進しま

しょう。」というスローガンを掲げさせて頂きました。ＰＴＡの基本的な姿勢として、先ずは、ＰＴＡ活

動に積極的にご参加いただき、様々な活動を通して会員の交流を図り、現状を感じていただくことが肝

要かと思います。 

激しい時代の潮流の中、学校は厳しい状況に立たされていることは確かです。子どもたちの「元気な

明るい笑顔」を絶やさないためにも、会員が一つになり「学校のために何が出来るのか」を考え、教育

環境が少しでも良くなるよう学校支援に務めて参ります。 

 一年間お世話になります。どうぞ宜しくお願い致します。    

 

 



- 19 - 
 

●例文２ 

朝のパトロールも今年で○年目となりました。仕事柄他校も回っておりますが、その上で感じるのは、

「○○っ子はやさしい」と言う事です。困っている人を見ると、すぐに声や手を出してあげられる子供

達です。そして、「いじめは絶対に許さない」という先生方のゆるぎないご指導が徹底している事を感じ

ます。 

百年に一度と言われる不況の中、私達保護者も日々の生活に追われる毎日ですが、先生方と歩調を合

わせ、子供達の声に耳を傾け、良い事、悪い事を自分の子以外にも伝えて行けたら、と思います。 

 子供達は王子様、お姫様ではありません。ほめるべきはほめ、叱るべきはきちんと叱りましょう。今

年度、私は先生と同じ位『オッカナイおじさん』です。 

 

●例文３ 

桜の４月、会員の皆様にはお子様のご入学、ご進級、誠におめでとうございます。 

 今年は７年に１度のご開帳でございます。私たち、この地に住んでいる者にとって、さけて通ること

はできません。前回のご開帳では約６２８万人の方がご参詣にお見えになり、今回は８００万人になろ

うか？ と言われております。これは単純に割り算しますと１日１０万人、休日を考えましても平日、

１日３～５万人の方がお見えになると言うことになります。また、期間中はお花見シーズンとも重なり

ます。１升瓶やビール瓶の割れたガラス、食べ残しのゴミなどが散乱しているのは、毎年目にするとこ

ろでございます。 

 このような中、私たちの子供は○○小学校へ通ってゆきます。そこで皆さんにお願いです。下校時刻

に出られる方は迎えに出てあげてください。善光寺さんにお参りに来られる方はみな善男、善女ではご

ざいますが、スリ等の犯罪が多いのも事実でございます。期間中はこの地区にいろいろな方がお見えに

なります。特に１，２年生の下校時刻はまだご参詣の方がたくさんいらっしゃいます。 

おじいさん、おばあさんでも結構です。もし、お家でおやつを作って待っているのであれば迎えに出て

あげてください。 

 


