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年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月4日 平成２７年度定期総会 オリセン

〃 第３７回　広報誌コンクール表彰式・研修会

平成27年7月2日 第１回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

平成27年7月11日 第２７回　東京地区大会 オリセン

平成27年7月24日
　　　　　～26日

第７回　東北被災地ボランティア派遣 宮城県南三陸町方面

平成27年7月29日 第１回　地区長会 都高Ｐ連事務所

平成27年7月31日 第１回　全都会長会（情報交換会） オリセン

平成27年8月5日 第２回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

平成27年8月19日
　　　　　～21日

第６５回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 岩手

平成27年10月14日 第３回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

平成27年10月27日 第２回　全都会長会（情報交換会） オリセン

平成27年11月28日
東京都教育委員会委託事業
高等学校ＰＴＡリーダー研修会

オリセン

平成27年12月2日 第４回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

平成28年2月3日 第５回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

平成28年2月4日
平成２８年幼小中高ＰＴＡ連絡協議会
　　　　　　　　　　　　　　賀詞交歓会

都庁

平成28年2月27日 第３回　全都会長会（高校生の貧困問題研修会） オリセン

平成28年3月16日 都高Ｐ連　会長選挙 オリセン

平成28年4月6日 第６回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

平成28年5月11日 平成２８年度　新旧　運営委員会・評議員会 オリセン

平成28年5月18日
平成２８年度　新旧全都会長会
　　　　　　　　（オリエンテーション）

オリセン

　　　　　※オリセン＝国立オリンピック記念青少年総合センター

平成２７年度　東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会　１年の流れ
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１．総会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月6日 平成２７年度定期総会 オリセン

１．開会のことば

２．会長挨拶

３．来賓あいさつ

４．議長団選出

５．議事録署名人選出

６．平成２６年度議事

　　【第一号議案】

　　　平成２６年度事業報告

　　【第二号議案】

　　　平成２６年度会計報告

７．評議意見

８．選挙管理委員会報告

９．平成２８年度会長挨拶

１０．平成２７年度議事

　　【第三号議案】

　　　平成２７年度事業計画(案)

　　【第四号議案】

　　　平成２７年度会計予算(案)

１１．報告事項

　　【報告事項】

　　　規程変更報告

１２．その他報告事項

１３．議長団解任

１４．閉会の言葉

２．運営委員会・評議員会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年5月13日 新旧　運営委員会 オリセン304室

１．会長挨拶

２．審議前事項

１】運営委員会について

２】常置委員会の１年間の活動について

３．平成２７年度委員会の顔合わせ

４．成立確認

５．審議事項

　　【２６年度運営委員】

　　　①総会第一号議案審議

　　　②総会第二号議案審議

　　【２７年度運営委員】

　　　③総会第三号議案審議

平成２７年度　東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会　活動報告
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　　　④総会第四号議案審議

　　　⑤会計理事選任、経理・監査体制について

　　　⑥事務局体制について

　　　⑦全高P連及び外部団体について

　　　⑧年間スケジュール

平成27年7月2日 第１回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

１．成立確認

２．会長挨拶

３．議題

１）報告/依頼事項

（１）平成２７年度の運営体制について

（２）全高Ｐ理事、外部派遣委員の報告

（３）各地区からの報告

（４）各委員会報告

（５）第２７回東京地区大会について

（６）全国大会・岩手大会について

（７）交通費等経費処理のルールについて

（８）リーダー研修会について

（９）実務即行委員会について

（10）その他

２）審議/協議事項

（１）事務局員の雇用について

（２）事務局規程の見直しについて

（３）印刷機購入及びリース契約終了後の対応

（４）第１回全都会長会の内容について

（５）委員会からの提案事項

（６）運営委員会・地区長会・委員長会について

（７）その他

平成27年8月5日 第２回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

１．成立確認

２．会長挨拶

３．議題

3-1報告・依頼事項

（１）東京都・関係団体の委員会等の報告

（２）委員会活動報告

（３）各地区からの報告

（４）全国大会・岩手大会研修ツアーについて

（５）経営支援センターとの意見交換会について

（６）リーダー研修会について

（７）会計監査について

（８）全国大会・千葉大会について

（９）その他

3-2審議・協議事項

（１）印刷機リースについて

（２）第２回全都会長会の内容について

（３）委員会からの提案事項
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（４）その他

４．連絡事項

次回運営委員会日程

平成27年10月14日 第３回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

１．成立確認

２．会長挨拶

３．議題

3-1　審議事項

（１）全国大会旅行業者選定

3-2　報告、依頼事項

（１）東京都・関係団体の委員会等の報告

（２）委員会活動報告

（３）各地区からの報告

（４）対外活動について

（５）リーダー研修会について

（６）ボランティア派遣ツアーの随行員費用

3-3．審議・依頼事項

（１）委員会からの提案事項　

　　　調査広報委員会より新愛称募集について

４．連絡事項

　　今後の予定・次回運営委員会日程

平成27年12月2日 第４回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

１．成立確認

２．会長挨拶

３．議題

3-1　報告・依頼事項

(１)高校リーダー研修会報告

(２)東京都・関係団体の委員会等の報告

(３)各地区からの報告

(４)委員会活動報告

(５)総合補償制度・２４時間保険について

(６)義援金について

(７)学校経営支援センターの情報交換会について

(８)会長選挙について

(９)その他

４．連絡事項

　　今後の予定・次回運営委員会日程

平成28年2月2日 第５回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

１．成立確認

２．会長挨拶

３．議題

3-1　報告・依頼事項

(１)東京都・関係団体の委員会等の報告

(２)各地区からの報告

(３)委員会活動報告

(４)会長選挙について
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3-2　協議、審議事項

(１)全都会長会について

(２)委員会からの提案事項

４．連絡事項

　　今後の予定・次回運営委員会日程

平成28年4月6日 第６回　運営委員会・評議員会 都高Ｐ連事務所

１．成立確認

２．会長挨拶

３．議題

3-1報告・依頼事項

（１）役員会からの報告（全高Ｐ連理事会等）

（２）会長選挙結果報告

（３）広報誌コンクールの概要

（４）全国大会・千葉大会研修ツアーについて

（５）各委員会活動報告

（６）各地区活動報告

（７）会計・会計監査報告

（８）全国大会・千葉大会について

（９）その他

3-2審議・協議事項

（１）次年度活動提案

　　　予算、年間スケジュール、委員会等

（２）次年度事業・組織の在り方について

４．連絡事項

　　　今後の日程　次回運営委員会日程

平成28年5月11日 ２８年度新旧運営委員会 オリセン501

３．全都会長会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年5月21日 新旧　運営委員会 オリセン

１．会長挨拶 センター棟　416室

２．総合補償制度支払い実績・事故状況の報告

３．都高P連の説明

４．メルマガ、ホームページの説明

５．年間スケジュールの説明

６．全国大会岩手大会への参加について

７．義援金について

８．ボランティアツアーについて

９．事務連絡

　　　・総合補償7月加入について

　　　・事務局の営業時間についての確認

　　　・提出物について

10・質疑応答

平成27年7月31日 第１回　全都会長会 オリセン

１．会長挨拶 センター棟　　311室
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２．各地区、各委員会活動報告

３．全国大会岩手大会について

４．高校生被災地ボランティアツアー報告

５．第27回東京地区大会について

６．幼中高PTAリーダー合同研修会について

７．情報交換会

・学校教育委員会アンケート結果に対する意見交換 　

８．その他

平成27年10月27日 第２回　全都会長会 オリセン　

第一部 国際会議棟　

１．会長挨拶 レセプションホール

２．来賓紹介

３．来賓挨拶

４．報告事項

（１）第２７回東京地区大会報告

（２）第６５回全国大会岩手大会報告

（３）第６６回全国高Ｐ連・千葉大会について

第二部

１．情報交換会

２・閉会挨拶

平成28年2月27日 第３回　全都会長会 オリセン　

１．会長挨拶 センター棟　　101室

２．第一部　高校生の貧困問題研修会

「子どもの貧困対策シンポジウム」

（１）講演会　講師：青砥　恭

（２）体験トーク：都立定時制高校生

３．第二部　報告事項

（１）平成２８年度会長選挙について

（２）委員会活動報告

（３）第６６回全国高Ｐ連・千葉大会について

（４）会報誌の新愛称発表

（５）保険制度、事故実績状況報告

（６）事務連絡、その他

・広報誌コンクールについて

・キャリアガイダンスについて

・新年度に向けての提出物について

平成28年5月18日 平成２８年度　新旧全都会長会 オリセン　

センター棟　　102室
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４．役員会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年5月18日 第22回　役員会（新旧 役員会１） 都高Ｐ連事務所

平成27年5月26日 第23回　役員会（新旧 役員会2） 都高Ｐ連事務所

平成27年6月3日 第24回　役員会（新旧 役員会3） 都高Ｐ連事務所

平成27年6月22日 役員引き継ぎ 都高Ｐ連事務所

平成27年6月23日 第１回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年7月9日 第２回　役員会 オリセン

平成27年7月27日 第３回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年8月3日 第４回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年8月15日 第５回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年8月27日 第６回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年9月7日 第７回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年9月29日 第８回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年10月8日 第９回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年10月22日 第10回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年11月12日 第11回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年11月25日 第12回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年11月30日 第13回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成27年12月26日 第14回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年1月14日 第15回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年1月25日 第16回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年2月13日 事務局片づけ（不用品処分） 都高Ｐ連事務所

平成28年2月22日 第17回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年3月7日 第18回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年3月23日 第19回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年3月29日 第20回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年4月18日 第21回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年4月27日 第22回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成28年5月6日 第23回　役員会 都高Ｐ連事務所
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年 月 日 事 項 会 場

平成27年12月2日 運営委員会出席。選挙管理委員会発足の報告 都高Ｐ連事務所

平成27年12月12日
第１回委員会
・前年度委員長より引き継ぎ・役割分担
・スケジュール立案

都高Ｐ連事務所

平成28年2月6日
第２回委員会
・告示文章印刷、配布作業

都高Ｐ連事務所

平成28年2月27日
第３回委員会
・立候補締め切り立会　・公示関係文書作成
・立候補者受付確認書発送

都高Ｐ連事務所

平成28年3月5日
第４回委員会
・公示文章発送、当日準備

都高Ｐ連事務所

平成28年3月16日
会長選挙当日
・投票の説明　・開票作業

都高Ｐ連事務所

平成28年3月18日 選挙結果公示（ホームページ）

平成28年3月26日
第５回委員会
・選挙結果開示文章印刷、配布・反省会

都高Ｐ連事務所

　

選挙管理委員会　活動報告
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１．第２７回 東京都地区大会実行委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成26年6月14日
第１回委員会
・顔合わせ、委員長決め

オリセン

平成26年6月28日
第２回委員会
・日程、会場決め

都高Ｐ連荻窪事務所

平成26年7月12日 第２６回東京地区大会　手伝い オリセン

平成26年8月30日

第３回委員会、府中よさこい祭り見学
・委員自己紹介・講師について・予算確認
・大会趣旨、テーマについて・役割分担
・よさこいについて

府中グリーンプラザ

平成26年9月27日

第４回委員会
・委員自己紹介２・講師決め・よさこい
・大会趣旨、テーマ・役割分担
・なるたか演武依頼　　について

あんさんぶる荻窪

平成26年10月25日

第５回委員会
・講師との交渉方法・ＰＴＡ事例発表
・ポスター、チラシ作製・よさこい
・展示ブース・当日ｽｹｼﾞｭｰﾙ　　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成26年11月22日

第６回委員会
・講師、講演料、交通費等決定・ＰＴＡ事例発表
・ポスター、チラシ・展示ブース・よさこい
・当日ｽｹｼﾞｭｰﾙ　　　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成26年1月17日
第７回委員会
・ＰＴＡ事例発表・ポスター、チラシ
・展示ブース・当日ｽｹｼﾞｭｰﾙ　　　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年2月21日
第８回委員会
・役割分担確認・講師・ポスター、チラシ配布
・参加者募集・よさこい・会場視察　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年3月18日
第９回委員会とオリセン視察
・会場視察・大会趣旨・講師・ＰＴＡ事例発表
・生徒参加募集・会場設営、備品　について

オリセン

平成27年4月3日

第１０回委員会
・大会趣旨・タイムスケジュール・書類作成確認
・生徒参加募集・会場設営、備品・スポンサー
・オリセンとの最終打ち合わせ・講師(講演内容)
・参加者、当日手伝い募集　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年5月2日

第11回委員会
・講師(契約完了)・参加者(観覧)手紙配布
・展示ブース・行事保険・予算・会場設営
・徒参加募集・会場設営、備品　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年5月15日
第12回委員会
・生徒参加校確認・展示ブース・配布書類確認
・予算見直し・当日スタッフ役割分担　について

都高Ｐ連荻窪事務所

常置委員会・特別委員会　活動報告
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平成27年5月22日

第13回委員会
・生徒参加状況確認・展示ブース・予算総会資料
・参加者(観覧)確認・当日スタッフ役割分担表作
　成・当日タイムスケジュール確認　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年6月2日

第14回委員会
・オリセン最終打ち合わせ・展示校確認・予算
・書類確認・当日スタッフ・大会要項作成
　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年6月16日
第15回委員会
・舞台、展示発表校へ日程等配付・大会要項作成
　作業・未加盟校の対応　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年6月24日

第16回委員会
・大会要項作成作業・来賓確認・展示、舞台経過
　報告・当日スタッフ(人員、時間配分等)・司会
・当日用書類作成・アンケート・当日支払金確認

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年6月30日

第17回委員会
・講師からの依頼事項・来賓確認・司会シナリオ
・保険・アンケート・支払金・当日の朝の対応
・写真撮影（広報誌集合写真）　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年7月7日
第18回委員会
・書類確認・来賓確認・お弁当・天気について
・展示ブース最終確認　ついて

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年7月10日 大会前日最終打ち合わせ オリセン

平成27年7月11日 大会当日 オリセン

平成27年7月28日
第19回委員会
・今後の作業について・大会報告書作成作業分担
・会計処理(精算)・お礼状作成・全高Ｐ報告書

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年8月28日
第20回委員会
・アンケート集計報告・大会報告書作成作業分担
・会計報告　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年8月29日
第21回委員会
・アンケート集計報告・大会報告書作成作業分担
・会計報告　について

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年9月26日
第22回委員会
・大会報告書原稿チェック　・カラー印刷につい
て

都高Ｐ連荻窪事務所

平成27年10月27日 第２回全都会長会にて報告書配付 オリセン

平成27年11月7日
第23回委員会
・書類整理　・交通費精算

都高Ｐ連荻窪事務所
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２．第２８回　東京都地区大会実行委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月29日 顔合わせ、会場、日程決め 荻窪事務所

平成27年7月22日 大会趣旨説明、基調講演者候補、全体構成検討 荻窪事務所

平成27年9月9日
大会方向性、基調講演、生徒発表、展示につい
て、大会テーマ決定

荻窪事務所

平成27年10月21日 大会概要決定、講師候補選定 荻窪事務所

平成27年11月18日 講師決定、スポンサー獲得検討 荻窪事務所

平成28年1月13日
スポンサー依頼詳細検討、ＰＴＡ発表候補検討
大会プログラム検討、ポスター制作

荻窪事務所

平成28年2月10日 予算案作成、大会概要検討 荻窪事務所

平成28年3月9日 ＰＴＡ発表決定、スポンサー獲得状況確認 荻窪事務所

平成28年4月11日
オリセン下見、当日スタッフ、観覧者募集案内作
成

オリセン

平成28年5月14日
総会予算、当日スタッフ割り当て、当日スケ
ジュール確認

荻窪事務所

３．学校教育委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月25日
第一回学校教育委員会
・全体方針の確認
・前期の引き継ぎ他

荻窪事務所

平成27年7月15日
第二回学校教育委員会
・政党ヒアリング日程確認
・本年度の活動項目検討他

荻窪事務所

平成27年8月26日
第三回学校教育委員会
・政党ヒアリング要望項目の確認
・子供の貧困対策委員会との打合せ

荻窪事務所

平成27年9月2日

平成27年度政党ヒアリング
・公明党ヒアリング（於都議会談話室）
・共産党ヒアリング（於日本共産党控室）
・民主党ヒアリング（於第14委員会室）

都議会議事堂

平成27年9月17日
第四回学校教育委員会
・平成27年度政党ヒアリング報告
・本年度のアンケート実施内容検討

荻窪事務所

平成27年10月15日
第五回学校教育委員会
・本年度のアンケート実施内容検討

荻窪事務所

平成28年1月19日
スクールソーシャルワーカー懇談会
・子供の貧困対策委員会と合同で開催

荻窪事務所

平成28年1月27日
第六回学校教育委員会
・本年度のアンケート実施内容確認

荻窪事務所
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平成28年2月17日
第七回学校教育委員会
・本年度のアンケート実施内容確認

荻窪事務所

４．調査広報委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月11日 第1回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年6月22日 第2回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年7月29日 第3回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年8月7日 カタリバ取材 Blab

平成27年8月12日 第4回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年9月2日 第5回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年9月10日 第6回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年10月6日 カタリバ取材 カタリバ本部事務所

平成27年11月5日 第7回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年11月14日 カタリバ取材 都立S高校

平成27年11月19日 第8回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年11月26日 第9回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年12月3日 第10回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成27年12月10日 第11回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成28年1月28日 第12回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成28年2月12日 第13回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成28年2月18日 第14回　委員会 都高Ｐ連事務所

平成28年3月3日 第15回　委員会 都高Ｐ連事務所
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５．災害対策委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月9日

第1回委員会
①ボランティアツアーについて
　７月２４日～２７日南三陸町へ
　京王観光（初めて）似て実施。夏のため農業支
　援中心となる予定。
　説明会等事前に集まることはなし
　メールで連絡する。
　ツアー途中で参加生徒の保護者に状況をメール
　通信する。
　しおり作成する。
　今後の日程
　６／２２申込み締切
　２３結果発表（実施かどうか）
　２４までに京王観光に報告
②災害アンケート
③例年行っている被災地支援（手作りクッキーを
送る）はどうするか。

荻窪事務所

平成27年6月25日

第２回委員会
①ボランティアツアーについて
　京王観光担当者と打ち合わせ
　７月２４日～２７日南三陸町へ
　生徒３８人保護者５人本部２人委員３人参加
　民泊、体験ツアー
　今年度は、各民泊に作業はお任せする。
　しおり確認作業

荻窪事務所

平成27年7月13日 ボランティアツアーしおり発送 荻窪事務所

平成27年8月8日

第３回委員会
①ボランティアツアー実施報告
②ボランティアツアー反省と今後
③今後の活動について

荻窪事務所

平成27年10月19日
第４回委員会
①東日本大震災被災地へのメッセージ送付につい
て

荻窪事務所

平成27年11月16日
第５回委員会
今後の活動について

荻窪事務所

平成27年12月9日

第６回委員会
被災地へのメッセージ送付について
例年クッキーを送っていたが、今回は何か高校生
に作ってもらうこととした→案を委員それぞれで
考えること

荻窪事務所
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平成28年1月13日

第７回委員会
東北復興支援メッセージ送付について
　「私たちは忘れない」という気持ちを込めた
　　メッセージを送る。
①東日本大震災からまる５年たつ東北災害地に都
立高生徒からメッセージを送る。
②色画用紙で作ったしおりにメッセージを書いて
もらう。大きさ色や言葉は自由であるが、しおり
として使えるもの。
③各PTAに投げかけ、募集方法は任せる。ポス
ターをつくるか？
➃色画用紙等材料費と荻窪事務所への送料は各
PTAに負担してもらう。
⑤２月中旬～下旬を事務所送付期限とする。
⑥各校から送られてきたしおりに委員がリボンを
つけ、災害地に送る準備をする。
⑦送付先は、今まで関係のあった南三陸町、女川
町、宮古高校等に本部から問い合わせる。
⑧送付は３月１１日の慰霊祭に間に合うように２
月下旬～３月はじめとする

本部を通じ、各高校にメッセージ作成のお願いを
する

荻窪事務所

平成28年2月24日
第８回委員会
各学校から集まったメッセージの整理をし、送付
準備をする

荻窪事務所

平成28年3月11日
第９回委員会
新年度に向けて意見交換

荻窪事務所

６．子どもの貧困対策委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月15日 平成27年度第1回委員会 荻窪事務所

平成27年8月11日 第2回委員会 荻窪事務所

平成27年9月16日 第3回委員会 荻窪事務所

平成27年10月3日 NPO法人Kiitos見学 調布市

平成27年10月7日 第4回委員会 荻窪事務所

平成27年11月17日 第5回委員会 荻窪事務所

平成27年12月17日 第6回委員会 荻窪事務所

平成28年1月19日
第7回委員会及び学校教育委員会合同研修会（SSW
について）

荻窪事務所

平成28年2月16日 第8回委員会 荻窪事務所

平成28年2月27日 高校生の貧困問題研修会 オリセン

平成28年3月9日 第9回委員会 荻窪地域区民センター

平成28年4月1日 第10回委員会 荻窪事務所
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１．西部南地区

年 月 日 事 項 会 場

平成27年5月23日 定期総会
京王プラザホテル八
王子

平成27年6月12日 役員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成27年7月10日 八王子東急スクエアビル１１階交流サロン
八王子労政会館第６
会議室

平成27年7月26日 文化交流発表会実行委員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成27年8月7日 役員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成27年8月30日 文化交流発表会実行委員会
調布市文化会館たづく
り１１階みんなの広場

平成27年9月18日 会長会
八王子労政会館第６
会議室

平成27年9月23日 文化交流発表会実行委員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成27年10月12日
多摩地区公立高校PTAスポーツ大会ソフトボール
大会

昭島市くじら運動公
園ソフトボール場

平成27年10月17日 地区内懇親バーベキュー
京王フローラルガー
デンアンジェ

平成27年10月23日 臨時会長会（文化交流発表会説明会）及び役員会
八王子労政会館第６
会議室

平成27年11月13日 会長会
調布市文化会館たづ
くり９階研修室

平成27年11月23日 文化交流発表会実行委員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階スカイラウン
ジクレア

平成27年12月11日 役員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成27年12月19日 西部北地区との情報交換会
府中グリーンプラザ６
階大会議室

平成27年12月26日 文化交流発表会ステージ部門参加校向け説明会
相模原市ソレイユさ
がみ

平成28年1月15日 会長会
八王子労政会館第６
会議室

平成28年2月6日 西部北交流バレー大会 立川市泉体育館

平成28年2月12日 役員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成28年2月21日 文化交流発表会実行委員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

地区連合会　活動報告
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平成28年3月4日 会長会
八王子労政会館第６
会議室

平成28年3月27日 文化交流発表会実行委員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成28年4月8日 役員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成28年4月15日 新旧会長会
調布市文化会館たづ
くり９階研修室

平成28年4月24日 文化交流発表会実行委員会
八王子東急スクエアビ
ル１１階交流サロン

平成28年5月3日 文化交流発表会前日準備
調布市文化会館たづく
り　南北ギャラリー及
びくすのきホール

平成28年5月4日 文化交流発表会前日準備
調布市文化会館たづく
り　南北ギャラリー及
びくすのきホール

平成28年5月13日 新旧役員会及び新旧会長会
八王子労政会館第４
会議室

平成28年5月28日 定期総会
京王プラザホテル八王
子

２．西部北地区

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月6日 都高P連定期総会
国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成27年6月13日 平成27年度定期総会 東村山サンパルネ

【総会議事】

１．平成26年度活動報告

２．平成26年度決算報告

３．平成29年度会計監査報告

４．平成27年度役員選出と役割分担

５．平成27年度活動計画

６．平成27年度予算案

【教育懇親会】

１．平成27年度新地区長挨拶

２．各高校の紹介（PTA自己紹介とPR）

平成27年7月2日 第１回運営委員会 都高P連荻窪事務所

平成27年7月7日 第1回会長会 国分寺労政会館

新役員自己紹介、地区活動計画、都高P連各部報告

平成27年7月11日 第27回東京地区高等学校PTA連合会大会
国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成27年7月31日 第１回全都P会長会
国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成27年8月5日 第２回運営委員会 都高P連荻窪事務所

平成27年8月19日
第65回全国高等学校PTA連合会大会岩手大会
参加１１校　２６名

岩手県（２泊３日）
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平成27年8月27日 ソフトボール大会実行委員会 東大和市中央公民館

平成27年9月4日 ソフトボール大会キャプテン会議 東大和市中央公民館

平成27年10月12日 平成２７年度東京都公立高等学校PTA連合会 昭島市くじら運動公園

多摩公立高校PTAスポーツ大会ソフトボール大会

来賓挨拶：都高P連　原田　仁　会長

参加１７チーム／西部北地区１２チーム（未加盟

高校３含む）、西部南地区５チーム

平成27年10月15日 第３回運営委員会 都高P連荻窪事務所

平成27年10月24日 第２回会長会（情報交換会） 国分寺労政会館

参加者１４校、２８名

平成27年10月27日 第２回全都P会長会
国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成27年12月2日 第４回運営委員会 都高P連荻窪事務所

平成27年12月19日 西部北地区・西部南地区合同情報交換会 府中グリーンプラザ

参加者：西部北地区１３校３４名

西部南地区１６校５３名、都高P連本部他７名

平成28年1月21日 第３回会長会 国分寺労政会館

平成28年2月2日 第５回運営委員会 都高P連荻窪事務所

平成28年2月6日 平成２７年度東京都公立高等学校PTA連合会 立川市泉市民体育館

多摩公立高校PTAスポーツ大会バレーボール大会

参加１４チーム／西部北地区９チーム（未加盟

１含む）、西部南地区５チーム）

平成28年2月27日 第２回全都P会長会
国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成28年3月16日 平成２８年度　都高P連会長選挙
国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成28年4月6日 第６回運営委員会 都高P連荻窪事務所

平成28年4月20日 平成２８年度新旧会長会 国分寺労政会館

平成２８年度会長紹介、地区役員選出、活動計画

平成28年5月11日 新旧運営委員会

新旧全都会長会

３．中部南地区

年 月 日 事 項 会 場

平成27年5月23日 定期総会 神代高校

平成27年7月3日

第1回地区会
　・各委員会からの連絡
　・中部南地区年間行事予定検討
　・東京地区大会準備(パネル作成)
　・H28　千葉大会＆東京地区大会講師募集

都高P連事務所

平成27年9月21日

第2回地区会
　・広報誌　学校紹介選定→調布北
　・H28　千葉大会＆東京地区大会　発表者決定
　・支援センター訪問　日程調整開始
　・生徒発表会　候補日選定　2/7,2/11,2/14

都高P連事務所

平成27年10月29日 中部学校経営支援センター訪問 経営支援センター

国立オリンピック記念
青少年総合センター
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平成27年10月29日
第3回地区会
 ・支援センター訪問の反省会。感想と今後の展
開

都高P連事務所

平成27年12月18日
第4回地区会
　・生徒発表会　案内資料作成
　・舞台発表のみ　展示はなし

都高P連事務所

平成28年1月31日
中部南地区生徒発表会 視察と確認
　・音響、受付配置確認
　・借用品の現物確認

狛江市西川原公民館

平成28年2月14日

中部南地区生徒発表会
　【発表項目】
　　調布北 薙刀部 リズムなぎなた
　　富士 　合唱部
　　　　「４４羽のべにすずめ」
　　　　「赤いスイートピー」
　　神代  アコースティックギター同好会
　　　　「plant」「マルゲリータ」
　　富士 薙刀部 リズム薙刀
　　狛江　筝曲部
　　　　「春の詩集」
　　　　「ルパン３世のテーマ」

狛江市西河原公民館

平成28年4月5日

第5回地区会
　・生徒発表会　反省
　　　次年度は、10月位を目途したい。
　　　学校説明会と合同での開催を
　　　各校長先生に打診、提案予定。
　・総会資料作成
　　1号議案　H27年度事業報告
　　2号議案　派遣委員会活動報告
　　あゆみ報告
　　H28年度役職について
　　交通費清算

都高P連事務所

平成28年4月29日 第6回地区会(新旧会長会) 都高P連事務所

４．中部北地区

年 月 日 事 項 会 場

平成28年4月20日 新旧代表者会～27年度中部北地区役員選出 池袋勤労福祉会館

平成28年5月11日 役員引継ぎ 池袋勤労福祉会館

平成28年6月5日 総会、歓送迎会
池袋サンシャイン
「クルーズクルーズ」

平成28年7月5日 情報交換会 豊島高校（集合）

平成28年7月6日 第一回代表者会 池袋勤労福祉会館

平成28年7月11日 地区大会展示部門に活動を掲示

平成28年9月8日 第二回代表者会 池袋勤労福祉会館

9月～11月 各校文化祭ツアー

平成28年9月25日 飛鳥高校20周年式典 都立飛鳥高校

平成28年10月3日 飛鳥高校創立記念祝賀会 北とぴあ（北区王子）
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平成28年12月8日 第三回代表者会 池袋勤労福祉会館

平成28年12月17日 学校経営支援センター訪問 学校経営支援センター

平成28年1月15日 賀詞交歓会 原宿南国酒家

平成28年2月9日 第四回代表者会 池袋産業プラザ

平成28年3月8日 第五回代表者会 池袋産業プラザ

５．東部北地区

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月19日

定期総会・懇親会
【総会】
1.平成26年度事業報告
2.平成26年度会計報告
3.平成26年度会計監査報告
4.平成27年度役員選出
5.平成2７年度事業計画案
6.平成2７年度予算案
7.その他
【懇親会】

ホテルラングウッド

平成27年6月28日 あだちけいおんフェスタ 西新井文化ホール

平成27年6月30日 第１回役員会 日暮里サニーホール

平成27年7月7日

第１回会長会
　本年度の予定について
　被災地復興支援について
　情報交換会について
　その他

日暮里サニーホール

平成27年8月26日 第２回役員会 日暮里サニーホール

平成27年9月12日
～11月11日

東日本大震災復興支援販売
【商品：販売数】
　たつのこのり太郎　　　：235
　さらっと塩のり　　　　：235
　わかめ入りめかぶスープ：200
　めかぶ・青のり・とろろ：200

向丘高校 9/12-13
小石川中教 9/12-13
足立東高校 9/18-19
淵江高校 9/18/19
荒川工業高校 10/31-
11/1
工芸高校 10/31-11/1

平成27年10月7日 第３回役員会 日暮里サニーホール

平成27年10月20日

第２回会長会
　復興支援販売の報告
　情報交換会について
　12月懇親会について
　その他

日暮里サニーホール

平成27年11月11日 東部学校経営支援センター訪問
東部学校経営支援セ
ンター

平成27年11月14日
東部北情報交換会
　組織部会／行事部会／会計部会／広報部会

工芸高校会議室

平成27年11月21日 足立東高校40周年記念式典・祝賀会
足立東高校体育館
ホテルラングウッド

平成27年11月21日 第４回役員会 ホテルラングウッド
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平成27年12月11日

第３回会長会・懇親会
【会長会】
　情報交換会の反省
　その他
【懇親会】

日暮里サニーホール
居酒屋ばんだい

平成28年2月9日 第５回役員会 日暮里サニーホール

平成28年3月10日

第４回会長会
　東部北会費について
　次年度役員について
　次年度の予定
　その他

日暮里サニーホール

平成28年4月19日 第６回役員会 日暮里サニーホール

平成28年4月28日 新旧会長会 日暮里サニーホール

平成28年5月23日 第７回役員会 日暮里サニーホール

平成28年6月17日 平成28年度定期総会・懇親会 ホテルラングウッド
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1 総合補償制度

加入校数：40校

加入人数：30796人

2 高校生２４時間総合補償制度

加入校数：60校

加入件数：2807件

【傷害事故】 　　　支払金額

◆授業中・休み時間、クラブ活動中

女子マネージャーが選手にトスバッティングの最中。選手が打っ
たボールがゲージに当たり跳ね返ってきたボールが手に当たる。
左手の第一指骨折

\14,000（通院）

タックル時、相手選手が飛び乗ってきて左足首を骨折 ￥35,000（通院）

ドリブル中、相手選手を追い抜こうとしたところ接触し転倒。右
腕骨折

￥101,500（入通院）

バレーボールの練習中、トスの着地でバランス崩し転倒し右足肉
離れ

￥12,000（通院）

友人とふざけて帰宅途中。手を壁に強打し打撲 ￥34,000（通院）

自転車で学校からの帰宅途中、歩道から車道に出た際、走行中の
乗用車と接触。右腕、上半身の打撲

￥63,000（通院）

自転車で登校中、信号のない交差点での事故。十字路で左前方を
走るトラックと接触。右側に転倒した際、腰を打ちつけ腰骨折、
顔、太ももは擦り傷

￥148,500（入通院）

サッカー部の練習でボールを蹴っていたところ、被保険者が蹴っ
たボールが窓ガラスに当たってしまった。

￥5,800

文化祭の準備中、雨で濡れていた通路を走っていたところ滑って
転倒し体育館のガラスにぶつかり破損

￥34,885

都高Ｐ連保険制度　平成２７年度実績

◆授業中・休み時間、クラブ活動中

【賠償事故】

部活動（野球）の練習中の出来事。

部活動（ラグビー）の練習中の出来事。

部活動（サッカー）の練習中の出来事。

部活動（バレーボール）の練習中の出来事。

部活動後帰宅途中

◆通学途中の事故
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自転車にて走行中、道路を横断しようとしたところ対抗走行のバ
イクと接触。バイク破損。被保険者は怪我なし

￥156,129

自転車走行中、脇から出てきた児童と接触、相手方転倒し負傷 ￥184,043

自転車走行中、前方に停車していた相手車両にぶつかってしまっ
た。相手車両毀損

￥230,706

賠償責任補償制度

加入校数：24校

加入人数：1078人

※平成２６年度都高Ｐ連支払状況：\2,159,000

【対人事故】

◆授業中・休み時間、クラブ活動中

被保険者の体の衝突・ふざけ

ボール使用中・注意散漫

学校什器備品使用中・注意散漫

◆通学途中の事故

自転車・その他安全確認不足

自転車・信号無視

自転車・出会い頭

自転車・スピードの出し過ぎ

【対物事故】

◆授業中・休み時間、クラブ活動中

被保険者の体の衝突・ふざけ

ボール使用中・注意散漫

学校什器備品使用中・注意散漫

◆通学途中

自転車・スピードの出し過ぎで自動車を破損

自転車・その他安全確認不足で自動車を破損

◆通学途中

全高Ｐ連保険制度　平成２７年度実績
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年 月 日 事 項 会 場
平成27年6月27日 第２回　理事会（平成２６年度メンバー）

平成２７年度定時総会（前半）
第３回　理事会（平成２７年度メンバー）
平成２７年度定時総会（後半）
教育懇談会

東京ガーデンパレス

平成27年6月28日 第1回　委員会
健全育成委員会・進路対策委員会・研修委員会
調査広報委員会

東京ガーデンパレス

平成27年7月11日 東京都地区大会 国立オリンピック記念
青少年総合センター

平成27年7月12日 第４回　理事会
議題①第65回全国大会岩手大会表彰者の選考
　　②岩手大会各分科会における担当理事の決定
　　③第１回全国会長・事務局長研修会(10月)
　　④委員会報告
　　⑤その他

東京ガーデンパレス

平成27年7月24日 第１回　賠償責任補償制度運営委員会
議題①賠償責任補償制度の現状と諸課題について
　　②制度維持費および普及啓発媒体について
　　③委員会日程について
　　④その他

全高Ｐ事務所

平成27年8月19日
　　　　　～21日

第６５回　全国大会岩手大会 岩手産業文化セン
ター（アピオ）　他

平成27年8月23日 臨時健全育成委員会 全高Ｐ事務所

平成27年10月3日 第２回　委員会
健全育成委員会・進路対策委員会・研修委員会
調査広報委員会

ホテルルビノ京都堀川

平成27年10月3日 第５回　理事会
(1)議題①第65回全国大会岩手大会について
　　　　②第66回全国大会千葉大会について
　　　　③第68回全国佐賀大会以降の開催地
　　　　④平成28年度定時総会の日程
　　　　⑤第1回全国会長事務局長研修会
(2)報告事項　委員会報告・事務局・その他
(3)教育懇談会

ホテルルビノ京都堀川

平成27年10月4日 第１回　全国会長・事務局長研修会
(1)研究協議
　　テーマ「18歳選挙権にどう向き合うか」
　　①基調講演：東京大学大学院教授　小玉重夫
　　②意見交換、質疑応答、協議
(2)理事会報告・その他

東京ガーデンパレス

一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会　活動報告
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平成27年10月13日 第２回　賠償責任補償制度運営委員会
議題
(1)普及啓発事業の提案について
　　①マナーアップ：高校生向きＩＣＴ媒体作成
　　②マナーアップ：都道府県市の取組例提供
　　③募集案内、パンフレット改訂
(2)賠償責任補償制度の現状と諸課題について
　　①幹事会社報告
　　②掛金についての検討
(3)平成28年度版手引について
(4)その他

全高Ｐ事務所

平成27年12月6日 拡大総務委員会
議題①総務委員会報告
　　②各委員会報告
　　③その他

東京ガーデンパレス

平成27年12月6日 第６回　理事会
(1)議題①平成27年度補正予算について
　　　②第2回全国会長事務局長研修会について
　　　③全国大会千葉大会実施計画について
　　　④平成28年度事業計画について
　　　⑤健全育成委員会答申について
(2)報告事項・その他

東京ガーデンパレス

平成28年1月22日 第１回　賠償責任補償制度運営委員会
議題①啓発活動について
　　②賠償責任補償制度の現状と諸課題について
　　③平成28年度版手引について
　　④平成28年度版募集チラシについて
　　⑤その他

全高Ｐ事務所

平成28年2月6日 第２回　全国会長・事務局長研修会
　　①文科省講話
　　②「第7回高校生と保護者の意識調査」報告
　　③理事会報告
　　④千葉大会関係報告
　　⑤その他

東京ガーデンパレス

平成28年2月7日 第３回　委員会
健全育成委員会・進路対策委員会・研修委員会
調査広報委員会

東京ガーデンパレス

平成28年5月22日 平成28年度第１回　理事会
議題①平成28年度事業計画案
　　②平成28年度収支決算案
　　③平成28年度人事案
　　④その他

東京ガーデンパレス
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　　構成団体

　◎オブザーバー

　◎東京都担当部署

・東京都公立中学校ＰＴＡ協議会（27年度主管）
・一般社団法人東京都小学校ＰＴＡ協議会
・東京都公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会
・東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会
　東京都特別支援学校ＰＴＡ連合会
　東京都公立高等学校定通ＰＴＡ連合会
　東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課

年 月 日 事 項 会 場

平成27年4月15日

第１回理事会
【協議事項】
１．教育庁からの連絡事項
２．平成27年度事業について
３．主催事業開催について
４．その他、情報交換

都中Ｐ連事務所

平成27年7月1日

第２回理事会
【協議事項】
１．各校種理事自己紹介
２．教育庁からの連絡事項
３．平成27年度委託事業について
４．主催事業開催について
５．その他、情報交換

都中Ｐ連事務所

平成27年8月26日

第１回ＰＴＡ活動の振興等に関する意見交換会
【協議事項】
１．幼小中高ＰＲＡ連絡協議会の在り方について
　　・リーダー研修会について
　　・単位ＰＴＡの振興について
　　・学校と地域の連携・協働について
　　　その他

都庁第一本庁舎
４０階第３会議室

平成27年9月5日

東京都小学校ＰＴＡリーダー研修会
テーマ：子供の“ＳＯＳ”を見逃さない！
　～つながる・ひろがる・強くなる
　　　　　　　　　家庭・学校・地域の絆～
講　師：副島賢和
第1部　講演
　「自分も相手も大切にする関りに必要なこと」
第2部　シンポジウム
　「子供の“ＳＯＳ”を見逃さない！」

文京区立本郷小学校
多目的ホール

平成27年9月13日

東京都幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会
テーマ：災害時に子どもたちを守るために
　　　　　　～受援と支援～
講師（ファシリテーター）：鍵屋　一
内容：ワールドカフェ方式による学び合いと共有
　

文京区立第六中学校
追分ホール

平成27年11月5日

第２回ＰＴＡ活動の振興等に関する意見交換会
【協議事項】
１．意見交換
　　・今後のＰＴＡ振興の在り方について
　　　　　その他

都庁第一本庁舎
３９階会議室

東京都公立幼小中高連絡協議会　活動報告
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平成27年11月11日

第４回理事会
【協議事項】
１．教育庁からの連絡事項
２．平成27年度委託事業について
３．主催事業開催について
４．ＰＴＡの振興に関する意見交換会について
５．その他、情報交換

都中Ｐ連事務所

平成27年11月28日

東京都高等学校ＰＴＡリーダー研修会
テーマ：高校生とインターネット
　～保護者が知っておくべきことできること～
講師：高橋大洋
内容：講演会
　「高校生のインターネット利用は何のため？」
　

オリセン　417

平成27年12月9日

第５回理事会
【協議事項】
１．教育庁からの連絡事項
２．平成27年度委託事業について
３．教育懇談会、賀詞交歓会開催について
４．ＰＴＡの振興に関する意見交換会について
５．その他、情報交換

都中Ｐ連事務所

平成27年11月5日

第３回ＰＴＡ活動の振興等に関する意見交換会
【協議事項】
１．意見交換
　　・今後のＰＴＡ振興の在り方について
　　　　　その他

都庁第一本庁舎
３９階会議室

平成28年1月15日

東京都公立幼稚園・こども園PTAリーダー研修会
テーマ：いまどきの子育てで大切なこと
講師：大豆生田　啓友
内容：講演会
　
　

墨田区
曳舟文化センター

平成28年2月4日

平成28年東京都公立学校ＰＴＡ新年賀詞交歓会
参加者：【東京都】
　　　　教育次長、教育監、総務部、人事部
　　　　都立学校教育部、地域教育支援部
　　　　指導部、青少年･治安対策本部各部長他
　　　　【ＰＴＡ】
　　　　各校種校長協会会長、各校種役員、他

都庁第一本庁舎
職員食堂

平成28年2月17日

第６回理事会
【協議事項】
１．教育庁からの連絡事項
２．リーダー研修会の講師選定、テーマについて
３．委託事業の反省、報告、決算書について
４．28年度の幼小中高連絡協議会について
　　・主管の確認（都小Ｐ）
　　・スケジュール確認
４．ＰＴＡの振興に関する意見交換会について
５．その他、情報交換

都中Ｐ連事務所
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＊　平成２８年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成27年5月8日

第１回入学者選抜検討委員会
　〇再発防止・改善策
　　再発防止・改善策に基づく採点・点検等
　　の取組

都庁　会議室

平成27年5月22日

第２回入学者選抜検討委員会
　○ 学力検査に基づく選抜
　・ 改善の方向性について【確認事項】
　・ 学力検査の教科数及び得点と調査書点の
　　 算出方法等

都庁　会議室

平成27年6月5日

第３回入学者選抜検討委員会
　○ 学力検査に基づく選抜
　・ 一般の学力検査における外国籍の者の受検
　　についての措置
　・ 分割募集
　・ 男女別定員制の緩和
　○ その他の制度
　・ 学力検査等得点の本人への開示
　・ 答案の本人への開示

都庁　会議室

平成27年6月22日

第４回入学者選抜検討委員会
　○ 推薦に基づく選抜
　・ 推薦選抜における選抜方法の改善
　・ 文化・スポーツ等特別推薦

都庁　会議室

平成27年7月6日

第５回入学者選抜検討委員会
　〇その他の制度
　・答案の本人への開示
　〇報告書（案）

※最終報告書（３８ページ）
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2015/
pr150723b/besshi.pdf

都庁　会議室

＊　健康づくりフォーラム委員会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成27年5月11日
第１回委員会
　・健康づくりフォーラムとは
　・自己紹介

東京都医師会館 13階

平成27年7月7日
第２回委員会
　・プログラムについて
　・時程、講演・発表の概要、当日について

東京都医師会館 13階

平成27年7月30日

平成２７年度健康づくりフォーラム大会
　・開会式
　・講演会、表彰式
　・表彰校による発表
　・一般発表
　・特別発表、閉会式

都庁第一本庁５階
大会議場

平成27年10月13日

第３回委員会
　・平成２７年度健康づくりフォーラムの反省
　・平成２８年度健康づくりフォーラムの検討
　　事項について
・その他
※大会当日撮影した写真455枚、ＤＶＤにて提供

東京都医師会館 13階

東京都他の派遣事業　活動報告
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平成28年3月8日

第４回委員会
　・平成２８年度健康づくりフォーラムの検討
　　事項について
　・平成２８年度健康づくりフォーラム実行委
　　員について
　・その他

東京都医師会館 13階

＊　東京子ども応援協議会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月4日

第11回東京子ども応援協議会　総会
協議会会長の舛添都知事の挨拶、基調講演は絵本
作家でもある高野優さん「子は育ち、親も育つ～
子供は親の鏡である～」。漫画を描きながらの講
演。部会報告①こころの東京革命推進会議②中学
生の職場体験推進協議会③地域教育推進ネット
ワーク④子供に万引きをさせない連絡協議会。閉
会は副会長の川淵チェアマン。

都庁　都民ホール

＊　こころの東京革命協会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成27年6月29日

こころの東京革命協会第１回　総会
都知事が名誉会長、会長は川淵三郎氏（元Ｊリー
グチェアマン）。当連合会は正会員。スローガン
「大人が変れば子供が変わる　子供が変れば未来
が変わる」にあるように、大人が子どもの手本と
なろう、が基本ルール。

都庁・二庁ホール

平成28年3月30日
こころの東京革命協会第２回　総会
役員の承認と２８年度事業計画、予算の承認。 都庁・二庁ホール

＊　少年の健全育成をめざす全都大会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成27年7月15日

第36回少年の健全育成をめざす全都大会
主催者代表として髙綱警視総監のあいさつ、生徒
の主張の後、キャスター草野仁氏による「いつも
チャレンジ精神で」と題する講演。黒柳徹子さん
についての話題がメインだった。

日比谷公会堂

＊　東京少年柔道・剣道錬成大会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成27年7月27日

第43回東京少年柔道・剣道錬成大会　開会式
各地の警察署の道場で柔道・剣道を学んでいる子
どもたちが一堂に会し、試合錬成を行うもの。

日本武道館

＊　平成２７年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民大会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成27年11月29日

乱用防止の功労者、防止ポスター、標語入賞者の
表彰式、東京都の取り組みの紹介、および薬乱防
高校生会議活動成果発表として清瀬高校、東久留
米総合高校の生徒による発表があった。

都庁　都民ホール
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＊　東京都教職員研修・研究評価委員会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成27年7月16日

第１回東京都教職員研修・研究評価委員会
都教育委員会による教職員研修センターの実施し
ている研修・研究の充実を図るための評価委員会
委員を委嘱され着任した。

東京都教職員研修セ
ンター

平成28年8月12日

研修視察１生活指導ⅠＢ「生活指導の基礎・基
本」
喫緊の教育課題である「いじめ問題」、「サイ
バー犯罪」、「危険ドラッグ・薬物乱用」につい
ての現状や課題について理解を深め、対応につい
て学ぶ。

東京都教職員研修セ
ンター

平成28年8月12日

研修視察２
「協働学習・双方向型の授業におけるＩＣＴ活用
中級講座」
協働学習・双方向型の授業におけるＩＣＴ活用に
ついて、実践的な知識や技術及び技能について学
び、自らの授業改善を図る。

東京都教職員研修セ
ンター

平成28年8月28日

研修視察３
「喫緊の教育課題についての研修」
教職経験年数20年程度の教員を対象とし、東京都
の喫緊の教育課題に対する正しい知識と認識を深
め、その解決に向けた対応の方法等を身に付け、
若手教員への指導や育成に役立てる。

東京都教職員研修セ
ンター

平成28年9月25日

研修視察４
「公立学校校長職候補者研修」
様々な教育課題に適切に対応し、組織として解決
するマネジメント力を身に付けるとともに、昇任
直後から校長としてのリーダーシップを発揮し組
織的な学校経営を推進する力を身に付ける。

東京都教職員研修セ
ンター

平成28年2月15日

第２回東京都教職員研修・研究評価委員会
27年度研修センターの事業への評価を踏まえた事
業改善についての説明と、28年度の事業概要につ
いての説明があった。

東京都教職員研修セ
ンター

＊　非行防止ポスター表彰式 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成28年1月23日

小学校（低・高）、中学校、高等学校の4部門で
の応募作品についての表彰。
高校の部では、工芸高校など工業高校の応募・入
選が多かった。

警察博物館

＊　東京都学校保健会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成28年3月15日

東京都学校保健会第2回評議員会
28年度学校保健会の事業計画および予算の審議・
承認を行った。 東京医師会
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＊　全高P・薬物乱用防止パンフレット編集委員会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成27年8月4日

薬物乱用防止パンフレット編集委員会第１回
毎年発行している「薬物乱用防止パンフレット」
は全高Ｐが一般社団法人として認可されるための
要素となったもので、全高Ｐとしては外せない事
業。健全育成委員会副委員長＝編集委員会メン
バーとして参画した。昨年度の内容の見直しか
ら、さらに保護者に訴求する表紙・キャッチコ
ピー、「家族の役割」ページが健全育成委員会で
の検討事項となった。

全国高等学校PTA連合
会事務所

平成28年9月17日

薬物乱用防止パンフレット編集委員会第２回
各編集委員のそれぞれの担当ページの修正状況の
確認と、表紙の方向性の確認を行った。
（第３回は行わず、各委員および事務局間の一斉
メールでの確認作業とした）

全国高等学校PTA連合
会事務所

＊　｢SNS東京ルール｣推進協議会 原田

年 月 日 事 項 会 場

平成28年3月17日

第1回｢SNS東京ルール｣推進協議会
会長は教育監。27年秋設定・公開された「SNS東
京ルール」を推進徹底するため、各通信業者も含
めたメンバーにより約1年間に亘り検討していく
会議の第1回。児童・生徒のインターネット利用
に関わる現状と課題を、出席者それぞれの立場で
発言、課題解決に向け、歩み始めた。

都庁S6特別会議室

＊　東京都麻しん・風しん対策会議（主催：東京都福祉保健局） 長谷川

年 月 日 事 項 会 場

平成27年12月21日

平成27年度 第1回東京都麻しん・風しん対策会議
(2015年中間状況を資料配布)
(1)麻しん・風しん対策に係る経緯について
(2)平成27年東京都の麻しん･風しん対策について
(3)都内での麻しん･風しんの発生状況等について
(4)都内での麻しん･風しんの予防接種の実施状況
(5)都内自治体の麻しん･風しん対策の取組状況

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/
　　　iryo/kansen/measles-rubella/

東京都医師会（住友
商事竹橋ビル１０階
１０C会議室）

平成28年2月4日

平成27年度 第2回東京都麻しん・風しん対策会議
【概要】
・2015年東京都内患者数
　・麻しん9名(8名:3/23～6/7期間集中の傾向)
　・風しん32名(期間傾向なく散発的）
・発症者のほとんどは予防接種1回以下の接種者
・風しん抗体検査の被験者の30%以上が低抗体者
⇒リスク排除と啓蒙施策
・予防接種2回をしっかり受ける事
・予防接種状態が明確でない場合
　抗体検査受診による抗体性確認と追加予防接種
・平成28年度東京都の麻しん･風しん対策につい
て
・行政機関、企業、地域社会連携での対策推進

東京都医師会（住友
商事竹橋ビル１０階
１０C会議室）

31



＊　がんばれ先生！東京新聞教育賞実行委員会 芦沢

年 月 日 事 項 会 場

平成27年5月1日

第１回実行委員会
⑴委員自己紹介
⑵概要説明
⑶募集要項
＊学校教育の現場で優れた活動を実践し、子供達
の教育に真摯に取り組む「がんばる」先生の実践
を募集し、それを広く顕彰・発表することで、学
校教育の発展に寄与することを目的としている。

都庁第一本庁舎

平成27年11月2日
第２回実行委員会
⑴現状報告
⑵今後のスケジュール確認

都庁第一本庁舎

平成27年11月25日

第１回選考委員会
⑴論文写しの配付
⑵選考基準の説明

都庁第一本庁舎

平成28年1月8日

第２回選考委員会
⑴選考
⑵22件を選び審査委員会へ送る
⑶論文写しの回収

都庁第一本庁舎

平成28年3月28日
第18回「がんばれ先生！東京新聞教育賞」表彰式
http://www.tokyo-np.co.jp/event/kyoiku/

日本プレスセンター

＊　女性活躍推進会議・男女平等参画を進める会 芦沢

年 月 日 事 項 会 場

平成28年3月30日

合同第1回委員会
⑴新委員紹介
⑵女性活躍に向けた都の取り組み
・26年度の実績
・27年度の取り組み
⑶国の動向等について
⑷意見交換
⑸その他

都庁第二本庁舎

＊　東京都エイズ専門家会議 高田

年 月 日 事 項 会 場

平成28年2月25日

東京都におけるHIV／エイズ発症動向及び検査・
相談実績や、今後の対策の実施状況について、専
門家の医師・弁護士など色々な分野の方々が多方
面から実態について意見を交わし対策の推進を
図っていく委員会です。あまりにも専門的で私た
ちＰＴＡがどういった形で協力していけるのか不
安でしたが、実態を知っておくこと、高校生に
とっても遠い問題ではないこと。検査を受ける事
の意義を改めて認識致しました。

都庁第一庁舎特別会
議室
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《研修会》

 ＊ 教育委員会賞受賞校広報誌

地区 実施日 式典名

中部北 平成27年09月25日（金） 創立２０周年記念式典

西部南 平成27年11月21日（土） 創立４０周年記念式典

東部北 平成27年11月21日（土） 創立４０周年記念式典

八王子東高等学校

足立東高等学校

学校名

飛鳥高等学校

表彰式に先立ち、講
師に朝日新聞社の岡
本なるみ教育事業部
編集担当次長をお招
きして「手に取って
みたくなる広報誌作
成のコツ」と題した
講演会を行いまし
た。

毎年開催している都高Ｐ連の広報誌コンクール。第３７回は、平成２７年２月９日から３月２
７日までの募集期間に、加盟、未加盟合わせて５１校の応募がありました。
表彰式には受賞校の広報委員の方々をはじめ、各校のＰＴＡ関係者約９０名の皆様にご出席い
ただき、６月６日（土）国立オリンピック記念青少年総合センターで表彰式を行いました。

第３７回ＰＴＡ広報誌コンクール

都高Ｐ連加盟校　周年記念式典

賞　名 地区名 学校名 広報誌名称

教育委員会賞 西部南 農　業 いなほ

教育委員会賞 西部南 立川 立高PTA会報

教育委員会賞 西部南 日野台 ひのだい

校長協会賞 西部南 翔陽 翔陽

校長協会賞 島　嶼 大島海洋国際 明日葉（あしたば）

校長協会賞 西部南 八王子東 志邏伽之（しらかし）

高校生新聞 中部北 豊　島 TOSHIMA

高校生新聞 中部南 神　代 神　代

高校生新聞 東部北 上　野 いちょう

会長賞 西部北 国分寺 国分寺

会長賞 西部北 ※東久留米総合 Ambitious(あんびしゃす）

会長賞 東部北 足　立 やよいの

特別賞 中部南 杉並 杉木立

特別賞 中部南 ※杉並総合 ＳＡＫＵＲＡ

特別賞 西部北 ※武蔵 むさし

特別賞 西部北 ※多摩科学技術 TECH　TECH（てくてく）

特別賞 中部北 武蔵丘 武陵（ぶりょう）

※印は未加盟校です。

受　賞　校
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平成２７年６月７日 現在

〈凡例〉☆：ＯＢ

相談役

相談役

相談役

役　職 地　区 学　校 役　職 地　区 氏　名 学　校

☆ 会　長 東部北 上　野 副会長 中部北 池本 義信 豊　島

☆ 副会長 西部南 翔　陽 ☆ 副会長 東部北 高田 教子 向　丘

☆ 副会長 西部北 久留米西 東部南

☆ 副会長 中部南 杉　並 島　嶼

役　職 地　区 学　校 役　職 地　区 氏　名 学　校

地区長 西部南 富士森 地区長 東部北 巣山 員也 小石川

地区長 西部北 秋留台 地区長 東部南

地区長 中部南 富　士 地区長 島嶼

地区長 中部北 大　泉

役　職 地　区 学　校 役　職 地　区 氏　名 学　校

☆ 理　事 西部南 片　倉 ☆ 理　事 中部北 木村 豊行 大　山

☆ 理　事 西部南 富士森 ☆ 理　事 中部北 大図 信子 武蔵丘

☆ 理　事 西部南 町　田 ☆ 理　事 中部北 六郷 伸司 農　芸

☆ 理　事 西部北 保　谷 理　事 東部北 笹原 良太 工　芸

理　事 西部北 多摩工業 ☆ 理　事 東部北 小笠原 靖 足　立

☆ 理　事 西部北 武蔵野北 理　事 東部北 鈴木 皇紀 江　北

☆ 理　事 中部南 神　代 ☆ 会計理事 東部北 村山 忠禎 工　芸

役　職 地　区 学　校 役　職 地　区 氏　名 学　校

☆ 評議員 西部南 八王子東 ☆ 評議員 中部北 玉田 美和 農　芸

☆ 評議員 西部北 小平南 ☆ 評議員 東部北 小山 雄志 上　野

☆ 評議員 中部南 目　黒

役　職 地　区 学　校 役　職 地　区 氏　名 学　校

選　管 西部南 国　立 選　管 中部北 福澤 　薫 井　草

選　管 西部北 武蔵野北 選　管 東部北 寺嶋 幹夫 足立西

選　管 中部南 調布北

正井 達也

野部 浩司

鈴木 弘恵

氏　名

榊原 正人

氏　名

横山 明弘

橋本 政幸

砂金　 達

伊藤 裕司

選挙管理委員

理　　　事

評　議　員

氏　名

松本 成仁

藤原 富夫

斎木多恵子

氏　名

芦沢貴美枝

東京都公立高等学校長協会　　事務局長

東京都立高等学校副校長会　会長

東京都立学校経営企画室長会　会長

澤海 富保

福田 洋三

澤田   悟

平成２７年度　東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会　役員等名簿一覧

熊谷 悦子

高根 　啓

川竹　治

関野美紀代

後藤 芳美

田中 茂太

谷川 寧子

相　談　役

都立石神井高等学校

都立町田工業高等学校

役　　　員

地　区　長

氏　名

原田   仁

長谷川栄一
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都高Ｐ連

役職（地区） 氏名 担当委員会

会長　（東部北） 原田  仁
選挙管理委員会、実
務即行委員会

副会長（西部南） 長谷川 栄一 学校教育委員会

副会長（西部北） 芦沢 貴美枝 28東京地区大会

副会長（中部南） 榊原 正人
災害対策委員会、子
どもの貧困対策委員

副会長（中部北） 池本 義信 27東京地区大会

副会長（東部北） 高田 教子 調査広報委員会

事務局長 青木 真佐枝

事務局員 鵫巣 希久子

関連Ｐ連

氏名 幼小中高Ｐ連

原田  仁 理事

池本 義信

榊原 正人

芦沢 貴美枝

高田 教子 理事

青木 真佐枝 理事

東京都の委員会

担当者

池本

伊藤（大泉）

長谷川

原田

関連団体の会議等

担当者

原田

原田、長谷川

原田、榊原

納見

高田

芦沢

池本

原田

高田

芦沢

南村 → 原田

長谷川

長谷川

原田

原田

全国高Ｐ連

東京地区長、健全育成委員会

理事、研修委員会

調査広報委員会

進路対策委員会

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会）

委員会・会議名称

委員会・会議名称

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会

都立小中高一貫教育校基本構想検討委員会

都立高校生の規範意識醸成に関する基準作成委員会

東京都教職員研修センター 研修・研究評価委員会

東京都 青少年・治安対策本部東京都推奨携帯電話端末等検討委員会

首都交通対策協議会　暴走族特別部会

東京子ども応援協議会　（委員、幹事）

東京都安全・安心まちづくり協議会　（委員、幹事）

職務

会務全般の統括、総会

全都会長会

会計、保険、事務局

H27全国大会

東京都 教育庁 総務部、東京新聞

東京都 教育庁 教育支援部

所管・窓口

東京都 教育庁 都立学校教育
部

行事、対外、H28全国大会

運営委員会

事務全般

事務全般

東京都 教育庁 都立学校教育
部東京都 教育庁 指導部

東京都 教職員研修センター

所管・窓口

東京都 青少年・治安対策本部

東京都 青少年・治安対策本部

東京都 青少年・治安対策本部

東京都 青少年・治安対策本部

東京都 福祉保健局 健康安全部

東京都 生活文化局 都民生活部東京都男女平等参画を進める会

東京都エイズ専門家会議

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 都民大会

東京地区事務局長、賠償責任補償制度運営委員会

平成２７年度　東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会　役割分担表

警視庁 生活安全部 少年育成課

警視庁 生活安全部 少年育成課子供を守るネットルールTOKYOキャンペーン

少年の健全育成をめざす全都大会

社会を明るくする運動　東京都推進委員会

健康づくりフォーラム実行委員会

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会

東京都 学校保健会

東京都 医師会

東京保護観察所 企画調整課

東京都麻しん対策会議

東京都学校保健会　（評議員）

東京都 福祉保健局 健康安全部
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委員会 役職 地区 氏名 学校名 委員会 役職 地区 氏名 学校名

◎ 西部南 長谷川　栄一 翔陽 ◎ 中部北 池本　義信 豊島

☆ 西部南 松本　成仁 片倉 ☆ 西部北 小山　久江 東村山西

東部北 鈴木　皇紀 江北 西部北 小磯　美雪 東村山

西部南 小紫　　朗 調布南 西部北 朝倉　律子 武蔵丘

西部南 筒井　孝敏 府中 西部北 澤井　浩子 国分寺

西部南 上田　佳代 松が谷 西部南 志賀　充子 小川

西部北 金谷 　 豊 田無 ★ 西部南 草間　祐子 松が谷

西部北 高山　英次 多摩 西部南 秋山　あゆみ 松が谷

中部南 氏家　昭彦 調布北 西部南 藤原　富夫 富士森

中部北 日下田　悦男 豊島 西部南 藤倉百合子 小川

東部北 會澤　都代子 江北 中部南 岸　祐子 杉並

中部北 古澤　満寿美 井草

委員会 役職 地区 氏名 学校名 東部北 高田　教子 向丘

◎ 中部南 榊原　正人 杉並 東部北 渡部　史雄 荒川工

☆ 中部南 齋木　多恵子 神代 東部北 田中　弓子 竹早

西部北 羽生田　武二 小平南

西部北 郡司　淳子 小金井北 委員会 役職 地区 氏名 学校名

西部北 須貝　玲子 国分寺 ◎ 中部南 榊原　正人 杉並

中部北 昆野　ひろみ 練馬工業 西部北 後藤　芳美 保谷

東部北 山本　美奈子 竹台 ☆ 中部北 六郷　伸司 農芸

東部北 高松　恵 足立工業 東部北 小笠原　靖 足立

西部南 関野　美紀代 町田

委員会 役職 地区 氏名 学校名 西部南 中田　充樹 府中西

◎ 東部北 高田　教子 向丘 西部北 五艘　弥生 武蔵野北

★ 西部北 田中　茂太 多摩工業 西部北 貞岡　大吾 拝島

理事 中部北 木村　豊行 大山 中部北 村島　祐子 武蔵丘

理事 東部北 笹原　良太 工芸 東部北 阿部　幸子 淵江

西部北 納見　敏明 国分寺

中部南 齋藤　昌夫 富士 委員会 役職 地区 氏名 学校名

東部北 山崎　葉子 足立工業 ◎ 西部北 芦沢　貴美枝 久留米西

☆ 西部南 藤原　富夫 富士森

委員会 役職 地区 氏名 学校名 西部北 谷川　寧子　 武蔵野北

◎（会長） 東部北 原田　仁 上野 ★ 中部北 大図　信子 武蔵丘

西部南 熊谷　悦子 国立 西部南 志賀　充子 小川

★ 西部北 高根 　啓 武蔵野北 西部北 小野寺　敦子 田無

中部南 川竹　治 調布北 西部北 小山　久江 東村山西

中部北 福澤　薫 井草 中部南 岸　祐子 杉並

☆ 東部北 寺嶋　幹夫 足立西 中部北 篠原　則子 飛鳥

東部北 小島　弥生 足立西

調
査
広
報
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会

第
2
8
回
東
京
地
区
大
会

平成２７年度　委員会名簿

第
2
7
回
東
京
地
区
大
会

☆=委員長　　★＝副委員長　　◎＝担当副会長

学
校
教
育
委
員
会

子
ど
も
の
貧
困
対
策
委
員
会

災
害
対
策
委
員
会
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「明日への力、音にのせて」「明日への力、音にのせて」
（第27回東京地区大会スローガン）

第27回東京地区高等学校PTA連合会大会第27回東京地区高等学校PTA連合会大会
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第27回東京地区高等学校PTA連合会大会第27回東京地区高等学校PTA連合会大会第27回東京地区高等学校PTA連合会大会第27回東京地区高等学校PTA連合会大会
全国高P連共催

～広がる世界とつながる力！　新時代を担う君たちとともに～
「明日への力、音にのせて」「明日への力、音にのせて」「明日への力、音にのせて」

富士高校薙刀部富士高校薙刀部富士高校薙刀部富士高校薙刀部

飛鳥高校合唱部飛鳥高校合唱部飛鳥高校合唱部飛鳥高校合唱部

鷺宮高校
ジャグリング部
鷺宮高校

ジャグリング部
鷺宮高校

ジャグリング部
鷺宮高校

ジャグリング部

大会終了後、来場者に大会の内容について取材し皆さん
異口同音に「感動しました」「とても良かったです」という言
葉が最初に出てきていたことからも、この大会の素晴らしさ
が想像できると思います。他にも「子どもたちの真剣な様子
に涙が出た」「青島さんの講演を学校に呼んでみたい」「自
分の子どもが通っていない学校の様子がよく分かった」「家
に帰ったら子どもに話したい」等、沢山の感想を聞くことが
でき、さらには「自校にないユニークな部活の舞台・展示の
発表は必見。もっとPRして、来年はもっと多くの方と観に来
たい」という言葉もいただきました。「来年は自分たちも舞
台で発表したい」と言う生徒もおり、参加した方に、とても
良い余韻を残した大会でした。

平成 27 年 7 月 11 日（土）、第27回東京地区高等学校PTA連合会大会が国立オリ
ンピック記念青少年総合センターで開催され、保護者・生徒合わせて約620人が会
場に集い盛大に行われました。開会の言葉、来賓の祝辞の後、音楽家の青島広志さ
んによる基調講演、8 月 19 日から開催される全国高等学校PTA連合会大会岩手
大会で、事例発表を行う向丘高校PTAの取り組みの発表と国際交流がテーマの田
柄高校PTAの発表と続きました。休憩時間を挟んで、高校生による舞台発表が行わ
れ、合唱(飛鳥)・薙刀（富士）・ジャグリング（鷺宮）・ダンス（多摩）・ダンス（竹早）など
各学校の特色を生かし、日頃の活動の成果を発揮していました。１つ１つ生徒たち
の発表が終わるたびに会場は盛んな歓声や拍手に包まれていました。また、展示エ
リアでは都高P連本部、各地区と各委員会の活動報告、そして学校からは７校力作
が多数紹介されており、生け花（小平西）・写真（多摩工業）・書道（国分寺）・天文地
学部発表と漫画（小川）・生け花（向丘）・折り紙と漫画（竹早）・陶芸（工芸）といった
力作が多数紹介されており、来場者はそれぞれの作品を熱心に鑑賞したり、作品に
ついて説明を受けていました。

竹早高校ダンス部竹早高校ダンス部竹早高校ダンス部竹早高校ダンス部

多摩高校ダンス部多摩高校ダンス部多摩高校ダンス部多摩高校ダンス部

小平西高校
華道部
小平西高校
華道部
小平西高校
華道部

多摩工業高校
写真部

多摩工業高校
写真部

多摩工業高校
写真部

向丘高校華道部向丘高校華道部向丘高校華道部
国分寺高校書道同好会国分寺高校書道同好会国分寺高校書道同好会

竹
早
高
校
漫
画
研
究
部

竹
早
高
校
漫
画
研
究
部

竹
早
高
校
漫
画
研
究
部

Page
02

工芸高校陶芸部工芸高校陶芸部工芸高校陶芸部

小川高校
天文地学部
小川高校
天文地学部
小川高校
天文地学部

竹早高校折紙同好会竹早高校折紙同好会竹早高校折紙同好会

小川高校漫画研究文芸部小川高校漫画研究文芸部小川高校漫画研究文芸部
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東京都公立高等学校 PTA 連合会 平成 27 年度 定期総会開催東京都公立高等学校 PTA 連合会 平成 27 年度 定期総会開催東京都公立高等学校 PTA 連合会 平成 27 年度 定期総会開催

平成 27 度事業計画含め全議案を可決

平成27年度 スローガン 
『 子どもと親と先生の「今」に応える都高Ｐ連』『 子どもと親と先生の「今」に応える都高Ｐ連』『 子どもと親と先生の「今」に応える都高Ｐ連』

こんにちは。平成27年度の会長に選出いただきました原田です。江戸川区立幼稚園で園長先生に誘われ、足を踏み入れ
たＰＴＡ。区立中学Ｐを経て都立上野高校と東部北地区では2年間、楽しく高校ＰＴＡチーム活動を経験、今はＯＢとい
う立場で、この役割を務めさせていただいております。都立高校連合会ですから、全校が加盟しているものだと思っていた
のですが、現実はそうではなく、ざっくり言って約半数。脱退のひとつの要因として、数年前の事務局員による不正が引き金
になっていることは校長先生方やＯＢの方はご承知かもしれません。その後の反省と検証で、今は事務局の金庫、現金な
どの取り扱いの見直しや、複数の評議員さんによる年4回！の会計監査等、改善がなされて不正が行われないような仕組
みに生まれ替わりました。ただ加盟校数が減ったとはいえ工業、農業、商業、中高一貫校、総合、普通科などなど、いろいろ
なタイプの学校が一堂に会したスケールメリットは健在。それが一番活きているのは、そんないろいろな学校間の情報交
換と、やはり保険制度でしょう。特に自転車事故の高額補償に対応していることで価値がアップ！できれば全校加盟、全生
徒に掛けてあげたい保険さらにいい内容を目指して保険会社と調整を考えています。今、学校で起こっていること、ＰＴＡ
運営で悩んでいること、解決のヒントを探していること、他の学校にも教えてあげたい秘策等々、会長さんや役員さん、そし
て先生方の「今」を、みなさんで共有し前向きに解決！できるような語り場をつくるのが都高Ｐ連の役割。だからもっと変わ
っていかなければ！前例のないことに対して、過去に囚われ、できない、やれない理由を探していないか。だったら、どうした
らできるか、何が必要か？を考えたほうがよっぽど楽しいし目先の課題が解決でき将来にも繋がる。そんな場を、みなさん
と作っていきたいと思います。ご協力、よろしくお願いいたします！

平成27年6月6日(土)国立オリンピック記念青少年総合センターにて平成27年度
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会(都高Ｐ連)定期総会が行われました　当日
は本会加盟校の新旧会長の皆さまをはじめ各校、代表、委員の方々総勢150名
の方々が一同に会し、本部より前年度の報告、新年度の予算、事業報告を行いま
した。都高Ｐ連前年度会長の納見会長の任期終了に伴い、本年度新会長となり
ました原田仁会長より挨拶と今年度の活動に対する意気込みを語って頂きまし
た。また今年度は各地区選出の副会長も２名交代となりました。事業計画案に
は昨年度まではあまり活動の無かった実務即行委員会に具体的な活動の内容
が盛り込まれ、新会長からの依頼に名前の通り、即時に実行活動して頂ける委員
を召集していく、新会長のフットワークに期待したいと思います。

原田新会長よりごあいさつ原田新会長よりごあいさつ

平成27年度新役員の皆さん平成27年度新役員の皆さん

左から　
池本　副会長（中部北地区）
高田　副会長（東部北地区）
芦沢　副会長（西部北地区）
原田　会長　（東部北地区）
榊原　副会長（中部南地区）
長谷川副会長（西部南地区）

左から　
池本　副会長（中部北地区）
高田　副会長（東部北地区）
芦沢　副会長（西部北地区）
原田　会長　（東部北地区）
榊原　副会長（中部南地区）
長谷川副会長（西部南地区）
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ミニ知識ミニ知識 地区Ｐ連（チクピーレン）
各地区のＰＴＡ連合会

単Ｐ（タンピー）
単位ＰＴＡ

各学校のＰＴＡのこと。
ＰＴＡ連合体と区別するときに用いる。
行政用語。最近は「学校ＰＴＡ」と呼ぶ
動きがある。

司会は三木前副会長

平成１８年都立高校は１０学区制から６地区と
島嶼地区に変更された。都高Ｐ連も行政の地区
に合わせるため、平成２０年に東部南・東部北中
部南・中部北・西部南・西部北・島嶼の７つの地区
に変更、その地区割り名称。

平成25．26年度会長　納見 敏明様
２年間、お疲れ様でした。
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第37回広報誌コンクール第37回広報誌コンクール
平成２７年６月６日（土）国立オリンピック記念青少年総合センターセンター棟417号にお
いて、総会に先立ち第３７回広報誌コンクール表彰式と「広報誌作成のノウハウ」について
の講演会が行われました。広報誌コンクールは、各学校ＰＴＡの広報活動の活性化、広報
誌作成のレベルアップを図る目的で行われ、未加盟校にも応募を呼び掛け毎年多くの学校
から応募があります。審査は、レイアウト、企画・テーマの創意工夫、読みやすさ、コストパフォ
ーマンスなどの視点で採点し、各賞が決定します。

賞　名 地区名 学校名 広報誌名称

教育委員会賞 西部南 農　業 いなほ

教育委員会賞 西部南 立川 立高PTA会報

教育委員会賞 西部南 日野台 ひのだい

校長協会賞 西部南 翔陽 翔陽

校長協会賞 島　嶼 大島海洋国際 明日葉（あしたば）

校長協会賞 西部南 八王子東 志邏伽之（しらかし）

高校生新聞 中部北 豊　島 TOSHIMA

高校生新聞 中部南 神　代 神　代

高校生新聞 東部北 上　野 いちょう

会長賞 西部北 国分寺 国分寺

会長賞 西部北 ※東久留米総合 Ambitious(あんびしゃす）

会長賞 東部北 足　立 やよいの

特別賞 中部南 杉並 杉木立

特別賞 中部南 ※杉並総合 ＳＡＫＵＲＡ

特別賞 西部北 ※武蔵 むさし

特別賞 西部北 ※多摩科学技術 TECH　TECH（てくてく）

特別賞 中部北 武蔵丘 武陵（ぶりょう）

第37回PTA広報誌コンクール入賞校　　　　平成27年6月6日

※印は未加盟校

教育委員会賞受賞校広報誌教育委員会賞受賞校広報誌教育委員会賞受賞校広報誌

講演会講演会講演会

農業高校「いなほ」 立川高校「立高PTA会報」 日野台高校「ひのだい」

受賞高校ＰＴＡ関係者の皆様、受賞おめでとうございました。

広報誌を作るテクニックは色々あると思いますが。テーマカ
ラーを決めて、色数を少なくし、大きさ・太さ・明朝・ゴシック
位で使い分けして、書体を多くしない。白地に黒字が一番読
みやすい。あれやこれやと盛り込みすぎない。写真は、背景

を大きく撮ったり、寄って撮ると面白い
ものが出来る。動きのある写真を使うと
引き締まる。色々な事を言ってきました
が、最後に何が言いたいかと言います
と、プロっぽく綺麗に作ると、広告みた
いになり、逆に読まれなかったりします。
遊び心や手作り的なものを入れて、作る
人が一番楽しむ事が大事かなと思いま
す。情熱が入っているものが、心を打つ
のかなといつも思っています。

東京都教育庁　地域教育支援部
主任指導主事
鵜飼　敦之様

東京都教育庁　地域教育支援部
主任指導主事
鵜飼　敦之様

東京都教育庁　地域教育支援部
主任指導主事
鵜飼　敦之様

東京都公立高等学校長協会
事務局長　澤海　富保様
東京都公立高等学校長協会
事務局長　澤海　富保様
東京都公立高等学校長協会
事務局長　澤海　富保様

朝日新聞社教育事業部
編集担当次長　岡本なるみ様
朝日新聞社教育事業部
編集担当次長　岡本なるみ様
朝日新聞社教育事業部
編集担当次長　岡本なるみ様

ご来賓と講師の皆様ご来賓と講師の皆様
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表彰式に先立って、「手に取ってみたくなる広報誌
作成のコツ」というテーマで講演がありました。講師は
朝日新聞社教育事業部編集担当次長の岡本なるみ氏。

表彰式に先立って、「手に取ってみたくなる広報誌
作成のコツ」というテーマで講演がありました。講師は
朝日新聞社教育事業部編集担当次長の岡本なるみ氏。
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『未来圏からの風をつかめ！』『未来圏からの風をつかめ！』
（第65回 メインテーマ）

第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会

P11 委員会報告
P12 カタリバ取材
P11 委員会報告
P12 カタリバ取材

P7 全都会長会
P8-9 学校紹介・愛称募集について
P10  子どもの貧困対策委員会 取材

P7 全都会長会
P8-9 学校紹介・愛称募集について
P10  子どもの貧困対策委員会 取材

P2-5 全国大会
P6 事務局長研修会
　  幼小中高セミナー

P2-5 全国大会
P6 事務局長研修会
　  幼小中高セミナー

都高 　 連会報都高 　 連会報PP

都高 P 連  会報  第 79 号 （2015 年 12 月 10 日）
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大友啓史（おおともけいし）監督。「ちゅらさん」「ハゲタカ」「龍馬伝」、そして「るろうに剣心」「プ
ラチナデータ」と、ＮＨＫのドラマディレクターから映画監督に転身。今、次回作が最も期待
される映画監督の一人。そんな大友さんのお話が、ここ盛岡の地で聴けるとは。なんと大友
さんは盛岡出身だったのですね。全国大会に参加してよかった。
さて、肝心のお話はというと、作品制作のエピソードを交え、演出家とは、映画監督とはどう
いう仕事をしていくのか、心の持ちようはどうなのか、を解き明かしていく。例えば 2010 年の「龍
馬伝」。大河ドラマ。なぜ今龍馬なのか背景には前年オバマ大統領の「チェンジ」が。大河

ではリーダーを描く。リ
ーダーとは、①目的意識
を明確に持つ②失敗を恐れない③オープンマインドであれ④
誠実である⑤有言実行。この５つの要素があるだろう。龍馬
は実は聞き上手ではなかったか、と仮説を立てる。人の話を
聴くリーダー像としての新しい龍馬が出来上がった。
ドラマにしろ映画にしろ、監督一人で創るわけではない。誰
かの手を借りて、それも何百人もの手を借りて自分の思いを

具現化していく。スタッフとのコミュニケーションがものをいう。特に今回は「大河ドラマ」だ。面白いもので、大河ドラマと言っ
た瞬間に観る方にも作る方にも約束事が生まれてしまう。明確な定義があるわけでないのに「大河ドラマ」とはこういうもの、とい
う決まり事ができてしまう。それを壊す。作り方を変えてみた。そこで何が起こったか。予想外のことが起きたことを楽しめない人ほど、
どんどん脱落していってしまう。
思いがけないことが起きた時、それもいいか、と気持ちを切り替える。それがアドリ
ブ力。ただ、ひとりのアドリブでは実現できることも高が知れているがアドリブ力の
ある人間が何人か集まると、そこに思いがけない面白いものが生まれてくるし、そう
いうものを生み出すパワーが現場に出てくる。かつてあったようなもの、過去をなぞ
るような発想、行動からは残念ながら新しい面白いものは出てこない。それを大友
さんは２０年余りいる現場でのルールにしているそうだ。待てよ。これはどこにでも

あてはまることかもしれない。身近なところ、例えば都高Ｐ連にも、だ。大
友さんのいう「アドリブを生きる力」をぜひ蓄えていきたい、と思った。
（文責　原田会長）
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全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）

基調講演は盛岡市出身の芝浦工業大学長、村上雅人氏による「夢高くして足地にあり
the sky is the limit」をテーマに学生時代からの経験や、専門である超電導工学、教
育の大切さについて話して頂いた。交換留学生として米国へ渡り、時を隔てた今も海
外の友人たちと繋がり、それをマイライフトレジャー（人生の宝）と話した。英語はコ
ミュニケーションの１つで、苦手ならば英語に頼らず、他の手段を選べばよい。理系
なら数式や図面で示せばよい。専門の超電導では、元関取の土佐ノ海を浮かばせた
り、天皇陛下の前で本人自身が浮いて説明をしてきた。このようにデモンストレーショ
ンを行い、日本中を奔走している。
しかし、科学は世の中に存在する解明されていない問題を残している。科学は万能で
あるかという問題は普遍的な課題であり、だからこそ、科学に人が関与する価値があ
ると話す。
教育の大切さは世界共通の認識である。教育によって人も国も変わる。クラーク博士
が言った「ボーイズビーアンビシャス」の言葉の続きには、自分の欲や名声を求める
大志ではなく、あるべき姿を希求するような志を求めよ、とある。村上学長が言うに
は、教育の役割には二つの役割があると言う。一つは学生の学ぶ意思に火をつけるこ
と、二つ目は若者に夢を与えることだ。
物欲は限られているが、頭の中は無限だ。人間は宇宙の中のちっぽけな存在だが、
無限の可能性を秘め、無限に思いを寄せることが出来るのが人間の素晴らしさだと語
った。

（執筆　板橋高校 大城会長  調査広報 協力委員）

全国大会記念講演（映画監督　大友啓史氏）全国大会記念講演（映画監督　大友啓史氏）全国大会記念講演（映画監督　大友啓史氏）全国大会記念講演（映画監督　大友啓史氏）

過去をなぞるような発想からは新しい、面白いものは生まれない。「アドリブを生きる力」

8月20日 盛岡市 アイスアリーナ

8月21日 岩手産業文化センター（アピオ）

「大友啓史事務所承認」

第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会
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全国大会分科会全国大会分科会全国大会分科会全国大会分科会

全国大会表彰全国大会表彰全国大会表彰全国大会表彰

8月20日 大会第1日 各分科会テーマ

分科会 会場

青少年の健全育成に関わる研究発表

第2部：シンポジウム

第１分科会 学校教育とＰＴＡ　～「生きる力」を育む教育とＰＴＡ活動～ 盛岡市アイスアリーナ

事例発表

【関東】群馬県立前橋西高等学校ＰＴＡ 【北信越】長野県立松本深志高等学校ＰＴＡ

【東海】岐阜県立高山工業高等学校育友会　【九州】大分県立日出総合高等学校ＰＴＡ

第２分科会 進路指導とＰＴＡ　～「キャリア教育」の推進とＰＴＡ活動～ 岩手県民会館

事例発表

【北海道】北海道帯広柏葉高等学校ＰＴＡ　【東京】東京都立向丘高等学校ＰＴＡ

【近畿】和歌山県立桐蔭中学校・高等学校ＰＴＡ　【中国四国】鳥取県立倉吉東高等学校育友会

第３分科会 生徒指導とＰＴＡ　～規範意識の醸成とＰＴＡ活動～ 盛岡市民文化ホール

事例発表

【東北】青森県立五所川原工業高等学校ＰＴＡ　【関東】神奈川県立鶴嶺高等学校ＰＴＡ

【北信越】福井県立丹南高等学校ＰＴＡ 【中国四国】広島県立松永高等学校ＰＴＡ

第４分科会 家庭教育とＰＴＡ　～家庭教育の役割とＰＴＡ活動～ 盛岡グランドホテル

事例発表

【東北】秋田県立能代高等学校ＰＴＡ 【東海】静岡県立沼津東高等学校ＰＴＡ

【近畿】奈良県立平城高等学校ＰＴＡ 【九州】長崎県立西彼農業高等学校育友会

特別第１分科会 ホテルメトロポリタン盛岡
ニューウィング

特別第２分科会 都南文化会館
（キャラホール）

岩手産業文化センター
（アピオ）

情報化社会と教育
　～スマートフォン・ネット依存と若者の生活スタイル～

防災教育・復興教育
　～「防災教育」・「復興教育」の推進について～

全国高Ｐ連
研究発表

テーマ

第1部：講演　高校生の現状と大人にできることを考える

　　　　　　　～平成26年度全国高校生生活・意識調査の結果の報告～

全国大会岩手大会の開会式におきまして平成 27 年度文部科学大臣、65 回
全国大会会長から表彰された個人、団体に紹介と表彰状の授与が行われま
した。我が都高Ｐ連からは

　● 平成 27 年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰団体
　　　　東京都立向丘高等学校ＰＴＡ
　●第 65 回全国大会会長表彰（個人）
　　　　東京都立小石川中等教育学校　　三木 健司
　● 第 65 回全国大会会長表彰（団体）
　　　　東京都立田柄高等学校ＰＴＡ
　● 平成 27 年度役員表彰
　　　　都高Ｐ連 26 年度会長　　納見 敏明
2 団体と 2 名が表彰されました。来年度も是非、表彰して頂けるようなＰＴ
Ａ活動が行えるよう都高Ｐ連もバックアップしていきたいと思います。　

（執筆　高田副会長）

左から
東京都立小石川中等教育学校 三木 健司さん
都高Ｐ連26年度会長 納見 敏明さん
東京都立向丘高等学校ＰＴＡ元会長 高田 教子さん



46

発行：東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会     編集：調査広報委員会  

2016 第80号2016 第80号

事務局：東京都杉並区南荻窪4-29-10 田丸ビル205号    Tel ： 03-5941-5067  Fax ： 03-5941-5068       Email ： jimukyoku@tokoupren.org

Let's access it！→ http://www.tokoupren.org/Let's access it！→ http://www.tokoupren.org/

P8-カタリバ訪問記P8-カタリバ訪問記P4-P5地区活動紹介
P6-学校紹介、地区訪問記
P7-学校紹介、これからの予定

P4-P5地区活動紹介
P6-学校紹介、地区訪問記
P7-学校紹介、これからの予定

P2-リーダー研修会
　   全国特別支援教育振興協議会
P3-中部南地区生徒発表会

P2-リーダー研修会
　   全国特別支援教育振興協議会
P3-中部南地区生徒発表会

都高 　 連会報都高 　 連会報PP

都高 P 連  会報  第 79 号 （2016 年 3 月 3 日）



47

東京都高等学校ＰＴＡリーダー研修会東京都高等学校ＰＴＡリーダー研修会

平成27年度東京都教育委員会委託事業　東京都高等学
校ＰＴＡリーダー研修会が行われました。
リーダー研修会は東京都教育委員会が主催の委託事業
です。毎年色々な分野の講師の方をお呼びしていわゆる
ＰＴＡの為の勉強会を行っています。

本年度開催した研修会は、｢高校生とインターネット～保
護者が知っておくべきこと、できること～」をテーマに一
般社団法人セーファーインターネット協会　事務局 高橋
大洋氏に講演頂きました。高橋氏は子どもとインターネッ
トの問題に2006年頃より関わり、主に安全利用のための
調査研究や教育啓発実証事業を担当。昨年は保護者、教
職員、ボランティア指導者、児童生徒向けの研修を全国各
地で年間計100回実施されています。
研修会の趣旨として、近年、スマートフォンの普及により
高校生のネット上の書き込みによる炎上騒動やネット依
存、ＪＫビジネスへの誘惑など本来ソーシャルメディアの
持つ個人による情報発信や個人間のコミュニケーション、

人の結びつきを利用した情報流通などといった利便性と
はかけ離れた状況が発生し、社会問題になっている事を
受け、先ず、保護者がインターネットの現実を学び、家庭
内で子ども正対し親子でスマホ談義ができるよう協議し
ていく。
高橋氏は高校生にとってインターネットが必要な訳、それ
を保護者が理解する必要性、また、まだ高校３年生であ
ってもネット上では１８歳以上は大人として扱われる危
険性について、まだまだ私たち保護者も学ばなければな
らない事が多いこと、またこういった情報を子どもと共用
することで家族内のコミュニケーションにもなると講演さ
れました。東京都教育庁から出席された鵜飼敦之氏も熱
心に受講されていました。

私自身あまりインターネットに詳しくないため子ども達の
知識には驚かされます。しかしながら、驚いてばかりはい
られない、知ることが危険を避けることになると思いました。

（執筆  副会長 高田 教子）

国立オリンピック記念青少年総合センターに於いて

「第３８回全国特別支援教育振興協議会」に参加してき
ました。毎年１２月初旬に開催されている協議会で、当日
の大きなテーマは「特別支援教育のさらなる充実を目指
して」でした。
第１部の小・中・高・特別支援学校のＰＴＡからの提案及
び協議の部分で「共生社会の実現に向けたＰＴＡ活動に
ついて」と言うテーマでお話しをさせていただきました。
これから各学校では支援を必要とする生徒さんの在籍数
が増えることが予想され、特別支援教育コーディネーター
の先生を中心にＰＴＡも含めた連携がとても重要になっ
ていきます。小中学校のように学校内に特別支援教室が
ある都立高校はまだ無いのですが、近隣の特別支援学校
と生徒が交流をしている高校はたくさんあるようです。各
校のＰＴＡの皆様も、ご自分の学校で特別支援教育につ
いてどのような体制がとられているかを把握しておいてく

ださい。
生徒たちが温かい心で支援の必要な子供たちと楽しい学
校生活を送ることができるように「共生社会の実現」に向
けて活動して行きましょう。 

（執筆  都高Ｐ連 事務局長 青木 真佐枝）

主催：全国特別支援教育連盟・文部科学省・独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所

全国特別支援教育振興協議会全国特別支援教育振興協議会
国立オリンピック記念青少年総合センターに於いて

平成27年12月4日（土）平成27年12月4日（土）

平成27年11月28日（土）平成27年11月28日（土）

0202

高橋大洋氏

鵜飼敦之氏
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 西部北地区 活動報告 西部北地区 活動報告

 西部南地区 活動報告 西部南地区 活動報告

西部北地区は、多摩地域を走るJR中央線の北側に所在する学
校１９校が加盟をしています。未加盟校を含みますと、１４市
１町にも及ぶ広大なエリアが私達の西部北地区です。単位PTA
会長及びOBで構成されていますが、新しくPTA会長になられた
方、引き続き会長をされている方、経験豊富なOBの方、いろいろ
な立場の方が気持を一つにして活動を行っています。    
活動スローガンは「単位PTA活動の支援と協力体制の更なる充
実を図り、都高Pの健全な活動を支え、より柔軟な地区体制の構
築を図る」です。  

定期的に行われる会
長会では、新しい意
見や長い経験を活か
した意見など闊達な
意見が飛び交い各学
校PTAが抱える問題
や悩みなど、皆で話

し合い改善に取り組んでい
ます。その一つに、情報交換
会があります。情報交換会
では、メインテーマを決め、
その他にサブテーマを自由
に決めて情報交換（意見交
換）を行いました。また、西
部南地区との合同情報交換会も開催し情報を共有し、交流を深
めることを積極的に取り組んでいます。
交流事業は、情報交換会だけでなく、スポーツを通じての交流
会も行っています。スポーツ交流は、秋季ソフトボール大会、冬
季バレーボール大会を開催しています。この大会には未加盟校
の参加を積極的且つ継続的に呼びかけ、全てではありません
が数校の参加があり、楽しく真剣に交流を深めています。地区
活動は、各学校PTAの皆様のご理解と、ご協力のもと行われて
います。様々な行事や活動で忙しい中、取り組んでいますが、保
護者としての厳しくも優しい気持を忘れずに、これからも西部
北地区の結束力と行動力を大事に活動をしていきたいと思います。

（執筆  西部北 橋本地区長）

現在、西部南地区には南多摩地域８市に所在する２０校が
加盟しています。また、２校がオブザーバーとして登録してお
ります。奇数月に会長会、偶数月に役員会を開催しております。
そして、下記の３グループに分かれて活動しています。

「文化交流発表会検討グループ」は毎年５月に開催している
「文化交流発表会」のを担当しております。このイベントは「子
どもたちが部活動などの成果を広域に発表でき、高校生同士
が交流できる場を」との思いで行っております。今年の５月で
５回目となります。企画・資金集め・参加校募集・会場準備

などをこのグループで行っております。今年は当日に司会等を生
徒さんに担当してい
ただく予定です。
最終的には、「オー
ル 西 部 南」で 運 営
することとなります。

「西部北地区との交
流会検討グループ」
は 西 部 北 地 区との
交流の窓口を担当しております。西部北地区主催のスポーツ
大会（ソフトボール・バレーボール）、相互に交替で主催す
る（今年度は西部北地区主催）合同情報交換会などです。「西
部南地区交流会検討グループ」は地区内の交流を担当してお
ります。今年は、全国大会時の地区内懇親会とバーベーキュー
大会を企画・運営しました。
地区活動はどうしても会長が中心になりますが、他の役員さん相
互も知り合える機会にもなればと思っております。

（執筆  西部南 横山地区長）

0404

都高P連 地区活動紹介都高P連 地区活動紹介
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中部北地区では毎年恒例の歓送迎会 (6 月 )、情報交換会
（7 月）、賀詞交歓会（1 月）を柱として、活動しています。27

年度は残念ながら参加校が 1 校減って、13 校での活動と
なりましたが、役員同士の仲がとてもよく、年々深いコミュ
ニケーションがとれるようになってきました。特に今年度
は、会長以外の役員の方が代表者会に積極的に参加して
いただけるようになりました。

27 年度のトピックス
としては、飛鳥高校
20 周年行事出席が
ありました。
また、9 月から 11 月
に か けてお 互 い の

文 化 祭を訪 ねるツア
ーを行い、自校以外の
校風に触れることがで
き、大 変 有 意 義 でし
た。近い地域であるこ
とをメリットとして認
識できたので、これも

交流を深めることにつながりました。
疑問に思っていることや悩みなどを共有し、各校の考え
方を知ることができることが都高 P 活動の利点のひとつ
ですが、中部北地区の各校の会長・役員はそのことを充分
に理解し、なおかつ楽しく、PTA 活動につなげることができ
ていると思います。
今後は、未加盟校へのアプローチも継続して行い、より発
展した交流ができるようにしていければと思います。  
 （執筆  中部北 伊藤地区長）

 中部北地区 活動報告 中部北地区 活動報告

本地区は加盟校が少ない為、OB にも助けて頂いて活動
出来ている小さな地区です。今年度も活動に一工夫いれ
て活動しました。
各校の代表者会議 ( 地区会 ) の日程調整は、全員一致の
参加は難しいです。職業が特殊な会長さんが多く、基本一
致しません。この問題を解決する為、Web クラウド（サイ
ボウズライブ）を利用させてもらいました。これにより、事
前に案件ごとの検討、相談、文書の是正を全員で各々の
空時間帯で確認できました。それを実施後、最終的に実

際の地区会において最
終決定します。参加者が
少なくても内容を皆事
前理解していることによ
り、打ち合わせも短くサ
クサク決められ、時短含
めて効率的でした。もち
ろん空いた時間は、コミ
ュニケーションを向上させる時間にあてられ、毎回会議という
感じもしませんでした。
来年度もこの効率を引き継ぎ、和気あいあいと活動していき
きたいと予定しています。 

（執筆  中部南 砂金地区長）

 中部南地区 活動報告 中部南地区 活動報告

東部北地区は、原田・都高Ｐ連会長のモットーである「楽
しくなければＰＴＡじゃない！」を実践すべく、楽しく、しか
し真面目に活動しています。
6 月 28 日 東京足立ライオンズクラブ主催、東部北地区共催
の「あだちけいおんフェスタ ライオンズカップ 2015」に審査

員と運営スタッフとしてお手
伝いしました。
8 月 20 日、ＰＴＡ全国大会
懇親会での「女 し々くて」パ
フォーマンスには、各校の
校長先生・ＰＴＡ会長はじ
め東部北地区からの参加
者全員でダンスの猛特訓を

行って臨み、見事大盛
況を収めることができ
ました。
11 月 14 日の情報交換
会では、各校の会長の
みならず副会長・会計・
広報委員長などの方々

にも参加していただき、とても有意義な会議を行い、その
後、懇親ボーリング大会「小笠原杯」で熱戦を繰り広げま
した。
12 月 11 日の会長会後の懇親会では・・・って、年中懇
親会をやっている印象を持たれるかもしれませんが・・・
実際、そうかもしれません。でもそれは、普段の真面目な
ＰＴＡ活動に対する慰労であったり、学校間の良好な連
携を築くためなのです。決して遊んでばかりいるわけでは
ありません！

（執筆  東部北 巣山地区長）

0505

 東部北地区 活動報告 東部北地区 活動報告
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保険資料

都高Ｐ連 P 連保険制度	

都高Ｐ連 P 連総合補償制度案内冊子	 	 	 	 	 	 	 	 	 全高 P 連 賠償責任補償制度案内冊子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都高Ｐ連 24 時間高校生総合保険案内                
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「第 27 回 東京地区高等学校 PTA 連合大会」のご案内

26都高Ｐ連04-79号	

平成２７年４月３０日	
	

	

	 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会	

	 	 	 	 	 加盟校ＰＴＡ会長	 各位	

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会	

会	 長	 納見	 敏明	

第２７回東京地区大会実行委員会	

委員長	 小山	 久江	

	

第２７回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会のご案内	
	

	 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。	

	 日頃より東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会の活動に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうござ

います。	

	 このたび、第２７回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会を下記のとおり開催いたします。	

	 本大会は、青島広志先生の基調講演に加えて、ＰＴＡの事例発表、生徒の部活動発表を行います。	

怖しい内容は別紙の大会要項をご欄ください。多数のご参加をお願いします。	

	

記	

	

１．大会概要 

	 主	 	 	 催	 	 	 	 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会	

	 共	 	 	 催	 	 	 	 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会	

	 参加対象	 	 	 	 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会会員及び高校生	

	 開催日時	 	 	 	 平成２７年７月１１日（土）午後１時から４時（受付開始	 正午）	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※ギャラリーでの展示は１１時から	

	 開催会場	 	 	 	 国立オリンピック記念青少年総合センター 
カルチャー棟大ホール（小田急線参宮橋）	

	 大会テーマ	 	 	 	 メインテーマ：「明日への力、音にのせて」	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 サブテーマ：～広がる世界とつながる力！	 新時代を担う君たちと共に～	

	 構	 	 	 成	 	 	 	 基調講演・ＰＴＡ事例発表・生徒発表	

	 講	 	 	 師	 	 	 	 青島広志氏(音楽家）	

	 事例発表	 	 	 	 進路指導とＰＴＡ（向丘高校ＰＴＡ）・国際交流への取り組み（田柄高校ＰＴＡ）	

	 アトラクション	 	 生徒による部活動の発表（現在選考中）	

	 	 	

２．各学校へのお願い 

	 東京地区大会実行委員会からのお願いです。基調講演は、講師の青島先生のピアノ演奏とテノール歌

手の歌声を交えての楽しい講演会を予定しております。各学校からできる限り多くのご参加をお願いい

たします。	

添付の名簿にご記入の上、５月２１日までに都高Ｐ事務局まで、メールまたはＦＡＸにてお知らくだ

さい。	

	

問い合わせ先	

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会	

	 	 	 〒167-0052	 	 東京都杉並区南荻窪4-29-10	 	 田丸ビル205号	

	 	 	 	TEL	 03-5941-5067	 	 FAX	 03-5941-5068	

	 	 	 e-mail:info@tokoupren.org		 	 	 	 	URL		http://www.tokoupren.org	

※提出期限	 ５月２１日までに事務局まで	
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「第 27 回 東京地区高等学校 PTA 連合大会」チラシ
 

明日への力、音にのせて

平成 ７年 月 １日 土
受付、ｷﾞｬﾗﾘｰ展示開始 ・生徒作品

開場

開会式 基調講演・ 活動発表・生徒部活発表

終了

基調講演 青島広志

主催 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会
共催 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会

開催会場

国立オリンピック青少年記念総合センター
カルチャー棟 大ホール・ギャラリー

第２７回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会

プロフィール
都立八潮高卒。高一の冬、とても可愛らしい先輩に誘われて、うっかり入ってしまった合唱部。これをきっかけに音楽の道を選ぶこ
ととなる。レコード会社フォンテックに勤務。偶然にも青島広志氏に見出され、「黄金の国」（青島広志 作曲）でオペラデビュー。

年第１２回奏楽堂日本歌曲コンクール歌唱部門第３位入賞。その後プロのテノール歌手に転向する。童謡からオペラアリアま
で幅広いレパートリーを持ち、アンサンブルからソリストまで多くの演奏会で活躍する。オーケストラとの共演も多く、東京フィル、
群馬交響楽団、大阪交響楽団、アンサンブル金沢、名古屋フィル、などの公演に出演。さまざまな場所にその歌声を提供している。

共演者：小野つとむ テノール歌手

 

プロフィール
年東京生まれ。東京藝術大学および大学院修士課程（作曲）を 首席

で修了。
これまでに作曲した作品は 曲に超える。ピアニスト・指揮者としての
活動も 年を超え、最近ではコンサートやイベントのプロデュースも数多
くこなしている。ＮＨＫ「ゆかいなコンサート」の初代監督を 年務め、テ
レビ「題名のない音楽会」「世界一受けたい授業」などに出演。
現在もＮＨＫラジオ「みんなのコーラス」「高校音楽講座」にレギュラー出
演。他にもイラストや書籍執筆などの仕事も数多く手がけている。
東京藝術大学、都留文科大学講師。日本現代音楽協会、作曲家協議会、東京
室内歌劇場会員

写真提供：Gakken Pub 

ＰＴＡ活動発表 田柄高校、向丘高校
生徒舞台発表 飛鳥、富士、鷺宮、竹早、多摩

生徒展示発表 小川、工芸、国分寺、小平西、竹早、多摩工、向丘

ＰＴＡ展示発表 各地区、各委員会

第 版
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「第 27 回 東京地区高等学校 PTA 連合大会」大会要項

1   
 

第２７回

東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会

主 催 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会

共 催 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会

大会要項

日 時 平成２７年７月１１日（土）

会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター
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「幼小中高 PTA 連絡協議会」チラシ

 

平成２７年度東京都高等学校ＰＴＡ研修会チラシ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高校リーダー報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合同リーダー研修会チラシ              東京都教育庁幹部との新年賀詞交歓会   
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" 都高 P 連 子ども応援募金 " 義援金活動報告とご協力のお願い

1／2 
 

27都高Ｐ連	 05-81号 
平成 27年 5月 21日 
改訂 2版 6月 6日 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
加盟校ＰＴＡ会長	 各位 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
平成 26年度 会長	 納見 敏明 
平成 27年度 会長	 原 田	 仁 

 
“都高Ｐ連子ども応援募金”	 義援金活動報告とご協力のお願い 

 
時下、ますますご清栄のことと、お喜び申し上げます。 
日頃より、都高Ｐ連の活動に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 
平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災の被災地の復興、被災高校生の支援に向け、都高

Ｐ連として災害復興対策委員会（→災害対策委員会）を立ち上げ、私たちが可能な支援策につい

て検討し、取り組んで参りました。平成 24 年度からは、『都高Ｐ連 子ども応援募金』を実施し、
被災 3県の育英基金に対して義援金を届ける活動を行っています。平成 26年は、下記１のように
義援金を届ける事が出来ました。紙面を借りて、皆様のご協力に深く感謝致します。 
平成 27年度も引き続き、東北被災 3県の育英基金を届け先とし、一人でも多くの震災遺児、孤

児たちに教育の機会が与えられます様、支援を継続したいと考えております。本活動にご賛同頂

き、ご協力頂けます様よろしくお願い致します。 
 
１．平成 26年度の実績報告 

都高Ｐ連 子ども応援募金	 総額	 	 1,152,000円 
協力参加校・地区数	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 46件 
義援金総額を、被災３県の育英基金に対して３等分し、各基金に対して 383,136 円（振込手

数料 864円を除く）を届ける事が出来ました。ご協力ありがとうございました。 
 
表 1．平成 26年度『都高Ｐ連 子ども応援募金』協力校一覧 
西部南地区 日野台、農業、国立、片倉、永山、松が谷、野津田、山﨑、調布南、日野、 

富士森、府中西 
西部北地区 羽村、小金井北、秋留台、小平西、武蔵野北、東村山西、保谷、武蔵村山、 

国分寺、小平南（※） 
中部南地区 杉並、神代、杉並、富士 
中部北地区 武蔵丘、鷺宮、文京、北園、井草、練馬工業、豊島、大泉、板橋、 

農芸（※） 
東部北地区 竹早、上野、工芸、荒川工業、江北、青井、小石川、足立 
その他 東部北地区、西部南地区 

 
※：振り込み口座を間違えた、或いは振り込み時期が締め切りを過ぎていた等の理由により、

会計的には平成 26 年度の決算に間に合わなかったものです。（上記の総額には含まれていま
せん。）これらについては、募金活動としては平成 26年度に含めますが、会計的には平成 27
年度分として扱うことになります。 
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2／2 
 

 
２．届け先 
○岩手県：いわての学び希望基金 
○宮城県：東日本大震災みやぎこども育英募金 
○福島県：東日本大震災ふくしまこども寄附金 
・『都高Ｐ連 子ども応援募金』発足依頼、上記３基金に対して義援金を届けています。平成 27
年度も、今まで同様、被災３県の育英基金を届け先とします。 

・上記育英基金とは、それぞれ県で立ち上げた公的な基金であり、震災遺児（父親又は母親の

どちらかを失った子ども）、震災孤児（両親を失った子ども）である未就学児童から大学生を

対象に、申請手続きのうえ、奨学金・一時金を支給しています。 
 
表 2.	 東北被災３県の基金状況 

 
・都高 P連の HPにあります「2015都高Ｐ連 子ども応援募金」のポスターに、各基金の URL
が記載されています。詳細は、各自治体のホームページをご覧ください。 

 
３．平成 27年度の義援金募集期間 
・平成 27年 6月 6日 ～ 平成 28年 2月 28日 

 
４．振込み先 
・西武信用金庫	 荻窪西口支店	 普通預金	 店番 157	 口座番号	 2206076 
・名義人（加入者名）	 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 

 
 
平成 27年度も『都高Ｐ連 子ども応援募金』へのご協力、よろしくお願い致します。 
 

以上 
 

 孤児 遺児  
いわての学び希望基金 被災孤児：94人 被災遺児：489人 平成 26年 11月 1日現在 
みやぎこども育英募金 震災孤児：136人 震災遺児：925人 平成 27年 3月 31日現在 
ふくしまこども寄附金 被災孤児：24人 被災遺児：170人 平成 26年 9月 1日現在 
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「2015（平成 27 年度） 都高 P 連 子ども応援募金」ポスター

 

平成２７年度義援金ポスター	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 義援金依頼状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福島県からのお礼状       岩手県からのお礼状        宮城県からのお礼状   
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「＜夏休み＞東北被災地へのボランティア派遣募集」チラシ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２７年度も東北被災地へのボランティア派遣を実施します！

東京都公立高等学校 連合会

２０１５ ６ ６

都高Ｐ連では、震災の翌年から行っているランティア派遣を今年も実施いたしま

す。夏休みを利用して第７次「東北復興支援・高校生のボランティア派遣ツアー」

を企画いたしました。

期 間 ５年７月２４日（金）〜７月２６日（日）

２泊３日 往復、現地の移動共、観光バス使用

費 用 円～ 円前後／人（参加人数により変動）

募集人員 ４０名先着順（最小催行人員 ３０名）

宿 泊 宮城県南三陸町内民泊

作業内容 民泊先の各家庭で現地の仕事を体験

視 察 南三陸町・石巻・女川・気仙沼等

※作業内容・視察先は現地の工事状況等により変更が有ります

募集方法 申込書を記入の上、ＦＡＸもしくは郵送（送付先は申込書参照）

募集締切 年６月２２日（月）（事務所必着）

石巻市 門脇小学校 石巻市 『がんばろう！石巻』看板

南三陸町 防災対策庁舎 石巻市 大川小学校

 



「平成 27 年度　高校生の貧困問題シンポジウム 」チラシ

 
 

2016年 2月 27日 第３回全都会長会 高校生の貧困問題研修会 
 

子どもの貧困対策シンポジウム 
高校生の貧困問題を考える 

 
 
２０１２年段階での子どもの貧困率は史上最悪の１６．３％。 
じつに３００万人超の子どもたちは、誰もが享受すべき「あたりまえの暮らしや学校生活」を送るこ

とができていないことが厚生労働省のデータによって裏付けられています。 
 
今私たちが育てている子ども世代＝高校生に目を向けると、毎年全国で５万人以上の生徒が

高校を中退し、その背景に「貧困」が少なからぬ要因としてあることが指摘されています。 
すべての生徒たちが希望を持って将来を切り拓いていくために、今どんなことが必要なのでしょ

うか。 
 
講師として、埼玉県内で子ども・若者の居場所づくりや学習支援活動に携わっている青砥恭先

生を迎え、都立定時制高校に通う現役高校生の体験トークを交えて、今回はとくに高校生の貧困

問題について考えていきます。 
 
 

日   時  ２月２７日（土） 受付１３時３０分 １４時００分～１６時００分 

 

参加対象者   都立高校ＰＴＡ会員 

※１６時１０分からは、通常の各校の会長、役員の皆様対象の全都会長会を行います。 

 

場   所  国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟１０１ 

 

内   容  第１部 講演会    「高校生の貧困問題を考える」 青砥 恭氏 

         第２部 体験トーク  都立定時制高校生 

問合先：東京都公立高等学校 PTA連合会事務局 
e-mail:info@tokoupren.org 
℡：03-5941-5067

 

 

講師：青砥 恭（あおと やすし）氏 

1948 年生まれ。埼玉県立高校の教員時代から高校生の貧困研

究や地域の学習支援に関わり、退職後の 2011 年さいたまユ

ースサポートネットを設立、貧困に苦しむ子どもたちや就労

に恵まれない若者の支援活動を続ける。 

現在、NPO法人さいたまユースサポートネット代表理事。 

明治大学講師。 

著書に『ドキュメント高校中退―いま、貧困が生まれる場

所』（ちくま新書）、編著に『若者の貧困・居場所・セカン

ドチャンス』（太郎次郎社エディタス）がある。 
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2015 年 政党要望事項

東京都公立高等学校 連合会

要 望 事 項

一 都立高等学校特別教室の環境改善について

全都立高等学校特別教室への空調設備導入が本年度決定され、東京都公

立高等学校 連合会の要望実現にご協力いただき、ありがとうございました。

私どもで今年７月に実施した特別教室に関するアンケート調査では、未だ空

調未稼働教室では３５℃を超える結果もでていますので、全教室への設置加速

に向け引き続きご協力をお願い申し上げます。

（平成２７年度政党ヒアリング添付資料

「学校教育環境」に関するアンケート調査結果３頁参照）

１ 生徒・教職員の熱中症対策等、全特別教室への空調設備の早期設置を

加速されたい。

二 都立高等学校へのスクールカウンセラー配置の維持改善について

都立高等学校へのスクールカウンセラー配置は、都議会のご協力により平成

２５年度に全校配置実現し、２年間経過しています。

私どものスクールカウンセラーに関するアンケート調査によれば、未だ全体の

３０％を超える学校よりスクールカウンセラーが不足していると要望がでています。

またスクールカウンセラーの方々の性別による年間生徒受診人数に約１５％程

度の差が出ております（但し、男子・女子生徒の受診人数の割合は同等）。

一方で社会の多様性の変化はますます加速され、カウンセリングニーズは多

岐にわたる内容とともに即時性も重要な要素になっています。

スクールカウンセラーは一人配置の高校が多いのが現状ですが、生徒の健全

な育成を支援するために、全校配置の継続に加え、スクールカウンセラーの複数

化など継続的制度改善に向けご協力をお願い申し上げます。

（平成２７年度政党ヒアリング添付資料

「学校教育環境」に関するアンケート調査結果４、５頁参照）

１ 全都立高等学校へのスクールカウンセラー配置を継続されたい。

２ 生徒の高校生活をより充実させる目的で継続的制度改善を実施されたい。

（１）生徒とスクールカウンセラーとの相性等の課題に向け生徒による複数のス

クールカウンセラーと相談し、選択できるような制度導入を実施されたい。

（２）カウンセリングニーズの時期的集中、新入生全員カウンセリングなどスクー

ルカウンセラーが不足した時にも対応できるような柔軟性を確保されたい。
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東京都公立高等学校 連合会

要 望 事 項

三 都立高等学校の設備改善について

都立高等学校には築３０年以上の校舎のも多く、施設の老朽化問題の一つ

に配管等のインフラ含めたトイレ設備があります。

私どもの校内トイレに関するアンケート調査の結果によれば、全体として４５％

のトイレが洋式化されているものの、６４％の学校から和式トイレの洋式化の要望

がでています。

またグローバル化に向け国際理解教育の一環として海外校との人的交流を

推進している都立高校もあります。

家庭環境・社会環境とのギャップを無くす為にも、施設整備への特段のご配

慮をお願い申し上げます。

（平成２７年度政党ヒアリング添付資料

「学校教育環境」に関するアンケート調査結果６頁参照）

１ 施設インフラ設備を含め既設和式トイレの洋式化等の整備推進をされたい。

四 スクールソーシャルワーカーの活用について

いじめ防止対策推進法にもとづき各校対策委員会等さまざまな取り組みを推

進いただいています。私どもも、いじめ問題は社会環境・家庭環境・学校環境等

多岐にわたる要因があると認識しています。現在の各高校「いじめ対策委員会」

は、教職員の方々とスクールカウンセラーを中心に校内施策を進めていただいて

いますが、「学校運営連絡協議会」、「防災教育推進委員会」、「学校保健委員

会」同様に私ども にも委員として情報開示の機会をいただけるようご支援願

い申し上げます。

また、スクールカウンセラーによる生徒・保護者のメンタルケアとともに、スクー

ルソーシャルワーカーによる家庭環境等の改善に向け多岐にわたる専門的対応

も必要です。スクールソーシャルワーカーの派遣は、都内公立小・中学校へは実

現されていますので、都立高等学校への拡大派遣を是非とも推進願います。

スクールソーシャルワーカーの全都立高校派遣による生徒や家庭の様々な問

題に対する支援環境つくりにご協力をお願い申し上げます。

１ 全都立高校へのスクールソーシャルワーカーの派遣拡充を推進されたい。

２ いじめ防止対策推進法にもとづく施策状況に関し、各校情報開示の機会

づくりに努められたい。
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東京都公立高等学校 連合会

要 望 事 項

五 英語によるコミュニケーション体験授業について

私どもの「学校教育環境」に関するアンケート調査における保護者としての意

識調査（自由回答）項にて、「英語教育・英語によるコミュニケーション能力・グロ

ーバル人材育成」に関する問題提起が多数挙がっております。

国際理解教育を通じ各校いろいろの施策を実施していただいていますが、語

学におけるコミュニケーション力の重要性を考えると体験型学習の機会のより充

実に向けた取り組みが必要です。高校学習過程での実験授業は、自然科学分

野に対し、人文科学分野が少ない傾向にあります（大学で学習過程では、心理

学をはじめ実験型授業は当たり前に実施されている）。

生徒たちが将来のグローバル化社会にて将来を担えるよう学習過程のカリキ

ュラム充実と生徒のモチベーション向上と持続性に向けご協力をお願い申し上げ

ます。

１ 英語によるコミュニケーション体験授業についてカリキュラムへの組み込み等

による学習機会の充実・持続性に努められたい。

（体験型授業例

：「近隣大学の留学生との交流」や「イングリッシュキャンプ」等 ）

以上
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2015 年 政党要望事項 要望回答書 
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１．アンケート内容 
	 学校教育環境に関して、学校側と PTA役員に以下の大項目でアンケートを実施しました。
学校の教育環境が継続的に改善されているかどうか把握するために、殆どの項目が昨年ま

での項目を引き継いでいます。今年は、新たにスクールソーシャルワーカーについての質

問を追加しました。 
・スクールカウンセラーについて、 
・スクールソーシャルワーカーについて 
・特別教室の空調設備の設置状況・計画について 
・校内のトイレに状況について 
・学校・都高 P連へのご意見について 

 
	 実際のアンケートは、以下のような内容で実施しました。 
 
（１）スクールカウンセラーについてお伺いします。 

Q1.カウンセラーの充足状況について教えてください。 
a.足りている	 	 b.足りてない 
Q2.Q1で足りてないとご回答された場合は、必要数を教えてください。 
	  希望カウンセラー開設日数 週＿＿日 
Q3.カウンセラー全般に対するご意見・ご要望があれば教えてください。 
 
（２）スクールソーシャルワーカーについてお伺いします。 

Q1.スクールソーシャルワーカー配置状況について教えてください。 
 a.配置されている b.配置されてない 
Q2.スクールソーシャルワーカー配置は必要ですか？ 
 a.配置してほしい b.配置の必要はない 
Q3.スクールソーシャルワーカーについてご意見・ご要望があれば教えてください。 
 
（３）特別教室の空調設備の設置状況・計画についてお伺いします。 

Q1.全校設置が決定されていますが、特別教室への空調設置状況を教えてください。 
 特別教室数  ＿＿＿教室 
 空調設置特別教室数 ＿＿＿教室 
Q2.来年度に特別教室への空調設置計画が決定されていますか？ 
 a.ある  B.ない 
Q3.空調設置全般に対するご意見・ご要望があれば教えてください。 
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（４）校内のトイレの状況についてお伺いします。 

Q1.本年度和式から洋式化したトイレの数ついて教えてください。 
 本年度様式化したトイレ数 ＿＿＿据 
Q2.和式便器の洋式化の継続的な必要性について教えてください。 
a.洋式化したい	 b.和式のままでかまわない	 c.どちらとも言えない 
Q3.その他トイレに関するご意見・ご要望があれば教えてください。 
 
（５）その他、学校に対する要望、都高 P連へのご意見など、自由にご記入ください。 
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２．アンケート結果 
（１）スクールカウンセラーについてお伺いします。 

Q1.カウンセラーの充足状況について教えてください。 
 

 
 
 
Q2.Q1で足りてないとご回答された場合は、必要数を教えてください。 
 

 
 
 
  

足りている	 
67% 

足りてない	 
30% 

わからない	 
3% 

カウンセラーの充足状況について教えてくだ
さい。	 

週2日	 
70% 

週3日	 
10% 

週4日	 
0% 

週5日	 
20% 

カウンセラーが足りてないとご回答された場
合は、必要数を教えてください。	 
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Q3.カウンセラー全般に対するご意見・ご要望があれば教えてください。 
 
・現状の週 1回で必ずしも十分とは言えない状況にある 
・週 1 日の勤務では、実際には有効活用できない。現在は出勤していないことが前提なの
で、ほとんど相談されておらず配置するならば、ほぼ毎日の勤務が求められる。 
・H28年度より全日制 1日、定時制 1日で来てもらえているのでよい。 
・継続性のある人事配置をお願いしたい。 
・同じ方が週 2日になるのであればありがたい。（違う方では効果が十分期待できない） 
・来年度から、全・定	 1人ずつの配置になるので、1日でも良い。 
・全日制・定時制で人を分けてほしい	 →4月より実施 
・カウンセラーさんが生徒の悩みに寄りそい教員に適切に情報提供、アドバイスができて

いて現状で良い。 
・現状で特に問題ないと感じている。 
・現在勤務している SCは大変助けていただけている。 
・生徒の悩みを聞くカウンセラーは必要です。 
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（２）スクールソーシャルワーカーについてお伺いします。 

Q1.スクールソーシャルワーカー配置状況について教えてください。 
 

 
 
 
Q2.スクールソーシャルワーカー配置は必要ですか？ 
 

 
 
 
  

配置されてない	 
88%	 

配置されている	 
9%	 

わからない	 
3% 

スクールソーシャルワーカー配置状況につい
て教えてください。	 

配置の必要はな
い	 

56% 配置してほしい	 
26% 

わからない	 
18% 

スクールソーシャルワーカー配置は必要です
か？	 
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Q3.スクールソーシャルワーカーについてご意見・ご要望があれば教えてください。 
 
・現状では配置の必要性はないが、生徒や保護者への対応によっては、専門性を有したス

クールソーシャルワーカーの配置は重要である。 
・多様な生徒が在学しており、スクールカウンセラーと併置することで関係機関とのネッ

トワークが築きやすくなる。 
・現状の SSWの方は、資格はあったが、自動相談所、警察、福祉事務所等に行った経験が
なく全て教員がつき添って指導して一人前になったら来年度から別の学校となった。 
・不定期であっても、即対応していただけるような制度設計があって良いのではないか。 
・様々な家庭環境の生徒がいるので福祉の専門家は必要です。 
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（３）特別教室の空調設備の設置状況・計画についてお伺いします。 

Q1.全校設置が決定されていますが、特別教室への空調設置状況を教えてください。 
 

 
 
 
Q2.来年度に特別教室への空調設置計画が決定されていますか？ 
 

 
 
 
  

空調導入済	 
58% 

空調未導入	 
42% 

全校設置が決定されていますが、特別教室へ
の空調設置状況を教えてください。	 

導入計画は無い	 
71% 

わからない	 
20% 

導入計画がある	 
9%	 

来年度に特別教室への空調設置計画が決定さ
れていますか？	 
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Q3.空調設置全般に対するご意見・ご要望があれば教えてください。 
 
・家庭科教室には空調を入れて欲しい。 
・H27年度に設置された。 
・実習室全てに設置してもらいたい。 
・専門高校の特別教室への設置を増やしてほしいと思います。 
・空調設置計画に基づく速やかな設置をお願いしたい。 
・家庭科準備室には家庭科教室同様に空調が必要である。現状では設置されてないので、

改善して欲しい。 
・早期設置 
・仮設校舎なので全館配置 
・社会状況等も含めて全教室に設置してほしい。 
・平成 28年度に順次設置実施が予定されている。 
・新築したばかりです。 
・特別教室の利用頻度が高く学校環境として空調の未配置は喫緊の課題である。 
・全てに配置してほしい。 
・全館対応になっている。 
・平成２８年度以降、順次計画的に特別教室の空調化する方針は、都から示されたものの、

予算規模によって何年後か見当がついていないのが現状。 
・全て設置済み 
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（４）校内のトイレの状況についてお伺いします。 

Q1.本年度和式から洋式化したトイレの数ついて教えてください。 
 

 
 
 
Q2.和式便器の洋式化の継続的な必要性について教えてください。 
 

 
 
 
  

洋式化実施無し	 
65% 

洋式化実施有り	 
35% 

本年度和式から洋式化したトイレの数ついて
教えてください。	 

洋式化したい	 
53%	 どちらとも言え

ない	 
37%	 

和式のままでか
まわない	 

10%	 

和式便器の洋式化の継続的な必要性について
教えてください。	 
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Q3.その他トイレに関するご意見・ご要望があれば教えてください。 
 
・好みもあるので必ずしも統一化することはない 
・全て洋式化してもらいたい。 
・男子トイレの小用が入口から丸見えなので対処をお願いしたい。 
・温水洗浄便座の設置が望ましい。 
・現状は 2/3が洋式、１/3が和式である。 
・洋式化だけでなく、下水管改善工事をお願いしたい。（臭いが出る時がある） 
・みんなのトイレには、オムツ替えができる位のテーブルがあるとよい。 
・改築前とはいえ、下水管等の清掃はして欲しい。 
・仮設校舎なので全館洋式 
・校舎改築等がなくても経年でトイレだけの改善をしてほしい。 
・当校では、男子トイレ設置の 30％、女子トイレ設置の 10％が洋式トイレとなっている。
現時点での不便はありません。 
・新築したばかりです。 
・ほぼ全部洋式化したいが、１～２か月を要するといわれ、結局校舎建て替え時以外不可

能だとわかった。もっと簡単にできないものか。 
・トイレの全面改修が必要であるが、工期が長期間になり現実としては実現が厳しい状況

にある。 
・洋式トイレ数を計画的に増やしてほしい。 
・各トイレに洋式を１据設置済み。 
・予算によるが、今後も全ての洋式化したいと思っている。 
・より省力化した機能付トイレの改修が進むと良い。 
・トイレの改修を含めて、現状を視察してほしい。 
・今の時代ウォシュレットも必要ではないでしょうか？ 
・洋式化のお願いは毎年都教委に出しているとのこと。１年でも早く対処していただきた

いとの旨です。 
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（５）その他、学校に対する要望、都高 P連へのご意見など、自由にご記入ください。 

 
・保険等の配布物の明確な発送期日をお知らせしていただきたい。到着の連絡は学校では

なく、PTA 会長にメールにてお知らせしてほしいです。事前に配布部数の調査をしている
ので、間違えないでほしい。 
・都高 P 連・会長選挙ですが、どうしても、会長が出席できない、代理人も出せない場合
もあると思います。委任状では成立しないのでしょうか？ 
・本校舎の老朽化が著しい（雨漏りがしている）又、保護者が迷子になる階段が多く複雑

な建物であるので、大規模な改修工事を希望致します。 
・家庭科教室への空調設備の設置について大変ありがとうございました。そこで、専門高

校の特別教室への空調設備が不十分な所があります。今後、設置に向けてお願いしたいと

思います。 
・PTA役員の仕事や自分の仕事の都合で会議等の参加が出来ずにすみません。 
・３年間本部役員として PTAに関わってきました。25年 26年度は副会長でしたので、都
高 P 連の取り組みは「東京大会を主催しているんだ！」という程度した。今年度、会長と
して会長会に参加して行く中、色々な活動がある事を知りました。会長の私ですらこの程

度の理解しかなかったのですから、単 P の会長の方々の関心はうすいと思います。私ので
きる範囲で、都高 P 連の活動を校長先生にお話ししたり、常任委員会でお話ししてきまし
たが、どれ程アピールできたのかわかりません。会長会に一度も出席していない会長がい

るわけですから、都高 P 連の更なる前進のためには「単 P 会長の意識向上（どれだけ都高
P を知っているか？）」なくしてはないのではないでしょうか？会長の意識向上のための都
高 P 連の取り組み（アピール）が大切だと思います。現場の意識が高まれば、都高 P 連へ
の意見や要望が上がってくると思います。そのためにも、都高 P 連の役員の皆様は、機会
を見つけて現場に足を運んで頂けたらと思います。 
・単 P 全体に徹底する必要のある取り組み（メッセージカード、保護者向けのアンケート
etc）等は、もう少し早い時期に知らせてほしいです。（学校長の承認が必要） 
・都高 P 会長選挙について書面で立候補者の人となりを知る事は難しく、選挙当日の演説
ではなく、もっと早くその人と知っておきたいと思いました。立候補者の人となりを知ら

ない事は棄権につながる一つの要因と思いました。 
・役員の中には会費以外に都高 P の活動に費用が必要なものが出てくることに対しての不
信感もありました。年度の途中ではなく計画的にはじめから言ってもらえると助かります。 
・都高 P連の各地区での情報交換会のまとめがあれば、それを参考に活動したい。 
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・PTAの意識。メリット、都高 P連加入の意義、メリットなどの一覧があれば、役員、委
員選出の際に、説明がしやすいかと思います。 
・各校で、PTAについての説明をどのように行っているかについて知りたいです。 
・早く校舎を新しくしてほしいです。ボロボロで生徒たちがかわいそうです。 
・アンケートなど単 P に依頼したものについては、集計結果、考察、今後どうしていくつ
もりかなどフィードバックしてください。 
・あくまで単 P のために都高 P 連が活動しているというところを見えるようにしてくださ
い。 
・都高 P連に入っていることによる単 Pに対してのメリットを都高 P連がもっと見えるよ
うにしないと、会長として単 P の全員へ都高 P 連に入っている意味を説明しきれません。
（○○の行事に参加した。○○の行事に行った。などの事実だけでは伝わりません）よろ

しくお願いします。 
・都高 Pの皆様にはいつもお世話になり、ありがとうございます。 
・PTA研修を充実させて、農産定の PTA活動の活性化を図ってほしい。 
・旧一学区 P 連の主用テーマにしないと、都高 P 連に対する思いもなくなり新役員交代時
の申し合わせにおいてもボケた内容になっています。 
旧一学区 P 連が自然解消した（する）場合は、学区に参加している全校で考えた方がよろ
しいと思います。単校では困難と思われます。 
・すでに配管そのものが古く、それが原因と想定されるような日によってにおう状況にな

ります。 
・同封の学校教育に関するアンケートですが、年度内の PTA年度内最終委員会実施が２月
となっており、３月上旬ですと集まる機会がほとんどありません。１部の（本校役員）で

よろしければ、高校卒業式にアナウンスできたんですか．．．QRコードもありアンケートは
回答しやすくできておりました。 
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（６）回答数 

以下の数の高校から回答を得ました。 
 加盟校  27校 
 非加盟校 9校 
 合計  36校 
 
 
３．考察 
 
	 最終的には、自由意見の内容についても精査・分析し保護者の意見として本項でまとめ

る予定です。 
 
 

以上 
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１．アンケート内容 
	 平成 27年度は、保護者向けに（１）キャリア教育、（２）教育費用、（３）放課後学習に
関してWebサイトを利用してアンケートを実施ました。 
アンケートの詳細は以下の通りです。 
 
（１）	 前提条件 
設問 1 （お子さまについて） 
お子さまの学年を教えてください。	 (複数回答可)  
1.(Q1-1) 高校 1年生(中等教育学校 4年生) 
2.(Q1-2) 高校 2年生(中等教育学校 5年生) 
3.(Q1-3) 高校 3年生(中等教育学校 6年生) 
 
（２）	 キャリア教育について 
設問 2 （キャリア教育(1)） 
お子さんは、自分の将来の職業について具体的なイメージを持っていますか?  
1.(Q2-1) 持っている 
2.(Q2-2) 持っていない 
3.(Q2-3) わからない 
 
設問 3 （キャリア教育(2)） 
学校での職業教育(キャリア教育)の内容をご存知ですか?  
1.(Q3-1) 知っている 
2.(Q3-2) あまり知らない 
3.(Q3-3) 全く知らない 
 
設問 4 （キャリア教育(3)） 
キャリア教育(2)で知っているとご回答された保護者の方におたずねします。 
 学校での職業教育(キャリア教育)は十分だと思いますか?  
1.(Q4-1) 十分である 
2.(Q4-2) 不十分である 
3.(Q4-3) わからない 
 
設問 5 （キャリア教育(4)） 
職業教育(キャリア教育)についてご意見があれば教えてください。  
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（３）	 教育費用について 
設問 6 （教育費用(1)） 
よろしければ現在のお子さんの構成を教えてください。	 (複数回答可)  
1.(Q6-1) 幼稚園・保育園 
2.(Q6-2) 小学生 
3.(Q6-3) 中学生(中等教育学校の 1～3年を含む) 
4.(Q6-4) 高校生(中等教育学校の 4～6年を含む) 
5.(Q6-5) 浪人生 
6.(Q6-6) 専門学校生 
7.(Q6-7) 短大生・大学生・大学院生 
8.(Q6-8) 社会人 
 
設問 7 （教育費用(2)） 
お子さんの教育費用について教えてください。  
1.(Q7-1) 全く困っていない 
2.(Q7-2) 何とかなっている 
3.(Q7-3) どちらともいえない 
4.(Q7-4) 困っている 
5.(Q7-5) 大変困っている 
 
設問 8 （教育費用(3)） 
教育費の負担が重いところはどこですか?	 (複数回答可)  
1.(Q8-1) 幼稚園・保育園 
2.(Q8-2) 小学校 
3.(Q8-3) 中学校(中等教育学校の 1～3年含む) 
4.(Q8-4) 高校(中等教育学校の 4～6年含む) 
5.(Q8-5) 学習塾・予備校 
6.(Q8-6) 専門学校 
7.(Q8-7) 短大・大学・大学院 
 
  



85

5 
 

 
設問 9 （教育費用(4)） 
教育費用(3)でご回答いただいた中で一番負担の大きいのはどこですか?  
1.(Q9-1) 幼稚園・保育園 
2.(Q9-2) 小学校 
3.(Q9-3) 中学校(中等教育学校の 1～3年含む) 
4.(Q9-4) 高校(中等教育学校の 4～6年含む) 
5.(Q9-5) 学習塾・予備校 
6.(Q9-6) 専門学校 
7.(Q9-7) 短大・大学・大学院 
 
設問 10 （教育費用(5)） 
教育ローン・奨学金を利用していますか?  
1.(Q10-1) 利用している 
2.(Q10-2) 利用していない 
3.(Q10-3) 必要になったら利用する 
 
設問 11 （教育費用(6)） 
教育費用についてご意見があれば教えてください。  
 
（４）	 放課後学習について 
設問 12 （放課後学習(1)） 
学校での補講についてご意見をお聞かせください。  
1.(Q12-1) 充実している 
2.(Q12-2) どちらとも言えない 
3.(Q12-3) もっと充実してもらいたい 
4.(Q12-4) わからない 
 
設問 13 （放課後学習(2)） 
学習塾(予備校)の利用状況について教えてください。  
1.(Q13-1) 利用している 
2.(Q13-2) 必要になったら利用する 
3.(Q13-3) 利用する予定はない 
4.(Q13-4) 経済的に利用できない 
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設問 14 （放課後学習(3)） 
お子さんが自習されている場所を教えてください。	 (複数回答可)  
1.(Q14-1) 家庭 
2.(Q14-2) 学校(図書室等) 
3.(Q14-3) 公共施設(公的な図書館等) 
4.(Q14-4) 学習塾・予備校 
5.(Q14-5) その他(商業施設等) 
6.(Q14-6) 場所がない 
 
設問 15 （放課後学習(4)） 
放課後学習についてご意見があれば教えてください。  
 
（５）	 その他 
設問 16 （学校名について） 
よろしければお子さまが通学中の学校名を教えてください。 
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２．アンケート回答 
アンケート回答結果について集計し、グラフに纏めました。 
 

（１）	 前提条件 
設問 1 （お子さまについて） 

 
 
 
（２）	 キャリア教育について 
設問 2 （キャリア教育(1)） 
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数
	 

学年	 

お子さまの学年を教えてください。（複数回
答）	 

持っている	 
42%	 

持っていない	 
42%	 

わからない	 
16%	 

お子さんは、自分の将来の職業について具体
的なイメージを持っていますか？	 
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設問 3 （キャリア教育(2)） 

 
 
 
設問 4 （キャリア教育(3)） 

 
 
  

あまり知らない	 
56%	 

知っている	 
23%	 

全く知らない	 
21%	 

学校での職業教育(キャリア教育)の内容をご
存知ですか？ 

わからない	 
57% 

十分である	 
22% 

不十分である	 
21% 

学校での職業教育(キャリア教育)は十分だと
思いますか?？	 
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設問 5 （キャリア教育(4)） 
職業教育(キャリア教育)についてご意見があれば教えてください。 
 
・大学に行く人は大学で進路を決める方が、現実的であるが、日本の大学がそこまで充実

しているかは疑問である。高校から専門に行く人や高校から社会人になるのであれば、向

いている職種と希望する職種のギャップを知る必要性があると考える。一つの職業でも奥

が深いもの、幅の広いものがあるが、それをどれだけ理解してもらえるかも大切。 
・学校はよくやっていると思うが、高校生でそこまでの意識が必要なのか疑問。 
・進学の事で精一杯でまだ、自分のやりたい職業など全く見えてないのが現状です。高校

時代に色々と詳しく知る事ができれば大学選びも選択肢が広がると思います。 
・現在は小学校からキャリア教育がある程度進み、時間もさいているようだが、少なくと

も中学時代までの教育ではあまり効果があがっていないように思える。学校間の格差もあ

るが、保護者側も意識が低い上経済的事情で進学先を決定せざるを得ない状況があり、高

校進学時にキャリア教育を活かした進路先が選ばれていない事例が多いのではないか。 
・大卒後直ぐに就く職のことだけでなく、もっと長いスパンで職業人生のことを考えられ

ればと。今ある仕事が数十年後には無かったり、今は無くても将来ビジネスになるものも

あるので。 
・様々な職業があり、それらは平等であることを教えるべき。 
・学校に来てくださる大学や専門学校などほんの一部の学校のような気がします。生徒の

意見など事前に聞いて選ぶようにするなどの工夫が必要ではないかと思います 
・子供の努力を物凄く認めてくれて、将来に対して具体的にアドバイスしてくれます。子

供のやる気と才能を導き出してくれ、頑張った子供に、評価してくれます。 
・小中学の間に職業体験や話を聞ける機会が増えるといいと思う 
・なりたいと思う職業があっても、ある程度はその方法を示唆して開けたらと思います。

一年の秋に理系・文系を選ばなくてはいけない子供たちにとって、自分に出来そうだ。や

ってみたいけど、大学選びにはもう間に合わない。 等々、中学からやらなくては、子供も
分かるとはとても思いません。それに、今の大人にも何を今したいかと聞かれても答えら

れる人はいないのではないでょうか。 
・キャリア教育をとなえる前に、もっと工業高校、商業高校を大事にしてください。 
・何のために、何を勉強したいか自分で良く考えて進学先を決めるということは、とても

大事な作業だと思っています。ただ大学卒というレッテルを貼るだけでは、意味がないの

ではと考えています。 
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・教職ではない人に、授業を担当させたらいいのではないかと思う。 
・机上では理解が進まないので、実践的な教育が必要。 
・普通科においては	 必要ないのでは	 ないかと思います。 
・仕事と日々の生活との関係があまり説明されてない。仕事、収入、生活との関係も、説

明した上で、キャリア教育をしてほしい。 
・体験学習は希望する職場に行かれれば勉強になるが、そうでない場合ただ行くだけで何

も身にならない気がする。各分野の企業や専門学校の方々が進みたい分野と言うより具体

的にこの職業に着くにはこういった勉強や道があるなどの説明がわかりやすい。 
・まだ、しっかり把握していない。 
・保護者にも資料を配布してほしい 
・父兄に様々な職業に就いている方がいるので、身近な方にも講義等お願いしてみてはど

うでしょうか。色々な職業の就いてみて分かる良い面、辛い面や仕事の細かな内容、その

職業ならではの経験やなぜその職業を志したかなど、分かりやすく教えてもらうのも、学

びやすいと思います。 
・自らが職業人の話を聞きレポートにまとめる課題は良かったと思う。教員はもう少し幅

広い職業知識を持ち、具体的なキャリアプランへのアドバイスができてほしい。 
・仕事のやりがいを感じ取ってほしい 
・職業体験をする機会があってもよいと思う。また、おとなと接する機会が少なく、視野

が狭く、自分の将来像が思い描けない様子であるので、どんな形でもよいので親や先生以

外のおとなとふれあえる機会があるといいと思う。 
・学校でキャリア教育にかなりの時間を割いていることは知っているが、その内容が十分

なものかどうかはわからない。 
ありません。 
・世の中には、いろんな職業や職種があることを、ぜひ教えてほしい。可能なら、実際に

その職についている卒業生の話を聞いたり、質問できたりする機会があるといいと思う。 
・興味の対象でない子どももあると思うので、選択肢を広げた教育を求めます 
・どこの都立高校でもやっているのでしょうか? 
・内容を詳しく聞いていないので分からない 
・積極的に指導してほしい 
・もっと回数を増やしてほしい 
・内容がよくわかっていない為答えられない。 
・色々な仕事を知ったり、触れたりするのはとても大切だと思います。 
・学校でどのような職業教育がされているか保護者に伝わっていないと思います。 
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・いろんな職業の方にお話頂くのも大切な事ですが、それ以前に現代の職種多様化などを

教えてほしい。 
・子供から 話を聞いていますが深く 話し合っていないので 詳しい事がわかりません 
・普段の生活で触れることのない仕事について、知る機会を作っていただきたいです。 
・大学進学希望なので語学力教育以外はあまり興味がない 
・前提として大学進学しかないように思えるが、専門分野を鍛えるには専門学校もありだ

と思う。 
・保護者への情報連携が少ない 
・グローバルな視点(先進国・発展途上国問わず海外で働く)が足りないように感じます。 
・短い時間でより多くの職業や進路を子供達に伝え、本人の意思を固めるのはとても難し

いと思われます。多くの職に触れる機会を沢山作って頂けるとありがたいです。社会が多

種多様な職業によって支えられているという事を知り、社会人になると大きく育つ様に思

われます。 
・学校でも色々な職業のことを学んではいますが、実際にはなしをきいたり、体験したり

できるのは、こどもが興味のあるものと一致しないことが多いとかんじます。 
・よくわからない。 
・様々な職種の先輩たちから話を聞いたり、大学を訪問したりということは知っているが、

具体的な内容についてはあまり知らないのが現状。 
・やりがい	 ばかり強調	 しないで	 ほしい。自分で働いて	 食べていければ	 やりがい

を感じなくても	 立派。実力に比べて	 プライドが	 大きいと	 つらい。 
・様々な職業の先輩が来て話をしてくれたりしているが、うちの娘には、あまり効果がな

いように思われる、話だけでなく実習のような形が望まれる。 
・分野を増やして欲しい 
・知らない。やっていないと思う。 
・現在の形式で十分です。 
・おそらく、学校の先生方が職業体験の受け入れ先を探すので、体験できる企業も期間も

限りがあり、生徒の体験したい企業とは大きなずれかあると思われる。息子の場合は、わ

ずか 1日を 3箇所程度行っただけで、仕事の面白さ、奥深さ?はほとんどわからなかったの
ではないかと思う。私も教員なので、先生方の負担は増やしたくないので、体験場所は学

校で用意するのでなく別の機関が担うこと、期間も長期休み中の週単位で行うこと、生徒

が本当に興味のある企業に行かれることができれば申し分ないと考えます。 
・職場体験や多業種の方々の講演などで、子供なりに将来を想像しやすかったようです。 
・もっと、具体的に体験できる場があればよいと思う 
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・官公省(総務省や厚生省など)の方を読んで頂きたいです。 
・職業に対してのイメージを具体的にさせることは、非常に有意義なことだと思います。

個人的な考えですが、自分の親の仕事を見学、体験等してみるのは、子どもにとって良い

ことだと思います。家で見る父親の姿とは全く異なる、働く父を見ることで父への尊敬の

念が起こるだろうし、こうして自分の家庭の収入が得られるのだと分かるから買い物する

時の気持ちが変わると思います。こんなことも、キャリア教育に組み込んでみるのはいか

がでしょうか。 
・何か資料があればよく見て考えたい。 
・高校での職業教育について具体的な要望はないが、大学進学対象者を含め全員には、を

公式な場(自分が知らない相手がいる場所)での自己紹介や一般常識を校外学習(修学旅行や
合宿、発表会など)でみにつけられればよい。就職に必要な専門的な教育は就職を希望して
いて、専門科目を選択した生徒に対して十分おこなっていただきたい。 
・よくやってくれている。先輩や、現職の方の具体的なお話は、とてもためになっている

ようだ。 
・一体何なのか全くわかりません。もっと親にも情報をもらいたい。 
・内容は知らないが、子どもが社会人になった時の具体的なイメージ、仕事の内容がわか

ることは大切だと思います。 
・色々な先生がコースの選び方などを教えて下さる事で情報が知れるので大切だと思いま

す。 
・なかなか将来何になるかこの時期に決めるのは難しいと思う。この時期はとにかくいろ

いろたくさんの職業を知るということでもよいのでは。 
・親・親戚か学校の先生か塾の大人しか知らないなかで、職業や仕事を知って視野が広が

るので、それで十分キャリア教育と思います。 
・「働くとは何か」「お金とのかかわり方(稼ぐ意味)」をもう少し基本的な点から(生活の為
とか貯蓄の為とか言うステレオタイプな回答を着地点とせず)真剣に考えるきっかけを与え
てやってほしい。この頃から職業を確定せずとも、様々な生き方があるという広い視野を

見せてやってほしい。 
・よくわからないので	 わかりやすいように	 保護者側に通知してほしい。 
・大人の私でも、知らない職業が沢山あります。広く、いろいろな職業がある事をなるべ

く早い段階で教えて欲しい。子供たちが目標を持てるように?? 
・保護者と一緒に受講したい。 
・しつこいくらいに子ども達に様々な職業についている人たちの講話(座談会のようなもの
でも)をしてほしい。就職して 2～3年目の人や 15年目くらいの人の話なども聞かせたい 
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・職業体験はもう少し実践的なことが出来るといいので、各企業にいいとこなろばかりで

はなく、職業の厳しさなども教えて貰った方がいい。 
・夢が決まってる子にはよいと思いますが、夢のない子への教育をして欲しいと思います。 
・良くわからないので、内容等わかりやすい説明がほしい 
・一部の学科しか指導が無い 
・どんな内容なのか知りたい。 
・興味のある職業について体験をして欲しい 
・やりたい職業が早くから見つかる可能性があるのは目標が立てやすく意味のある大学や

専門学校への進学に繋がる 
・もっと具体的に生徒たちの希望を聞いて職業とのマッチングが出来ればよいと思います。 
・キャリアでいえば、幅広い職種を紹介してほしい。しかし、そもそもキャリア以前に、

学ぶということの大切さと喜びを教えてほしい。 
・目標を持っている子にとってはいい事だと思う。 
・「授業内で情報提供する」「プリント等を作成させる」だけがキャリア教育ではないと思

います。息子の通う学校では、文化祭や部活動がとてもさかんです。その中で、・多くの人

と話し合い、意見の違いを乗り越える・現実の制約の中で工夫する・理屈通り進まないこ

とや突発的なアクシデントに対応する等、社会に出たときに絶対必要となる力を育てて貰

っていると感じています。その中で、講演・体験学習等のこともく努力していただいてい

ると思います。全員が役立てられているわけではありませんが、教育とはそういうもので、

今は興味がない生徒も、「なんかやってるな」という中から、そのうち興味を持つこともあ

ると思います。 
・世の中にある目立たないが大切な仕事について紹介したり、そのためにはどのような教

育を受け学門をすることが必要なのか、いくつかの例をあげて、その道のプロの人に語っ

てもらうことがいいと思う。 
・具体的な職業を決めるのは尚早に思います。かえって可能性を狭めるような気もします。 
・実際にその職業に就いている方からお話をきくことは、有意義だと思う。ｻﾗﾘｰﾏﾝ家庭に

育つと、他の職業についてｲﾒｰｼﾞしにくいと思うので。 
・将来が漠然とした物としてしかまだ無いようなので、色々な職業を具体的に提示して、

様々な可能性を実感させて欲しいです。 
・今年度はおやじの会で職業フォーラムがあり、子どもは興味深い話が聞けたようです。 
・中学校のとき、職業体験があったのはとても良いと思いました。 
・よくわかっていません。申し訳ないです。 
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・低年齢から生きる目標や目的が明確になるような環境や見つけようとすること、教育コ

ーチングなど積極的に取り入れ前向きに自己肯定感を高める、母親からの呪縛からとくな

どが多いに必要でしょう 
・色々な職業の方々のお話を聴く機会を設けてほしい。 
・全く無知のため、既にされているのでしたら大変恐縮ですが、中学の職業体験がとても

よかったので、そのような機会があればよいと思います。 
・どこの過疎地の学校なのかと思ってしまうくらい、体験先の候補が酷い。中学での内容

とあまり変わらず、実施する意図が分からない。 
・今の都 Pには言いたくない 
・多方面の職種の方の話を聴ける機会をもっと増やして欲しい。 
・具体的にどんな教育なのか親に伝える努力をお願いします 
・もっと幅広い職種の方々と接する機会を増やして欲しい。 
・様々な職種で実際に働いている人から話を聞いたり、体験できたりする機会が多くある

と良いと思います。 
・働く基本姿勢や厳しさをきちっと伝えてほしい。単なる体験は、だめ。 
・高校にキャリア教育は必要ない。教科学習のみに注力するべき 
・参考になっているようです。 
・OB・OG に限らず、広く社会の職業や事業について、その内容や意義、過去の学問や学
生経験、社会人経験で有効に働いたことなどを子どもたちに知らせる機会を多数設けてほ

しい。 
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（３）	 教育費用について 
設問 6 （教育費用(1)） 

 
 
 
設問 7 （教育費用(2)） 
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人
数
	 

場所	 

よろしければ現在のお子さんの構成を教えて
ください。（複数回答）	 

何とかなってい
る	 

47% 

困っている	 
23% 

どちらとも言え
ない	 
14% 

大変困っている	 
9%	 

全く困っていな
い	 
7%	 

お子さんの教育費用について教えてください。	 
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設問 8 （教育費用(3)） 

 
 
 
設問 9 （教育費用(4)） 
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小学校	 中学校	 高校	 学習塾・
予備校	 

専門学校	 短大・大
学・大学
院	 

人
数
	 

場所	 

教育費の負担が重いところはどこですか？ 
　(複数回答) 	 

短大・大学・大
学院	 
55%	 

学習塾・予備校	 
32%	 

高校	 
6%	 

専門学校	 
3%	 

中学校	 
3%	 

幼稚園・保育園	 
1%	 

小学校	 
0%	 

教育費用で一番負担の大きいのはどこです
か？	 
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設問 10 （教育費用(5)） 

 
 
  

利用していない	 
56% 必要になったら

利用する	 
27% 

利用している	 
17% 

教育ローン・奨学金を利用していますか？	 
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設問 11 （教育費用(6)） 
教育費用についてご意見があれば教えてください。 
 
・給付型の奨学金を拡充して欲しい。奨学金を借りても返すのに苦労している話をよく聞

きます。日本の未来の為にも、子供たちに教育を受ける機会を平等に与えて欲しい。 
・授業料が無料であったので、制服等の入学時に必要なものと 3 年間の付帯費用だけであ
ったので結果的に楽だった感はします。専門、大学に進学するのに奨学金があるが、支援

機構の奨学金制度のあり方に疑問を感じる。 
・大学の親の負担が多すぎる 
・公立大学の学費が高すぎる。私立と授業料が変わらない状態では、能力があって所得の

少ない人のチャンスが減ってしまう。 
・高いと思う。2歳違いの子供がいますので 2年間は大学時代がかぶります。授業料の負担
がぞっとします。 
・子供が 3人いると、自然と私立は避けがちに。 
・できれば、高校までは義務教育にして、大学は半額ぐらいにしてほしい。子供がたくさ

んいると、学費だけで破産してしまう。上にお金がかかり、下の子が犠牲になる可能性が

ある。 
・充実した高校生活を送らせる為には、思った以上に学費以外の部分でも費用がかかる。

また、都立と私立の金額格差が激しいのもいかがなものか。この格差があるがため、保護

者の方にも都立だから多少ぬるくても仕方ない…と諦めがちになる傾向、逆に私立だから

これくらいはやってくれないと…という傾向がある。実際には費用の出処がことなるだけ

で一人当たりの生徒にかかっている費用はあまり変わらないと聞きます。 
・日本の教育費が高過ぎるのは国の問題だと思う。 
・やはり経済状態のよい家庭のほうがよりよいと言っていいのか潤沢な教育費用をかける

ことができるため環境に格差があるとは思う。 
・高校まで公立できましたが、実際には外部での塾等のお金が結構かかりました。せっか

く通っている学校の方でもう少し勉強をみてもらえれば有り難いと思います。 
・府中市の給付奨学金を、頂いております。都立高校に入学出来て、ほぼ無料で教育を受

けさせて頂いており、恐縮しております。本当に・都立高校に、感謝しております。私立

高校に通う事になったら、一家心中か浮浪者か生活費全て学費に充てて、飲まず食わずだ

ったかと想像したら、ゾッとしました。都立高校がもっと増えてくれたら良いなぁーと、

つくづく感じました。 
・私立の学費をもう少し安くしてほしい。 
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・私立大学の学費が高すぎる。金額にみあった教育を受けているとは思えない。 
・大学で一番学費がかかるので奨学金だけでなく高校のように補助金など収入によって考

慮されるとよい 
・本人にやる気もあり、親も頑張っているのに、塾の費用や、大学の受験料と入学金の高

さには、途方にくれてしまう。お金のせいで何かを諦めさせることは絶対にしたくないが、

目処が立たず、本当に困ってしまう。 
・給付型奨学金制度や減免制度の拡充をしていただきたい。 
・塾でｽﾏﾎを利用するシステムがあり、高度な機種を準備する必要があるので、ｻﾎﾟｰﾄして

ほしい 
・とにかく大学の授業料が高すぎます。 
・余裕がなく塾などに行かせず大学受験させました。いくつか受験し、本人の努力もあり

合格できましたが、第一志望は不合格でした。塾に行くのが当たり前のようになっていま

すが、学校教育で足りないのか?そうなるとお金のない家の子はいつまでも這い上がれない。
そんな状況は改善されていってほしい。 
・子供には悪いと思いますが、借りてもらわないと、大学進学は無理です。 
・高校は授業料無償になるのに、一番お金が掛かる大学にはないのですか? 
・費用がかかりすぎる。年寄りにかけるお金があるなら、給付の奨学金にするなり授業料

の補助にするなりして欲しい。少子化の原因は保育園の不足ではなく、教育にお金がかか

りすぎることです。 
・子供が 4 人いて、全員、大学進学あるいは、大学進学を目指しています。熟を利用せず
に志望大学に入れれば良いが、厳しい現実もあります。お金がある家の人ほど高レベルの

教育を受けられるという現実も事実なので、理不尽に思っています。 
・返済なしの奨学金を充実させてほしい。 
・奨学金に頼らなければ大学に行かせるれないこと就職も決まらないうちから奨学金のロ

ーンがあること親として辛いです! 
・大学の教育費は高すぎると思います 
・都立高であっても、教材費、制服など高額すぎる。学力差も経済力の差となり、格差社

会を痛感させられる。 
・大学の合格のたびに納金するようになってるが、時間もかかるし、多額になるため、シ

ステム改善を望む 
・貧困格差の解消のために、寄付による奨学金が充実すると良い(償還が不要なもの) 
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・上の子は、都立高校に入り、塾に通っている。大学は一般受験の予定で、受験時に多額

の準備金が必要だと心得ている。真ん中の子は、私立高校で通塾はせず、推薦で大学受験

をする方向で考えている。我が家の試算では、後者の方が若干安く上がる計算だが、何れ

にせよ、大きな教育費がかかるのは必至である。 
・高すぎる。だから少子化を生むんだと思う。 
・大学の授業料について	 非常に心配している。 
・返済不要の奨学金を増やし、学費に関係なく学べる環境を整えてほしい。お金で夢や、

将来の日本に有益な人材を潰すことがないようにしてほしい。 
・教育費以外に見えないお金もけっこう必要です。部活の費用や、子供の交際費など。 
・大学進学に当たり捨てるお金がでるのが負担です。何とか行く大学だけ払えばいいよう

にはできないか? 
・分割等の機能を尽くして、子供の進学に影響のでないようにしてほしい。 
・少子化対策等をふまえて、例えば所得控除の対象となるよう政府に検討してほしい。 
・高校も義務教育にしてほしい 
・収入以上の費用をかけなければ教育が受けられない。皆当たり前のように教育ローンや

奨学金を借りている。でも、収入の大半を返済に充てて、家や車のローンも背負い、生活

に支障が出ている人も多いと聞く。国で若者を育てるための予算を組んでもいいのではな

いかと思います。 
・もう少し援助があると助かる 
・休みばかりなのに大学の授業料が高すぎる。 
・高過ぎます! 
・いまの高校卒は、昔の中学卒とほぼ同じなので、高校までは、無料にしてほしい。 
・中学生、高校生ともに公立に通っているので、授業料は問題ないが、入学時の制服等、

修学旅行等などの費用が大きい。教育ローン、奨学金なども、将来の返済を考えると、躊

躇します。生活困窮家庭には、制服等の無償化、修学旅行の負担減も考え、高校に行きた

い子は行けるようにして欲しい。 
・大学の入学金、授業料が高すぎます。加えて返済義務のない奨学金制度が事実上皆無で

す。日本学生支援機構などから高額な借金を背負う学生も少ないとききます。教育機会を

均等に与えるために、また将来の人材確保のためにも国策として学費を下げることを考え

てほしい。 
・高校以上になると義務教育ではなくなるので難しいとは思うが、児童手当のようなもの

があると助かる。奨学金を利用して卒業後就職が決まらないなどで返済が厳しいなどの現

実もある。 
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・特殊職種に対する、国のサポートをもっと充実してほしい。例えば、パイロット養成コ

ースお金が、かかり過ぎで、本人が本気でも時間も、費用もなれる人が限られてしまう。 
・高校を無料にしてほしい。 
・奨学金、教育ローンの種類や利便性とリスクを分かりやすく説明して欲しい。また、皆

さんがどのように利用しているのか、体験も聴かせて欲しい。 
・高校の学費は収入が高い家庭のみが支払っているが、収入があっても子どもの数が多け

れば支出は多いわけで、不公平に感じる。一律無償かあるいは公平に学費を徴収するべき

だと思う。 
・塾は、通常の授業だけでなく、長期休みの講習も受けなければならないのが負担。高校

生になったら金額が大きい上に、本人は部活動で空き時間がほとんどないため、講習を免

除してもらったこともある。上の子は公立の高専だったため、授業料は安く、予備校費も

必要なく済んだ。現在高校生の子は医療系の大学志望なので費用がかかると思う。今から

不安を感じる。部活動費がかかるのも負担が大きい。ユニフォームやバッグ、遠征の交通

費など。 
・勉強する子は無料にして欲しい。誰でも卒業出来る学校では無く、勉強した子だけが卒

業資格を貰え授業料も国で負担して欲しい。 
・国公立大学の学費は他の先進国(特にヨーロッパ)のように、もっと安くしてほしい。 
・返済の猶予や返済の義務のない優待の奨学金をもっと増やせる方法を考えほしい。 
・中学生の時、学習塾にお金をかけて高校に行かせ、高校になっても大学受験のために塾

に行かせ、私立大学に行けば物凄くお金がかかる。私立高校、私立大学に行かせるともっ

とかかる。子供の教育にお金がかかりすぎる。高すぎる? 
・都立高校でも学習材料他の費用負担が大きく家計を圧迫する。 
・日本の教育費は高すぎると思う。国際競争力ある人財育成に障害となっていると思う。 
・これから日本は人口現象で子供一人一人の能力が重要なのだからもっと国からの援助が

欲しいと思う。そういったサポートの為なら税金を払っても納得が行くと思う。日本の大

学はとにかく費用が高すぎる。能力があるのにあきらめる人を逃さない為にも国からのサ

ポートは必須だと思う。 
・高いですね 
・大学の費用が受験料も含めて高すぎる 
・兄弟が三つ年齢が離れていて、高校と大学受験時期が重なりました。奨学金を利用しま

すが、審査が年末頃と遅く、2 人分の受験費用、入学費用を工面するのがとても大変です。
また公立と私立の料金の差がとても多くとても負担です。少子化対策のためにも教育費用

を下げてもらいたいです。 
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・お金がかかりすぎる。結局、お金がある家のこは高くて良い塾にいけるので、進学校に

行けるが、お金のない家庭の子は良い塾にも学校にも行けない。その時点で格差社会が代々

続いてしまう。都立も偏差値が高い学校は施設も教員も良いが、普通の高校は、適当な先

生しかいない。全てお金で決まる嫌なシステムだ。 
・本人が希望すれば、保護者の経済レベルにかかわらず、高校卒業後も、大学等に進学し

学べるような支援策を充実してほしい。 
・こんなに教育にお金がかかるのは未来を背負う世代にとって、良いことなのか? 奨学金を
大半の学生が貸与されている現在では、10 代の終わりですでに債務者で、その状況は異常
にも思える。借金しないと学べない世の中はいかがなものか?これだけとはいえないが、こ
の事も少子化問題を解決する道を閉ざしている要因の一つに思える。 
・児童手当なような補助金が、大学、専門学校卒業まであると助かる。 
・金利をもっともっと下げてほしい 
・子供が多いと、生活費、教育費など当然たいへんなのにそれに対しての対策がないのが

残念。大学も、授業料免除も成績より母子家庭などかが優先され、結局奨学金制度では十

分ではないので子供にバイトなどをするようになり成績が維持できない。子供の借金が増

える、負担も増える。でも、親の収入では、子供が多いので十分ではない。 
・無利子のローンの枠、条件を緩和してほしい 
・とにかく高い、子供に教育を受けさせるのに公的費用が乏しい。 
・奨学金の制度を考えてほしい。現状ではダメ。 
・もっと安くなるといいなと思う。家庭の所得制限と関係なく、本人が将来返せばよい奨

学金(無利子)があるといい。 
・やはり これから 大学受験へ向けて 塾や 教材費と予備校代など かかることを思うと 
心配になります。 
・未来ある子供の教育費がもう少し安くなればいいと思う 
・大学の奨学金で貸与ではない方法がよくわからない。 
・高校から大学卒業までの費用が非常に負担が大きい。教育ローン、奨学金を利用するこ

とになるが、返済出来るか不安。やむを得ず私立に進学している世帯には減税などしてほ

しい。 
・可能性を摘んでしまわないように、教育については費用がかからない世の中になればれ

いいとおもう。 
・所得制限をしないでいただきたい。所得によって支払いの段階があるのもおかしい。高

額な納税を求められる上になんのメリットも受けられず、それにより様々な支払いが重く、

必死に働いても低所得者と同じかそれ以下の生活になっている。 
・高校生の授業料免除の基準を緩めて貰いたい。 
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・家庭の事情で大学まで進学出来ない状況と言うことがない様になればいいと思う。 
・できれば、大学までの無償化が望ましい。 
・大学の費用も全員に助成金や免除、ローンの金利 0%などの処置があれば、もっと沢山の
子供達が大学へ進学が楽になりますね。我が家の数年後が末恐ろしい感じでいっぱいです。 
・はっきり申しますと、お金をかけて学習しなければならない環境は、おかしいと思いま

す。お金のある家庭と、そうでない家庭の子供に格差が生じているのは、困ります。 
・小学生のプールは、学校では教えてくれないので、習う。から始まり、勉強は、中学校

から塾通い、高校は、大学行へ行くのに先輩は河合塾に通っていたんだって。と学校でき

いてきて、いったいいくらかければよいのか?学校は何をしに行っているのか?お金がかかり
すぎだと思います。 
・大学が一番かかる気がする。小さいころは手当はいらないので高校、大学時に国から手

当がほしい。 
・給付型奨学金でないものは、返済が難しくなることがあることをよく説明した方がいい

ようです。 
・利子が高すぎて借りられない 
・大学まで無償にしてほしい 
・個人事業主だが高校の学費の支払いが後期一括で来るのはつらい。今回も最終的に分割

にしてもらったが最初からその手続きができるといい。 
・塾に行かないと受験を乗りきれないような学校教育では困る。学校に任せても大丈夫な

ようにしっかりした指導をしてほしい。塾代を出すと大学の費用が負担できなくなる。 
・親の年収によって、子供の教育にかけられる金額が決まってしまい、年収の低い家庭は

子供に進学を諦めてもらわなくてはならないことが現実にあります。どの子も平等に教育

が受けられるようにするべきだと思う。実際、私立には所得の多い家庭の子しか行けない

のが現実です。 
・経済格差が一番出るところ。子ども自身も成長するに従って格差と残酷さを知り少子化

の一因となる。 
・奨学金制度について説明を受ける事が出来る機会を教えて欲しい。大学で本当に必要な

金額を知りたい(入学金・学費だけでなく全て)。 
・高校生が 2名以上の場合、給付金の年収上限を上げてほしい。 
・大学の学費が高い。費用に見合った教育内容なのか	 わからない。塾は	 授業の他	 講

習等を	 必要以上強制され	 高くなる。 
・塾は高い 
・私大の大学受験料を安くして欲しい。大学教育費が高い。 
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・年齢が大きくなる程、教育費がかかるのに、児童手当ては小さい子なので、本当に困る。 
・我が家はなんとかやりくりしているが、厳しい家庭もあると思うので、教材費も無償化

になると助かるのではないかと思う。 
・奨学金が借りられたのはいいが、融資開始が入学数ヶ月後なのは、どうかと思った。あ

と卒業後は子供自身が返済していくのに、審査時、親の収入を見られ、無利子で借りられ

ないのは、おかしい制度だと思いました。 
・大学入試は複数受験するので、受験費用がかかると聞いた。合格してからも納入金額が

高いと聞いている。 
・これからが、更にかかるのでは?と、不安 
・高すぎる。本当に能力のある子供ではなく、教育を受けられる金持ちの子供しか育てら

れない世の中。 
・塾が必要ないくらいに学校が勉強面、進路指導等してくれたら良いのにと思います。 
・格差が大きい 
・国は義務教育まで少しの援助があるけど高校以降の方がお金は必要。教育を受けさせな

いと負のスパイラルになってしまう。塾に行かないでも済む位の補講をして頂けたらと思

う。 
・大学はお金がかかると聞いていましたが、受験時の塾代から入学時にも、入学金、授業

料の他に色々と出費があり、驚くばかりです。 
・大学受験の際、受験料がかかりすぎる。同じ学校を複数回、受ける際もう少し考慮して

ほしい。 
・子どもが四人おりますが、どの子も塾や習い事をさせるのは普通のサラリーマンには本

当に大変なことです。自分の知る限り、親の収入による教育格差は子どもに大きな影響を

与えるのは間違いないです。この現象は日本にとって大きな損失だと思います。国レベル

での対策が 必要と考えます。 
・塾は、講師がたいした指導力がないのに費用が高額なところが多い 
・教育費が世帯年収金額並にかかる理由が理解できない。 
・都立高校については、収入に応じてというシステムは良いと思います。私立高校に関し

ては授業料以外にも負担が大きいです。 
・全入時代というか私立大学の学費や施設費があまりにも高すぎる。家は 2 人だがそれで
も現実問題厳しいか、子供の人数が多いお宅は大変だと思う。 
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・小、中学校は義務教育なのに費用がかかりすぎる。部活は練習着やユニホーム代が高い。

練習は体操着にしてほしい。3年間も着ないユニホームを個々に購入するのはおかしい。校
外学習などの交通費や修学旅行の費用が高い。学校の授業についていけないと塾に行かざ

るおえないのはおかしい。学校で基本をしっかり教えてほしい。何の為の義務教育なのか

疑問に思う。高校進学はほとんどの生徒が希望するのだから義務教育にしてほしい。高校、

大学に進学するには塾に行かせなければならず、塾代が大変。共働きでフルに働いても貯

金ができない。女性も社会に出て・・・と言うが、フルで働きながら家事や学校行事の参

加、子供の教育をするのがどれほど大変か。母親(父親)は家庭で家事をしながらゆっくり子
供と向き合って過ごせる選択肢も取り入れてほしい。毎日仕事、家事、教育に追われなが

ら生活していると心の余裕がなくなり子供の対応が冷たくなってしまう。教育費を国はも

っと負担するべきだと思う。 
・塾、大学等一人に対する負担が大きすぎる。高校の授業料負担も年収で決まり、不公平

感があります。 
・公立高校の就学奨励金の保護者所得の上限を撤廃して欲しい。教育にかかる費用は、み

な同じだと思います。 
・これから消費税も 10%になる。今の時代	 大学に入学しない子どもなんてひとにぎり児
童手当も	 小さい子どもに出すのではなく	 この時期にほしい(塾には奨学金のようなもの
がないので	 塾代に充てられ助かる) 
・一人当たりの大学の学費が高すぎ	 中流家庭では負担が大きすぎる。これでは教育金破

産しそうだ。国に税金を払っているのだから国の将来を担う子供の教育を全ての子供たち

が受けられるように	 制度を充実させてほしい 
・もっと、進学しやすいように免除や補助の制度があると良い。お金持ちだけが、充分な

教育を受けられるというのはおかしい。受験年の、補助があっても、皆さん塾に一年生か

ら通っている。 
・奨学金を利用しても金額が高く、子供の今後の支払いに負担が大きい?子供が家族をもつ
ようになった時なぜ高校から大学と教育費用が極端に高くなるのか?これでは勉強したい者
が費用に困り上を望めないのでは? 
・3人子供がいるて、きょうだいの年齢差がないため、高校生からの教育資金が足りず、奨
学金制度を利用しても利子があるものになってしまい、とてもゆきずまっている。年収が

中間より少し上(5?790)だが、この枠はとても厳しいとおもう。きょうだいのかずと、年齢
差をみて、奨学金制度を考えてほしい! 
・もっと負担のない教育費で子供を育てられるようにしてほしい。公立高校に通っていれ

ば普通に大学へ受験できるように。 
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・大学の学費は高い。国がもっと対策してほしい。子ども 3 人の学費は大学だけで 1,000
万ぐらいになる。 
・将来大学、専門学校にかかる負担が大きい子供は奨学金を借りてまで大学に行きたくな

いという。 
・貧乏人は高い教育を受けることができず、貧乏から抜け出せない、教育資金を借りたい

けれど返す当てがないから借りることが出来ない。母子家庭には本当にきつい。 
・給料修得により都立高校授業料負担を、無くしてほしい。大学に、料金かかる直前、負

担が大変なので、貯蓄したいので、やめてほしい 
。子供の教育に、負担を増やさないでほしい 
・大学給付型奨学金を導入してほしい 
・奨学金を利息なしでたくさんの人に買ってほしいです。 
・せめて、高校卒業まで、無料化にしてほしい 
・収入に関係なく、みんなが同じ補助が受けられると助かる 
・教育ローン及び奨学金等の返済についての不安が大きいです。 
・大学・大学院進学を希望しているので、そのための貯蓄が負担です。高校はもちろん公

立ですが、大学・大学院も国公立でなければ無理です。それでも、奨学金なしでは通わせ

ることができないかもしれません。もうすこし、学費が安ければと思います。 
・子育て支援は、高校大学で厚くして欲しい。経済格差が学力格差にならない仕組みを作

って欲しい。 
・大学進学が希望ですが、あまりにも学費が高く、頭が重いです。児童手当のようなもの

があれば本当に助かるのですが・・ 
・例えば、前期、後期と 2 回に分けて授業料を支払わなければならないのでボーナス等が
無い家庭にとっては負担が大きい。もう少し細かく分割納付が出来たら助かる。 
・お金がたくさんないと、塾にも早くから行かせてあげられない、教育も受けられない…

基本的に間違っていると思います! 
・高校、大学は無償化すべき。 
・公立の学校は消費税で賄い、無料にすべき。 
・3/18 のニュースでなんらかの被害にあった方のお子様の教育費を今後給付型に変更とし
ていたが一律に給付では不公平な気がする。これからの世代を担う人たち担う、もう少し

手厚くするべきだも思う 
・塾など学校以外での教育をうけないと上位校への進学が難しい東京都の教育システムは

おかしいと思う。 
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・国・地方自治体の予算配分は、子どもに対して少なすぎます。教育費用を家庭に任せる

ことは、貧困の再生産や少子化に直結しています。改めていただきたいと思います。 
・学習塾へ通うことをしなくてもいい環境を学校でも準備してほしい。 
・塾に行かないと受験に対応できない学校教育に疑問を抱いています。公立中学は塾を進

めていますし、高校もある一定以上の進学校でないと対応できない現実があります。上位

校に比べて数学等の進度が遅く受験に対する不安を抱いています。 
・大学に入るまでに、学習塾や入試で費用がかかり、大学に合格出来たころには資金が足

りなくなるくらいお金がかかるのは如何なものか。収入格差で、教育が受けられる受けら

れないが決まってしまう為、教育費用はもう少し下がった方がいい。 
・収入が少しでもオーバーになると色々な制度が打ち切られる。同じ子供なのに収入に応

じて差別されているような気がする。 
・教育費用はもっと安くするべき 
・学費の補助が出てるのでかなり助かっているが、先日渡された、教科書の費用がびっく

りする程で、しかも、急に用意をしなければならない。もう一人、兄弟が私立の高校に行

っているので、塾にも行かせられず、大学進学にも影響すると思うと、子どもに申し訳な

いと思ってしまう 
・今年度「受験サプリ」を全員購入しましたが、学校からの指導はなく、自宅学習にお任

せの状態でした。学校で全員購入するものは、授業や指導にどうしても必要なものにかぎ

るべきです。 
・子供の教育にお金がかかりすぎる。家計に占める割合が大きすぎる。、大学生 2人が 2年
間重なる時期がとても不安。 
・保育園の利用料が収入に応じて変動するのは、福祉施設である以上やむを得ないのだと

思うが、金額設定の幅が大きすぎる。頑張って働いても妻の収入の殆どが保育園利用料に

消えてしまうのであれば、働く女性は増えない。 
・公的支援が必要。子どもの教育費の負担が大きいことが少子化に大きく影響していると

感じる 
・高校卒業後進学する子供が多いと思われるが、親の収入に対する教育費の割合はかなり

のウェイトを占めている。この先が一番大変な時期である。 
・私立大の学費が高すぎる。特に理数系は、4年大学で 600万。年収を、軽く越えてしまう。 
・少しでも早く、奨学金を給付型にして欲しいと思います。 
・国立大学でも高い。 
・公立の学校なのに学費がかかる事に理解出来ない。 
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・大学は年間半分しか授業がないのに、どうしてこうも学費が高いのか分からない。 
・奨学金の制度を無利子や返済なしなどもっと変えてほしい。学費が高すぎる。 
・進学するとともに出費が増えるのはわかっている事なので、小さい内からコツコツと貯

める事が一番だと思う。 
・高校の授業料は、所得にかかわらず、全員無償にしてほしい。 
・将来的に大学、短大が必要なのか?借金までして行く価値があるのか? 
・公立高校の教科書も無料配布して頂けると非常に助かります。低所得家庭の子どもも大

学に通いやすくして頂く為に、大学の学費を下げて頂きたい。給付型奨学金をより多くの

人が貰えるように増やして欲しい。 
・日本は教育費が高い。少子化対策なら、教育費を安くする事も国はもっと力を入れるべ

き。 
・先進国では、日本くらいが大学の授業料がかかってると聞く。何故?と疑問に思う。授業
料だけじゃ大学には通わせられない。教科書・交通費・一人暮らしをするなら生活費だっ

てかかる。勉強させてあげたくても、親の費用負担ができなければ諦めてもらうしかない。

高校の進路説明会でも「親はお金の用意をして下さい」とまず言われる。お金が無きゃ始

まることさえできない。格差社会は、どんどんその差を広げるばかり。お金が無くても、

本当に意欲があるなら、勉強がさせてあげられる環境を作って欲しい。 
・奨学金を両親が返すなどして、本人が 35歳過ぎまで借金に追われないようにしたらいい。
結婚も出来ずフリーター引きこもりなど、高学歴でも人生が豊かになっていない。 
・ローンなど審査が厳しく、実際利用できずに困る。 
・諸外国に比べて大学の学費が高いと言われているが、国の政策でどうにかならないもの

か 
・やはり塾というものが高いと思います。あと、親の貧困が子につながると言いますが、

教育に関してはこれは絶対あってはならないことだと思います。このような記事を目にす

る度に心が痛みます。 
・塾の費用が高いことが家計を圧迫しています。学校に通っているのに、中学校からです

が塾で習っている事を前提に授業が進められると、子供が言っておりました。区立中から

都立高校ですが、塾に通っているお子さんがほとんどだという現状なので、学校の授業の

意味が無いように思います。 
・少なくとも高校までは、教材費や給食費なども含め家庭へかかる負担を全て公費で賄う

べき。制服代などもあり、公立高校であっても家計には大きな負担。 
・大学の学費がとにかく負担です。二人同時に通学となる時期は家庭収入の半分ほどにな

る予定です。今から不安です。 
・教育費用の負担が大きく、塾の利用や進学に影響が出ている。 
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・奨学金は返済不要、あるいは無利子にしなければ、いくら高等教育を受けて、負の連鎖

をなくすと言っても机上の空論。社会に出る第一歩から多額の借金を背負ってのスタート

になってしまっている。 
・大学や塾の費用は高く、子供が多いと大変。乳幼児期の支援ばかりではなく、高校や大

学のほうが金銭的な支援があるとよい。(一律ではなく子供の人数に応じて) 
・高校で、充分な教育をしないから塾に通わざるを得ない。 
・公立高校の授業料無料化が終了し所得制限になりましたが、ギリギリのラインで有料に

なった家庭には負担が多いと感じています。特に自営業などは上手く調整している方もい

ると聞き、不愉快になってしまいました。もっと、皆が納得のいく方法にして欲しいです。 
・もっと安くして、学びたい人が学べる環境を作るべき。 
・国は幼少期に手厚い補助をしている。例えばジドウ手当、保育費の補助など。しかし、

実際にお金が必要になるのは 10代からだと感じる。現実は子供成長と比例して給料は上が
らない。今後、大学に入るための塾代が家計を圧迫しそう。高校以降にこそ手厚い補助を

望みます。 
・授業料や教科書代はお金がかかっても仕方ないとは思うのだが、部活での出費にもう少

し補助があれば、もっと幅広く学校も活動させられるのでは‥ 
・大学まで無償化してほしい 
・少子高齢化の時代に、きちんと仕事をして所得を得る若者を育てるために、大学まで出

してやりたい、夢を持たせてやりたいと思いますが、日本には給付型奨学金もほとんど無

く、非常に辛いです。複数、子供を持つことに抵抗を持ちたくなるような世の中だと思い

ます。国はもっと子供や若者を育てることに真剣に目を向けるべきです。事実、私も子育

ての苦労は幼少期より大学進学の今が一番つらいです。 
・受験は塾ありきになっていておかしい。学校の先生の授業がもっとしっかりやってほし

い。 
・母子なので大変です! 
・私立大学の学費が高すぎるので、もっと、奨学金制度を改善して貰いたい。 
・大学受験料、入学金、授業料など高額です。大学費用の無償化を望みます。 
・公立高校の授業料の無料化実施を再度希望します。 
・大学の費用が高すぎる。 
・私立理系の大学は学費が高いので子供の年齢が近い家庭で同時に通学となるとかなりの

負担だと思います。 
・授業料より部活にお金がかかる 
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・もう少し安いとありがたい 
・大学私立国立格差をなくす。 
・大学の授業料が高過ぎます。せめて月 3 万円程度で収まるように制度を設計して貰いた
い。教育格差を生むことのないような社会にしてほしい。 
・日本は子供を育てるのにお金がかかりすぎる。大人として子供を育てるために費用を用

意するのは当然かと思いますが、せめて、高校生までは費用がかからなくしてほしい。伸

びる子供までがお金のせいで潰されてしまう。 
・高校の授業料の支援金の対象から外れているので授業料を負担していますが、4月から負
担が 2名分となり、交通費なども含めるとかなりきついです。 
・公立中高で、塾のような学習指導要領を越えた興味深い指導があれば、塾に行く時間も

お金も使わずに済む。 
・もう少し何とかならないか……。子供の行きたい道に進ませたいが、生活自体を慎まし

やかにせざるを得ない。 
・卒業生の教科書、体操服など リサイクルするなど、できるところから負担軽減をしてほ
しい 
・国からの補助金を増やしてほしい 
・大学を 3 人卒業させるのは、一般家庭ではとってもとっても厳しいことだと思います。
奨学金も借りすぎると、将来子どもが返すのが大変になること、保証人も両親以外に必要

ですし、負担がとっても大きいです。2人目からは大学が無料などという取り組みをしてい
ただけるとうれしいです。 
・高等教育までの教育費用を補助することが教育機会の格差是正や少子化対策につながる。

短期的な歳入増や歳出削減よりも、将来的な次世代育成や長期的な歳入増を優先した施策

を検討してほしい。 
・高校まで無償であって欲しい。 
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（４）	 放課後学習について 
設問 12 （放課後学習(1)） 

 
 
 
設問 13 （放課後学習(2)） 
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学校での補講についてご意見をお聞かせくだ
さい。	 
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39%	 

必要になったら
利用する	 

38%	 

経済的に利用で
きない	 
12%	 

利用する予定は
ない	 
11%	 

学習塾(予備校)の利用状況について教えてく
ださい。 
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設問 14 （放課後学習(3)） 
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お子さんが自習されている場所を教えてくだ
さい。　(複数回答)	 
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設問 15 （放課後学習(4)） 
放課後学習についてご意見があれば教えてください。 
 
・場所だけの提供ではなく先生を配置してほしい 
・現住所(中野区)では公的な自習できる場所が少ないと思う。人口が多すぎるので難しいと
は思うが図書館などはいつも満員だし、公民館などでも学習スペースはない。40 年前の武
蔵野市は、身近なコミュニティセンターなどでも自習でき恵まれていたが。 
・娘曰く、放課後より早朝に学校で勉強した方が、静かで身につくらしいです。今の高校

は始業まえの早朝も校内に入れるのでよく利用してます。 
・学校を解放してほしい。 
・色々な高校の生徒が集まれる道場のような場があるとよい。 
・現在 2 人の子共を別々の都立高校に通わせていますが、放課後の自習環境や補講内容の
充実度はかなり違います。仕方のないことだとは思いますが、都立高校で進学先によって

学校をまたいで補講が受けられるようになったらいいと思います。 
・本人次第ではあるが、やり方を相談できる環境や、自習室などの施設は充実していてほ

しい。 
・学校全体で学校で勉強するという意識をもっと高めて欲しい。残って勉強は出来ないと

言っている事が時々あります。 
・放課後、分からない所を聞きに行っても、分かるまで教えてくれます。また、授業以外

でも特別に夏休み等、個別で教えてくれます。手厚い学習に至れり尽くせりです。 
・公立なので仕方がないとは思いますが、校内に大学の案内や赤本などが揃っている独立

した自習室があればと思います。 
・部活がいそがしくなかなか参加できなかったりする。そういう時は学習を優先するよう

にしてほしい 
・部活があるので、なかなか利用するまでに至らないそうです。苦手科目は早めに理解出

来るように、補講などを受けられるようになるといい。 
・三年生が主に利用しているようです。食事を気軽に出来る所を作るのがわが子は苦手な

ので結局空き時間があっても帰宅後してしまうので、もったいない気がします。食事出来

るすべてって・・ 
・南平高校で放課後学習の話は全く聞かなかった。他校では塾が学校と提携しているとこ

ろもあり、同じ都立高校なのに、不公平を感じる。 
・部活がある限りは学校では無理です。下校時間に学校を出るのがやっとです。 
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・家で頑張る。 
・もっと、補習をして欲しいです。 
・空き教室などを利用して、自習できる環境を確保しかてくれているが、私立高校のよう

にチューターなどを配置してより進学希望者のアドバイスを充実させてほしい 
・図書館の利用時間をもう少し長くしてほしい。 
・大学進学にお金かかるのに進学に学習塾に多額の授業料。もっと身になる放課後学習が

あれば負担も減ります。 
・先生もいらっしゃるので、積極的に放課後教室をひらいてほしいです。 
・予備校などに行かなくても、学校内できちんと指導してほしい。とくに夏休みなど長期

休暇では、学力に差がつきやすいので、学習塾に行かなくても済むぐらい充実させていた

だきたい。 
・補習など他に時間をつくってほしい。予備校に行く空気をたちきってほしい。 
・学校で勉強できる所があったら良い。 
・学校で放課後学習をしている生徒を見かけるが、大半は女子である。息子は恐らく学校

で放課後学習をした事はない。補講もある様だが、任意のものは部活優先で参加する事は

ない。学校の先生方は、よく生徒の訪問に付き合って下さっていると思う。男子生徒もも

っと積極的に教えを請えばいいのに、と思う。 
・私立校並みに定期的に行って欲しい。 
・先生方も多忙かと思いますが生徒が気軽に質問をできる環境をつっくていただきたい 
・定時制がある為、放課後に校内を使えないのは不自由だと思う。 
・学校で自習室を作り解放してほしい。できれば 8 時くらいまで。近所に自習室がある公
共施設がなく、自宅で集中できないときに困っている。 
・何もしてない。 
・場所が無いのか、ファストフード店やフードコート、コーヒーショップなどで勉強して

いる姿をよく見かける。軽飲食 OK の公共施設が身近にあればいいのにと思います。鶴川
駅前にあるポプリホールのフリースペースではお茶やパンを片手に勉強している学生をよ

く見かけます。このような場所を増やして欲しいです。 
・テストの後で、テストでわからなかった内容を理解できるまで、指導者のもと、放課後

に学校で自主学習することが出来ればいいと思う。テストを実りのあるものにして欲しい。

(中学 1 年生までは母がみていたが、反抗期や部活が忙しかったりして親ではフォローでき
ない) 
・私立や進んでいる公立は塾同様の放課後学習があるので今していない学校でもやってほ

しい 
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・学校で補習をもっと沢山の科目でやってほしい。 
・テスト期間中以外、まったく勉強しないので、塾に入れ、塾で勉強するだけ。学校の補

講も、あるのかすらわからない状態。都立のトップ進学校以外は、補講も充実していない

ので、大学進学を考えると塾頼み、という教育システムはおかしいと思う。 
・調布南や神代高校の様に朝学習や放課後学習に力を入れて貰いたいと思います。例えば

夏、冬勉強合宿や講習の強化など。塾や予備校など通わなくって良い為に…進学校目指し

て欲しい!!" 
・塾に行かなくてもいいくらい補講してほしい 
・できるだけお願いします 
・学校の中で、もっと学びたい、主体的に取り組みたい生徒が授業以外に自ら取り組みた

い教科を深く学ぶ自主ゼミを取り入れてほしい。 
・学校全体に放課後学習や始業前学習、長期休暇期間の補講等に積極的に参加する雰囲気

があるといい。また先生も生徒のモチベーションが上がるような指導をしてほしい。 
・学校では色々機会を設けているし、個別に対応もしてくれるようだが、本人が活用する

意欲や時間もない。(部活動のため) 
・先生方に負担かけるとは思いますが、補講の時間を増やして欲しいです。 
・学校でとても良く先生方が面倒を見てくださっているので塾も行かず志望校に合格出来

た 
・もっともっと補講を充実させてほしい。子供の意識も変わるはず。その環境は物凄く必

要だと思います。 
・もっと学習する時間をとりたいが、部活に時間・体力をとられ過ぎていると感じる。引

退するか辞めるかしないのか。実際、部活を辞める生徒も出ていて、そう選択せざるを得

なかった状況を本当に残念に思う。どこで学習するかより、部活をやっても学習の時間・

体力が残る程度にしてほしい。 
・試験一週間前の部活がない日は、学校の教室で勉強して欲しい。部活がないと、休憩す

る時間だと思っている。 
・学習の深化、充実を図るためにも、帰宅が遅くならない範囲で課外学習を充実するのは

大変望ましい。 
・学校に学習室が欲しい。静かに勉強できる環境が欲しい。 
・受験期には、塾や予備校に行かせないと、力がつかない現状があり、経済的に負担が大

きい。学校の学習だけで十分な力がつくように、なるとよいのだが…。 
・質問したい事があっても、教科担当の先生がつかまらない(どこにおられるかわからない)
と子供が話しています。 
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・何のための放課後学習なのか?受験の為?単なる補講?次世代の生徒候補たちへのパフォー
マンス?意図がわからないまま 3年間終わった気がする。方針が定まっていないならばムダ。
特に 3 年生になってからは受験生には対策講座でないならいらない。ポーズで生徒を振り
回さないで欲しい。 
・毎日部活動があり、なかなか出来ません。部でも放課後学習の日を設けるなどしていた

だけると、学習意欲も上がると思います。 
・自由参加ではなく、成績不振者は強制にしてほしい 
・先生に質問したいが授業や授業以外のことで忙しくなかなかつかまらない。わからない

ことがわからないままになってしまう 
・先生も大変だとは思いますが、放課後での補講はあまりないので定期テストの前等にわ

からない子は強制的に参加させるようなかんじで行なってもらいたい。 
・本人がやる気にならないと全く意味がない。 
・周りの友達同士で刺激しあって勉強できる環境があればいい 
・普段は部活が忙しく、勉強する時間が殆どありません。ただテスト前など部活がない時

に、補習などで分からない所を見て欲しいです。 
・学校での補修を増やして欲しい。土曜日補修がこの一年間で一度もない。公立と私立と

の差が余りにも大きい。 
・学校の教室しか席が空いてない時に教室では自習が出来る状態ではないし、図書館で友

達に勉強を教えようとしたらうるさいからダメだと言われて、結局勉強出来なかったよう

です。 
・学校にも自習室はありますがテスト前は席がうまっていて勉強出来ないようです。もっ

と増やして欲しい。 
・塾に通う必要がないというくらいになればいいと思う。 
・長期休みには能力別に補講を行って欲しい。有料でも参加させたいと思う講義をお願い

します。 
・放課後もっと先生方に気軽に質問等出来る様にしてもらえたら良いと思う。 
・学校での放課後学習の場所が廊下や踊り場というのは、進学校の設備としてはあまりに

お粗末。国立高校のような自習室が欲しい。 
・学校に自習室を設置してほしい 
・現在は自宅で自力で行っています。学校、部活で手一杯な様なので、折を見て塾も考え

ますが、本人の意思を尊重しようと思っています。校内で半強制的に出来ていない子達を

集めて部分的な補講があると嬉しいですね。 
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・学校だけでも受験が出来るように指導してほしい。 
・学校からはあまり塾を利用しないように言われているが、成績が上がるわけでもなくど

うしていいか分からない。 
・学校でもう少し場所かあるといい。上級生が先に取ってしまうのでなかなか学校ででき

ない。 
・学校の解放時間が短すぎる。公立は先生のいる時間も解放時間も短すぎて、部活がある

と厳しい。成績が思わしくない生徒に一人一人関わっていない。放って置かれる。一対一

でしっかり指導してほしい。 
・塾へ通わなくても済むように、学校で塾と同じくらいの学習をさせてもらえると、経済

的に助かる。 
・単位の足りない子どもの補講のみです。 
・クラブ活動を行っていても学校で夏期・冬季・放課後に行って欲しい。 
・補習の時間をもっと増やして充実した内容でおこなってほしい。学校で受けられる模試

の機会を増やしてほしい。 
・部活動の	 時間が	 長過ぎて	 学習する体力が	 残っていない。 
・図書館での勉強は正式には許されていない。公共施設の自習室が欲しい。 
・放課後学習・土曜学習など自習形式であるようだが、もっとわからないところを聞きや

すい補足的なものをしてもらえればいいと思う。自習形式では子供が「意味がない」と感

じ、受けないようになった。 
・部活がある生徒は参加できにくいが、あったほうが良いと思う。 
・八王子東高校では、授業外で講習をしてくれるので、非常にありがたい。しかし 3 年生
が廊下の床に座って勉強している。図書室が狭く、自習する場所がないからのようである。

勉強するスペースは設置してやって欲しいと思う。 
・学校での補講をもっと充実させてほしい。放課後、先生にわからない箇所を質問したく

ても、先生が忙しくて教えてもらえない。 
・学校でもっと積極的に参加できる補習授業を増やして欲しい。必要な生徒には半強制的

にでも… 
・やってほしい。 
・英語の多聴多読の学習があればよい。英語の本に触れる機会、個別のレベルにあった学

習ができるとありがたい。 
・多分、必要に応じてやってくれていると思うので、特になし。 
・学校や塾でフリーに使わせてもらっていて助かります。 
・学校の利用をもっと積極的に奨励してほしい。 
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・学校でも、図書室で学習できるようにしてほしい。 
・自習室が 18時までと終わるのが早い。もっと遅くまで利用できるようにしてほしい。机
の数も少ないそうです。 
・長女は一浪して私立大学に通っております。受験生の時に、勉強場所の確保に苦労して

いました。あまりにも無音の自習室や図書館は、自分が出してしまう音が気になっていら

れないというのです。静かめの音楽とか、あるいは街の雑踏の音でもいいから、邪魔にな

らない程度に流れていて欲しいというのです。それを聞いた時はびっくりしました。でも

一理あるなと。おなかが空いていればグーと鳴ってしまう。かといってお腹いっぱいだと

眠くなる。静か過ぎる自習室や図書館は勉強場所としては快適ではないのだということな

のです。わがままかもしれないけれど、改善の余地はあると思いました。 
・本人の自主性を尊重しているが、進学希望なので必ず勉強する時間の確保のため、学習

塾を利用している。 
・都立高校なので、私立に比べると手厚くない。自学自習を求められるので、学校のかわ

りに塾に頼らざるをえない。 
・スペースも大切ですが、時間配分が子どもにとって適切にとれることも大切だと思いま

す。 
・学校がもっと充実させてくれたら塾もあまり行かなくてもよいのにと思う 
・生徒全員、平等に学習できるように国で負担するべき。 
・学校の授業や進路指導だけで、受験の対策ができるようにしてほしい。学校だけでは、

一人ひとりに対応しきれていないような気がします。そのため、塾などが必要となり、負

担が増えるように思います。 
・毎日部活があり、平日は利用できない 
・大学生のテューター制度をよく利用しているようです。有難いことです。 
・小学校～高校まで「任意」での補講をたくさん用意していただいてきたが、子供らはな

かなか任意では動かない。任意に自ら参加するような子供は補講の必要性はない。 
・学校は早い時間での完全下校なので	 朝学習してもよいとのこと。そういう臨機応変な

のは大変ありがたい。 
・教室が部活場所として使われてしまうと、友達同士での意見交換をする場所が無くなっ

てしまう 
・外部からの講師も招いて	 全ての子供たちに充実させてほしい 
・部活が終わってからだと、下校時刻となり、学校での学習が出来ない。部活を休まない

と出来ない状況である。 
・まり利用されていないときいている。放課後より、土曜授業の充実を希望する。 
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・先生方はよく面倒を見てくれていると思う。 
・学校のバックアップがよく、学校を軸足に頑張っています 
・塾へ行かなくても学校の点数がもう少し取れるように放課後学習をやってほしいです。 
・是非、学校で放課後学習ができる教室や時間を設けて欲しい 
・浪人して当たり前の風習がある。同じ都立でも塾に通わなくても良いくらい日々の学習

や放課後、長期休みに学校で対応してくれるところもあり実際に最難関国立の合格率は抜

かされている。良い校風は残しながら是非現役合格に導いて頂きたいと思います 
・自習して欲しい 
・現在の土曜学習等は宿題をやる場になっている事が多く思います。やる気がある子が参

加するものなので、自習型でも分からない所を教える等のスタイルが好ましく思う 
・学校で具体的な勉強方法を教えてもらえる機会はないのでしょうか。何を勉強したらい

いのか…悩んでいるところをみかける。結局は、塾に頼るしかないのでしょうか。 
・都立も私立のように、進学対策をもっとしていただけると助かる方、大勢いると思いま

す! 
・強制的に実施すべき 
・家では、ほとんど勉強しない 
・充実している 
・学校で決めて、学習をするようになると良いです。子供が、放課後補習をするので、聞

きたいこと、わからないことがある方は、きてください。と言われましたが、先生はいら

っしゃらなく、それから、いくことをやめてしまいました。 
・放課後学習が自習だと、よほど意志がなければ行かないと思う。 
・7時間、8時間授業を受け、第二外国語を受講し、スポーツ系の部活で朝練もある為、放
課後学習を行って欲しいのは山々だが、本人も一杯一杯だと思う。 
・生徒の進度に対応することが重要。進学校を目指す生徒や補習が必要な生徒に合わせて

対応してもらいたい。 
・他の都立高校では、放課後に先生が行う講習があると聞いたことがある。子供の学校で

も、もっと先生に頑張ってもらい講習の充実を図っていただきたい。私立と比較すると歴

然の差があり、結果学習塾に頼らざるを得ない。 
・英語数学の放課後学習があればぜひ利用したい。苦手科目の克服目的ならなお良い。 
・部活動との両立が難しい 
・一切していないと思う。親が言っても反発するだけなので、何も言えないので、そうい

う環境にいられれば自力で動くのかもしれないが、なかなか難しい。 
・今の学校の映像授業はよい。台数が少ないと子どもがいっている。希望者には勉強をす

る機会が均等に得られるように、このようなシステムづくりをもっと推し進めて欲しい。 
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・本人に任せるべきとおもっている。 
・塾は生徒が多く、自分の場所を確保するのが困難。中学生がうるさいらしい。快適な温

湿度で高校生が落ち着いて学習できる場所がなかなかない。 
・放課後は 20時頃まで、定期試験前は土日も利用できるような自習室の設置を要望します。 
・先生方の仕事が忙しいのは承知していますが、わからない事をわからないままにしてい

ると、その科目そのものが嫌いになってしまうので、そうなる前に簡単でも補習時間を定

期的にでも設けて貰いたいです。 
・例年 6学年は頑張っています。 
・勉強しなさいと言った事は、一度もなく自分で計画を立て勉強するタイプの子どもです。

学習塾に行った事もないです。ただ学校で放課後に勉強するのは、気分転換になるかもと 
子どもから聞いた事はあります。 
・本人のやる気次第だと思います。 
・私は自習室を運営しており、月に一万円で毎日これます。二年生までは学校の授業予習

復習、宿題がメインです。高校三年生になってから低額の自習動画コンテンツで補習と、

大学別にキャリアコンサルやメンタルサポートをしたいです。 
・学校で補講をしているのか、子供に聞いても答えがないのでわかりませんが、学校には

親子共満足しています。 
・試験前だけではなく、普段も取り組んでほしいが、取り組んでいない。 
・学校の自習室や図書館はありますが、せっかく勉強できるスペースがあるのに、時間が

十分でないので意味がない。 
・家庭学習は最も大事だが、学校で自習をする際に教師がフォローできる環境を整備して

ほしい。教師の人数が足らなくて手が足りないような状況となるとすれば、行政の怠慢。 
・部活との両立は無理だと思います。長期休暇中は半日補講。半日部活でスケジュールし

てもらえたら非常に有効だと思います。それ以前に課題を増やすとか、朝小テストを行う

とか工夫して欲しいです。 
・今の都 Pには言いたくない 
・校内や近隣の図書館にもっと学習専用のスペースがあると良い。 
・学校内で支援があれば助かる 
・子供の進歩状況に応じて、学校での少人数の補修学習があるとありがたい。 
・塾代が高い 
・自分では勉強をしないので、課題をこまめに出してほしい。 
・放課後学習の話は聞いたことがない。模試の機会は多いが、その後の補講や説明会は無

いと子供から聞いている。テストの点数だけが大事なのか。底上げをしようという熱心さ

は感じられない学校である。 
  



121

41 
 

・もっと積極的に学生に学校側は声を掛けて欲しい。また親にもこんな内容の補習があり

ます などと知らせて欲しい。 
・成績が悪い子供は学校から指名されて強制的に放課後学習を行ってほしいです。 
・図書室とは別に自習室など、勉強しやすい場所をもっと作ってほしいです。また進路相

談やわからない部分の質問など気軽にしやすい時間、場所を作ってほしいです 
・ないのでわからない。 
・部活に遅れたりする事も気軽に出来ればと思います。 
・赤点をとったら強制的に補習授業をして欲しい。 
・先生によって温度差がありすぎます。子供の意欲をそぐ、先生のやる気なさには落胆し

ます。実績のある先生が転出してしまい、子供ともどもとても残念でなりません。後任の

人事をきちんとしてください。 
・高校において、基礎レベルの講習だけでなく、応用力強化の講習もあると、良いと思い

ます。 
・自習室やテスト前には OB の方に指導していただける機会もあるのですが、そこへでむ
くのはなかなかハードルが高く利用できていないようです。 
・部活動ばかり、先生からの抑制がない。従って学習しない。 
・学校で補講などがあれば積極的に参加させたいと思います。 
・やるかやらないか、何にをやるか、量など全ては自分で考えて選択すべき。やらされる

とこは身に付かない。 
・図書館の開館時間が短いので、もう少し、図書館の時間を延長していただいて、自宅以

外で近くで勉強できる施設があるといいと思います。 
・学校への支援よりも、格差の要因になっている校外学習への支援、補助を考えてほしい。 
・是非 学校で学ばせて頂きたい。 
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（５）	 その他 
設問 16 （学校名について） 
 

 
 
 
 
（６）	 回答数 
	 以下のように多数の保護者の皆さんから回答が得られました。 
 
 回答数 826件 
 
※同一送信元から重複して回答することは、アンケートシステムで禁止しているので、こ

の数字が実際の回答数として信頼性のある数字です。 
 
  

記載有り	 
59% 

記載なし	 
41% 

よろしければお子さまが通学中の学校名を教
えてください。	 
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３．考察 
高校 3 年生の保護者の回答が少なかったのは、回答期限が 3 月末であり卒業と重なった

為と推察されます。 
 
	 また、最終的には、アンケート項目間の関連性や自由意見の内容についても精査・分析

し保護者の意見として本項にまとめる予定です。 
 
 

以上 
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「都⾼Ｐ連」・・・都⽴⾼校の PTA 会⻑になったとき、いきなり聞かされるこの⾔葉。 
「⾏けばわかるから」と⾔われ、代々⽊の「オリセン」こと「国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター」に⾏って
みると、全都から PTA 会⻑が集まっていて様々な説明を受けたり、話し合いが⾏われたりしているのだが・・・。 

１年も経てば「都⾼Ｐ連」について何となく理解できるが、会⻑以外の PTA 役員にとっては永久に謎の組織のまま・・・。 

ならば、最初に「都⾼Ｐ連」の⼀端をご紹介しましょう。  
1.情報の共有 
都高Ｐ連には、東京都教育委員会や関係諸団体から都立高校に関する重要な情報が集まります。 
それらの情報は会長会やＨＰなどの機会を利用して発信されます。全都会長会に出席することで 
保護者やPTA 活動にとって役立つ最新情報を得ることができます。また、今後の活動を考える重要なヒントも持ち帰
ることができます。 
 

2.⾏政への取り組み  
都立高校へ通う子ども達の教育環境を改善するため、行政に働きかけることができるのは私たち保護者
です。例えば、都立高校の普通教室へのエアコン設置や、今、すべての都立高校にスクールカウンセラ
ーが配置されることになったのも都高Ｐ連が何年にも亘って関係各団体と連携しながら粘り強く要望し
てきた成果。子ども達の教育環境改善の問題は、各学校で要望しても叶いません。みんなの力を結集し
て、地道に活動を続けることによってはじめて実現できることなんだなあ、と実感できます。 

 

3.⽣徒の発表や体験の場を提供 
都高Ｐ連では、部活動などで頑張っている生徒たちのために発表の場を提供したいと考えています。その
一環として、都高Ｐ連主催の東京地区大会では生徒たちの舞台発表や展示発表などを行っています。また、
東日本大震災の被災地へのボランティア派遣などを通して生徒たちに体験の場を提供しています。足立区
で開かれている高校生のけいおんフェスにも後援しています。これからも、発表や体験の「場」をできるだ
け増やしていきたいと考えています。 
 

4.総合補償制度で安⼼を 
高校生が登下校中に事故に遭い被害者や加害者になってしまうケースが年々増えています。こ
のような場合、生徒本人はもちろん、ご家族にかかる精神的・経済的負担は計り知れません。
都高Ｐ連では、「都高Ｐ連総合補償制度」をはじめ各校のニーズに応じて加入可能な団体保険を
３種類準備しています。都高Ｐ連という大きな団体だからこそ長年にわたり安心して大きな補
償を少ない掛け金で用意できるのです。 

 

5.やっぱり！地区活動での会⻑同⼠の仲間づくり 
「PTA 会長としての悩みを話し合えるのは都高Ｐ連の会長会だけ。」という声をよく耳にします。
都高Ｐ連に集まっているのは皆、高校生の保護者。共通の話題がたくさんあります。 
都高Ｐ連を形づくる６地区のPTA 連合会では近隣の都立高校PTA と交流が持てます。情報交換会
や、各種行事など、こうした繋がりを通して日ごろから強固なネットワークを構築しておくこと
で、いざという時に活動のヒントを得られたり、悩みを分かち合ったりできます。意外にPTA 会
長とは孤独なものですが、都高Ｐ連を通して作った仲間は大きな財産になります。 
 

加盟校の数、約８０校。家庭数６０，０００。これを多いとみるか少ないとみるか、は、ご⾃由に。 
 

（１） 
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「２７年度のあゆみ」 

 
あっという間の１年。しかし、その１年はこの「歩み」に満載されている、みなさんの１年。

これだけの活動の幅と奥⾏きの広さが、みなさんの残してくださった軌跡。ありがとうござい
ます。おつかれさまでした。 

 
さて、連合会を連合会たるものにしてくれるのは、何といっても地区活動。地区によって学

校数も違い、また⾏っている⾏事も違うのですが、近隣の⾼校同⼠の交流により交換された情
報は、時に⾃校での活動のヒントとなり、またこの歳にして新しい仲間、友⼈ができる、とい
う点。これはほとんどの⽅に頷いていただけるのでは、と思います。 

 
⾔うまでもなく、ＰＴＡ活動は携わるみなさんのボランティアの⼼意気に⽀えられています。

しかも、その⼼意気は、⾃分の⼦どもとかその学校という、⾔ってみれば私的なプライベート
な範囲ではなく、⾃分の⼦も含めた東京都の⾼校⽣に対する無償の活動。よく、連合会に加盟
していることのメリットは何？と問われることがありますが、この幅広い無償の活動ができる
こと、これが正に加盟していることのメリットでしょう。おまけに、何よりもわたしたち⾃⾝
の、⼈の幅が拡がったような気もします。 

 
この数年、残念ながら連合会を脱退される学校がありますが、新たに加盟される学校や加盟

を検討されている学校もないわけではありません。今年はそんな光の⾒えた年でもありました。 
 
この冊⼦を⼿にされた⽅が新しい役員さんだったら、⼀度はパラパラとページをめくり、こ

んなことをやってるんだ、ということを⾒てほしい。ただ、これは過去のこと。これにとらわ
れず、新たな都⾼Ｐ連をみなさんで創ってくださることを期待しています。 

 
最後に。原稿、編集、校正、配本などなど、この「歩み」を今、あなたにお届けができるま

で、関わってくださったすべてのみなさんへ。そしてここに描かれている数多くの活動をリー
ドし、また参加くださったすべてのみなさんへ、あらためて感謝の意を表します。ほんとにあ
りがとうございます。 
 

平成２７年度会⻑  原⽥  仁 

「編集後記」
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