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「広めよう 高めよう 慈しむ心」「広めよう 高めよう 慈しむ心」

ご来賓の方々ご来賓の方々

~あなたの未来 希望の明日へ~~あなたの未来 希望の明日へ~

第30回東京地区高等学校PTA連合会大会第30回東京地区高等学校PTA連合会大会

基調講演 荻原健司氏基調講演 荻原健司氏

ここでいう「サポート」とはどういうものか、後半は荻原
流指導法の核心が語られる。基本方針は「人間尊重」
だ。先の日大アメフト部の事件を例にとり、指導者（上）
と生徒（下）という縦の関係ではなく、横のフラットな協
力関係を築いて「選手」という作品を一緒に完成させて
いくことの大切さを説く。スポーツは「アート」だ。練習メ
ニューは選手に考えさせ、摺り合わせ、納得させ、その自
分で作ったメニューでトレーニングさせる。トレーニン
グメニューを与えることは簡単だが、一方的に与えられ
た状態から脱しなくては本当に強くはなれない。特にス
ポーツ選手育成の上では、このことを強調したいとのこ
と。成程「アート」に「自主」は不可欠だ。

自分で選択し、決定づけていく。要は、自分のこととして
考えていける人間をどう作っていくか、だ。学校を卒業し
たばかりの選手には最初だけはメニューを渡してサ
ポートするが、徐々に自分でメニューを考えられるよう
な「主体性のある選手」を作っていくことが最終的な目
標であり、それこそが「勝つ」ことの一番の近道であると
確信している。現在指導している選手たちには、自分で
立ち、自分をコントロールできる「自律ある選手」に育っ
てもらいたいという。
　
そして「夢をかなえる」うえでのもう一つのポイントが
「言葉の力」だ。小学6年の時に発した「テレビに出る人
になるには？」の問いに対する父親の一言がオリンピッ
クを目指すきっかけになったという荻原氏。教え子た
ち・我が子たちに投げかける言葉を用意しながら、適切
なタイミングで適切な言葉をどうかけるか。人間として、

親として、悩むことも多々あるが、とりあえずその人を信
じて、認めて、任せること。指導する側がすべてを準備し
て、彼らの成長の機会を奪わないようにしてほしい。そ
して、すぐに結果を求めない。グッと堪えて「認」「任」「忍」
でいこう。人材育成ほど面白いものはない。成績ベース
で評価するのではなく、個人個人の上達・進歩・努力を
評価していくという荻原流に共感する人は多いのでは
ないか。

最後に「子どもたちにとっては、元気で、前向きに、明る
く、楽しく活動する親の姿を見せることが一番」という私
たちへの激励メッセージを頂く。講演終了後には、来場
者全員との記念撮影にも応じて頂き、図らずも嬉しい交
流の場となった（表紙参照）。「自主自律」を校是として掲
げる都立校は多いと思うが、それはどう実践されている
だろうか。とかく「チーム一丸となれ」と、個の尊重よりも
集団の同調圧力に傾きがちな風潮に待ったをかける
「人間尊重」という言葉を強調されていたことは新鮮
だった。私たちはこの言葉をどう生かせるだろうか。
（M.S）

第30回東京地区大会会場となった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にて、冬季五輪
ノルディック複合の金メダリスト・荻原健司氏の基調講演
を聴いた。現在、小6女子を筆頭に4人の子息子女の父親
であり、企業スキー部GMとして後進の指導に当たっておら
れる荻原氏の「夢をかなえる」方法とは？

前半は、少年時代に、アルペン競技者だった父親・双子の
弟とともに如何にしてスキーと出会い、親しみ、「遊びっぱ
なしのまま」競技者となっていったかをユーモアを交えて
語られた。地元草津で、父の運転する軽トラックで夕刻ス
キー客の去ったゲレンデに向かい、ひたすら直滑降してス
ピードに対する恐怖心を乗り越えたこと。荻原少年にとっ
て、スキーはスポーツではなく「遊び」であり、その醍醐味・
楽しさを知ったことで途中でやめる気がしなかったこと
等々エピソードは尽きない。「自分の大好きなもの」という
ベースがあれば、あとは親ができる事はあくまでも「サ
ポート」だ。
　

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 大ホール平成30年6月24日（日）平成30年6月24日（日）
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秋留台高等学校PTA会長 溝呂木 桜さんよりPTA活動事例
発表が行われました。ドロップアウトした子ども達を、高校
の枠組みの中でいかに学びに引き戻せるか？子どもたち
の「学び直し」は未来への「生き直し」とういことを発表して
いただきました。
この事例発表は東京都代表として全国大会でも行われて
います。

東京都公立高等学校 
経営企画室長会
会長
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PTA活動事例発表PTA活動事例発表
想いも共に引き継ぎ  育むPTA「想いも共に引き継ぎ  育むPTA」

オープニングアクト 豊島高校 吹奏楽部オープニングアクト 豊島高校 吹奏楽部

エンディングアクト
武蔵丘高校 軽音楽部
エンディングアクト
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都高P連 会長

池本 義信

大会実行委員長 

松井真由美
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第40回 広報誌コンクール 表彰式第40回 広報誌コンクール 表彰式 都高P連  平成30年度 定期総会都高P連  平成30年度 定期総会

　表彰式では、受賞校の誌面がスクリーンの画像で大き
く紹介されました。
　例えば企画賞では、企画、記事・編集、レイアウト、独自
性、コストパフォーマンスの5項目について審査が行われ
ました。他には、当日の来場者に各校の趣向を凝らした作
品の中から、お気に入りの表紙を三校ずつ選んで頂く「特
別賞」(表紙が良かったで賞)の投票も行いました。
　また今回は、「表紙だけでなく広報誌の実物を見たい!」
という昨年の来場者の感想を受け、展示を許可された
51校の広報誌を閲覧できるようにし、大変好評でした。各
校の特色がわかりやすく紹介されており、入学希望の中

学生や保護者にとって重要な役割を果たすことでしょう。
本当に力作ぞろいで、広報委員の皆様の“本校の良さを
伝えたい”という熱意が伝わってきました。受賞された各
校の皆様、おめでとうございました!! （ Y.S ）

○受賞校は以下の通り

平成30年6月9日（土）午後1時より平成30年度東京都公立
高等学校PTA連合会定期総会が国立オリンピック記念青
少年センター国際交流棟レセプションホールにて行われ
ました。加盟校74に対し出席45委任状12の合計57で定
足数1/2以上を満たし総会は成立しました。議長の中村
（富士森OB）さん、松村（武蔵野北OB）さんの進行で質疑
が行われた結果、全ての議案を可決いたしました。（N.M）

定期総会の前に改正個人情報保護法についての研修会
が行われました。
講師は文部科学省 生涯学習政策局 社会教育課 PTA等共
済室 PTA等共済指導係長 吉谷 正 さんです。
改正前の個人情報保護法では我々が活動するPTAなどの
小さな規模の団体では、自主的な取り組みが望まれると
いった程度でしたが、改正法施行後は義務として取り組
むこととなりました。
PTA活動において、個人情報への関わりは避けられない

もので、これまでもそれぞれ工夫して取得・管理・利用を
してきたところではありますが、これからは守るべきルー
ルを理解認識し、対応をしていかなければならないこと
を改めて学びました。ルールの主なものとして、
● 個人情報は適正に取得する。本人の同意なしに第三者
に提供しない。
● 利用目的を伝える。目的以外には利用しない。
● 保管は施錠個所にする。
● 取り扱いルールは明確にする。
などの説明を受けました。大事なのはこういった内容を
PTA活動を共にする人間の間で
同じ温度差で共有することだと思いました。（H.G）

国立オリンピック記念青少年総合センター 国立オリンピック記念青少年総合センター
平成30年6月24日（日）平成30年6月24日（日） 平成30年6月9日(土)平成30年6月9日(土)

改正個人情報保護法研修会改正個人情報保護法研修会
国立オリンピック記念青少年総合センター
平成30年6月9日(土)平成30年6月9日(土)
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北園高校 上野高校 東村山西高校 八王子東高校

江北高校 三田高校日比谷高校工芸高校 富士高校杉並総合高校

国分寺高校国際高校
文部科学省 生涯学習政策局

社会教育課 PTA等共済室 PTA等共済指導係長

吉谷 正 氏
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松村さん松村さん 中村さん中村さん

池本会長池本会長天沼様天沼様 田中様田中様 鈴木様鈴木様茂木様茂木様

教育委員会賞　………　工芸高校　　
都高P連会長賞　……　  江北高校
都高P連賞　…………　  日比谷高校、三田高校、
        杉並総合高校、富士高校
高校生新聞社賞　……　北園高校、上野高校
東京新聞賞　…………　東村山西高校、八王子東高校
校長協会賞　…………　国際高校、国分寺高校
企画賞　………………　国分寺高校
特別賞     ………………    工芸高校

”工芸高校PTA広報誌”最優秀賞の東京都教育委員会賞と特別賞のＷ受賞！

池本会長 天沼相談役渡邊 隆 校長先生
蔵前工業高校

工芸高校

北園高校

東村山西高校 八王子東高校

江北高校 日比谷高校

富士高校

国分寺高校
国際高校

＜ ご列席を賜わりましたご来賓の皆様 ＞
東京都教育庁 地域教育支援部 主任指導主事
鈴木 康司 様
東京都公立高等学校経営企画室長会 副会長　
田中 葉子様
東京インターカレッジコープ 専務理事
茂木 芳久様
都高Ｐ連相談役 東京都公立高等学校退職校長会 副会長
天沼 照夫 様
   

（表紙が良かったで賞）



都高P連 情報交換会都高P連 情報交換会
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国立オリンピック記念青少年総合センター
平成30年6月9日(土)平成30年6月9日(土)

　６月9日定期総会の後、新旧会長、役員の情報交換を兼
ねた懇親会が行われました。昨年度までは第２回全都会
長会の後に催されていたものを、今年度は、年度はじめに
親睦を深めてもらおうとこの時期の開催になりました。
各テーブルが近かったのもあって、周りの人との話が盛り
上がって楽しいひとときを過ごせたようです。
　長年相談役をして頂いている天沼先生や、経営企画室
長会の田中さん、来賓の方々も、堅苦しくなく、熱心に、笑
顔でお話し下さっていたのが印象的でした。こういう方々
に支えられているというのがあらためて分かる時間であっ

たと思います。
テーブルを分けるのに、動物占いを皆でしました。
懇親会出席者で一番多かった動物……それは
『黒豹（くろひょう）』
ダントツに多かったです。
闇にまぎれて、こつこつと１人で努力する…
まさに会長の仕事をものがたっているような。
　新会長さんたち、会議も沢山あって大変でしょうけど、今
年1年頑張って下さい。（K.H）


