
　ＩＣＴ活用の全国トップといえば、佐賀県。
今回のテーマである「ＩＣＴ利活用教育の可能性」につい
て、600名を超える参加者が集まり、会場は満席となりました。
全体構成として、前半は２件の実践事例発表、後半はパ
ネルディスカッションを行いました。
　まず、前半の実践事例１件目は、英語の授業。
授業導入時に写真や動画を利用する。パソコンの音声
認識機能を利用して、英語を話すと文字に変換でき発
音の確認をする。また、宿題は音声を録音してデータで
提出する、といったような活用をしています。
　実践事例２件目は、理科の授業。70 型の大型電子黒
板と１人１台のＰＣを活用して、黒板では表現しづらい
内容、例えば分子のミクロの世界の説明をする場合、動
画を表示して全体説明します。その後、生徒さんは個人
ごとにタブレットを活用して、さらに理解を深めるという
ような活用をしています。
授業時間にゆとりができ、「まず、１人で考えよう」、「次は
２人でペアワークしよう」、「そして、４人で考えよう」とい
うような授業展開が可能となり、学びの質の向上が期待
できるそうです。
　後半のパネルディスカッションでは、教育庁、保護者、
先生、高校生 2名をパネリストとして迎え、それぞれの
お立場でＩＣＴの利活用についてディスカッションをし
ました。
　教育庁からは、佐賀県におけるＩＣＴ利活用の取り

組みについて、数値を用いた説明がありました。
平成 29 年 3 月 1日時点、電子黒板の整備率は全国平
均 24.4％。佐賀県では何と 128.5％。県内すべての普通
教室には電子黒板が設置されているそうです。
　保護者からの意見として、「ＩＣＴを利用することで、先生
と子供1人1人の個性に応じた授業が可能になります。」
高校生からの意見として、「成績を分析するクラッシーと
いうシステムを活用することで、自分自身の成績を詳細
に分析し将来に役立てることができます。」
先生からは、「これからの可能性や学びの質の転換、ま
た文献検索が日本中どこでも可能となり、ＩＣＴ利活用
によって授業改革の一貫ともなることでしょう。」
コーディネーターの方から、「生徒の学びが多様化して
おり、より良い学びを目指して、主体的な力を身に付け
ることが大切でしょうか。」というご意見がありました。
最後に心に響くフレーズが告げられました。

「そのとき、日本は佐賀を見ていた」

「今、佐賀は将来を見ている」

もし、高校生に戻れたら、ＩＣＴ利活用された山口先生
の授業を受けてみたいと、心の中でそっと思いました。

　これは、何年にもわたり、都高Ｐで実施したアンケー
ト結果に基づいて行政側に要望してきた案件ですが、
今年の猛暑で、都立高校で生徒が熱中症で倒れたこと
も引き金になり、文科省、東京都がやっと重い腰を上げ
ました。台東区では、すでに、国や都の補助を当てにせ
ず、首長の決断で体育館への空調の導入を進めています。
　声を上げなければ、都立高校の教育環境を変えるこ
とはできません。これも都高Ｐという組織があるからこ
そ、加盟校の声を議会や行政側に働きかけた実績が実
を結んだものと、誇りに思っています。

【政党ヒアリングの成果】
　学校教育委員会では、昨年度実施したアンケート結
果に基づいて、保護者が高校教育に求めているものを
分析整理し、行政側への要望事項をまとめ、実現への働
きかけを行っています。
　その内容は、スクールカウンセラーおよびユースソー
シャルワーカー配置の拡充、特別教室への空調環境の
改善（平成２９年４月現在、６９％）、トイレ設備の改
善、教育関連費用の負担軽減を要望するものです。
　８月、９月には、都議会で公明党、都議会共産党、都

議会立憲民主党・民主クラブとヒアリングを行い、要望
事項を、保護者の声として届けました。情報提供の申し
入れに対し、公明党、共産党からは快諾を受け、都の貸
与型奨学金の延滞金利率の 14.5％から5％への引き下
げ、ユースソーシャルワーカーの正規雇用化要求等の
情報をいただきました。他の政党には、ヒアリングの機
会がなかったため、文書で送りました。
　ヒアリングでは、都高Ｐ連が継続的に行うアンケート
を高く評価する声があり、行政側に有形無形の力を及ぼ
していることを感じました。
　
【アンケートについて】　
　昨年度に続き、校長協会の協力の下、本年度の学校
教育環境アンケート（学校側回答）と保護者向けアンケ
ートを１１月から実施しています。
このアンケートの結果に基づいて、来年度、行政側への
要望事項が決まります。ついては一人でも多くの保護者
の皆様に答えていただき、保護者の声を反映させてい
きたいと思っています。皆さまのご支援、ご協力をお願
いいたします。

大会前日の夜１０時発、竹橋桟橋から大型客
船に乗り新島へ向かいました。
島への到着は、翌日の朝８：３０。港には大漁
旗が並んで歓迎モードが伝わってきました。
　新島高校体育館へ移動し、第１日目の開会
式、講演会が始まりました。池間哲郎氏の講演
会は魂が揺さぶられるものを感じ、「子供の教
育について、過保護は暴力より不幸です。親は

子供に対して毅然とした姿勢で厳しく接するべ
き。そこから感謝が生まれてきます」というメッ
セージは心に響きました。
　午後からは分科会に分かれ、私は式根島に
移動し、式根島ＰＴＡの方とワークショップを
行い、活発な意見交換ができました。
第２日目は、新島島内視察が行われ、地質学者
の方が「新島の成り立ち」というテーマで多くの

第２回会長会では 先に行われた第30回東京地区大会の報告をは
じめ全高Ｐ連全国大会佐賀大会、東北被災地視察ツアーの報告も
ありました。 
また、来年度の全国大会京都大会、東京地区大会、東北被災地視
察ツアーの告知もあり、参加校の皆さんの協力のもと、良い活動に
していこうとの担当役員の方の熱い思いが伝わりました。 
後半には第１回会長会にも講演された 池田千恵美先生による、キ
ャリア教育についてのお話もあり、盛りだくさんの内容で充実した
会でありました。H.G 

佐賀大会 第2日目 平成30年8月21日(火) 11:00～ 
特別第1分科会（実践事例発表とパネルディスカッション）

ＩＣＴ利活用教育
～ＩＣＴ利活用教育の可能性について～

理事 東京  池本 義信

【都高P連 池本会長 分科会報告全文】

リハーサルにて

分科会別運営会議（特別第１分科会）

大会運営会議

壇上からの一コマ
大好評だったレモンさんの講演、来年の
東京地区大会で再び聞けます（詳細は裏面右下）

大会旗が京都大会実行委員会へ

大会実行委員長からスタッフへお礼の挨拶

笑顔が素敵な受付スタッフ

開会式・講演会風景 1 開会式・講演会風景 2

教育懇談会

新島の透き通った海お見送り（新島から東京へ）

新島ＰＴＡの皆さま

池田千恵美先生

都高P連 小林副会長

佐賀大会実行委員会メンバー

髙田前副会長と木村前副会長が
全国大会にて全国高Ｐ連会長表彰を受賞しました 来年は京都大会、実行委員長は奥野さんです 佐賀大会実行委員長 西岡さんお疲れさまでした！

　9月に発行した速報にて全国大会の全容
はお届けさせて頂きました。今回は写真で
見る全国大会佐賀大会の舞台裏と池本会
長による分科会報告をお届けします。一般
の方が見ることが出来ない目線から佐賀県
PTAの皆さんのパワーを感じて頂けたら嬉
しいです。

情報を紹介していただきました。
２日間の研修会において、新島・式
根島のＰＴＡ、教職員、地域の方々
と交流を深め、触れ合うことができ
ました。深く感謝申し上げます。２年
後は、「神津島大会」となります。 
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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」
～君たちがつくる希望の明日を～～君たちがつくる希望の明日を～ 佐賀県総合体育館 他

大会メインテーマ

大会サブテーマ

平成30年8月20日（月）～21日（火）平成30年8月20日（月）～21日（火）

第2回 全都会長会第2回 全都会長会 国立オリンピック記念青少年総合センター
 国際交流棟 レセプションホール

平成30年10月20日（土）平成30年10月20日（土）第24回 東京都島しょPTA連絡協議会合同研修会第24回 東京都島しょPTA連絡協議会合同研修会
新島・式根島大会『モヤイ』～島の輝く未来のために～新島・式根島大会『モヤイ』～島の輝く未来のために～

島しょ地区 加盟校 ： 大島高校、大島海洋国際高校、新島高校、神津高校、三宅高校、八丈高校島しょ地区 加盟校 ： 大島高校、大島海洋国際高校、新島高校、神津高校、三宅高校、八丈高校

第68回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会佐賀大会第68回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会佐賀大会

新島・式根島出席者：池本義信

平成30年10月27日（土）平成30年10月27日（土）
10月28日（日）10月28日（日）

都立高校の体育館への空調設備導入が決定 ！！都立高校の体育館への空調設備導入が決定 ！！
学校教育委員会委員長　金谷 豊学校教育委員会委員長　金谷 豊



西部北地区は19校と加盟校も多く、地区で開催される会長
会ではいつも活発な情報交換がなされています。
また、毎年「西部南地区」と幹事を交代制で「合同情報交換
会」を行なっています。
限られた時間の中で有益な情報を持ち帰ってもらうため
に、事前アンケート作成、その集約など時間をかけて準備
して開催しています。
この会はPTA本部役員だけでなく、各校の委員会の委員の皆
さまにも参加を呼びかけています。

参加した委員の方の中にはこの会がきっかけで、次年度の
本部参加を考えたという人もいて、PTA本部活動へのお誘
いにも一役かっている集まりになっています。

そして西部北地区の独自の活動で最大のものは、ソフトボー
ル(10月)とバレーボール(2月)の「スポーツ交流大会」です。

いつもの室内での会議の時の顔とまた違った雰囲気で、
チームとなって試合に臨むと一段と団結力が増し、PTA活
動での助けにもなっているのではないかと思います。
「明るく、楽しく、元気よく」を今年度の西部北地区のテーマ
とし、日々前向きに活動しています。

23区の北西部にある中部北地区には10校の加盟校があり
ます。
今年度は「Ｐ（ぱっと）Ｔ（楽しく）Ａ（集まろう）」を掲げて活
動をしている中部北地区です。
今年度は新たな取り組みとして、地区を超えて中部南地区の
方 と々交流を図り互いのイベントなどに参加をしています。
第一弾として、文化祭ツアー（９月中旬～１１月中旬）を行
いました。

9/9目黒高校からスタートして11/11農芸高校まで多くの皆
様に楽しんでいただきました。各校の皆様からは、新たな
一面が発見できて次年度の文化祭に参考できたと好評い
ただきました。
第二弾は、11/18中部南地区の合同フェスに武蔵丘・飛鳥
高校の生徒たちの軽音部が参加します。
第三弾は、新年1/18に賀詞交歓会を行います。

昨今、加盟校減少が進む中、マンネリ化の打破、より良く活
動をしていくきっかけを得られる両地区の思いの一歩がス
タートしました。
今後の両地区の活動にご期待下さい。

　東部北地区は14校からなる地区連合です。がんばり過
ぎず和やかに活動することを大切にしており、現役会長中
心の無理のない範囲で共助しています。
　年間の主な活動としては6月頃に「あだちけいおんフェスタ」
というライオンズクラブ主催の現役高校生によるバンドコン
テストの運営お手伝い。文化祭シーズンに合わせて行われる
「復興支援販売」、秋には「PTA情報交換会」を行っています。
　「あだちけいおんフェスタ」は足立区を中心とした東部北地
区の都立高校が参加し(今年は10校)毎年熱いバンドバトル
が繰り広げられ、涙あり、笑いあり、まさに青春全開！の素敵な
大会です。右下QRコードに今年の大会の模様が掲載されて
いるので詳しくはそちらをご覧ください。

　「復興支援販売」は地区で物産品（今
年は熊本ラーメン）を購入し文化祭の
PTAブース等で販売する取り組みです。
　左の集合写真は10月6日に工芸高校
で行われた「PTA情報交換会」の時の
もので、普段連合会に関わることの少
ない副会長さん、会計さん、書記さんと
の有意義な情報交換の場になり自校
PTAの活動へのヒントを持ち帰って頂
きました。
　最後に、冒頭にあります「楽しくなけ

ればPTAではない！」はH27年度都高P連会長の原田さんが
長きに渡り東部北地区でよく発していた言葉です。この言
葉の通り、まずは皆さんが楽しむことを大切にしている地
区連合会です。

中部南地区 今年度地区長 鈴木弘恵です。
中部南地区は地区の中でも、学校数が一番多い、主に23
区都心部をまとめた地区です。にも関わらず、都高P連の加
盟は最も少ないたったの５校です。寂しい限りです。
しかしながら、この小数にも負けないくらいのバイタリティ
ーを備え持つ地区でもあります。その理由のひとつは、
OBOGの保護者の方々の存在です。卒業後もみんな快く、
活動に参加してくれます。私も一時期はOGとして参加して
ました。「何で、卒業後も活動するの？」それは参加した方し
かわからない理由。楽しいからです。親であれば、子のこと
を思うのは当たり前。そういうひとつの共通の思いとお互
いを思いやる温かい思い。そんな思いが溢れる仲間が中
部南です。
中部南地区では、平成24年度より毎年、地区のイベントと
して「生徒発表会」を開催しています。地区としての活動は
これくらいですが、でも、これが凄い!
５校しかない地区なので、他地区にも参加してもらい、開
催してみれば、案外盛大なイベントになるのです。参加生

徒、保護者の方々からは毎年大好評をいただいております。
そうです。この地区には「営業」「企画」「構成」「撮影」「実演
」「運営」「美術」。正にひとつの会社が出来そうな精鋭保護
者の集まりでもあります。
小数だからこそ出来る。小数にしか出来ない。そんな考えを
持ち合わせて、毎回楽しく活動させていただいています。
こういった活動を地道に行い、これからも未加盟の高校の
皆さまにもこの会の楽しさを伝えて行けたらと思います。
たかがPTA、されどPTA、やっぱりPTA。活動してきた方にし
かわからない思いを引き継げるのは、活動してきている私
たちです。

この中部南地区が無くならないためにも、今年度、気合い
200％です。
これからも中部南地区をよろしくお願いいたします。
皆さまのご協力あっての地区です。
都高P連、みんなで繋がって行かせてください。
皆さま、いつでも中部南地区活動にご参加くださいませ。
お待ちしてます。

新旧情報交換会
３月中旬に実施される恒例の交換会。例年バス研修となる
ことが多く各単Ｐの新旧役員が参加し楽しいバス旅行で
親睦を図ります。昨年度は、つくば「JAXA筑波宇宙センター」
に行き宇宙への未知なる世界への扉に期待を膨らませな
がら楽しんできました。今年は、只今企画中！充実した時が
過ごせるよう検討しています。

西部北・南地区合同情報交換会
毎年北地区南地区と交代で幹事をしています。本年度は当
地区が担当し８月４日(土)八王子労政会館で行いました。
いつもより早い時期での開催でしたが、情報交換した内容

を「８月以降の単Ｐ活動に活かして欲しい」との思いから
短い期間でしたが担当委員を中心に企画実施することが
できました。10のテーマに分かれて話合われたことを報告
書にまとめ見える化し、単Ｐで活用できるようにしました。
又この時期での開催は各単Ｐでも好評でとても参考にな
ったとの声が届いています。
ＰＴＡ活動アンケートの実施
例年ＰＴＡ活動(会費・役員委員構成・広報誌・予算・イベ
ント・役員選考等)のアンケートを実施し、一覧表にまとめ
ています。初めて会長になる方には他校の状況を比べて
知ることができ大変役に立っています。

【定例活動】
役員会７回・会長会７回を実施し情報共有の場、会長同士
の相談の場となるよう運営しています。

ご縁を大切に  ～会長になったからこそここで出会った～ご縁を大切に  ～会長になったからこそここで出会った～

「楽しくなければPTAではない！」がモットーです！！「楽しくなければPTAではない！」がモットーです！！

不安悩み事を話し合える場がここにある

H30年度 地区長
情報交換会で大変お世話に
なりました！

空手師範です！
寺嶋さん（青井高校） 古藤副校長先生

（工芸高校）

こ と う

あだち
けいおん
フェスタ
記事↓

～大会テーマ～

10：30～2019年 7月6日（土）

（山本シュウ氏）（山本シュウ氏）

秋留台高校、五日市高校、久留米西高校、国分寺高校、小金井北高校、小平西高校、
小平南高校、田無高校、多摩高校、多摩工業高校、拝島高校、羽村高校、東村山高校、
東村山西高校、東大和高校、東大和南高校、福生高校、武蔵野北高校、武蔵村山高校

秋留台高校、五日市高校、久留米西高校、国分寺高校、小金井北高校、小平西高校、
小平南高校、田無高校、多摩高校、多摩工業高校、拝島高校、羽村高校、東村山高校、
東村山西高校、東大和高校、東大和南高校、福生高校、武蔵野北高校、武蔵村山高校

大島高校、大島海洋国際高校、新島高校、
神津高校、三宅高校、八丈高校
大島高校、大島海洋国際高校、新島高校、
神津高校、三宅高校、八丈高校

島しょ地区島しょ地区

西部北地区西部北地区 西部南地区西部南地区

中部北地区中部北地区

東部北地区東部北地区

中部南地区中部南地区

都高P連 各地区PTA連合会紹介都高P連 各地区PTA連合会紹介

青井高校、足立高校、足立工業高校、足立西高校、足立東高校、荒川工業高校、上野高校、
小石川中等教育学校、工芸高校、江北高校、竹台高校、淵江高校、農産高校（定時制）、向丘高校
青井高校、足立高校、足立工業高校、足立西高校、足立東高校、荒川工業高校、上野高校、
小石川中等教育学校、工芸高校、江北高校、竹台高校、淵江高校、農産高校（定時制）、向丘高校

飛鳥高校、井草高校、 板橋高校、大泉高校、大山高校、北園高校、
石神井高校、豊島高校、農芸高校、武蔵丘高校
飛鳥高校、井草高校、 板橋高校、大泉高校、大山高校、北園高校、
石神井高校、豊島高校、農芸高校、武蔵丘高校 神代高校、杉並高校、調布北高校、富士高校、目黒高校神代高校、杉並高校、調布北高校、富士高校、目黒高校

小川高校、片倉高校、国立高校、立川高校、永山高校、農業高校、野津田高校、
八王子北高校、八王子東高校、日野高校、富士森高校、府中高校、府中西高校、
町田工業高校、松が谷高校、南平高校、山崎高校

小川高校、片倉高校、国立高校、立川高校、永山高校、農業高校、野津田高校、
八王子北高校、八王子東高校、日野高校、富士森高校、府中高校、府中西高校、
町田工業高校、松が谷高校、南平高校、山崎高校


