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はじめに 
 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会（以下「都高Ｐ連」と略記します）は、1948（昭和 23）

年に「東京都公立高等学校父母連絡会」として結成されたのが始まりとされています。今

から約 70 年前のことです。1953（昭和 28）年には、「東京都公立高等学校ＰＴＡ総連合会」

と名称を変更しました。ここで、名実ともに「都高Ｐ連」となった訳です。 

ところで、2005（平成 17）年に「都高Ｐ連 創立 50 周年記念誌」が発行されています。

年数からいうと、これは後者を起点として企画された文書のようです。この「50 周年記念

誌」には、都高Ｐ連の半世紀に渡る歴史が色褪せることなく記されています。しかし、現

在の都立高校を取り巻く環境は大きく変貌しています。 

都立高校は 2003（平成 15）年度から大きく変わりました。学区制が無くなって、どの学

校を受検しても良い事になりました。同時に受け入れる高校側も特色を打ち出して、それ

を明確にしていくようになりました。単位制高校や総合高校、あるいはチャレンジスクー

ルやエンカレッジスクールなど、従来にはなかった新しい高校が次々と設置されました。 

このような動きに伴い、都立高校の再編成や統廃合が大掛かりに行われました。また、

東京都教育委員会の組織も大きく変わりました。都立学校を管轄する学校経営支援センタ

ーを３箇所（東部、中部、西部）、またそれぞれに支所を設置しました。 

このような学校側の変遷に合わせて、ＰＴＡも変わらざるを得ませんでした。それまで

は各単位ＰＴＡは「学区」に属していましたが、学区制の廃止と学校の統廃合などにより、

そのような組織は成り立たなくなりました。そこで、学校経営支援センターの管轄に倣っ

て、６つの「地区」を設けました。本書に良く出てくる「東部南」「東部北」「中部南」「中

部北」「西部南」「西部北」「島嶼」はこのようにして生まれた地区名です。（ただし、島嶼

に関しては、都政としては中部学校経営支援センターの管轄ですが、都高Ｐ連の組織とし

ては独立した「島嶼地区」として扱っています。） 

「50 周年記念誌」から現在に至るまでには、このような激動の時代がありました。私達

には、その部分を記録に残す責務があると思い、また設立からちょうど 70 年という切りの

良い時でもあったので、ここに「都高Ｐ連 創立 70 周年記念誌」を発行する次第です。内

容としては、現在の加盟校の紹介文をメインに、資料としては「50 周年記念誌」からの差

分を掲載しています。時代の変化に対応するＰＴＡに関わった先達の歩みを、ぜひとも参

考にしていただければと思います。 
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創立 70 周年誌に寄せて 
 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 会長 池本 義信 

 

私が高校の PTA に関わってから 10 年になります。最初は 2009（平成 21）年に、私の転

勤に伴い都立高校に転入した息子がいたことで、受け入れてくれた学校で PTA の役員をす

ることにしたのがきっかけです。そこで、自分の（子どもの）学校の PTA だけではなく、

地区や東京都という単位で PTA の連合会があることを知りました。 

折しも翌年 2010（平成 22）年の 8 月下旬に、第 60 回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会『東

京大会』が開催されるということで、その前年の沖縄での全国大会で上映するプロモーシ

ョンビデオの作成を担当することになりました。突然降って湧いた話だったのでドタバタ

しましたが、何とかビデオを作り上げ、無事に上映することができました。そして本番の

『東京大会』では、資料広報部というところで記録を担当することになりました。自校 PTA

でも色々な行事がある中で、都高Ｐ連のイベントで大忙しでした。 

その後も色々な縁があり、また下の娘も都立高校に入学したこともあって、ずっと PTA 

～ 都高Ｐ連に関わって来ました。私自身は東京都出身ではないので、都立高校がどういっ

た変遷を辿って来たのか、最初は知りませんでした。しかし、都高Ｐ連の役員や会長を歴

任して来た中で、都立高校に大きな変革があり、それに伴って PTA 連合会も変わって来た

ことを知りました。 

2005（平成 17）年に都高Ｐ連の「創立五十周年記念誌」が発行されています。そこには、

連合会の結成からそれまでの歴史が記されています。ところが、大きな変革があったのは、

その後の十数年でした。そこで、その記録を残すために、ここに「創立 70 周年記念誌」を

作成しようという話が起こりました。それが、本書を発起することになった理由です。 

都立高校を取り巻く大きな変革の中の一つが、都立の中高一貫校の出現です。中高一貫

校と言っても、都立の場合は 2 種類の形態があります。切れ目なく 6 年間を一体で教育す

る中等教育学校と、付属中学校を併設した高等学校です。後者の場合、高校から入学する

生徒もいます。このような中高一貫校を、PTA 連合会として、どのように扱うかという問

題も発生しました。 

時は跳び 2011（平成 23）年 3 月 11 日に、東日本大震災が起こりました。未曾有の大災

害を目の当たりにして、都高Ｐ連としても何かできないかと検討して、災害復興対策委員

会（後に災害対策委員会へ移行）を立ち上げ、高校生を被災地に連れて行くツアーを行っ

ています。他方、子どもの貧困対策委員会を立ち上げ、大きな社会問題となっている貧困

に対しても、PTA としてできることはないかと模索しています。このような活動は、各校

の PTA 単位ではできることではありません。連合会だからこそできることです。 

大きな災害が起こる度に「絆」という言葉がクローズアップされます。PTA 離れが進む

中、この人と人との絆を大切にする都高Ｐ連の活動が広まることを願って止みません。 



 

 

 

第２章 各校 PTA 紹介 
 

（五十音順）   

青井 秋留台 2-1 

飛鳥 足立 2-2 

足立工業 足立西 2-3 

足立東 荒川工業 2-4 

井草 板 橋 2-5 

五日市 上野 2-6 

大泉 大島 2-7 

大島海洋国際 大山 2-8 

小川 片倉 2-9 

蒲田 北園 2-10 

国立 久留米西 2-11 

小石川 工芸 2-12 

神津 江北 2-13 

小金井北 国分寺 2-14 

小平西 小平南 2-15 

芝商業 石神井 2-16 

神代 杉並 2-17 

竹台 立川 2-18 

田無 多摩 2-19 

多摩工業 調布北 2-20 

豊島 永山 2-21 

新島 農業 2-22 

農芸 農産 2-23 

野津田 拝島 2-24 

八王子北 八王子東 2-25 

八丈 羽村 2-26 

東村山 東村山西 2-27 

東大和 東大和南 2-28 

日野 富士 2-29 

富士森 淵江 2-30 

府中 府中西 2-31 

福生 町田工業 2-32 

松が谷 南平 2-33 

美原 三宅 2-34 

向丘 武蔵丘 2-35 

武蔵野北 武蔵村山 2-36 

目黒 山崎 2-37 
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東京都立 青井高等学校 
東部北地区 

足立区 

青井高校は足立区にあり、近くに環七や日光街道の幹線道路があります。東武スカイツリーラ

インの五反野駅、つくばエキスプレスの青井駅の２つの駅が利用できますが、自転車通学の生

徒が多く、悪天候の中１時間以上かけてくる生徒もいます。 

ＰＴＡ活動は、運動会やマラソン大会で給水のお手伝い、校舎の出入口にあるプランターの花

の植え替を定期的に行っています。 

広報紙の部活紹介の特集、文化祭ではハーバリウム作り体験の企画などを行い、広報委員や文

化委員の協力を得て生徒の応援をしています。 

ＰＴＡ活動は、保護者が学校へ行き学校の様子を知る良い機会、さらには親子間・保護者間者

で共通の話題が増えれば、幸せなことだと思います。 

青井高校の校章のいわれ 

青井高等学校の誕生の地は、緑豊かな田園地帯でサギソウが咲いていた。

地鎮祭のおり、青井高等学校のできる運動場の隅にシラサギが餌をあさ

り、上空にも数羽が飛んでいた。「天に白鷺、地に鷺草」で、サギソウは

鷺の姿を思わせる。 青井高等学校は今後、更に飛躍していく学校である。

この校章は、おおいに羽ばたいてもらいたい思をこめて作ったものであ

る。 

東京都立 秋留台高等学校 
西部北地区 

あきる野市 

昭和 52 年 4 月に誕生し、平成 15 年度から「エンカレッジスクール」として生まれ変わりま

した。 

平成 27 年には文科省のキャリア教育優良校に選ばれ、平成 30 年度には東京都の高校通級パイ

ロット校に指定され、発達障害等の課題を抱える生徒のコミュニケーションをアシストする自

立活動の授業も導入。秋留台高校は、生徒のやる気を育て、応援しています。そのため、とこ

とん厳しく、とことん面倒見よく、きめ細かい指導を徹底して行います。 

本校のＰＴＡの活動は本部、学年部、広報部、教養部があります。学年部は講演会、創業記念

品の手配などを行います。教養部は年一回のバス研修の計画並びに文化祭の時に参加型の催し

を行います。 

広報部は、部活や行事の時だけでなく、夏の部活合宿まで追いかけていき写真を撮って、年２

回広報誌を発行しています。 

本部は体育祭、合唱コンクール時の審査員や飲料提供、文化祭の喫茶店やマラソン大会時の豚

汁やお餅などの提供の計画を中心となって進めていきます。 

本校のＰＴＡは。生徒の素敵な思い出づくりを応援したい、生徒の手本となれるよう笑顔で頑

張る姿を見せたい！そんな気持ちで取り組んでいます。書類による引き継ぎだけでなく、そん

な思いも引き継いでいける本部づくりを目指しています。 
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東京都立 飛鳥高等学校 
中部北地区 

北区 

飛鳥高校は 1996 年に都立北高等学校を母体に創立された、全日制としては都立初の単位制普

通科高校で、桜の名所「飛鳥山」に代表される北区王子にあります。校名の由来には飛鳥山の

名が人々に広く親しまれていること、枕詞の「飛ぶ鳥の」から連想される新しいシステムの学

校として未来に羽ばたくイメージがることから命名されたと言われています。最寄りはＪＲ京

浜東北線王子駅、東京メトロ南北線王子神谷駅となりますが、他に都電や路線バスを利用する

生徒も見受けられます。単位制の特徴は、少人数での授業や多くの選択科目の設置です。必修

科目や選択科目は、普通科高校として普通科科目が中心となりますが、自分の興味や進路に応

じた学習を進めることが出来ます。２年次からは『国際教養系列』と『生活・芸術系列』を選

択し将来を意識した学習に取り組みます。また、在京外国人生徒対象入試を導入していること

から多くの外国人も学んでいます。東京都教育委員会からは①東京グローバル１０、②海外学

校間交流推進校、➂進学指導研究校、④アクティブ・ラーニング推進校、⑤スポーツ特別強化

校の指定を受け様々な取り組みを行っています。 

ＰＴＡの組織は名誉会長である校長をはじめ会長、副会長、書記、会計、監査を本部役員とし、

各学年委員会、広報委員会を中心に多くの一般会員のサポートを受けながら生徒の生活や活動

の支援を行っています。主な活動は体育祭、文化祭（飛鳥祭）での生徒サポートと年２回の広

報誌作成、各学年保護者親睦会、卒業イベントですが、楽しく取り組むをモットーに活動して

います。ＰＴＡの通じ多くの保護者、先生、生徒、地域の方々と関わることは私たち役員、委

員も成長させて頂いていると感じます。 

東京都立 足立高等学校 
東部北地区 

足立区 
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東京都立 足立工業高等学校 
東部北地区 

足立区 

本校は、足立区の西新井大師近辺に御座います。最寄り駅は舎人ライナーの谷在家駅になりま

す。徒歩 10 分位です。 

本校は前日制工業高校です。生徒人数は、約 450 名で、足立区の生徒達が 8 割通ってます。 

PTA の組織は、会長 1 名 副会長 10 名 会計 6 名 書記 8 名 会計監査 5 名 各委員長 1 名 

6 委員会あります。本部役員は 30 名でやっています。 

今現代は、総合技術科として 20 周年を向かえて、今でも発展途上です。 足立工業は教育機

材に恵まれていて、いろんな資格取得に挑戦出来る学校だと思います。その他にも、2020 年

オリンピックのメダルに使われる材料の回収ボックスを今現在 3 号着設置しました。東京都知

事、足立区役所に設置しました。地域の方にも愛されている生徒を持って誇りに思います。尚

地域の方から、蒸気機関車を寄付していただき、今は先生方と共に生徒達が蒸気機関車を整備

し、足工祭で生徒達が動かして、来てくれた子供達に楽しんでもらってます。本校は毎年入学

生の保護者さんの中から PTA 本部役員を 20 名選出しています。なので一人一人の負担を軽減

出来るように頑張っています。目標は楽しい PTA 活動です。なので・・・・・・ 

子供達にいろんな経験させたいと思います。例

えば、防災訓練ツワーに参加出来る生徒の人数

を増やしていけるようにバックアップしてい

ます。校長先生や副校長先生と話し合いながら

進行中です。いろんな意味で学校が良くなるよ

うに先生方、地域方、PTA の方と学校を盛り上

げていきたいと思います。 

東京都立 足立西高等学校 
東部北地区 

足立区 
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東京都立 足立東高等学校 
東部北地区 

足立区 

 

 

東京都立 荒川工業高等学校 
東部北地区 

荒川区 
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東京都立 井草高等学校 
中部北地区 

練馬区 

井草高校は、練馬区の上石神井にある全日制普通科の学校です。生徒数は約８５０名で、男女

比はほぼ半々です。最寄り駅は西武新宿線上井草駅ですが、石神井公園駅からの西武バスで井

草高校下車１分と近いです。自転車で通学する生徒も２割ほどいます。 

PTA の組織は、会長 1 名、副会長 2 名、書記 2 名、会計 2 名、会計監査 3 名、学年委員会 44

名、広報委員会 22 名、選考委員会 14 名、それに顧問の校長先生です。 

井草高校は、「自主・自律」を目標に掲げている学校で、体育祭・文化祭などの学校行事を生

徒が主体となって行っている高校です。部活動も活発に行われており、ダンス部や書道部、弓

道部など全国大会に出場しているクラ 

ブもあります。 

PTA の活動としては、生徒が主体の学

校行事や全国大会を目指すクラブ活

動のサポート、応援をしています。保

護者へは、マ・メール等を使い学校か

らの情報提供、連絡を行っています。

生徒たちが、夢をかなえるために保護

者や先生方と協力をしてさらなる

PTA 活動をおこなって行きます。 

東京都立 板橋高等学校 
中部北地区 

板橋区 
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東京都立 五日市高等学校 
西部北地区 

あきる野市 

 

 

 

東京都立 上野高等学校 
東部北地区 

台東区 

★学校の特色★ 

住所が上野公園という珍しい立地で、町内に世界遺産の国立西洋美術館をはじめとする３つの

美術館と２つの博物館、動物園、隣には東大よりも入るのが難しいとされる東京芸術大学があ

り、さらに徒歩で東大に行けるという国内屈指のアカデミックな環境に囲まれています。 

学校生活では生徒会がなく、代わりに生徒が主体的に行う有志活動があり、体育祭や文化祭な

どの大きな行事も有志活動によって行われています。 

★PTA★ 

本部、各学年委員、広報委員があり、本部は会長含め 12 人、各学年に学年委員が委員長含め

32 名ずつ、広報委員は委員長含め 48 名、総勢 156 名で活動しております。（H３０年度） 

主な行事は茶話会、1 泊の上ノ原山荘研修、文化祭のお休み処、 

日帰り研修旅行、卒業を祝う会などがあり、学校行事のお手伝い 

もしています。広報委員は広報誌「いちょう」を年 2 回発行し、 

コンクールでも度々入賞しています。 

★上野高校のイチ推し！★ 

なんと言ってもイチ押しは生徒達です。 

有志活動などを通じて自分の行動を律し、周りと 

協力する『自主協調』の精神を持つ生徒達が上野 

高校のイチ推しです！ 
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東京都立 大泉高等学校 
中部北地区 

練馬区 

 

 

 

東京都立 大島高等学校 
島嶼地区 

大島町 
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東京都立 大島海洋国際高等学校 
島嶼地区 

大島町 

大島海洋国際高校は、都心から約 120km に位置する離島「伊豆大島」にある、全日制海洋国

際科の学校です。1 年次は全員が同じ学習カリキュラムで勉強し、2 年次からは、海洋のスペ

シャリストを目指すコース「海洋系」と、国際的な視野をもち、4 年制大学を目指すコース「国

際系」に分かれて学習します。都立高校で唯一大型実習船を持ち、またほとんどの生徒が寄宿

舎で集団生活する（生徒数 224 名の内 204 名）など、非常に特色のある学校です。 

部活動も盛んで、カッター部が第 20 回全国水産海洋高等学校カッターレースで優勝、潜水部

が第 21 回全国水産海洋高等学校ダイビング技能コンテストで女子の部優勝を果たすなど、特

に水産海洋系の活躍が目立ちます。 

PTA の組織は、会長 1 名、副会長 3 名、書記 6 名、会計 5 名、会計監査 3 名、学年委員 43 名、 

広報委員 21 名、文化厚生委員 24 名、海国祭委員

36 名、大島丸連絡委員 27 名で構成され、PTA の活

動としては、学年レクの開催、広報誌の発行、昼食・

夕食試食会の開催、海国祭（文化祭）バザーの実施、

実習船「大島丸」運行について東京都との連絡調整

をするなど、多岐にわたります。親元を離れて暮ら

す子ども達のためにと、積極的に活動する会員が多

いのも特徴です。 

 

東京都立 大山高等学校 
中部北地区 

板橋区 
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東京都立 小川高等学校 
西部南地区 

町田市 

小川高校は、町田市の見晴らしの良い高台に位置し、閑静な住宅街に建つ学校です。生徒数は

945 名で、最寄駅は JR 横浜線成瀬駅から徒歩 5 分。自転車で通学する生徒も多くいます。 

PTA の組織は会長 1 名、副会長 2 名、書記 3 名、会計 4 名、会計監査 2 名、各学年委員会、

校外環境委員会、広報委員会、研修委員会、小川祭実行委員会、役員推薦委員会に分かれて活

動しています。 

PTA の活動としては、次のようなことを行っています。 

・広報誌を年 3 回発行しています。 

・保護者のためにスクールカウンセラーを交えての懇談会を毎年開催しています。 

・PTA のイベントとして、バス旅行を行っています。毎年、行き先を変えて開催し、皆さん

楽しみにして下さっています。 

現在の PTA 役員も仕事をしている方がほとんどですので、役員会の回数を見直したり、保護

者の方にボランティアを募り、役員の負担を軽減。多くの方に PTA 活動に参加して頂き、協

力し合いながら活動しています。 

集う中で、学校の情報や子供たちの様子を知ることができ、また、先生とお話しする機会もあ

るのでありがたいです。何より、保護者同士の繋がりもできるので、学校行事なども楽しく参

加することができ、うれしいことですし、良いことだと思います。 

東京都立 片倉高等学校 
西部南地区 

八王子市 

片倉高校は、普通科だけでなく美術やデザインを専門的に学ぶことのできる造形

美術コースがあります。 

部活動もとても盛んで、全国大会連続出場の吹奏楽部や都立高校としては珍しい

アメフト部・なぎなた部・女子ラクロス部などもあります。 

PAT 本部は会長 1 名、副会長 3 名、書記 3 名、会計 3 名です。2018 度から顧問・相談役とし

て PTA 本部役員の OB・OG がサポートできるようになり、現役役員の負担軽減と PTA 活動

の円滑な運営に寄与しています。 

委員会は各学級より、学年部・総務部・広報部・文化部委員を各 1 名選出しています。 

委員会とは別に、PTA のホームページを管理運営する HP 担当協力員を置いています。 

PTA の活動は、体育祭・健康つくりの日のウォーターステーション。 

文化祭でのカフェ、バザー、制服リサイクル、 

手作りコーナー、写真の配布。 

バス研修。地域の清掃活動 CC 作戦への参加。 

広報誌・カレンダーの制作配布。 

卒業を祝う会などです。 

参加することで子どもの成長を感じたり、 

共に楽しめる PTA 活動ができたらいいな 

と思っています。 
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東京都立 蒲田高等学校 
東部南地区 

大田区 

 

 

 

東京都立 北園高等学校 
中部北地区 

板橋区 
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東京都立 国立高等学校 
西部南地区 

国立市 

国立高校は国立市にある全日制普通科の学校で中央線国立駅と南武線谷保駅の中間に位置し

ています。国立市は文教地区としても知られ、一橋大学と隣接しています。生徒数は約 960 名

で、男女比はほぼ半々です。ほとんどの生徒が多摩地区から通ってきています。進学指導重点

校の指定を受けており、学習・部活動・学校行事いずれについてもけじめをつけて、すべてや

り抜くことを目指しています。 

ＰＴＡの組織は、本部役員 11 名（会長 1 名、副会長 3 名、書記 3 名、会計 2 名、会計監査 2

名）、学年委員会 8 名×3、広報部 24 名、文化部 12 名、生活部 12 名、推薦委員会 6 名です。 

広報部・・広報誌を年 3 回発行しています。毎回工夫を凝らして国高生の実態に迫っています。 

文化部・・保護者のための講演会を行っています。アンチエイジングやリベラルアーツ、気功

など、保護者が勉強できる場を設けています。 

また、バス研修旅行を開催しています。毎年バス 3 台が満員で、多くのキャンセル

待ちが出るほどの人気のイベントです。 

生活部・・保護者が学年を越え、国高生を支える親として理解を深める「国高懇談会」を開催

しています。卒業生の保護者の方にも参加していただき、国高生の保護者ならでは

の思いを共有する機会として好評をいただいています。 

その他にも来場者 1 万人を超える「国高祭」で休憩所の運営や、国高生の学校生活をサポート

する「後援会」の一員として「部活動支援」や卒業生が定期テスト前に勉強を教えにくる「サ

ポートティーチャー」の運営に携わっています。 

東京都立 久留米西高等学校 
西部北地区 

東久留米市 
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東京都立 小石川中等教育学校 
東部北地区 

文京区 

 

 

 

東京都立 工芸高等学校 
東部北地区 

文京区 

工芸高等学校は、創立 111 年、都立唯一の工芸、デザイン系専門高校校で JR 水道橋駅前にあ
ります。アートクラフト科、マシンクラフト科、インテリア科、グラフィックアーツ科、デザ
イン科があり全日制の生徒数は約五百人です。専門教科の先生方は教員という言うよりも、職
人と呼んだ方が良い、プロフェッショナルの集団です。本校の卒業生からは人間国宝、叙勲な
どの受賞者を輩出し、工芸家、デザイナー、クリエーターとして国内外で活躍中です。 

ＰＴＡ組織は会長 1 名、副会長 8 名、書記 9 名、会計 11 名、会計監査２名、学年委員会 30

名、広報委員会 30 名、文化委員会 30 名、卒業対策委員会 10 名、名誉会長の校長先生と名誉
副会長の副校長先生、経営企画室室長で活動しています。人数が大変多いので各役員、委員の
負担の軽減になっています。 

広報誌を年に２回発行し、今年は都高Ｐ連の第 40 回広報誌コンクールで東京都教育委員会賞
と特別賞を受賞しました。文化委員会は外部講師を招き、 

ハンドクラフト講習会を行っています。各科学年委員会
は１〜３年合同での活動が盛んで「縦の会」と呼んで５
科あります。新入生招集日に本部役員が各科に配属さ
れ、それぞれの委員と本部役員を決めます。説明やアピ
ールを必死で行い、３年間の委員を決めます。その甲斐
あってその後はスムーズに引き継ぎが出来ます。工芸の
生徒以上に工芸高校 LOVE な保護者が多いです。４月
の歓送迎会の時は卒業される役員の方が涙される姿は
ＰＴＡ活動の楽しさと充実した時間を過ごした事を物
語っています。 
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東京都立 神津高等学校 
島嶼地区 

神津島村 

 

 

東京都立 江北高等学校 
東部北地区 

足立区 

 

 

 



2-14 

 

 

 

 

東京都立 小金井北高等学校 
西部北地区 

小金井市 

小金井市の中央よりやや北に位置し、中央線東小金井駅から約 11 分、武蔵小金井駅から約 15

分という立地にあります。生徒数は約七百名で、男女比はほぼ半々です。PTA の組織は、会長

1 名、副会長 4 名、書記 4 名、会計 4 名、会計監査 3 名、学年委員会 18 名、広報委員会 18

名、文化厚生委員会 18 名、推薦委員会 18 名、それに顧問の校長先生です。年間 7 回程、運

営委員会を開き活動報告をしています。 

 主な活動を、ご紹介いたします。 

・広報誌を年に 3 回発行。合唱コンクール・体育大会・文化祭などの学校行事や卒業に向けた

内容など、躍動感あふれる写真多数で構成され、PTA 会員の皆様に喜んでいただいております。 

・保護者向け講演会やバス研修会などを企画、実施。講師をお招きしての講座は、楽しく生活

に役立つものを、またバス研では保護者同士の親睦が深まる場となり、人気も高く多くの方の

ご参加を頂いています。 

・文化祭では PTA コーナー開催。保護者・地域の皆様の休憩所としてお茶やお菓子などを無

料でご用意し、学校行事の DVD 上映、制服リサイクル、募金活動などもしています。 

・卒業生のために DVD 製作や祝う会などを企画・実施。三年間の思い出を DVD にすること

は大変な作業ですが、子供たちの為に皆さんで協力して楽しく作っています。 

このように、PTA 一丸となって「子供たちの応援団」という気持ちで活動しております。 

東京都立 国分寺高等学校 
西部北地区 

国分寺市 

国分寺高校は、１９６９年に国分寺市の地元住民の要望で設立された全日制普通科の学校で

す。生徒数は約７５０人です。周辺住民や生徒・他校生からは「ブンジ」として親しまれてい

ます。平成１４年から進学重視型単位制高校として改編され、平成１９年から進学指導特別推

進校として教育委員会から指定されました。着々と進学率を上げ、ユニークな教育課程から人

気が高く、最寄り駅の中央線国立駅から徒歩２５分とアクセスがあまり良くない中、遠方から

電車や自転車、バスなどを使い通っています。 

PTA 活動としては学年委員、文化厚生委員、広報委員

が一年間様々な活動をしています。今年は、各学年保

護者のための大学受験講座を開催し、文化祭では来場

者にアクセサリーを作るコーナーを設けました。秋に

は六本木を散策し東京湾クルージングツアーを予定

しています。広報誌は年３回発行し、学校の様子をし

っかり伝えてくれています。特徴としては合唱祭・文

化祭・体育祭の DVD 販売をしています。肩肘張らず、

和気あいあいと活動しています。 
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東京都立 小平西高等学校 
西部北地区 

小平市 

東京都小平市西部にあり、学校の南側を江戸時代の歴史遺産である玉川上水が流れる本校は、

創立 42 年目を迎え、近隣の開発に伴い新しい時代に入りました。学校の目の前にバス停が出

来、立川駅からのアクセスが便利になりました。近隣の小学校・中学校との交流もさかんで、

地域の学校としての存在感が増してきています。生徒の大学進学希望率も高くなってきまし

た。 

本校 PTA は本部(会長 1 名・副会長 3 名・書記 3 名・会計 2 名)、文化厚生部・広報部・学年

部・顧問(校長、副校長、経営企画室室長)で構成されています。 

本部は年 5 回の理事会・役員会を開催。昨年度より大学見学会を企画し保護者の進学意識を高

める事に努めております。今年度より近隣の武蔵野美術大学とは特に交流を深め、高校大学連

携の架け橋になるべく活動していく所存です。学校行事では体育祭ではドリンクサービス、文

化祭では東北物産品を販売し、東北物産品売上全額を都高 P 連子ども応援募金に寄付しており

ます。 

文化厚生部は文化祭の手作り工作と観劇会を企画運営。広報部は年 2 回の広報誌発行と文化祭

での体育祭写真展示。学年部は保護者会、体育祭、文化祭でお手伝いを頂いております。 

昨年度より PTA 部活動として PTA スポーツ部と PTA 園芸部を発足しました。スポーツ部は

都高 P 連西部北地区のソフトボール大会、バレーボール大会に向けて活動しております。園芸

部は本校ガーデニング同好会と連携し本校南側に位置する小西ガーデンの整備に努めていま

す。小西ガーデンは玉川上水を散策されている方も見る事が出来ます。近隣にお越しの際は是

非お立ち寄り下さい。 

東京都立 小平南高等学校 
西部北地区 

小平市 

〇小平南高校は、東京都の小平市にある全日制の普通科の公立高校です。生徒数は約八百名で、
男女比はほぼ半数です。健脚大会があることで知られています。最寄り駅は西武国分寺線恋ヶ
窪駅、JR 中央線・西武多摩湖線国分寺駅ですが、自転車通学する生徒も多くいます。 

〇PTA の組織は、会長１名、副会長２名、書記２名、会計 2 名、会計監査２名、学年委員会、
広報員会、教養委員会、健脚大会協力実行委員会に名誉会長の校長先生です。PTA の活動とし
ては、次のようなことを行っています。 

・奥多摩から小平南高校までの３０～５０ｋｍを歩く健脚大会のサポート。中継地点で配る飲
み物、歩き終わった子供たちに振る舞う豚汁の準備等を行います。 

・広報委員会では、学校の様子、居職員・PTA 活動の紹介をするための広報紙を年に２回発行
しています。 

・教養委員会では、保護者の教養を深め、親睦を図
る機会を企画し、運営しています。また、公孫樹
祭（いちょうさい）では PTA 手作りコーナーを
開催しています。 

・本部役員は、「子供に寄り添う」を合言葉に PTA

全般の企画運営を行い、公孫樹祭では PTA によ
る売店コーナー、喫茶コーナーを運営します。 

〇PTA 役員は、会員の皆様と学校、子供と学校との
懸け橋的存在だと思います。これからも、子供達が
学校生活を楽しめるよう、様々な活動で支えてまい
りたいと思います。 
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東京都立 芝商業高等学校 
東部南地区 

港区 

 

 

 

東京都立 石神井高等学校 
中部北地区 

練馬区 

練馬区・武蔵野台地に位置する石神井高校は、緑あふれる環境に囲まれ、西武鉄道新宿線・武

蔵関駅からも徒歩７分と交通の便にも恵まれており、整った環境下にあります。 

「文武二道」の両立を目標とし、学力やスポーツ・芸術などすべてにおいて全力で取り組み、

行事も部活動も盛んです。目当ての部活動に入るために、遠くから入学された生徒の皆さんも

数多くいらっしゃいます。春に開催される体育祭は、素晴らしい伝統が継承されており、一所

懸命に演技し、応援、闘う姿に、多くの感動、興奮、感激をもたらしてくれます。 

校長先生、副校長先生をはじめ教職員の皆さまも、私たち PTA の自慢でもあります。 

先生方のご指導のもと「グッドマナー石神井」が生徒たちに浸透し、校内美化はもちろんのこ

と、あいさつが行き交う礼節礼儀を重んじた学校に成長しています。 

自慢ばかりになってしまいましたが、このような

素晴らしい石神井高校ですので、PTA も負けない

ように頑張っていきたいと考えております。 

今年の役員会は、例年以上にモチベーションが

あふれた方々が集い、活動をしています。 

生徒の皆さんに、良い環境を提供できるよう

に、学校、地域、そして都Ｐ連とも連携を図り、

より良い石神井高校 PTA を目指して頑張って

まいりたいと思います。 
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東京都立 神代高等学校 
中部南地区 

調布市 

神代高校は、調布市の東部に位置する全日制普通科の学校です。生徒数は約八三十名で、男女

比は女子が若干多いです。最寄り駅は京王線仙川駅です。駅から徒歩で７分の距離です。自転

車で通学する生徒も２割ほどいます。本校は、現在、校舎改築を行っています。完成は平成３

４年度（２０２２年度）の予定です。 

ＰＴＡの組織は、会長１名、副会長２名、書記２名、会計２名、会計監査２名、学年委員会１

４名Ｘ３、広報委員会１４名Ｘ３、推薦委員会６名、それに名誉会長の校長先生です。 

ＰＴＡの活動としては、次のようなことを行っています。 

・広報誌を年に３回発行しています。３学年広報委員が１学期、１学年広報委員が２学期、２

学年広報委員が３学期に発行しています。 

・保護者のための研修会を企画、実施しています。昨年は、座禅体験や写経などを実施し、有

意義な時間を過ごすことができました。 

・体育祭では生徒たちへ飲み物の提供を行っています。文化祭（神高祭）では、無料カフェや

バザーを開催し、ご来場者や生徒たちの楽しみのひとつになっています。また、卒業式の後の

謝恩会を行い、音楽祭では優勝クラスなどへ盾を提供しています。 

本校ＰＴＡの「出来ることを出来るときに出来る人が！」をモットーに活動する。みんなが行

事も力を合わせて前向きに取組んで行く。それが神代高校ＰＴＡです。 

東京都立 杉並高等学校 
中部南地区 

杉並区 

杉並高校は、杉並区のほぼ中央に位置する全日制普通科の学校です。杉並高校 PTA では、PTA

役員（会長 1 名、副会長 2 名、書記 3 名、会計 2 名、会計監査 2 名）、学級委員、広報委員、

文化委員を選出し、さまざまな活動を行っています。 

主な活動は、体育祭での生徒たちへの給水と文化祭での PTA 喫茶の出店です。また、親睦会

など会員同士の交流を深めるイベントも積極的に行っています。今年度は、バスを利用してお

台場へ行き、屋形船で東京湾の景色を満喫し、そなエリア東京で防災体験をします。 

PTA とは、生徒たちの育ちや学びに寄り添い、自らも成長したいという大人たちの集まりだと

考えています。学校や地域と協力しながら、保護者全員で生徒たちをサポートしていきたいと

思います。 
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東京都立 竹台高等学校 
東部北地区 

荒川区 

東京下町、谷根千エリアにほど近い荒川区東日暮里に建つ竹台高校。 

１９４８年創立の歴史ある全日制普通科高校です。 

ターミナル駅でもある最寄りの日暮里駅は、ＪＲをはじめ京成線や日暮里・舎人ライナーも利

用でき、大変アクセスも良好なため２３区内のいろいろな地域から生徒が通学しています。 

部活動も盛んな学校ですが、何といっても平成２９年度高等学校吹奏楽部連盟コンクール金賞

受賞の吹奏楽部とあだちけいおんフェスタライオンズカップ２０１７優勝の軽音楽部 

抜きには語ることはできません。吹奏楽や軽音楽をやりたいと入学する生徒も多いのです。 

そんな竹台高校は現在改築中であり、２０２１年夏に新校舎完成の予定です。 

現在校生の卒業後であるのが正直残念なところではありますが、完成を楽しみにしています。 

ＰＴＡ組織については、本部組織:会長 １名、副会長５名(副校長含む)、書記 ４名、会計 ２

名、会計監査 ２名、顧問 １名と、各クラスの常任委員、広報委員で構成されています。 

また、ＰＴＡ本部ＯＢの組織もあり活動への協力をいただいています。 

学校行事への協力は、主に式典への参加、体育祭でのドリンク提供、文化祭での休憩処（焼き

菓子やおにぎり、ドリンク販売）などを行っています。 

このご時世でＰＴＡ活動もなかなか難しく、試行錯誤しながらの活動となっているのが実情で

すが、保護者・先生方が両輪となり、子供たちの学校生活をより充実したものにできるような

活動を目指していきたいですね。 

他校の活動も参考にしながら特色ある竹台ＰＴＡを確立できればと考えています。 

東京都立 立川高等学校 
西部南地区 

立川市 
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東京都立 田無高等学校 
西部北地区 

西東京市 

田無高校は、西東京市にある 1983 年（昭和 58 年）開校の全日制普通科の学校です。各学年

８クラス生徒数は約 950 名です。最寄り駅は西武新宿線田無駅・JR 中央線武蔵境駅ですが、

駅から距離があるため 8 割ほどの生徒が自転車で通学しています。 

PTA の組織は会長１名、副会長３名、書記３名、会計３名、会計監査２名、1～３学年委員会

計 47 名、広報委員会 49 名、文化委員会 49 名、顧問の校長先生、副会長の副校長先生です。 

田無高祭では、本部・各委員会でラムネ・模擬店・手作りコーナーを出店し毎年好評を博して

います。 

広報誌『白雲木』を年２回発行しています。PTA 活動はもちろん、先生方の紹介、学校の行事

や各部活の紹介、部活動などの様子を掲載しています。 

文化委員はバス研修旅行を計画実施しており、昨年は「ワイナリー見学」、今年は「醤油工場

見学」を予定し会員同士の親睦を深めます。 

各学年委員は、学年の親睦会・卒業を祝う会を

行ったりしています。 

また、学校説明会のお手伝いや体育大会で生徒

に麦茶を配るなどして楽しく活動しています。 

田無の生徒はよく挨拶が出来ると言われてい

るのは、親からも積極的に声掛けを行っている

からなのかもしれません。 

東京都立 多摩高等学校 
西部北地区 

青梅市 

 多摩高校平成 30 年度 PTA 会長の座間味と申します。当校は、PTA 活動の立て直しが必要

で、改善するべきことがたくさんある中、副会長や他のメンバーと悪戦苦闘しています。 

 当校の PTA 活動は、学校行事での支援として、会員の生徒さんに還元できることを中心に

お茶やパンを配布したり、文化祭のイベント開催に参加するということが主になっています。 

 「学校は、どんなところにあるの？」と、よく質問されます。多摩、と言われると範囲が広

いですからね。場所は青梅市のはずれ、奥多摩に少し近いところにあります。生徒たちの春の

行事に「奥多摩ウォーキング」があるくらいです。青梅駅から更に東へ、自然豊かなところに

女学校として創立したとか… 

PTA 組織としては、会長以下、副会長 2 名、庶務 5 名、会計 6 名。他の委員会、学年委員会、

総務委員会、広報委員会が各専門委員会として活躍しています。 
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東京都立 多摩工業高等学校 
西部北地区 

福生市 

 

 

 

 

 

 
東京都立 調布北高等学校 

中部南地区 

調布市 

調布北高等学校は、東京都調布市深大寺に位置する全日制普通科の学校です。生徒数は約七百
名で、男女比はほぼ半々です。最寄り駅は JR 中央線吉祥寺駅、三鷹駅、武蔵境駅、京王線調
布駅です。通学にはそこからバスを利用しますが、自転車で通学する生徒が多く８０パーセン
ト以上を占めています。 

オオムラサキという蝶をご存じですか？調布北高校のシンボルで、校章のモチーフにもなって
います。初代校長であり創立者の春田俊郎氏は知る人ぞ知る蝶研究の権威です。かつて武蔵野
にはオオムラサキが数多く飛んでいました。オオムラサキのように、たくましさと美しさを兼
ね備えた人間に育ってほしいという思いが込められています。リベラルで自由闊達な校風とと
もに現在まで受け継がれています。（ちなみに校歌もオオムラサキが歌われています） 

調布北高等学校は進学指導推進校に指定されており、土曜進学講習や夏期講習、勉強合宿など
学校独自のサポート体制が整っている他、『北高の赤本』という、調布北高等学校オリジナル
の大学入試過去問解説書を先生方が作成して発行、生徒に配布しています。 

ＰＴＡの組織は、会長 1 名、副会長 2 名、書記 2 名、会計 2 名、会計監査 2 名、学年委員会
24 名、広報委員会 12 名、文化委員会 6 名、おほむらさき祭実行委員会 12 名それに顧問の校
長先生です。 

ＰＴＡの活動としては、次のようなことを行っています。 

・「ＰＴＡだより」を年７回程度発行しています。広報誌は年に 3 回発行しています。 

過去のＰＴＡだよりは、調布北高等学校のＨＰからアクセスできます。 

・ＰＴＡ独自イベントとして、「保護者のための講演会」を企画、実施しています。進路への
不安解消ができると、毎年多くの保護者が参加しています。 

・行事のお手伝いに協力してもらう「ＰＴＡサポーター」を募集しています。各委員の負担を
軽減するとともに、生徒の活動の様子を見てもらえ、保護者同士の親睦も図れると好評です。 
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東京都立 豊島高等学校 
中部北地区 

豊島区 

豊島高校は豊島区と練馬区、板橋区の区界に位置する全日制・定時制普通科の学校です。最寄

り駅の東京メトロ小竹向原駅と千川駅から徒歩５分、西武池袋線江古田駅から徒歩 12 分の場

所にあります。昭和 11 年設立の東京府立第十女子高等学校をルーツとし、先年 80 周年行事を

執り行いました。現在の生徒数は 829 名、男女比はほぼ半々です。 

PTA の主な活動としては、広報誌を年３回発行しているほか、保護者向けにプリザーブドフラ

ワー講習会や油絵教室、バス研修旅行、落語体験会などを企画・実施しています。また体育祭 

ではドリンクコーナーの提供を、豊島祭と呼

んでいる文化祭では PTA コーナーの企画・

実施も行なっています。PTA 活動を通して学

校の様子がよく分かり、子どもとのコミュニ

ケーションがスムーズになることは想像以

上にメリットがありました。 

現在、旧校舎を取り壊して建て替える工事を

行っており、2 学期から仮校舎で授業が始ま

っています。2021 年冬には新校舎が完成す

る予定です。 

東京都立 永山高等学校 
西部南地区 

多摩市 

永山高校は東京都多摩市の多摩ニュータウンの少し先の高台に位置する高校です。 

来年創立 50 週年記念を目指しているところです。最寄り駅は京王相模原線、小田急多摩線永

山駅徒歩 20 分あまりのところに位置します。 

高台にあるため自転車通学の生徒には朝ひと汗かいてしまう通学となります。 

PTA 組織は会長 1 名、副会長 4 名、書記 2 名、会計 2 名、会計監査 2 名、学年委員会 12 名、

推薦委員会 16 名、広報委員会 25 名、文化厚生委員会 24 名、それに顧問の校長先生です。 

PTA 活動では以下のようなことを行っております。 

・PTA 広報誌を年 3 回発行しています。また写真掲載付きカレンダーも発行しています。広

報委員は 25 名という大御所でスタートしています。それぞれの役割分担もしっかりとしてい

るためコンクールで入賞できるよう皆さん知恵を絞っていただいております。 

・高台に位置していることもあり文化祭では前夜祭に校庭で花火が上がります。地域の皆さん

もこの花火を楽しみにしています。 

・PTA イベントではバス研修会を行っております。 

文化委員さんが先頭に立ち毎年研修を兼ねた保護者同士の交流の場に普段 PTA に関わらない

ご父兄さまにも参加していただいております。 

PTA 本部役員になってからは学校に足を運ぶことも多く、まるで新入社員の同期入社の時を思

い出し仲間同士助け合い励まし合いながら予期せぬ問題やトラブルなどもひとつひとつ話し

合い解決し仲間意識も強くなってまいりました。 

日々反省することも多く生涯学習だと思い日々精進しているところでございます。 
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東京都立 新島高等学校 
島嶼地区 

新島村 

 

 

 

 

東京都立 農業高等学校 
西部南地区 

府中市 

都立農業高校は、都内に 5 つある農業系高校のひとつです。生徒数は約 500 名で、この数年の

男女比は女子 7 割、男子 3 割程度です。最寄り駅は京王線府中駅、駅から 5 分という好立地に

本校があり、その近隣と調布市に農場を保有しています。 

PTA の組織は、会長会 1 名、副会長・書記・会計・会計監査、各 2 名、研修部・広報部・学

年部各 15 名、そして校長先生をはじめ諸会員で構成されています。 

PTA の活動としては、次のようなことを行っています。 

・ 年に 3 回広報誌を発行しています。都高 P 連の広報誌コンクールでは連続入賞の経歴も

あり、特色を誌面にするよう努めています。 

・ 生徒がどのような学習をしているか、保護者にも知っていただく機会として、農場見学や

バス研修、専科の先生による講習会などを実施しています。 

・ 文化祭ではバザーや無料喫茶などを運営し、２日間で 6000 人を越える来場者に楽しんでい

ただくお手伝いをしています。 

・卒業を祝う会を行い、卒業生に記念品を贈っています。 

本校は専門学科 5 クラスに分かれていますが、PTA 活動を通して、我が子の学科以外のこと

も知ることができます。子どもたちが日々培っている豊かな高校生活を感じることが楽しく

て、PTA 役員を連続して務める者も少なくありません。 

保護者や教員の中には本校の卒業生も比較的多く、生徒／保護者／教員／OB という関係性が

より濃いことも特徴です。今後も相互に協力し合い、農高を守っていきたいと思います。 
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東京都立 農芸高等学校 
中部北地区 

杉並区 

農芸高校は杉並区の北西に位置する閑静な住宅街にあります。圃場や農場及び本校舎実習棟合

わせると東京ドーム１．７個分に相当する広さがあります。また、まもなく 120 周年を迎える

歴史と伝統のある都立高校です。当校には都立高校で唯一の馬術部があり、馬（サラブレッド）

が 2 頭います。馬術部は全国大会に出場するほどのレベルです。 

また、毎年 11 月に行われる農芸祭は学校として一番力を入れ

ているイベントです。農芸祭では生徒達の手作りによるジャム

や味噌、ケチャップ、野菜、草花等が販売され、毎年これらを

求めて長蛇の列となるほどです。原材料となる果実や大豆など

も生徒達が実習畑で種まきから収穫まで行い、生産から販売ま

で一貫しているのが大人気の秘訣です。さらに、生徒の作った

庭園の公開もしています。 

PTA では毎年保護者向けのイベントとして学校を探検する「農

芸ウォッチング」を行っています。先生方の案内で説明を聞き

ながら各学科の施設などを見学しています。 

最後になりましたが、PTA 活動を通じて子供たちの成長過程に

触れながら、私たち保護者も PTA 活動をもっと楽しみましょ

う。合言葉は、「P（ぱっと）T（楽しく）A（集まろう）」ですよ。 

東京都立 農産高等学校 定時制 
東部北地区 

葛飾区 

農産高校は、葛飾区亀有の下町情緒あふれる環境に有り、地域の人達に愛される区部東にある

唯一の農業高校です。 

定時制は、星空の時間に登校が始まります。中学時代にあまり良い思い出を持たない子供達で

すが、先生方の細やかな対応と個々の人間性を大切にしてもらい 4 年間学びます。 

PTA 研修は、年 3 回あります。学校の様子や同じ境遇のママ友の絆が出来る事もあり年々増

え、今年は 1 学期の野菜収穫には 22 人（104 人中）の参加がありました。 

生徒が農場で育てた野菜の収穫と農業科の先生から野菜の説明と収穫の仕方の講義をして頂

きました。終始、たのしい会話が弾み、楽しい PTA 活動ができました。2 学期は、フラワー

アレジメント。3 学期は、お菓子作りを予定しています。 

PTA の元気が、先生、生徒にも伝わっている事を願っております。 
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東京都立 野津田高等学校 
西部南地区 

町田市 

野津田高校は、ＪリーグＪ２に所属するＦＣ町田ゼルビアがホームスタジアムとして使用して

いる町田市立陸上競技場のある町田市立野津田公園に接する、緑が多く残る小高い丘の上にあ

ります。 

この自然豊かな本校には、基礎・基本の重視、習熟度別授業、進路に対応できる多様な選択科

目を特色に掲げる普通科、都立校で唯一、介護福祉士国家試験受験資格取得カリキュラムに対

応し、実際の福祉施設等での数多くの実習を行っている福祉科、体育・スポーツ分野のスペシ

ャリストの育成を掲げる体育科の３科で構成されている生徒数６００名の学校です。 

ＰＴＡは会長１名、副会長４名、書記４名、会計３名、会計監査２名、顧問・名誉会員３名と

副校長、教師３名で本部が構成されています。 

委員会は、年２回の広報誌の企画・発行をおおこなっている広報委員、花壇等の整備等を行っ

ている環境委員、保護者や教師同士のコミュニケーション・教養を図るためのボーリング大会

やバス研修会の企画・運営を行っている文教委員、各学年の行事のサポートや文化祭での生

徒・教員・保護者・近隣の方たちへの飲食提供活動を行っている学年委員があります。 

野津田高校ＰＴＡは総勢６６名で、生徒たちがより良い環境の中で生活していけるように、

日々協力しながら活動しています。 

最後にＰＴＡをやっていて、やらなければ出会えなかった沢山の方々と出会えたことが、一番

の宝物（良かったこと）だと思っています。 

 

 

 

 

 東京都立 拝島高等学校 
西部北地区 

昭島市 
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東京都立 八王子北高等学校 
西部南地区 

八王子市 

八王子北高校は「地域に根ざし、地域を切り拓き、地域に信頼される学校」を目指した、八王

子市北部の自然に恵まれた環境にある学校です。地域との連携、学校近隣の清掃活動やボラン

ティア活動にも積極的に取り組んでいます。30 年度は東京都指定の「スポーツ特別強化校」、

ならびに「パワーアップハイスクール」として、部活動にも力をいれている学校です。 

ＰＴＡの組織は、会長・副会長・会計・書記・会計監査、各学

年委員会・広報委員会・環境委員会・教養委員会の構成で活動

を行っています。ＰＴＡの活動としては、 

≪広報委員会≫広報誌を年に２回発行。先生の紹介は、なかな

か学校に行く機会が少なくなった高校生を持つ親には貴重な

情報源となっています。 

≪環境委員会≫学校行事等に合わせ、校内の花植えを行い、年

間を通して常に花に囲まれ皆さんを心地好く学校にお迎えす

るための活動をしています。 

≪教養委員会≫「八北 College」と称し、保護者を対象に先生

方の授業を受けるものです。先生方の日頃の授業だったり、さ

らに専門性を生かした授業だったりと学生時代に戻って、楽し

い授業を受けます。 

東京都立 八王子東高等学校 
西部南地区 

八王子市 

本校の制服は都立高校には珍しいダークブラウンです。平成 30 年度からチェック柄が入り、

着心地も良くなりました。最寄り駅は八高線北八王子駅ですが、中央線豊田駅から通う生徒も

います。正門を出れば、目の前には首都大学東京があります。講義室をお借りして、生徒の為

の講演会も開催しています。全日制普通科で、生徒数は約 960 名です。 

PTA 組織は、会長１名、副会長３名(保護者２名と副校長先生)、書記２名、会計２名、会計監

査２名です。顧問として校長先生がいらっしゃいます。 

各委員会の特徴は…… 

・学年委員会／生徒の為の進路講演会と、保護者の為の音楽会や

講演会などを企画しています。 

・広報委員会／広報誌「志邏伽之」(しらかし)は、都高 P 連の広

報誌コンクールで連続表彰の実績があり、読み応えのある誌面か

らは広報委員さんの意気込みが伺えます。 

・文化委員会／バス旅行や観劇会の企画をしています。毎回たく

さんの参加があり、保護者同士の楽しい交流の場です。 

どの委員会からも、「楽しかった」「お友達が出来て嬉しい」「受

験情報が聞ける」との声があがっています。保護者も子供たちに

負けず、学校との関わりを楽しんでいます。 

＊写真は文化祭での有志生徒による熱気球の有人飛行です。 
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東京都立 八丈高等学校 
島嶼地区 

八丈町 

八丈高校は東京から南へ２８７キロ離れた伊豆諸島南部に位置する八丈島にある唯一の高校

です。全日制は普通科と園芸科、家政科で、定時制は普通科で構成されています。生徒数は全

日制１４７名、定時制１６名が在籍しています。羽田空港から飛行機で５５分、竹芝桟橋から

大型客船に乗って、約１０時間で八丈島に来ることができます。 

ＰＴＡの組織は、会長１名、副会長２名、幹事５名、会計２名、会計監査２名、学年委員１６

名、文化部９名、広報部６名、生活厚生部６名、それに参与の校長先生です。 

ＰＴＡの活動としては、次のようなことを行っています。 

・ 広報誌を年に３回発行しています。３回のうち１回は自主製作できるように、広報部一丸

となって頑張っています。 

・ 文化部では保護者と教職員を対象に、「プラかご編み」「木工・タイルアート制作」「レイメ

イキング」「陶芸教室」「寄せ植え」などの教室を開催し、２月に行われる八丈島Ｐ連作品

展へ多数出品しております。 

・ 生活厚生部では八丈島のＰ連球技大会（バレーボール、ソフトボール、卓球）へ向けて、

保護者と教職員が一丸となって練習し、大会に参加したり、ロード記録会のサポートをし

たりしています。 

・ 卒業式の後には「卒業を祝う会」を行っています。６月から打ち合わせを行い３月の卒業

を祝う会の本番は盛大に行われています。 

八丈高校のＰＴＡ役員になって、他の地区の保護者と新たに知り合うことができたり、先生方

とのつながりが増えたりしてとてもうれしいです。学校のことや子どものことをほかの保護者

の方から知ることができて、子どもと話す機会も増えました。 

東京都立 羽村高等学校 
西部北地区 

羽村市 

 

 

 

 



2-27 

 

 

 

 

東京都立 東村山高等学校 
西部北地区 

東村山市 

東村山高校は、進学応援型エンカレッジスクールです。 

生徒数は 600 名弱でスポーツが盛んなだけでなく文系のコンクールなどにも積極的に参加を

しております。 

近隣の市からの登校する生徒も多く見られます。 

オリンピックイヤーの 2020 年秋には待望の新校舎が完成する予定となっており生徒はもとよ

りＰＴＡの私たちも心待ちにしております。 

ＰＴＡの構成は本部役員が 11 名、各学年委員会、広報委員会、文化厚生委員会となっており

ます。 

ＰＴＡの活動としては年２回の広報誌の発行、保護者の親睦を計ったバスツアーや文化祭にて

ＰＴＡコーナーを持ちお茶やお菓子の提供、チャリティーバザーの開催など保護者の方だけで

なく地域の方にも喜んで頂いております。 

様々な行事を通し生徒や先生方、保護者の方々との交流や相互理解の元ＰＴＡ活動をさせて頂

いております。 

常任委員会やＰＴＡ総会では建設的な提案や意見があり皆が東村山高校をより良くしていこ

うとの思いを感じております。 

また卒業生やＰＴＡのＯＢの方々にもご協力、支えていただいております。 

東京都立 東村山西高等学校 
西部北地区 

東村山市 

東村山西高校は志村けんさん出身地でお馴染みの東村山市にある全日制普通科の高校です。生

徒数は約八百名。最寄り駅は西武多摩湖線八坂駅もしくは西武新宿線久米川駅ですがほとんど

の生徒が自転車通学です。周囲は閑静な環境で、校舎の隣には都立東村山中央公園があり緑で

囲まれています。2017 年度には新しい制服を導入しました。PTA の活動としては次の通りで

す。 

・昨年より生徒の授業の一環のキャリア教育講演会を学校と協賛としてロンドンパラリンピッ

クゴールボールの金メダリスト安達阿記子さんを招聘し目標に向かってあきらめないで頑張

ろう！といった内容でご講演いただきました。 

・広報誌は年二回発行。内容も保護者目線の楽しい情報となっておりおかげさまで今年度はコ

ンクールにて入賞することができました。 

PTA 役員はマイナスイメージが多い風潮のなか実際にはたくさんのメリットがあります。保護 

者との情報ネットワークができる、先生と話す

機会が増えるなど数えきれません。また都高 P

連にてもたくさんの素晴らしい出会いがあり

ます。すべては子供たちの幸せな成長のためこ

れからも東村山西高校は邁進して参ります。 
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東京都立 東大和高等学校 
西部北地区 

東大和市 

東大和高校は多摩地区東大和市にある、全日制普通科の学校です。生徒数約 880 人、文武両道

の伝統を持ち、部活動も大変盛んで、全ての部活動で「都立の星」を目指して日々努力を重ね

ています。 

◇本校 PTA には、PTA 活動をみんなで支える、東大和高校応援団・サポーター「やまと」が

あります。サポーター活動に参加される方は、年間延べ 150 名ほどおり、「生き生きとした子

ども達の様子を見ることができた」「短時間なので気軽に楽しんで参加できた」等の感想をい

ただいております。 

・体育大会にて、生徒に麦茶を提供／写真撮影 

・楢木祭で展示する行事写真・部活動写真の展示準備 

・楢木祭にて、ＰＴＡ無料喫茶「楢」での飲み物提供 

◇広報委員会：広報誌を年に 3 回発行  

◇研修委員会：研修行事の企画・開催 

◇学年委員会：クラス懇談会の開催、 

学年行事の企画・開催 

やれることを、やれるときに、無理なくできる方法、みんなで考え、協力し合い、 

「楽しく笑顔で！」をテーマに、活動しております。 

東京都立 東大和南高等学校 
西部北地区 

東大和市 

本校は昭和５９年に創立され、今年度創立３５周年を迎える学校です。この間、『克己』・『友

愛』・『創造』の教育理念を掲げ、西部北地区のみならず都民から広く信頼される都立高校とし

て生徒の育成に邁進してまいりました。 

『克己』とは、本当の自分に出会うために、自分に厳しく律して地道にする努力を意味し、『友

愛』とは、人を大切にし、思いやる心、社会性のある自立した個をつくる礎を意味し、『創造』

とは、新しいものを作り出す精神、イノベーションを成し遂げる技能を意味します。 

本校の教育は、愛と信頼を根幹に置き、常に自己実現を目指して、己に厳しく努力し続ける創

造性豊かな生徒を育成することを目的としています。そして、『ぜんぶちゃんと』を合言葉に、

本校の生徒は、学業に真剣に取り組むことは勿論、昨年度インターハイに出場した水泳部をは

じめとする部活動、生徒の自主性と企画運営力による文化祭・体育祭からなる楠翔祭等の学校

行事にも全力で取り組んでいます。 

本校の建つ東大和市桜が丘の地はその名の通り、桜の木々に彩られた静かな街です。そしてシ

ンボルとなるのはこの地を潤す清流であり、最寄り駅の名前にもなっている玉川上水でしょ

う。玉川上水駅から徒歩５分という至近距離にあり、緑豊かな環境のなかで、あなたも青春を

謳歌してみませんか。 
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東京都立 日野高等学校 
西部南地区 

日野市 

日野高校は、日野市にあり最寄りの駅は多摩都市モノレール「万願寺」となります。 

・PTA の主な活動として体育祭…飲み物提供、文化祭…お休み処の運営、マラソン大会…豚汁

提供をし、運営はサポーター制度を導入し毎回５０名近い応援を得て活発に行っています。 

・広報誌を年に 3 回発行し、オリジナルカレンダーも作成し保護者の方から好評です。 

・保護者の交流の場としてバス旅行を実施し、今年は、川越へ行き交流を深めます。 

PTA の活動をする中で、保護者の皆さんから沢山の応援が得られることが日野高いちい会

(PTA)の財産でありよき伝統だと感じています。 

 

日野高の校樹は「センペルセコイア(セコイアメ

スギ)」です。新鮮な若さを保ちつつ、すくすく

と伸びるこの樹木に学んで、生徒が個性をたくま

しく伸ばし、充実した校風を培ってゆくことを願

って校樹としてあります。正門を入って右側に、

大きな３本のセンペルセコイアが見られます。 

イラストはセンペルセコイアの妖

精センペルくんです。 

東京都立 富士高等学校 
中部南地区 

中野区 

富士高校は中野区にあり、最寄り駅は東京メトロ丸の内線「中野富士見町」です。（徒歩約 3

分と駅近！）シンデレラ階段が学校のシンボルで待ち合わせの目印です。1920 年に東京府立

第五高等女学校として始まり、2010年に中高一貫教育校として生まれ変わり、2020年には 100

周年を迎えます。文理両眼・文武両道をモットーとする伝統校です。 

PTA （「父母と先生の会」）の活動としては、体育祭の氷配布、文化祭のお休み処、打ち上げ

花火、合唱祭の DVD 作成、秋には文化講演会等を企画・運営しています。 

また、広報誌は年 3 回発行し、2017,18 年に

おいて広報誌コンクールで受賞することが

できました。無理はしないで、できる人が、

できる範囲で、を心がけて日々活動していま

す！ 
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東京都立 富士森高等学校 
西部南地区 

八王子市 

 

東京都立富士森高等学校 保護者と教職員の会 

 

会長・副会長・会計・書記の役員、会計監査 

活動委員として、行事・文化・広報・選考・卒業対策 

の各委員会で、構成。 

 

会員の皆様一人一人が負担とならない誰にでも出来る PTA づくりを目指し、活動しています。 

 

東京都立 淵江高等学校 
東部北地区 

足立区 
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東京都立 府中高等学校 
西部南地区 

府中市 

府中高校は、正門から校舎までの道のりが１００メートル近くあり、校舎までの間、左手には

府中市銘木１００選の一つに選ばれた赤松をはじめ楠、楓、梅、桜、杏、さわら、たらなどの

木々が、右手には孟宗竹が広がっています。この３，２００平方メートルに及ぶ林には多くの

野鳥が飛び交うなど、東京都の高校の中では際立って豊かな自然を残しています。また、屋上

には天体ドームがあり、１１月には地学部の先生、地学部の生徒とＰＴＡの共催の天体観望会

が開催されます。日頃見ることのできない月のクレーターや星の輝きを見ることができ、毎年

好評をいただいています。また、まもなく府中高校は創立６０周年を迎え、２年後には校舎改

築、校舎の改築後は体育館改築と全面的な改築 

工事が始まり慌ただしい時期を迎えようとして 

います。 

もうすぐこの不便で愛しい校舎の姿を見るこ

とができなくなりますが、ＰＴＡとして６０周

年記念行事や、改築中のＰＴＡ活動など生徒や

保護者が楽しく安心な学校生活を送れるよう

に学校側と協力しながら、乗り越えていきたい

と思います。 

 

東京都立 府中西高等学校 
西部南地区 

府中市 
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東京都立 福生高等学校 
西部北地区 

福生市 

福生高校は、青梅線福生駅から徒歩約 13 分、約 800 人が通う全日制普通科の高校です。 

文武両道をモットーに掲げ、勉強だけでなく部活動でも運動部・文化部問わず好成績を残して

おります。生徒は性別・学年を超え仲が良く、学校行事に力を併せ取り組んでいます。 

そんな子供たちを、教職員、保護者、地域が一体となり応援している学校です。 

9 月に開催される文化祭では、卒業生、卒業生の保護者だけでなく、近隣住民も来校されとて

も賑やかです。中庭には美術部が中心となって作成した巨大貼り絵が飾られます。毎年写真を

撮りに訪れる方もおられるほどの力作です。 

 

東京都立 町田工業高等学校 
西部南地区 

町田市 

町田工業高校は、町田市にある、創立 50 年以上の歴史と伝統を誇る工業高校です。生徒数は

男女約 500 名で、女子は少ないですが各学年に 35〜40 名程度在籍しています。 

さて、我が校は、平成 13 年の学科改編により都立で唯一、「総合情報科」だけの新たなタイプ

の工業高校に生まれ変わりました。総合情報科とは、IT (情報技術)社会に対応した専門学科で

す。「情報」「工業」に関連する様々な分野の知識·技術を学びます。生徒に高度情報化社会に

対応する知識・技能を育成するとともに、綜合的な『考える力』をつけて卒業させる学校を目

指しています。平成 16 年の系列改編により、現在は「情報デザイン」、「アプリケーション」、

「情報システム」、「電気システム」、「機械システム」の 5 系列となり、進展著しい情報化社会

を担う人材を「モノづくり」と「コトづくリ」を通して育成しています。 

PTA の組織は、会長 1 名、副会長 3 名、書記 3 名、会計 3 名、会計監査 2 名の本部役員と、

文化研修部 15 名、広報部 15 名になります。活動としては、体育祭やマラソン大会での飲み物

提供、文化祭での食品販売、広報誌を年に 3 回発行、バス研修旅行、講習親睦会、卒業式後の

茶話会などなど…。役員になられた皆さん、和気藹々と楽しく活動しています。学校での子ど

も達の様子も知ることができ、保護者同士や先生方との繋がりもできます。 

出会いに感謝し、人との繋がりを大切に、学校や子ども達の為に少しでもお役に立てたらと思

いながら、日々活動しております。 
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東京都立 松が谷高等学校 
西部南地区 

八王子市 

 

 

 

東京都立 南平高等学校 
西部南地区 

日野市 

南平高校は、日野市南平にある全日制普通科の学校です。通称は「南平（ナンペイ）」。 

最寄りの京王線南平駅からは、長い坂を上り徒歩で約６分です。多摩動物公園が隣接しており、

自然豊かな環境にあります。 

創立以来ノーチャイム制を実施しており、生徒の日常生活における自己管理能力を高めていま

す。 

毎年９月には「葵陵祭」と呼ばれる文化祭と体育祭が行われ、たくさんの来場者で賑わいます。 

PTA の組織は、会長 1 名、副会長 3 名、書記 2 名、会計 2 名、会計監査 2 名、顧問 1 名（前

年度役員）学年委員 16 名×３、広報部 24 名、文化部 24 名で構成されています。 

「南平高校応援団」をスローガンに掲げ、１年を通じて様々な活動を行っています。 

学年委員では、葵陵祭での飲み物提供や茶話会の運営、卒業生への記念品の選定と卒業を祝う

会の運営などを行っています。 

広報部では、年 3 回の広報誌の発行、各行事での撮影取材など担当に分かれて行っています。 

文化部では、文化祭での手作り講座の運営、校外研修の運営も行っています。 

その他にも、1 学年の保護者を対象にした行事サポーターの募集、進路指導説明会や講演会な

ど、学校と共催で行っています。昨年度は、柔道着リサイクルも行いました。 

「できることをできるときに」を合言葉に、より多くの保護者の皆さんに様々なかたちで参加

をしていただける PTA を目指しています！！ 
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東京都立 美原高等学校 
東部南地区 

大田区 

 

 

 

 

東京都立 三宅高等学校 
島嶼地区 

三宅村 
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東京都立 向丘高等学校 
東部北地区 

文京区 

 

 

 

東京都立 武蔵丘高等学校 
中部北地区 

中野区 

武蔵丘高校は、２０２０年に創立８０周年を迎える全日制普通科の学校です。中野区にあり、

西武池袋線富士見台駅と西武新宿線鷺ノ宮駅の間に位置しています。各学年８クラス４０名編

成で、男女比はほぼ半々です。 

主な学校行事は、６月の体育祭、９月の武高祭（文化祭）、１１月の英語暗誦大会、２月の合

唱祭です。部活動もとても盛んで、学業と両立しながら日々目標に向けて頑張っています。 

PTA は武陵会の名称で活動しており、『研修会』、『保護者と教師の集い』、『卒業を祝う会』の

企画運営と広報誌の発行（年２回）、体育祭と武高祭でのドリンクサービスなどを行なってい

ます。 

『研修会』では、劇団四季の観劇や銀座まち歩きなど、保護者と教職員を対象に毎年様々な企

画をしています。今年は１２月に、ハーバリウム作り体験を予定しています。 

『保護者と教師の集い』は、今年で３４回目となる伝統行事です。今年は１０月に「SNS へ

の写真や動画投稿～不安や心配ありませんか？～」というテーマで、学年を超えた保護者と先

生方２０名ほどのグループに分かれて意見交換を行ないます。どちらも保護者同士や先生方と

のとても良い交流の場となっています。 
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東京都立 武蔵野北高等学校 
西部北地区 

武蔵野市 

武蔵野北高校は、武蔵野市にある全日制普通科の学校です。武蔵野中央公園が隣接し、緑豊か

な場所にあります。生徒数は約 720 名で、男 女比はほぼ半々です。JR 中央線三鷹駅からバス

10 分、吉祥寺駅からバス 15 分、西武新宿線柳沢駅から徒歩 12 分、西武池袋線保谷駅からバ

ス 15 分、ひばりヶ丘駅からバス 20 分に位置し、多くの生徒が自転車で通学しています。 

PTA の組織は、会長 1 名、副会長 2 名、書記 2 名、会計 2 名、会計監査 2 名、学年委員

会 12 名、広報委員会 12 名、文化厚生委員会 12 名です。 PTA の活動としては、次のよう

なことを行っています。広報誌「はなみずき」を年に 2 回発行。体育祭では、保護者の休憩

所作り、文化祭では、手作りコーナーを作り、ワークショップも行いました。行列ができるほ

どの盛況ぶりでした。また、バス旅行を行っています。違う学年の方々と知り合う機会にもな

り、リフレッシュできて楽しかったという声をいただきました。PTA という繋がりの中で保護

者同士が共に育ち、子どもの成長を見守ることができることは活動の喜びだと感じています。 

 

東京都立 武蔵村山高等学校 
西部北地区 

武蔵村山市 

 

武蔵村山高校 PTA 活動は、本部をはじめ広報委員、学年委員、文化厚生委員、選考委員が協

力し合い成り立っております。 

 

体育祭では、学年委員が主体となって生徒や保護者の方へのドリンクサービスを行い 

文化祭では、本部が名物の村高まんじゅうの販売を行ったり、文化厚生委員では今年度アロマ

虫除けスプレー作製ブースを出しました。 

 

例年、役員決めの際非常に難航しておりますがやってみると本当は楽しいと思ってもらえるよ

うな組織を目指して行きたいと思っております。 
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東京都立 目黒高等学校 
中部南地区 

目黒区 

 

 

 

東京都立 山崎高等学校 
西部南地区 

町田市 
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都高Ｐ連 70 年のあゆみ 
 

年度 都高Ｐ連のあゆみ 社会と教育界の動き 

1948 

（昭和 23） 

 東京都公立高等学校父母連絡会結成 

（事務局 日比谷高校内） 

同規約の制定 組織の整備 

高校の環境整備に協力 

 新制高等学校制度発足 

 住民による公選制教育委員会法公布 

（委員会の会議は公開で委員数は都道府県は

7 名、市町村は 5名） 

 ロンドンオリンピック開催（日本とドイツは

招待されず） 

 芦田内閣成立 

 第 2次吉田内閣成立 

1949 

（昭和 24） 

 高校予算の増額に努力  新制大学発足 

 湯川秀樹 ノーベル物理学賞受賞 

 第 3次吉田内閣成立 

1950 

（昭和 25年） 

 男女共学実施に伴う予算獲得運 

 特殊飲食店街の阻止運動 

 日本父母と先生（日本ＰＴＡ）全国協議会 

 結成準備に努力 

 中学 3年生を対象にアチーブメントテスト 

(学習度測定のための学力検査）実施 

 朝鮮戦争始まり、特需ブーム 

 公務員（公立学校の教員を含む）の政治活動

禁止 

1951 

（昭和 26年） 

 戦災高校の復旧・設備費・備品の増額 

 公務員行政管理による教員確保に努力 

 都教育委員会の社会教育事業に協力 

 ＩＬＯおよびユネスコに日本加盟 

 高校学習指導要領（全面改訂）実施 

 サンフランシスコ平和条約調印 

 計量法の成立 

1952 

（昭和 27年） 

 高校造修費の増額 

 日本ＰＴＡ全国協議会に加盟 

 ヘルシンキオリンピック開催 

 第 4次吉田内閣成立 

 日米行政協定の調印（基地の無償提供など） 

1953 

（昭和 28年） 

 東京都公立高等学校ＰＴＡ総連合会と名称を

変更 

 義務教育費国庫負担法の特別措置法反対 

 高校校舎復旧・高校定数の増員陳情 

 奄美諸島返還の日米協定調印 

 NHKテレビ放送開始 

 ソ連首相スターリン死去 

1954 

（昭和 29年） 

 高校教育予算増額 

 社会道議運動に協力 

 陸海空自衛隊発足 

 ビキニ環礁で第 5福竜丸「死の灰」を被る 

 第 1次鳩山内閣成立 

1955 

（昭和 30年） 

 事務局を九段高校に移転 

 全国高校ＰＴＡ協議会加盟 

 日本ＧＡＴＴ(関税と貿易に関する一般協定)

に加盟 

 森永粉ミルク中毒事件(ヒ素混入で死者 130

名) 

 第 2次鳩山内閣成立 

1956 

（昭和 31年） 

 第 6回全国高校ＰＴＡ総会を主管 

 第 1回関東地区ＰＴＡ協議会大会参加 

 戦災校復旧等につき関係諸機関へ陳情 

 選挙によらず首長による任命制教育委員会法

公布 

 国際連合（ＵＮ）日本加盟 

 孝行学習指導要領（全面改訂）実施 

 メルボルンオリンピック開催（台湾参加で中

国が参加をボイコット） 

 石橋内閣成立 

1957 

（昭和 32年） 

 第 7回全国高校ＰＴＡ協議会に参加 

 第 2回関東地区高校ＰＴＡ協議大会出席 

 育英資金について育英会長と懇談 

 5 千円札の発行 

 浅草国際劇場で美空ひばりの顔に塩酸 

 岸内閣成立 
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年度 都高Ｐ連のあゆみ 社会と教育界の動き 

1958 

（昭和 33年） 

 世界人権宣言 10周年記念大会 

 全国高校弁論大会東京都予選に参加 

 教員定数完全実施その他につき関係当局に陳

情 

 ＥＥＣ（ヨーロッパ経済共同体）発足 

 1 万円札の発行 

 正田美智子皇太子妃に決定 

 フラフープの流行 

1959 

（昭和 34年） 

 全国高Ｐ連第 9 回大会に参加 

 第 5回関東地区大会に参加 

 東京都研修大会参加 

 親切運動、花いっぱい運動等に協力 

 メートル法施行、尺貫法廃止 

 キューバ革命 

1960 

（昭和 35年） 

 父母の集い中央集会参加 

 高校生の政治活動防止に関し宣言 

 関東地区高校ＰＴＡ大会、全国大会に参加 

 高校生急増対策、その他に対する陳情 

 都議会政務調査会と懇談 

 ローマオリンピック開催 

 安保闘争激化 

 社会党浅沼委員長刺殺事件 

 池田内閣成立 

1961 

（昭和 36年） 

 関東大会・結成 10 周年記念全国高Ｐ協大会

(米沢市)参加 

 高井自治大臣と懇談会開催 

 東京・ニューヨーク都市提携運営協議会に加

盟 

 農業基本法公布(自立経営農家育成を目指す

が「3 チャン農家」が増加) 

 テレビ 1000 万台を突破 

 株価高騰 

1962 

（昭和 37年） 

 公立高校設置「教育環境に悪影響を及ぼす風

俗営業に関する法規」の強化について関係当

局に要請 

 全国大会（別府市）・関東地区大会に参加 

 都知事をかこむ都立小・中・絡協議会大会参

加 高・定通校連 

 義務教育における教科書無償配布となる 

 堀江謙一ヨットで太平洋単独横断に成功 

 大卒者の就職事情が好転に青田買い拡まる 

1963 

（昭和 38年） 

 全国高Ｐ連大会(和歌山県)に参加 

 関東地区大会に参加 

 新教育課程の実施その他について関係当局へ

陳情 

 高校学習指導要領(全面改訂)実施 

 ケネディ米国大統領暗殺事件 

 埼玉県狭山市で高 2女生徒殺害事件 

1964 

（昭和 39年） 

 全国高Ｐ連大会(那須町) 

 関東地区大会に参加 

 オリンピック施設見学 

 公立学校教育予算について関係当局に陳情 

 東京オリンピック開催 

 ＯＥＣＤ(経済協力開発機構)へ日本加盟 

 東海道新幹線営業開始 

 佐藤内閣成立 

1965 

（昭和 40年） 

 全国高Ｐ連大会（札幌市） 

 関東地区大会に参加 

 都立高校予算額に対する陳情 

 第 1回東京都公立高校振興大会開催 

 朝永辰一郎ノーベル物理学賞受賞 

 教審「期待される人間像」を発表 

 経済不況で吹きまくる倒産旋風 

1966 

（昭和 41年） 

 全国高Ｐ連大会（高知市） 

 関東地区大会に参加 

 第 2回東京都公立高校学校振興大会開催 

 日本人口 1億人超す 

 公的用途での完全メートル法達成 

 千葉大付属病院でチフス菌事件 

 ミニスカート流行 

1967 

（昭和 42年） 

 全国高Ｐ連大会（文化会館）本部にて主管 

 関東地区大会に参加 

 東京都立高校教育予算について陳情 

 都教育委員会高校入試に学校群制度を導入 

越境入学を規制 

 佐藤改造内閣成立 

1968 

（昭和 43年） 

 全国高Ｐ連大会(福岡市) 

 関東地区大会に参加 

 全国高校ＰＴＡ主催 「高校教育制度・ＰＴＡ

発足 20周年記念大会」開催 

 都立大学の入学定員と予算増額に対する陳情 

 川端康成ノーベル文学賞受賞 

 メキシコシティオリンピック開催 

（黒人選手が表彰台上で人権差別を抗議） 
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年度 都高Ｐ連のあゆみ 社会と教育界の動き 

1969 

（昭和 44年） 

 全国高Ｐ連大会（新潟市） 

 関東地区大会に参加 

 高校教育予算に希望調査 

 都庁・都議会・都教委との懇談会 

 高校教育に関する講演会開催 

 高校事務長との懇談会開催 

 大学紛争の拡大  

（東大安田講堂の占拠と落城） 

 公害に対する意識の高揚・殺虫剤の BHCと DDT

の製造中止 

1970 

（昭和 45年） 

 全国高Ｐ連大会（長崎市） 

 関東地区大会に参加 

 中央区立常盤小学校に事務局移転 

 高校ＰＴＡ幹部研修会、学区別研修会開催 

 都内高校進学率 95.0％（都教育委員会発表） 

 著作権法改正 

 日航機「よど号」ハイジャック事件 

 三島由紀夫割腹事件 

1971 

（昭和 46年） 

 全国高Ｐ連大会(名古屋) 

 関東地区大会に参加 

 幹部研修会、学区別研修会開催 

 都立高校の予算及び社会教育等に対する関係

機関・都議会への陳情 

 都庁関係者との懇談会 

 沖縄返還協定調印 

 公害行政の一元化のため環境庁発足 

 大阪大と大阪市大の入試問題売買事件が発覚 

（印刷した刑務所内で行われた） 

 佐藤改造内閣成立 

1972 

（昭和 47年） 

 全国高Ｐ連大会（大津市） 

 関東地区大会に参加 

 都立高校予算に対する調査結果により、都庁

議会へ陳情 

 幹部研修会及び学区別研修会開催 

 都教委関係者との懇談会開催 

 札幌冬季オリンピック開催 

 ミュンヘンオリンピック開催（パレスチナ・

ゲリラがイスラエル選手団宿舎を襲撃） 

 田中内閣成立 

1973 

（昭和 48年） 

 全国高Ｐ連大会(青森市) 

 関東地区大会に参加 

 事務局を台東区台東 2－10－2に移転 

 都立高校予算希望集計により関係諸機関へ陳

情 

 都議会・財政局等へ教務助手等の問題等で陳

情 

 全国高校進学率 89.4%(文部省発表) 

 改訂高校新学習指導要領実施 

 江崎玲於奈ノーベル物理学賞受賞 

 第 1次石油危機 

1974 

（昭和 49年） 

 全国高Ｐ連大会（松山市） 

 関東地区大会に参加 

 委員会を構成、特別事項につき研究・都立高

校の予算に対する希望調査、校長会 

 教頭会、事務長会、その他意見集計の結果を

もとに陳情書作成、都議会・関係諸機関に陳

情 

 学区研修会を開催 

 都の予算関係者との懇談会 

 佐藤栄作ノーベル平和賞受賞 

 三木内閣成立 

1975 

（昭和 50年） 

 全国高Ｐ連大会(札幌市) 

 関東地区大会に参加 

 三委員会により特別事項を研究、教育諸問題

に関し、都議会・都教委・校長会と懇談会を

開催 

 学区研修会を開催 

 大学・短大進学率 34.7%(文部省発表) 

 ベトナム戦争終結 

1976 

（昭和 51年） 

 全国高Ｐ連大会（横浜市） 

 関東地区大会を主管として開催 

 都立高校予算、その他高校諸問題に対し各党

に陳情 

 大学人試問題に対し、文部省、都議会、校長

会と懇談会を開催 

 学区別研修会を開催 

 全国高校進学率 92.6%(文部省発表) 

 モントリオールオリンピック開催 (アパルト

ヘイトを抗議してアフリカ諸国が不参加) 

 中国で天安門事件 

 福田内閣成立 
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年度 都高Ｐ連のあゆみ 社会と教育界の動き 

1977 

（昭和 52年） 

 全国高Ｐ連大会（広島市） 

 関東地区大会に参加 

 学校予算・高校教育諸問題に対し、各党知事

部局に陳情 

 小・中・高ＰＴＡ合同により 30 周年記念事業、

態調査、研修会費増額等につき陳情 

 三委員会により、学校災害補償、大学入試、

自動販売機等の具体的運動に入る 

 学区別研修会を開催 

 小・中・高ＰＴＡと都教育長と懇談会 

 大学・短大進学率 37.7%(文部省発表) 

 大学入試で問題漏洩や不正事件続く（慶応・

中央・西南・愛知医大・金沢医大など） 

 日航機・日本赤軍によるハイジャック事件（ダ

ッカ強行着陸） 

1978 

（昭和 53年） 

 全国高Ｐ連大会（福岡市） 

 関東地区大会に参加 

 定期総会を私学会館にて開催 

 教育長を囲み、小・中・高ＰＴＡと教育懇談

会を開催 

 子供の教育に対する親の意識調査委員会設置

し実施 

 理事会は 2ケ月 1回、評議員会は必要に応じ

開催 

 小・中・高Ｐ連事務連絡会を月 1回開催 

 学区研修会を 1～6 学区、多摩 1学区として開

催 

 都高Ｐ連会則、細則を改正施行 

 職業高校の諸問題を関係諸機関へ洩申 PR活

動の活発化 

 島しょ地区ＰＴＡ連合会発足 

 都公立小中高等学校ＰＴＡ発足 30周年記念

振興大会を京王プラザホテルにて開催 

 都公立高等学校ＰＴＡ総連合を都公立高等学

校ＰＴＡ連合会に名称変更 

 高校新指導要領「ゆとりの教育」発表 

 中野区議会が「教育委員準公選条例」を可決 

1979 

（昭和 54年） 

 全国高Ｐ連大会（金沢市） 

 関東地区大会に参加 

 第 30回全高Ｐ連大会を都高 P主管で開催する

にあたり、準備委員会を設置し、小中高ＰＴ

Ａ全部研修会を開催 

 学区別研修会を 23 区は 6会場、多摩地区は 1

会場で開催 

 都高ＰＴＡ広報誌コンクール開催 

 臨時総会を開催 第一委員会・第二委員会・第

三委員会・特別委員会を設置、新教育課程や

高校教育のあり方、青少年健全育成対策法人

組織の研究推進 

 小・中・高ＰＴＡ連合会及び教育長と合同中

央研修会の準備 

 最初の国立共通一次試験実施 (全国平均 636

点 最高 972点＝入試センター発表) 

 全国高校進学率 94%(文部省発表) 

1980 

（昭和 55年） 

 全国高Ｐ連大会（30回）を主管で開催 

 関東地区大会に参加 

 広報誌作り方講習会及びコンクール開催 

 各学区の研修会開催 

 各委員会活動 

 都教育委員会高校入試の学校群制度を 1982

年から廃止を決定 

 モスクワオリンピック開催 （ソ連のアフガン

進攻に抗議し日米西側諸国不参加） 

 鈴木内閣成立 
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1981 

（昭和 56年） 

 全国高Ｐ連大会（熱海市）・関東地区大会に

参加 

 都教育委員長会の委託事業第 1回「高校生の

健全育成」研修大会を開催 

 幼小中高ＰＴＡ連絡会を開催 

 都高 P報発行について広報委員会を設置 

 臨時総会を開催して、会則・細則改正の審議

決定 

 都教育委員会と幼小中高ＰＴＡとの合同交換

会を開催 

 学区別研修会を各学区において開催 

 広報誌作り方講習会及びコンクール開催 

 全国高校進学率 94.3%(文部省発表) 

 福井謙一ノーベル化学賞受賞 

 エジプトサダト大統領暗殺事件 

1982 

（昭和 57年） 

 全国高Ｐ連大会（仙台市）・関東地区大会に

参加 

 広報誌コンクール入賞校の表彰式開催 

 事務局移転（日比谷高校の星陵会館） 

 幼小中高ＰＴＡ連絡協議会結成準備委員会設

立 

 家庭教育振興全都大会を開催 

 幼小中高ＰＴＡ合同全都大会を開催 

 内暴力対策特別委員会を設置し討議 

 都教育委員会高校入試の学校群制を廃止しグ

ループ合同選抜制を実施 

 改訂高校新学習指導要領実施 

 大学・短大進学率 36.3%(文部省発表) 

 第 1次中曽根内閣成立 

1983 

（昭和 58年） 

 全国高Ｐ連大会（平塚市）・関東地区大会に

参加 

 都 P連組織運営検討委員会 

 ＰＴＡ組織活動委員会(各学区の組織運営の

資料作り、あり方) 

 家庭教育振興大会を開催 

 関東大会企画委員会設置 

 幼小中高ＰＴＡ連絡会開催 

 青函トンネル貫通(工事期間 12 年) 

 第 2次中曽根内閣成立 

1984 

（昭和 59年） 

 全国高Ｐ連大会（鹿児島市）に参加 

 関東大会都高Ｐ連主管で開催 

 ＰＴＡ幹部研修会全体会を幼小中高 4団体合

同で開催 

 家庭教育振興大会を開催 

 ロサンゼルスオリンピック開催（共産圏 15

カ国不参加） 

 1 万円、5千円、千円札の新札発行 

1985 

（昭和 60年） 

 全国高Ｐ連大会（札幌市）・関東大会に参加 

 委員会を 5委員会とする（総務財政・研修・

広報・情報・会則検討特別） 

 国際化問題を学ぶシンポジウム開催 

 家庭教振興全都大会開催 

 昭和生まれ 1億人を超す 

 日航ジャンボ機群馬県御巣鷹山中に墜落死者

520名 

1986 

（昭和 61年） 

 全国高Ｐ連大会（奈良市）・関東大会に参加 

 委員会を 5委員会とする （企画・研修・広報・

情報・家庭教育特別） 

 家庭教育振興大会を開催 

 幼小中高幹部研修全体会を開催 

 ベビーブーム世代の第 1波 18歳年齢人口 185

万人 

 第 3次中曽根内閣成立 

 米スペースシャトル爆発、乗員全員死亡 

 ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故 

1987 

（昭和 62年） 

 全国高Ｐ連大会（徳島市）・関東大会に参加 

 役員の役割分担・各学区より常任理事選出 内 

副会長 2 名、総務 3名、会計 2名 委員長 4

名とする 

 各委員会の活動 特に研修については 4回の

講演会を開催 

 ＰＴＡ幹部研修全体会を都高Ｐ連が担当 

 教育懇談会開催 

 高校生徒数（国公立・私立計）537万人 文部

省発表）その内私立の割合は 28％ 

 高校数（国公立・私立計）5508校 （文部省

発表）その内私立の割合は 23.6% 

 竹下内閣成立 
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1988 

（昭和 63年） 

 全国高Ｐ連第 38回大会（富山市）に参加 

 関東ブロック大会、最後の参加（茨城） 

 幹部研修高等部会を開催（4 回） 

 全国大会 40 回東京大会に向けて準備委員会

発足 

 保険について校長協会と討議 

 ソウルオリンピック開催 

 日本人の平均寿命女性 81.4 歳、男性 75.6 歳

（1987 年調査） 

 瀬戸大橋開通、青函トンネル開業 

1989 

（平成元年） 

 全国高Ｐ連第 39回大会（青森）に参加 

 全国大会 40 回東京大会の実行委員会発足 

 第 1回東京地区公立高等学校ＰＴＡ連合大会

開催 (関東地区大会より独立) 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 幹部研修高等部会開催(4回) 

 特別委員会にて、会則・施行細則、高校生の

総合補償問題について検討 

 ＰＴＡ活動に関するアンケートの実施 

 広報誌年 2回発行 

 合計特殊出生率 1.57人、少子化進む 

 消費税制（3％）初導入 

 東西冷戦終る 

 宇野内閣成立 

 海部内閣成立 

1990 

（平成 2年） 

 全国高Ｐ連第 40回東京大会、東京都公立高等

学校ＰＴＡ連合会主管で開催 

 第 2回東京地区大会開催 

 幹部研修高等部会を開催（4 回） 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 ＰＴＡ会費についてのアンケート調査 

 特別委員会にて補償制度の検討 

   

 生涯学習振興法の施行 

 バブル景気崩壊 

 神戸市で高 1女生徒の校門圧死事件 

1991 

（平成 3年） 

 全国高Ｐ連第 41回大会(三重)に参加 

 第 3回東京地区大会開催 

 幹部研修高等部会を開催（2 回） 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 特別委員会にてＰＴＡ補償制度について検討 

 高校生のバイク問題に関するアンケート調査 

 湾岸戦争勃発 

 宮沢内閣成立 

1992 

（平成 4年） 

 全国高Ｐ連第 42回大会（熊本）に参加 

 第 4回東京地区大会開催 

 幹部研修高等部会を開催（2 回） 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 社団法人設立について、常任理事で検討 

 細則、規定の見直し 

 総合補償制度の導入、加入促進のため各単位

ＰＴＡへ説明 

 完全学校週 5日制 月 1回実施(9月から) 

 バルセロナオリンピック開催 

 全国高校進学率 95.9%(過去最高) 

 大学・短大進学率 32.47%(共に文部省発表) 

1993 

（平成 5年） 

 全国高Ｐ連第 43回大会（北海道）に参加 

 第 5回東京地区大会開催 

 幹部研修高等部会を開催（2 回） 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 都高Ｐ連会費 80円から 110 円に値上げ検討

し、理事会、評議員会にて承認 

 高校生の飲酒問題への取り組み三ない運動

（飲まない・買わない・飲ませない） 

 総合補償制度の加入促進のため各単位ＰＴＡ

への説明会及び担当 4 社との協議 

 文部省が業者テスト、偏差値追放を通達 

 家永三郎執筆の高校教科書検定訴訟で最高判

決 

 山形県で中学生いじめマット圧死事件 

 細川内閣成立 
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1994 

（平成 6年） 

 全国高Ｐ連第 44回大会（大阪）に参加 

 第 6回東京地区大会開催 

 幹部研修高等部会を開催（2 回） 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 飲酒三ない運動の展開、研修会及び署名運動 

 週 5日制に対するアンケートの実施 

 兵庫県、南部地震への義援金を兵庫県 P連に

送る 

 総合補償制度についてのアンケートを実施加

入の為の説明会を開催 

 調査改革委員会を設け審議 

 改訂高校学習指導要領実施 

 都教育委員会高校入試に単独選択制を導入 

他学区からの受験を認可するが入学者数を制

限 

 羽田連立内閣成立 

 村山内閣成立 

1995 

（平成 7年） 

 全国高Ｐ連第 45回大会（岡山）に参加 

 第 7回東京地区大会開催 

 定時総会及び臨時総会 2回開催 

 幹部研修高等部会開催（2回） 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 少年の心身健全教育研修会を都衛生局委託事

業として開催 

 法人化検討委員会（特別委員会）にて法人化

に都高Ｐ連がなるため検討 

 組織、会則検討委員会（特別委員会）にて理

事会の権限、会長選挙、副会長 5人制とし常

任理事役員廃止委員会を 3委員会（厚生・広

報・研修）とする事を臨時総会にて承認 

 青少年健全育成条例の改正について、各単位

ＰＴＡ署名を集め都議会に提出 

 飲酒三ない運動に取り組み署名を集め厚生省

など関連団体に陳情 

 選挙管理委員会発足 

 事務所を新橋村松ビル移転 

 高校入試に推薦入学制度を導入 

 完全週 5 日制を導入 

 阪神・淡路大震災 

（マグニチュード 7.2 死者 6300人を超える） 

1996 

（平成 8年） 

 全国高Ｐ連第 46回大会（新潟）に参加 

 第 8回東京地区大会開催 

 幹部研修高等部会を開催（2 回） 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 健全育成委員会の設立（活動の見直し、都高

Ｐ連会費の検討） 

 9 年度都高Ｐ連副会長の選出は 8年度理事・

評議員の選挙の互選とする 

 都立高校長期構想懇談会については都教育庁

と話し合いを設ける 

 アトランタオリンピック開催 

 橋本内閣成立 
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1997 

（平成 9年） 

 全国高Ｐ連第 47回大会（山形）に参加 

 第 9回東京地区公立高等学校ＰＴＡ連合大会

の開催 

 幹部研修高等部会を開催（2 回） 

 家庭教育振興全都大会の開催 

 特別委員会（教育問題委員会）にて高校生の

携帯電話について検討 

 特別委員会（組織会則審議委員会）にて会則・

規定の検討 

 都立高校改革推進化計画の決定により、4項

目の要請を教育長に要望書として提出 

 全国高Ｐ連 50回東京大会に向けて、準備委員

会を設ける 

 薬物乱用防止研修会、都高Ｐ連主管で開催 保

護者にアンケートを実施 

 中教審が「中高一貫教育」と「大学への飛び

入学」を答申 

 都教育委員長が第 1次高校改革実施計画案を

発表（66校を統廃合、新しいタイプの学校 37

校を新設、29校削減） 

 消費税 5％へ改正 

1998 

（平成 10年） 

 全国高Ｐ連第 48回大会（群馬）に参加 

 第 10 回東京地区大会開催 

 家庭教育振興全都大会開催 

 東京都公立幼少中高ＰＴＡ連絡協議会開催 

 高校生のアルバイト等に関するシンポジウム

を都高Ｐ連主管で開催 

 サッカーくじについて検討 

 学校教育法の改正 

 長野冬季オリンピック開催 

 小渕内閣成立 

1999 

（平成 11年） 

 全国高Ｐ連第 49回大会（岐阜）に参加 

 第 11 回東京地区大会開催 

 東京都公立幼少中高ＰＴＡ連絡協議会開催 

 高校改革推進計画説明会及び改革問題プロジ

ェクト設置 

 保護者が期待する都立高校に関するアンケー

ト実施 

 都教育委員会第 2次高校改革実施計画案を発

表 

 改訂高校学習指導要領実施 

2000 

（平成 12年） 

 全国高Ｐ連第 50回大会（東京）主管で開催 

 第 12 回東京地区大会開催 

 東京都公立幼少中高ＰＴＡ連絡協議会開催 

 神津島地震災害に義援金を贈る 

 高校改革検討会議開催 

 学校運営連絡協議会や学校過 5日制について

ＰＴＡの活動のあり方を学校や行政に対して

提言するため委員会を設置 

 シドニーオリンピック開催 

 三宅島噴火により全島民避難 

2001 

（平成 13年） 

 全国高Ｐ連第 51回大会（宮崎）に参加 

 第 13 回東京地区大会開催 

 家庭教育振興全都大会開催 

 東京都公立幼少中高ＰＴＡ連絡協議会開催 

 ホームページ推進計画について検討 

 子どもの心を育む家庭教育シンポジウム開催 

 都立高校改革推進計画の策定に対し会員の意

見を聴取し、柔軟な対応を提言・要望 

 組織検討委員会にて、組織のあり方や会則に

ついて検討 

 中央省庁の再編により文部省と科学技省庁の

一部が合併し文部科学省となる 

 都立高校で高大連携推進校の設置が始まる(6

校) 
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2002 

（平成 14年） 

 全国高Ｐ連第 52回大会（北海道）に参加 

 第 14 回東京地区大会開催 

 東京都公立幼少中高ＰＴＡ連絡協議会開催 

 学校の冷房施設に関するアンケート実施 

 ホームぺージの開設について検討・公開開始 

 総合補償制度の説明会開催及び担当 4社と内

容について見直しの懇談 

 都立高校「改革」に関する要望書及び学校冷

房設備に関する要望書を都知事・都教育庁・

教育委員長に提出 

 池袋駅東口場外馬券売り場設置不許可につい

て経済産業大臣に依頼 

 都内高校等の進学率 96.3%(都教育委員会発

表) 

2003 

（平成 15年） 

 全国高Ｐ連第 53回大会（兵庫）に参加 

 第 15 回東京地区大会開催 

 安全安心まちづくり協議会に参加、竹花副知

事と語る会を実施 

 東京ピックトーク参加(石原知事) 

 薬物乱用防止シンポジウム開催 

 総合補償制度の加入方法の変更及び推進 

 学校第 5 日制見直しの要望書を都知事・都教

育庁・教育委員長・都議会議長に提出 

 都教育委員会新高校改革実施計画案発表 

 完全学校週 5日制実施 

 合計特殊出生率 1.32人、少子化さらに進む 

 田中耕一にノーベル化学賞、小柴昌俊にノー

ベル物理賞 

2004 

（平成 16年） 

 全国高Ｐ連第 54回大会(香川)に参加 

 第 16 回東京地区大会開催 

 高校生の心身の健康を育む家庭教育シンポジ

ウム開催 

 青少年とインターネットの健康を育む家庭教

育シンポジウム開催 

 都立高校入試に学区制限制度が廃止され、他

学区からの入学者数制限は撤廃 

 高校生のインターシップ(就業体験)を推進

(実施校 54校) 

 スクールカウンセラー(非常勤)・の配置始ま

る 

 進学指導重点校の指定（4校）同準備校の指

定（3 校） 

 国立大学独立行政法人化 

 アテネオリンピック開催 

2005 

（平成 17年） 

 全国高Ｐ連第 55回大会(長野)に参加 

 第 17 回東京地区大会開催  

 5/12「都立高等学校の空調設備に関する要望

書」提出 

 個人情報保護法施行 

 JR 福知山線脱線事故 

 第 3次小泉内閣成立 

 文部科学省「読解力向上プログラム」発表 

2006 

（平成 18年） 

 全国高Ｐ連第 56回大会(秋田)に参加 

 第 18 回東京地区大会開催 

 2 月「空調設備の実態とそれに関する考え方」

アンケート」実施 

 3/29「都立高等学校の普通教室における早急

な空調の設置に関する請願」提出 

 家庭教育シンポジウム開催 

 ライブドア事件 

 個人情報保護法施行 

 安部内閣成立 

 改正教育基本法成立 

2007 

（平成 19年） 

 全国高Ｐ連第 57回大会(埼玉)に参加 

 第 19 回東京地区大会開催 

 子育てシンポジウム開催 

 「都立高校改革について」研修会開催 

 文部科学省、給食費滞納 9万 8993人と発表 

 福田内閣成立 

 新潟中越沖地震 

 小 6と中 3を対象に全国学力テストを 43年ぶ

りに実施 
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年度 都高Ｐ連のあゆみ 社会と教育界の動き 

2008 

（平成 20年） 

 全国高Ｐ連第 58回大会(愛知)に参加 

 第 20 回東京地区大会開催 

 都高 P連・不正会計処理事件 

 麻生内閣成立 

 秋葉原で無差別殺傷事件 

 リーマンショック。日比谷公園に「年越し派

遣村」開設 

 ノーベル物理学賞に南部陽一郎・小林誠・益

川敏英、化学賞に下村脩 

 北京オリンピック開催 

2009 

（平成 21年） 

 全国高Ｐ連第 59回大会(沖縄)に参加 

 第 21 回東京地区大会開催 

 家庭教育シンポジウム開催 

 6 項目の陳情書提出 

 オバマ米大統領就任 

 裁判員制度がスタート 

 民主党新政権発足、鳩山内閣成立 

 「公立高校授業料無償化・子ども手当」法案が

成立 

2010 

（平成 22年） 

 全国高Ｐ連第 60回大会(東京)主管で開催 

 第 22 回東京地区大会開催 

 菅内閣成立 

 小惑星探査機「はやぶさ」が帰還 

 ノーベル化学賞に根岸栄一・鈴木章 

 「公立高校授業料無償化、子ども手当」スター

ト 

2011 

（平成 23年） 

 全国高Ｐ連第 61回大会(北海道)に参加 

 第 23 回東京地区大会開催(星陵会館) 

 4 項目の陳情書提出 

 都高 P連ホームページ開設 

 平和教育映画「GATE」上映（オリセン） 

 3 月 11日 東日本大震災、 

福島第一原子力発電所事故発生 

 野田内閣成立 

 「脱ゆとり」の学習指導要領へ。教科書内容増

加 

2012 

（平成 24年） 

 全国高Ｐ連第 62回大会(和歌山)に参加 

 第 24 回東京地区大会開催(星陵会館) 

 スマートフォン研修会 

 南三陸町ボランティアツアー 

 復興支援シンポジウム 

 ノーベル医学生理学賞に山中伸弥 

 第 2次安倍内閣発足 

 中学校での武道必修化開始 

 文科省、いじめの実態全国調査を実施 

 ロンドンオリンピック開催 

2013 

（平成 25年） 

 全国高Ｐ連第 63回大会(山口)に参加 

 第 25 回東京地区大会開催(練馬文化センタ

ー) 

 スクールカウンセラー全都立高配置 

 東北ボランティアツアー 

 大阪市立高生の体罰自殺で体罰問題が社会問

題化 

 「特定秘密保護法」成立 

 いじめ防止対策推進法成立 

 公立高校授業料に所得制限導入 

 「子どもの貧困対策推進法」成立 

2014 

（平成 26年） 

 全国高Ｐ連第 64回大会(福井)に参加 

 第 26 回東京地区大会開催(オリセン) 

 東北ボランティアツアー 

 子どもの貧困対策・特別研修会（オリセン） 

 奨学金問題・講演会（工芸高校） 

 ノーベル物理学賞に青色発光ダイオード

（LED）を開発した赤崎勇、天野浩、中村修二 

 消費税が 8％に。17年ぶりの消費税増税 

 「防衛装備移転三原則」決定。武器輸出を原

則解禁 

2015 

（平成 27年） 

 全国高Ｐ連第 65回大会(岩手)に参加 

 第 27 回東京地区大会開催(オリセン) 

 東北ボランティアツアー 

 子どもの貧困対策シンポジウム（オリセン） 

 ノーベル医学生理学賞に大村智、ノーベル

物理学賞に梶田隆章 

 「安全保障関連」成立。集団的自衛権の限定

的行使容認 

 小学生いじめ件数調査開始から最多 

2016 

（平成 28年） 

 全国高Ｐ連第 66回大会(千葉)に参加 

 第 28 回東京地区大会開催(オリセン) 

 高校生東北被災地視察ツアー 

 制服リサイクル活動 

 高校生貧困問題・講演会（オリセン） 

 熊本地震発生 

 女性初の東京都知事に小池百合子氏 

 イギリス、国民投票で EU離脱派勝利 

 選挙権 20歳から 18歳に引き下げ 

 リオデジャネイロオリンピック開催 
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2017 

（平成 29年） 

 全国高Ｐ連第 67回大会(静岡)に参加 

 第 29 回東京地区大会開催(オリセン) 

 高校生東北被災地視察ツアー 

 子どもの貧困問題・特別研修会（オリセン） 

 衆院選で自民圧勝 

 衆院選で 18～19歳の投票率 41.51％ 

 ドナルド・トランプ氏が米大統領就任 

 森本・加計問題で国会紛糾 

2018 

（平成 30年） 

 全国高Ｐ連第 68回大会(佐賀)に参加 

 第 30 回東京地区大会開催(オリセン) 

 高校生東北被災地視察ツアー 

 

 北朝鮮の非核化に向け米朝首脳会談 

 西日本豪雨（中国・四国で被害大） 

 日大反則タックル問題、東京医大裏口入学問

題 

 オウム死刑囚 13人の死刑執行 
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都高Ｐ連 活動の記録 (1/7) 

 

項目 2004（平成 16）年度 2005（平成 17年度） 

自 

主 

事 

業 

・広報誌発行→41号・42号・43号・44号・45号 

・第２６回広報誌コンクール 6/19 

・全都会長会→7/22、11/26、1/22、5/16 

・アンケート調査「土曜日における学校の実態調査」 

・都立高等学校の空調設備に関する要望書提出 

・研修会→1～10学区 

・1泊研修→3、6学区 

・情報交換会→6、10学区 

・広報誌懇談会→3、8学区 

・講演会→3、8、10学区 

・スポーツ大会→3学区（卓球）、8学区（ソフトボール・バ

レーボール） 

 

・広報誌発行→46号・47号・48号 

・第２７回広報誌コンクール 6/18 

・全都会長会→7/29、10/21、12/16、2/24、5/15 

・アンケート調査「特色ある高校の教育に関する調査・研

究」 

・東京都立高等学校の普通教室における早急な空調設

備設置についての請願→3/29提出（6/16に都議会本

議会常任委員会で審議） 

 

・都高 P連 50周年記念誌発行 

・研修会→1、4、6、7、8、9、10学区、大島南高校 

・1泊研修→3、6学区 

・情報交換会→2、6、10学区 

・広報誌懇談会→3学区 

・講演会→3、5、10学区 

・スポーツ大会→3学区（卓球）、8学区（ソフトボール・バ

レーボール） 

委 

託 

事 

業 

・合同リーダー研修会 

 開催日 H17/2/27（日） 都小 P主管 

 テーマ：「これからの共生社会における PTA 活動の役

割」 

・家庭教育シンポジウム 

 開催日：11/24（水） 

・高校リーダー研修会 

 開催日 H17/1/28（金） 

 テーマ：「青少年とインターネットとの関わり方につい

て」 

 会場：オリセン 4Fセミナーホール 

 内容：講演会とパネルディスカッション 

 講師：別所 直哉氏（ヤフー株式会社法務部長） 

・合同リーダー研修会 

開催日 H17/11/18（金 ）都高 P主管 

テーマ：「子どもの健康について」 

・高校リーダー研修会 

開催日：H18/1/27（金） 

テーマ：「命の応援（親と子のきずな）」 

会場：オリセン 4Fセミナーホール 

内容：講演会 

講師：山本 文子氏（命の応援舎主宰） 

関 

連 

事 

業 

・第 54回全高 P主催全国大会 香川大会 

 テーマ：「愛と夢 つなごう心の架け橋で」 

 開催日：8/18（水）～20（金） 

 

・第 16回東京地区大会 

 開催日：7/10(土) 

 テーマ：「この素晴らしい国、日本・・・だから」 

 会場：ティアラこうとう（江東区公会堂） 

 内容：基調講演と分科会 

 講師：諸星 裕氏（桜美林大学副学長） 

・第 55回全高 P主催全国大会 長野大会 

テーマ：「自立と共生 輝く未来の主役たちのために」 

開催日：8/27（土）～28（日） 

 

・第 17回東京地区大会 

開催日：7/9（土） 

テーマ：「人の心わかりますか 人の痛みわかりますか」 

会場：銀座ブロッサム大ホール 

内容：基調講演とパネルディスカッション 

講師：住田 裕子氏（弁護士） 

外 

部 

派 

遣 

委 

員 

会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 

男女共同参画をすすめる会 

おやじ日本・おやじ東京 

学校健康づくり 

麻薬覚せい剤乱用防止運動大会 

心の東京革命 

区市学校保健会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 

男女共同参画をすすめる会 

心の東京革命 

東京都学校健康推進協議会 

学校保健研修会 

麻薬覚せい剤乱用防止運動大会 

区市学校保健会 

安心・安全まちづくり協議会 

東京子ども応援協議会 

東京都児童・生徒の健康づくり推進会議 
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都高Ｐ連 活動の記録 (2/7) 

 

項目 2006（平成 18）年度 2007（平成 19年度） 

自 

主 

事 

業 

・広報誌発行→49号・50号・51号 

・第 28回広報誌コンクール 6/15 

・全都会長会→7/21、9/29、10/20、1/19、2/23、5/18 

・アンケート調査「奉仕活動・土曜授業（補講）について」 

・高等学校卒業に必要な科目の未履修問題について 

 都教育庁に提出 

・普通科教室への早急な空調設備設置についての請願 

 東京都議会傍聴→請願採択 6/16、6/21 

・学区再編問題検討委員会 

・研修会→2、4、5、6、7、9、10学区、島嶼地区 

・情報交換会→2、3、4、6、7、8、10学区 

・スポーツ大会→8学区（ソフトボール・バレーボール） 

・講演会→10学区、島嶼地区 

・第 18回東京都島嶼 P連研修会（三宅島） 

・広報誌発行→52号・53号・54号・54号号外 

・第 29回広報誌コンクール 6/15 

・全都会長会→7/18、9/19、10/29、11/15、2/22、4/24 

・研修会「都立高校改革について」 

開催日：11/8（木）11/13（火） 

内容：講演会 

講師：新井 清博氏（東京都教育庁学務部部長） 

・都高 P連財務会計健全化検討特別委員会 

・学区再編問題検討委員会 

・研修会→5、6、9学区 

・講演会→6学区 

・情報交換会→4、6、7、9、10学区 

・スポーツ大会→8学区（ソフトボール・バレーボール） 

委 

託 

事 

業 

・家庭教育シンポジウム 

開催日：11/10（金） 

・合同リーダー研修会 

開催日 11/25（土） 都中 P主管 

テーマ：「体内時計で生活リズムを考えよう！」 

・高校リーダー研修会 

開催日 H19/2/3（土） 

テーマ：「今ふたたび求められるものは何・・・」 

会場：オリセン 4Fセミナーホール 

内容：講演会 

講師：鈴木 高弘氏（アクト情報ビジネス専門学校校長） 

・子育てシンポジウム 

開催日：11/8（木） 

・合同リーダー研修会 

開催日：11/17（土） 都小 P主管 

テーマ：「21世紀を担う子供たちが輝いて生きる社会へ」 

・高校リーダー研修会 

開催日：H20/1/19（土） 

テーマ：「日本の家庭・世界の家庭」 

会場：オリセン小ホール 

内容：講演会 

講師：マリ・クリスティーヌ氏（異文化コミュニケーター） 

関 

連 

事 

業 

・第 56回全高 P主催全国大会 秋田大会 

テーマ：「夢・可能性・次代を拓き共に生きる力」 

開催日：8/24（木）～8/25（金） 

 

・第 18回東京地区大会 

開催日：7/8（土） 

テーマ：「学習意欲と学力向上を考える」 

会場：東京大学安田講堂 

内容：基調講演とパネルディスカッション 

講師： 

・第 57回全高 P主催全国大会 埼玉大会 

テーマ：「夢 希望 彩り豊かに輝く明日を創造する力」 

開催日：8/24（金）～8/25（土） 

 

・第 19回東京地区大会 

開催日：6/3（日） 

テーマ：「情報化社会の進展と PTAの役割」 

会場：オリセン大ホール 

内容：基調講演・パネルディスカッション 

講師：多胡 輝氏（多湖輝研究所所長・千葉大学名誉教

授） 

外 

部 

派 

遣 

委 

員 

会 

学校保健会 

都立学校健康づくり推進委員会 

東京子ども応援協議会 

首都交通対策協議会暴走族対策会議 

心の東京革命推進会議 

「がんばれ先生！東京新聞社賞」実行委員会 

“社会を明るくする”運動東京都実施委員会 

男女平等参画をすすめる会 

幼小中高 PTA連絡協議会 

教育環境改善検討委員会 

都立高等学校教育課程問題検討委員会・専門部会 

東京都青少年問題協議会 

課外活動振興協議会 

おやじ日本・おやじ東京 

学校保健会 

都立学校健康づくり推進委員会 

東京子ども応援協議会 

首都交通対策協議会暴走族対策会議 

心の東京革命推進会議 

「がんばれ先生！東京新聞社賞」実行委員会 

東京都青少年問題協議会 

男女平等参画をすすめる会 

課外活動振興協議会 

“社会を明るくする”運動東京都実施委員会 

おやじ日本・おやじ東京 

ハローワーク スクールデー 

厚生労働省麻疹対策推進委員会 

麻薬覚せい剤乱用防止運動大会 
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都高Ｐ連 活動の記録 (3/7) 

 

項目 2008（平成 20）年度 2009（平成 21年度） 

自 

主 

事 

業 

・広報誌発行→54号・55号・56号 

・第 30回広報誌コンクール 5/10   

・全都会長会（オリセン）→H21/2/25 

                 

・情報交換会  西北地区  

 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会 

  →西部地区バレーボール大会 

・広報誌発行→59号・58号・57号 

・第 31回広報誌コンクール  6/11（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→ 7/29、 10/22、 12/16、

H22/2/25 

 

・情報交換会  西北地区  

 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会  

  →西部地区バレーボール大会 

委 

託 

事 

業 

・合同リーダー研修会 

 開催日 Ｈ21/2/1(日) 都高 P主管 

 テーマ：親子の絆～心と体の健康づくりと家庭教育～ 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：11/28(金) 18:30～21：00  

 テーマ：「キャリア教育と PTA」子どもの社会的自立を

目指して 

 会場：オリセン  

 講師：小島貴子 

   （立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 准教

授） 

・合同リーダー研修会 

 開催日 11/28(土) 都中 P主管 

 テーマ：子供のために 家族のために 地域のために 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：H22/1/31(日) 14:00～16:30 

 テーマ：キャリア教育と PTA～子どもの自立と保護の役

割  

 会場：オリセン 

 内容：講演会と参加者とのフリーディスカッション 

 講師：染谷忠彦（女子栄養大学 進路アドバイザー） 

関 

連 

事 

業 

・第 58回全高 P主催全国大会 愛知大会  

  テーマ：「絆～愛と知で結び合う心と心～」 

 開催日：8/22(木) ～23（金） 

 

 

・第 20回東京地区大会 

 開催日：7/3(土) 

 テーマ：「未来を創るキャリア教育と子どもと地域を育む

PTA」 

 会場：オリセン 大ホール 

 内容：講演会とパネルディスカッション 

 講師：マリ・クリスティーヌ（異文化コミュニケーター） 

・第 59回全高 P主催全国大会 沖縄大会 

 テーマ：「結の精神で育む青少年の美ら肝心」 

     ～ゆいまーるで育む青少年のちゅらちむぐくる

～ 

 開催日：8/27(木)～28（金） 

 

・第 21回東京地区大会 

 開催日：7/5日（日） 

 テーマ：「ネット社会における PTAの役割」 

 会場：オリセン 

 内容：講演会 

 講師：唐沢俊一（カルト物件評論家、コラムニスト）  

外 

部 

派 

遣 

委 

員 

会 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

東京都安全・安心まちづくり協議会 

東京子ども応援協議会 （委員、幹事） 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

「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 （評議員） 

東京都麻しん対策会議 

健康づくりフォーラム実行委員会 

東京都エイズ専門家会議 

東京都男女平等参画を進める会 

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

健康づくりフォーラム実行委員会 

東京子ども応援協議会 （委員、幹事） 

東京都学校保健会 （評議員） 

東京都エイズ専門家会議 

東京都麻しん対策会議 

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

東京都安全・安心まちづくり協議会 

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

東京都男女平等参画を進める会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 
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都高Ｐ連 活動の記録 (4/7) 

 

項目 2010（平成 22）年度 2011（平成 23年度） 

自 

主 

事 

業 

・広報誌発行→60号・61号・62号・63号・64号・65号 

・第 32回広報誌コンクール  5/13(木)（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→10/2、H23/2/25、H23/5/19 

                 

・情報交換会  西北地区  

 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会 

  →西部地区バレーボール大会 

 

・中北地区研修「バリ島ケチャダンス体験」 10/17 

・広報誌発行→66号・67号・68号 

・第 33回広報誌コンクール  6/11（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→7/22、10/26、Ｈ24/2/12 

 

・生徒発表、文化交流会   西南→H24/5/3 

 

・経営支援センター訪問 中南 10/28 

・情報交換会→中南 5/28・西北 11/16 

          西南北合同 10/2、H24/1/9 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会 10/10 

  →西部地区バレーボール大会 11/23 

・中南講演会  

委 

託 

事 

業 

・合同リーダー研修会 

 開催日：H23/1/22(土) 都小 P主管 

 テーマ：上手に子供を突き放せる親になろう 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：11/17(土) 18:30～21：00  

 テーマ：信頼のネットワークを広げよう 

 会場：オリセン 417 

 講師：宮木いっぺい 

   （法政大学大学院政策創造研究科 准教授） 

・合同リーダー研修会 

 開催日：H24/1/28(土) 都高 P主管 

  テーマ：助け合いの心が子供を育てる 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：12/10(土) 19:00～21:30 

 テーマ：キャリア教育と PTA  会場：オリセン 

 内容：PTA 事例発表（富士高校）とパネルディスカッシ

ョン 

 パネラー：楠元康紀氏（パナソニック）・角田浩子（リク

ルート） 

       須田久美子（鹿島建設） 

関 

連 

事 

業 

・第 60回全高 P主催全国大会 東京大会 

 メイン会場：武道館 

 テーマ：「人間力を育てて作ろう大きな輪」 

     ～家庭・学校・地域・社会 心と心をつなげよう

～ 

 開催日：8/20(木) ～21（金） 

 

・第 22回東京地区大会 

 開催日：7/10(土) 

 テーマ：「未来を創るキャリア教育と子どもと地域を育む

PTA」 

 会場：星稜会館 

 内容：講演会とパネルディスカッション 

 講師：下村英雄氏（労働政策研究・研修機構） 

・第 61回全高 P主催全国大会 北海道大会 

 テーマ：「いのち 輝け！」 

 開催日：8/25(水) ～26（木） 

 

 

・東京地区大会 

 開催日：7/11日（土） 

 テーマ：「高校生と食育」 

 会場：星陵会館 

 内容：講演会 

 講師：服部幸應氏  

外 

部 

派 

遣 

委 

員 

会 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

東京都安全・安心まちづくり協議会 

東京子ども応援協議会 （委員、幹事） 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

「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 （評議員） 

東京都麻しん対策会議 

健康づくりフォーラム実行委員会 

東京都エイズ専門家会議 

東京都男女平等参画を進める会 

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

第 68回国体、第 13回全国障害者スポーツ大会準備委

員会 

青少年のネット利用に関する啓発指針策定意見交換会 

健康づくりフォーラム実行委員会 

東京子ども応援協議会 （委員、幹事） 

東京都学校保健会 （評議員） 

東京都エイズ専門家会議 

東京都麻しん対策会議 

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

東京都安全・安心まちづくり協議会 

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

スポーツ祭東京 2013 実行委員会 

東京都男女平等参画を進める会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 
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都高Ｐ連 活動の記録 (5/7) 

項目 2012（平成 24）年度 2013（平成 25年度） 

自 

主 

事 

業 

・広報誌発行→69号・70号・71号 

・広報誌コンクール  6/9(土)（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→7/25、10/29,H25 2/21 

                 

・生徒発表、文化交流会  西南→H25/4/28 

  

・経営支援センター訪問 中南 10/31 

・情報交換会→中南 5/26・中北 5/29 

         西北 11月 30日 

         西南北合同 H25/2/16 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会 10/8 

  →西部地区バレーボール大会 11/23 

・中南地区創立５周年式典 H25/2/9 

・中北地区講演会 H25/1/27・東北講演会 H25/1/19 

・広報誌発行→72号・73号・74号 

・広報誌コンクール  6/15（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→7/26、10/22、Ｈ26/2/1 

・高校生東北被災地ボランティアツアー   

 夏ツアー 7/26～28 宿泊：宮城県南三陸町 民泊 

 民泊先の各家庭で被災体験を聞き、農業支援を体験 

 参加人数：高校生 26名 保護者 9名 

 春ツアー Ｈ26/3/28～30 宿泊：南三陸町 民泊 

 民泊先の各家庭で被災体験を聞き、漁業支援を体験 

 参加人数：高校生 15名 保護者 5名 

・生徒発表、文化交流会 

 中南→H26/2/8(雪で中止）、西南→H26/5/3 

・経営支援センター訪問 中南 11/13、 

・情報交換会→中南 5/25・中北 7/13、1/19 

 西北 10/20・東北 11/14・西南、北合同 12/18 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会 10/14 

  →西部地区バレーボール大会 H26/1/19 

委 

託 

事 

業 

・合同リーダー研修 

 開催日：12/8(土) 都中 P主管 

 テーマ：本当の生きるチカラとは・・現場から見た防災

教育 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：11/17(土) 14:00～16:30  

 テーマ：大人も子供も毎日がもっと楽しくなる質問 

  会場：オリセン 国際交流棟 国際会議室 

  講師：マツダミヒロ 

・合同リーダー研修会 

 開催日：1/18(土) 都小 P主管 

 テーマ：今できること、あるでしょ！ 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：12/7(土) 14:00～16:30 

 テーマ：その時どうする。防災減災の心得を学ぶ   

 会場：オリセン  

 講師：鈴木洋子氏（元石巻市立門脇小学校 校長） 

関 

連 

事 

業 

・第 62回全高 P主催全国大会 和歌山大会 

  テーマ：「和をもって響き合え！」 

          ～つれもて広げる教育の輪～ 

 開催日：8/23(木) ～24（金） 

・東京地区大会 

 開催日：7/12(土) 

 テーマ：「和をもって響き合え！」 

 会場：星陵会館 

 内容：講演会と生徒発表 

 講師：鞠村奈緒氏（元宝塚歌劇団 星組） 

・第 63回全高 P主催全国大会 山口大会 

 テーマ：「夢から志へ」～たくましく生きる 

        チカラを育むために今私たちができること

～ 

 開催日：8/21(水) ～22（木） 

・東京地区大会 

 開催日：7/11日（土） 

 テーマ：「夢から志へ」 

 会場：練馬区文化センター 大ホール 

 講師：大田喜子氏  

外 

部 

派 

遣 

委 

員 

会 

スポーツ祭東京 2013実行委員会 

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

東京都安全・安心まちづくり協議会 

東京子ども応援協議会 （委員、幹事） 

少年の健全育成をめざす全都大会 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 都民大会 

東京都学校保健会 （評議員） 

東京都麻しん対策会議 

健康づくりフォーラム実行委員会 

東京都エイズ専門家会議 

東京都男女平等参画を進める会 

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

都立高校生の規範意識醸成に関する基準作成委員会 

学校防災教育推進委員会 

都立高等学校道徳教育検討委員会 

部活動指導の在り方検討委員会 

都立小中高一貫教育校基本構想検討委員会 

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

健康づくりフォーラム実行委員会 

東京都教職員研修センター 研修・研究評価委員会 

東京都学校保健会 （評議員） 

東京都エイズ専門家会議 

東京都麻しん対策会議 

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

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 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

高校総体実行委員会 

スポーツ祭東京 2013 実行委員会 

東京都男女平等参画を進める会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 

少年の健全育成をめざす全都大会 

ネット犯罪から子供を守る官民合同緊急会議 
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都高Ｐ連 活動の記録 (6/7) 

項目 2014（平成 26）年度 2015（平成 27年度） 

自 

主 

事 

業 

・広報誌発行→75号・76号・77号 

・広報誌コンクール  6月14日（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→5月23日、7月25日 

                10月29日,H27 2月21日 

・高校生東北被災地視察ツアー 

 宮城県南三陸町の民泊先で被災体験を聞き、仕事を

体験 

 宿泊：宮城県南三陸町 民泊 

 夏ツアー 日時：7月25日～27日 

       参加人数：高校生11名 保護者6名 

 春ツアー 日時：Ｈ27 3月27日～29日 

       参加人数：高校生23名 ＯＢ１名 保護者7名 

・情報交換会→中部北 7月27日・西部北 10月22日 

         東部北 11月29日 

         西部南、北合同情報交換会 12月13日 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会10月13日 

  →西部地区バレーボール大会H27 1月10日 

・特別研修会 （子どもの貧困問題）日時：12月6日 

  テーマ：「目指そう！子どもの貧困ゼロ社会！」 

 講演・シンポジウム 

 講師：浅井春夫氏と現役都立高校生、教職員、保護者 

・広報誌発行→78号・79号・80号 

・広報誌コンクール  6月6日（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→5月21日、7月31日 

                10月27日,H28 2月27日 

・高校生東北被災地視察ツアー 日時：7月24日～２６日 

  

 宿泊：宮城県南三陸町 民泊 

 民泊先の各家庭で被災体験を聞き、現地の仕事を体

験 

 参加人数：高校生39名 保護者9名 

 

・情報交換会→中部北 7月5日 

     西部北地区 10月24日・東部北 11月14日 

     西部南、北地区合同情報交換会 12月19日 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会9月16日 

  →西部地区バレーボール大会H28 ２月6日 

・特別研修会 （子どもの貧困対策委員会） 

  日時：2月27日（オリセン） 

  高校生の貧困問題を考える 

  講演会・シンポジウム（青砥 恭氏と現役都立定時制

高校生) 

委 

託 

事 

業 

・合同リーダー研修会 

 開催日：Ｈ27 1月24日(土) 都高P主管 

 テーマ：子どもの成長段階別、大人の関わり方 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：11月9日(土) 14:00～16:30  

 テーマ：青少年による薬物乱用の現状と防止対策 

 会場：アルカタワーズ錦糸町 ２１階会議室 

講師：北垣 邦彦氏 

・合同リーダー研修会 

 開催日：9月13日(日) 都小P主管 

 テーマ：災害時に子どもたちを守るために～受援と支援

～ 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：11月28日(土) 14:00～16:30 

 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～ 

 会場：オリセン 

 講師：高橋大洋氏 

関 

連 

事 

業 

・第64回全国高Ｐ連主催全国大会 福井大会 

 テーマ：「教育と考福」～未来に引き継ぐ知と恵み～ 

 開催日：8月22日(金) ～23日（土） 

 

・東京地区大会 

 開催日：7月12日(土) 

 テーマ：「教育と考福、そして生きぬく力」 

 会場：オリセン 大ホール 

 内容：講演会と生徒発表とＰＴＡ事例発表 

 講師：安中幹雄氏（アイスレッジホッケーパラリンピック

日本代表） 

・第65回全国高Ｐ連主催全国大会 岩手大会 

 テーマ：「未来圏からの風をつかめ！」 

       ～新時代を担う君たちと共に～ 

 開催日：8月20日(木) ～21日（金） 

・東京地区大会 

 開催日：7月11日（土） 

 テーマ：「明日への力、音にのせて」 

 会場：オリセン 大ホール 

 内容：講演会と生徒発表とＰＴＡ事例発表 

 講師：青島広志氏 

外 

部 

派 

遣 

委 

員 

会 

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 

人間としての在り方生き方に関する新教科検討委員会 

都立高校生の規範意識醸成に関する基準作成委員会 

学校防災教育推進委員会 

東京都理数教育振興本部委員 

東京都教職員研修センター 研修・研究評価委員会 

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

東京都安全・安心まちづくり協議会 

東京子ども応援協議会 （委員、幹事） 

少年の健全育成をめざす全都大会 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

全国高等学校総合体育大会 東京都実行委員会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 都民大会 

東京都学校保健会 （評議員） 

東京都麻しん対策会議 

健康づくりフォーラム実行委員会 

東京都エイズ専門家会議 

東京都男女平等参画を進める会 

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 

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

東京都安全・安心まちづくり協議会 （委員、幹事） 

東京子ども応援協議会 （委員、幹事） 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

東京都推奨携帯電話端末等検討委員会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 

健康づくりフォーラム実行委員会 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 都民大会 

東京都エイズ専門家会議 

東京都男女平等参画を進める会 

東京都学校保健会 （評議員） 

東京都麻しん対策会議 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

少年の健全育成をめざす全都大会 

子供を守るネットルールTOKYOキャンペーン 
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都高Ｐ連 活動の記録 (7/7) 

項目 2016（平成 28）年度 2017（平成 29年度） 

自 

主 

事 

業 

・広報誌発行→81号・82号・83号 

・広報誌コンクール  6月4日（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→5月18日、7月22日 

                10月14日,H29 2月24日 

・第８次高校生東北被災地視察ツアー 

 日時：7月30日～31日 

 宿泊：福島県南相馬市 農家民宿「いちばん星」 

 現地高校生との交流会：小高工業高校 

 参加人数：高校生15名 保護者17名 

・情報交換会→中部北地区 7月10日 

         東部北＆西部南地区 8月6日 

          西部北地区 10月22日 

         西部南、北地区合同情報交換会 12月17

日 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会10月10日 

  →西部地区バレーボール大会H29 1月21日 

・特別研修会 高校生の貧困問題研修会 

  日時：2月27日（オリセン） 

 ・講演会  講師：栗林知絵子氏  

    （NPO法人豊島こどもWAKUWAKUネットワーク代

表) 

・防災ウォーキング 荻窪及び国分寺から武蔵野中央公

園 

      日程：26日(日） 参加者：38名 

・広報誌発行→速報（全国大会・東北被災地視察） 

          84号・85号・86号 

・第39回広報誌コンクール  7月2日（オリセン）  

・全都会長会（オリセン）→5月18日、7月21日 

                10月14日,H30 2月23日 

・第９次高校生東北被災地視察ツアー 

 日時：7月24日～２６日 

 宿泊：福島県南相馬市 農家民宿「いちばん星」 

 現地高校生との交流会：小高産業技術高校 

 参加人数：高校生31名 保護者12名 

 

・情報交換会→東部北＆西部南地区 8月5日 

        →西部北地区 10月28日 

  →西部南、北地区合同情報交換会 12月2日 

・スポーツ大会 

  →西部地区ソフトボール大会10月9日 

  →西部地区バレーボール大会H30 ２月24日 

・特別研修会 （子どもの貧困対策委員会） 

  日時：1月26日（オリセン） 

  進学に向けての奨学金の概要説明と講演会 

  講演会（荒井佑介氏  NPO法人PIECES 副代表) 

委 

託 

事 

業 

・合同リーダー研修会 

 開催日：10月22日(土) 都小P主管 

 テーマ：心のエネルギーを補給しよう！ 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：11月26日(土) 14:00～16:30 

 テーマ：高校生のキャリア教育における保護者(ＰＴＡ)の

役割 

 会場：オリセン417 

 講師：池田 千恵美氏  

・合同リーダー研修会 

 開催日：12月16日(土) 都高P主管 

 テーマ：くじけない心の育て方-チャレンジする心を育て

る- 

 

・高校リーダー研修会 

 開催日時：11月25日(土) 14:00～16:30  

 テーマ：子供と社会をつなぐ学校教育,保護者の役割 

   （～高校時代の成績と進学、就職の関係は？～） 

 会場：オリセン417 

 講師：成田秀夫 河合塾・河合文化教育研究所 

関 

連 

事 

業 

・第66回全国高Ｐ連主催全国大会 千葉大会 

 テーマ：「再発見！愛」～今こそ信じよう愛の絆～ 

 開催日：8月25日(木) ～26日（金） 

   

・第29回東京地区大会 

 開催日：7月9日(土)  

 テーマ：「再発見！愛」～対話の力無限大～ 

 会場：オリセン 大ホール 

 内容：講演会 

 講師：水谷 修氏  

・第67回全国高Ｐ連主催全国大会 静岡大会 

 テーマ：「有徳の人」づくり 

   ～未来のために行動する「一人」を育てよう～ 

 開催日：8月24日(木) ～25日（金） 

・第30回東京地区大会 

 開催日：7月2日（日） 

 テーマ：「話・輪・和」～最高のチーム作りへ～ 

 会場：オリセン 大ホール 

 内容：「食が繋ぐ、健康と美」のシンポジウム 

 講師：愛甲猛氏・黒田光弘氏・下田智道氏  

外 

部 

派 

遣 

委 

員 

会 

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

東京都教職員研修センター 研修・研究評価委員会 

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

東京都安全・安心まちづくり協議会 （委員、幹事） 

東京子ども応援協議会 （委員、幹事） 

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

東京都推奨携帯電話端末等検討委員会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 

健康づくりフォーラム実行委員会 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 都民大会 

東京都エイズ専門家会議 

東京都男女平等参画を進める会 

東京都学校保健会 （評議員） 

東京都麻しん対策会議 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

少年の健全育成をめざす全都大会 

子供を守るネットルールTOKYOキャンペーン 

「ＳＮＳ東京ルール」推進協議会 

東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 

東京都教職員研修センター 研修・研究評価委員会 

心の東京革命推進協議会（青少年育成協会） 

東京都安全・安心まちづくり協議会 

東京子ども応援協議会  

首都交通対策協議会 暴走族特別部会 

東京都推奨携帯電話端末等検討委員会 

「がんばれ先生！東京新聞教育賞」実行委員会 

健康づくりフォーラム実行委員会 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動 都民大会 

東京都エイズ専門家会議 

第２期 東京都男女平等参画推進会議 

第９期 東京都男女平等参画を進める会 

東京都学校保健会 （評議員） 

東京都麻しん対策会議 

社会を明るくする運動 東京都推進委員会 

少年の健全育成をめざす全都大会 

子供を守るネットルールTOKYOキャンペーン 

「ＳＮＳ東京ルール」推進協議会 
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役職 区分 2005／平成 17年度 2006／平成 18年度 2007／平成 19年度

会長 橘 春恵 (6) 山本 博康 (9)／浦野 英樹 (4) 森谷 一夫 (4)

森田 信也 (2) 古川 廣美 (3) 阿部 礼子 (2)

川口 史子 (6) 浦野 秀樹 (4) 佐藤 千鶴子 (6)

稲葉 智恵 (6) 佐藤 千鶴子 (6) 渡辺 徳子 (6)

土屋 たみ江 (7) 川口 史子 (6) 増田 美香 (7)

増田 美香 (7) 増田 美香 (7) 石橋 ひとみ (7)

健全育成 高崎 茂之 (2) 渡辺 徳子 (6) 山口 明 (3)

広報 田中 充夫 (10) 萩原 則子 (4) 是川 薫 (3)

学校教育 板垣 和生 (8) 石川 晶 (1) 寺本 芳治(4)

議長担当 浦野 秀樹 (4) 内山 映子 (10) 石川 晶 (1)

会計担当 古川 廣美 (3) 阿部 礼子 (2) 植松 陽子 (10)

監事 井上 博俊 (9)、滝柳 まき子 (10) 吉澤 みつ子 (1)、残間 百合子 (2) 鈴木 政俊 (3)、根岸 光洋 (4)

1学区 斉藤 郁夫 吉澤 みつ子 下川 孝

2学区 村上 眞幾子 残間 百合子 高橋 多佳子

3学区 佐藤 安重 山口 明 鈴木 政俊

4学区 甲斐 矢世生 甲斐 秀隆 根岸 光洋

5学区 寿美 芳秀 武田 幸子 大羽 秀孝

6学区 佐藤 千鶴子 金山 忠嗣 星名 恵子

7学区 八木下 輝一 井上 ひろみ 森田 康史

8学区 宮下 孝志 宮下 孝志 宮下 孝志

9学区 干場 佳夫 岡本 伸二 北篠 勤

10学区 山岸 和代 田中 充夫 丹深 勉

島嶼 安富 光代 村上 正和 渡辺 伸一

1学区 鈴木 実一郎、佐藤 英雄、大竹 慶子 木原 夕子、下川 孝、石川 晶 幸野 和子、山本 功起、石川 晶

2学区 高崎 茂之、加藤 晴美、大橋 京子 阿部 礼子、高橋 多佳子、生江 明 オブライエン千世、滝津 廣、市川 祐子

3学区 古川 廣美、吉川 小枝、水島 洋子 渡辺 まゆみ、慶川 美佐子、高野 弘美 山口 明、是川 薫、青木 真佐江

4学区 鈴木 敦子、浦野 秀樹、谷 信行 貫井 ひとみ、萩原 則子、永野 咲子 阿部 郁恵、飯塚 直子、寺本 芳治

5学区 大城 けい子、矢作 喜三郎、高井 正美 松倉 二郎、萩本 晴史、大羽 秀孝 萩本 晴史、木村 祥三、小野 澄江

6学区 菊池 順子、小添 明子、小池 幸子 渡辺 徳子、坪田 有正、江端 豊作 石居 靖彦、宮西 美智子、前川 昇

7学区 高橋 久美子、関野 留美子、鈴木 康子 福士 敏彦、五十嵐 早苗、大畑 玲以子 黒川 博美、小紫 朗、清水 京子

8学区 池宮城 直美、渡部 眞由美、板垣 和生 田中 和典、滝坂 理花、大森 文夫 石田 誠、立山 美佐枝、石川 仁

9学区 高橋 節子、山本 博康、岡本 伸二 山口 嘉奈子、北篠 勤、北原 正子 西畑 春政、葛城 陽子、黒山 佳子

10学区 小西 祐子、田中 充夫、藤野 久美子 内山 映子、丹津 勉、植松 陽子 成富 喜久子、田中 茂太、植松 陽子

島嶼 村上 正和 中西 忍 村上 正和

1学区 斉藤 郁夫 吉澤 みつ子

2学区 村上 眞幾子 残間 百合子

3学区 佐藤 安重 山口 明

4学区 甲斐 矢世生 甲斐 秀隆

5学区 加藤 由江 武田 幸子

6学区 佐藤 千鶴子 金山 忠嗣

7学区 石橋 ひとみ 瀬戸 由佳

8学区 矢深 敏臣 宮下 孝志

9学区 井上 博俊 岡本 伸二

10学区 滝柳 まき子 田中 充夫

島嶼 安富 光代 村上 正和

顧問 校長協会 会長　佐治 恒孝 会長　佐治 恒孝 会長　斎藤 光一

校長協会 副会長　橋本 喜一 副会長　戸谷 賢司 副会長　戸谷 賢司

副校長会 会長　錦織 政晴 会長　和田 吉廣 会長　和田 吉廣

事務長会 会長　杉崎 香 会長　高松 良員 会長　境 満治

事務職員会 会長　高村 繁 会長　高村 繁 会長　高村 繁

評議員

相談役

都高P連　歴代役員等名簿（1/4）

副会長

学区
代表者

理事

総務会

名前の後

の数字は

学区を表す。
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役職 地区 2008/平成 20年度 2009/平成 21年度 2010/平成 22年度 2011/平成 23年度

森谷 一夫（中北） 高橋 多佳子(中南) 高橋 多佳子(中南) 南村 和良（西南）

西部南 石橋 ひとみ 近澤 五月 近澤 五月 渋谷  則子

西部北 板垣 和生 芝田 直樹 芝田 直樹 岩渕  賢次

中部南 高橋 多佳子 山口  明 丹羽 則子 稲舩 千里

中部北 松本 利恵 松本 利恵 青木 真佐枝 青木 真佐枝

東部南 渡辺 徳子 黒飛 公博

東部北 遠藤 修一 本間 正樹 本間 正樹 佐瀬 みどり

西部南 滝口  敦 南村 和良 堀田 典夫 渡辺 克己

西部北 佐藤  仁 樋渡 哲之 樋渡 哲之 高山 英典

中部南 小野 和成 加藤 勇一 市原 晃毅 二見 剛誠

中部北 塩野  章 青木 真佐枝 池本 義信 永井 あけみ

東部南 石居 靖彦 関 智香子 星 進一郎

東部北 萩本 晴史 三木 健司 三木 健司 本間 正樹

島嶼 村上 正和 高木 久司 佐藤  謙

丹澤  勉 坂本 光由 佐藤 浩幸 中田 充樹

森田 康史 住友 克敏 間杉 俊彦 増岡 朋之

田中 茂太 高木 千津子 小磯 美幸 小紫  朗

芝田 直樹 高橋 良衣 加藤 孝夫 羽生田 武二

鈴木  茂 岩渕 賢次 高山 英典 納見 敏明

田代 圭介 若林 恵理子

山口  明 石川 良子 小野 和成 加藤 勇一

市川 祐子 市川 祐子 加藤 勇一 小菅 雄治

石川 良子

森   啓 舘野 恵美子 六郷 伸司 池本 義信

廣川 美佐子 田名見 寿美子 高橋 みか 鶇巣 希久子

塚本 雄二 前沢 三恵子 都丸 ゆかり 六郷 伸司

黒飛 公博 近江 智美

吉田 恵三郎 後藤 佳代子

宮原  実 藤原 恵美 鈴木 健二 原田   仁

石塚 ゆみ子 菅井  充 斉藤 行弘 石塚  知美

植木  克俊

島嶼 川島 理史 奥山  清 髙木 久司

加藤 孝夫（西北）

西部南 後藤 瑞政 丹澤  勉 坂本 光由 佐藤 浩幸

西部北 宮下 孝志 北條  勤 岩渕 賢次 小木曽 厚志

中部南 オブライエン 千世 小野 和成 市川 祐子 齋藤 昌夫

中部北 是川 薫 山内 唱子 前沢 恵美子 高田 教子

東部南 大羽 秀孝 石川  晶

東部北 武田 幸子 宮原  実 佐瀬 みどり 三木 健司

校長協会 会長　斎藤 光一

校長協会 副会長　苗村 深

退職校長協会

副校長会 会長　玉井 篤 会長　玉井 篤 会長　玉井 篤 会長　都築  功

経営企画室長会 会長　村田 行勇 会長　村田 行勇 会長　村田 行勇 会長　村田 行勇

事務局次長 増田 美香 増田 美香

事務局員 小林 京子
事務局

評議員

会長　（地区名）

相談役

副会長

地区長

理事

東部南

東部北

会計理事(地区）

都高P連　歴代役員等名簿 (2/4)

西部南

西部北

中部南

中部北
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役職 地区 2012/平成 24年度 2013/平成 25年度 2014/平成 26年度 2015/平成 27年度

南村 和良（西南） 納見 敏明（西北） 納見 敏明（西北） 原田   仁（東北）

西部南 増岡 朋之 志村 なつみ 筒井 孝敏 長谷川 栄一

西部北 岩渕 賢次 高山 英典 芦沢 貴美枝 芦沢 貴美枝

中部南 稲舩 千里 稲舩 千里 榊原 正人 榊原 正人

中部北 青木 真佐枝 池本 義信 池本 義信 池本 義信

東部南

東部北 佐瀬 みどり 三木 健司 三木 健司 高田 教子

西部南 榎本  聡 松本 旭功 正井 達也 横山 明弘

西部北 高山 英典 菊地 正彦 後藤 芳美 橋本 政幸

中部南 二見 剛誠 二見  剛誠 栗山  剛 砂金  達

中部北 六郷 伸司 六郷  伸司 木村 豊行 伊藤 裕司

東部南 星 進一郎

東部北 原田  仁 村山 忠禎 小笠原 靖 巣山 員也

島嶼

渋谷 則子 渡辺 克己 渡辺 克己 松本 成仁

志村 なつみ 神谷 友子 上田 晋也 藤原 富夫

小紫  朗 関根 和美 草間 祐子 関野 美紀代

羽生田 武二 望月 則敏 小山 久江 後藤 芳美

納見 敏明 小山 久江 羽生田 武二 田中 茂太

若林 恵理子 羽生田 武二 谷川 寧子

加藤 勇一 齋藤 昌夫 鈴木 弘恵 斎木 多恵子

小菅 雄治 鈴木 弘恵

池本 義信 日下田悦男 六郷 伸司 木村 豊行

鳥海 久美子 鳥海 久美子 清水 秀盛 大図 信子

朝日  涼 中根恵美子 真砂 千春 六郷 伸司

阿部 幸子 高田 教子 巣山 員也 笹原 良太

高田 教子 田中 弓子 小山 雄志 小笠原 靖

三木 健司 原田  仁 高田 教子 鈴木 皇紀

島嶼

加藤 孝夫（西北） 若林 恵理子（西北） 谷川 寧子（西北） 村山 忠禎（東北）

鶇巣 希久子（中北）

西部南 堀田 典夫 榎本  聡 松本 旭功 正井 達也

西部北 小木曽 厚志 加藤 孝夫 高山 英次 野部 浩司

中部南 齋藤 昌夫 功刀 みさほ 齋木 多恵子 鈴木 弘恵

中部北 永井 あけみ     中村 あきい  日下田 悦男 玉田 美和

東部南

東部北 石塚 知美 山本 美奈子 村山 忠禎 小山 雄志

校長協会 事務局長　澤海 富保

校長協会

退職校長協会

副校長会 会長　守屋 誠一 会長　中間 均 会長　福田 洋三 会長　福田 洋三

経営企画室長会 会長　蜷川 澄夫 会長　村田 行勇 会長　澤田 悟 会長　澤田 悟

事務局長 青木 真佐枝 青木 真佐枝

事務局員 小林 京子
青木 真佐枝
小林 京子

小林 京子
鵫巣 希久子

鵫巣 希久子
事務局

評議員

相談役

都高P連　歴代役員等名簿 (3/4)

西部南

西部北

中部南

中部北

東部南

理事

東部北

会計理事(地区）

会長　（地区名）

副会長

地区長
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役職 地区 2016/平成 28年度 2017/平成 29年度 2018/平成 30年度 2019/令和 元年度

池本 義信（中北） 池本 義信（中北） 池本 義信（中北） 橋本 政幸（西北）

西部南 西藤 義則 西藤 義則 西藤 義則

西部北 芦沢 貴美枝 橋本 政幸 橋本 政幸

中部南 砂金 達 砂金 達 砂金 達

中部北 木村 豊行 木村 豊行 高根 徹

東部南

東部北 髙田 教子 髙田 教子 小林 恵美

西部南 松本 旭功 中村 幸子 野間 恵子

西部北 橋本 政幸 青木 健司 吉田 直弘

中部南 西園寺 まゆみ 鈴木 弘恵 鈴木 弘恵

中部北 鈴東 諭司 大城 のり子 柾 博光

東部南

東部北 鈴木 皇紀 丸山 悦男 寺嶋 幹夫

島嶼

松本 成仁 松本 成仁 本城 菊乃

藤原 富夫 藤原 富夫 大久保 弘美

本城 菊乃 本城 菊乃 安藤 直子

金谷  豊 金谷  豊 松井 真由美

田中 茂太 田中 茂太 石田 直美

高根  啓 松井 真由美 松村 直哉

齋木 多恵子 西園寺 まゆみ 武智 孝安

榊原 正人

有田 玲子 鍬守 文雄 坂井 太

山岸 康世 本間 修市 宍倉 由美子

大城 のり子 山岸 康世 本間 修市

巣山 員也 巣山 員也 巣山 員也

岡本  剛 笹原 良太 笹原 良太

杉浦 文隆 小林 恵美 松浦 美恵子

島嶼

小山 雄志（東北） 小笠原 靖（東北） 棚田 由紀子(西北)

西部南 河合  滋 福山亜矢子 中村 幸子

西部北 谷川 寧子 松村 直哉 青木 健司

中部南 鈴木 弘恵 岸  祐子 岩間 典子

中部北 伊藤 裕司 有田 玲子 山岸 康世

東部南

東部北 小笠原 靖 鈴木 皇紀 岡本 剛

校長協会 事務局長　澤海 富保 事務局長　澤海 富保 事務局長　澤海 富保

校長協会

退職校長協会 副会長　天沼　照夫 副会長　天沼　照夫 副会長　天沼　照夫

副校長会 会長　福田 洋三 会長　加瀬 きよ子 会長　加瀬 きよ子

経営企画室長会 会長　澤田 悟 会長　澤田 悟 会長　澤田 悟

事務局長 青木 真佐枝 芦沢 貴美枝 芦沢 貴美枝

事務局員 鵫巣 希久子 鵫巣 希久子 鵫巣 希久子

会計理事(地区）

評議員

相談役

事務局

都高P連　歴代役員等名簿 (4/4)

会長　（地区名）

副会長

地区長

理事

西部南

西部北

中部南

中部北

東部南

東部北
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第４章 付録 

 

全高Ｐ連 東京大会（速報、大会会報） 4-1 

  

会報誌の変遷 4-7 

 

 



4-1 

第 60 回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 東京大会 速報（１面） 

 

 



4-2 

第 60 回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 東京大会 速報（２面） 
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第 60 回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 東京大会 速報（３面） 
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第 60 回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 東京大会 速報（４面） 

 

 



4-5 

第 60 回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 東京大会 大会会報（表紙） 

 



4-6 

第 60 回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 東京大会 大会会報（DVD） 

 



4-7 

都高Ｐ連会報 第 58 号（2009 年 3 月 31 日発行） 

この号まではモノクロでした。 

 



4-8 

都高Ｐ連会報 第 60 号（2010 年 1 月 31 日発行） 

この号からフルカラーになりました。 

 



4-9 

都高Ｐ連会報 第 72 号（2013 年 8 月 31 日発行） 

会報のロゴが変更され、記事の表記が横書きになりました。 

 



4-10 

都高Ｐ連会報 第 78 号（2015 年 9 月 10 日発行） 

紙面が画期的にリニューアルされました。 

 



4-11 

都高Ｐ連会報 第 82 号（2016 年 12 月 20 日発行） 

タイトルが愛称の「とこっぴ」になりました。 

 



≪編集後記≫ 

記録によりますと、都高Ｐ連の祖となる「東京都公立高等学校父母連絡会」が結成され

たのが 1948（昭和 23）年だとのことです。となると、2018（平成 30）年でちょうど 70

周年になるので、何か周年のイベントを考えた方が良いのではないか？、という話が 3 年

くらい前から持ち上がりました。 

以前、創立 50 周年の記念誌が発行されていて、それを見ると現在とは組織などが大きく

異なっていることに気づきました。そこで、その変遷を記録に残すために、70 周年の記念

誌を作ろうという話になりました。 

十数年前までのことは知っているという OB/OG に声を掛けて、当時の記憶と記録を掘り

起こすことになりました。一部不明な部分もありましたが、周年の記念誌としては資料の

部分は充実したものになったと思います。もっとイベントの写真なども入れようという案

があったのですが、労力や頁数の問題もあり、付録が東京大会と会報誌だけになってしま

ったのが少し残念です。 

近年、PTA の問題がマスコミにも取り上げられ、PTA 離れが進んでします。保護者が子

どもの学校の PTA に参加しないだけでなく、単位 PTA が連合会に加盟しなくなって来て

います。しかし、少子高齢化が進む中、自分の（子どもの）ことだけでなく、社会全体で

子ども達の成長を支えるような世界になって欲しいと思います。都高Ｐ連が、その一翼を

担う存在であるよう願っています。 

（T.N） 

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 70 周年記念誌編集委員会 

役職 氏名 地区 学校 

委員長 池本 義信 中部北 豊島 OB 

編集長 納見 敏明 西部北 国分寺 OB 

編集委員 中田 充樹 西部南 府中西 OB 

編集委員 是川 薫 中部北 大泉 OG 

編集委員 後藤 浩子 西部北 東村山西 OG 

事務局 芦沢 貴美枝 西部北 東久留米 OG 

 

 

≪発行履歴≫ 

初版 2019（令和元）年 6 月 8 日 

 令和元年度 定期総会 に合わせて初版を公開。 
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