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年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月10日 平成２９年度定期総会 オリセン

平成29年6月28日 第１回　運営委員会 都高Ｐ連事務所

第２９回　東京地区大会

広報誌コンクール表彰式

平成29年7月21日 第１回　全都会長会 オリセン

平成29年7月22日
　　　　　～23日

第９次　高校生東北被災地視察ツアー 福島県南相馬市

平成29年8月2日 第２回　運営委員会 あんさんぶる荻窪

平成29年8月23日
　　　　　～25日

第６７回　全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 静岡

平成29年10月4日 第３回　運営委員会 都高Ｐ連事務所

平成29年10月14日 第２回　全都会長会（情報交換会） オリセン

平成29年11月15日 第４回　運営委員会 都高Ｐ連事務所

平成29年11月25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30年1月24日 第５回　運営委員会 都高Ｐ連事務所

平成30年2月21日 第６回　運営委員会 都高Ｐ連事務所

平成30年2月23日 第３回　全都会長会 オリセン

平成30年3月3日 平成３０年度　都高Ｐ連　会長選挙 オリセン

平成30年3月28日 第７回　運営委員会 都高Ｐ連事務所

平成30年4月18日 第８回　運営委員会 都高Ｐ連事務所

平成30年5月11日 平成３０年度　新旧運営委員会 オリセン

平成30年5月18日
平成３０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２９年度　東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会　１年の流れ

平成29年7月2日 オリセン
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１．総会

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月10日 １．開会のことば

２．会長あいさつ

３．ご来賓あいさつ

４．議長団選出

５．議事録署名者選出

６．平成２８年度議事

 決議事項

オリセン

【第一号議案】平成２８年度事業報告

【第二号議案】平成２８年度会則改定議案

【第三号議案】平成２８年度会計報告

７．評議意見

８．選挙管理委員会報告

９．平成２９年度会長あいさつ

１０．平成２９年度議事

 決議事項

【第四号議案】平成２９年度事業計画（案）

【第五号議案】平成２９年度会計予算（案）

 報告事項

【報告事項】第２９回東京地区高等学校ＰＴＡ
連合会大会予算

１１．議長団解任

１２．平成２０年業務上横領事件について

１３．その他報告事項

１４．閉会のことば

平成２９年度　東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会　活動報告
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２．運営委員会・評議委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月28日 第１回　運営委員会・評議委員会 都高Ｐ連事務所

1.成立確認
2.会長挨拶
3. 議題
●報告・依頼事項

(1) 平成２９年度の運営委員会の体制について
(2) 全国高Ｐ連の理事会/委員会報告、東京都/
関係団体への出席報告
(3) 全国高Ｐ連・静岡大会への研修ツアーにつ
いて
(4) 各地区からの報告・提案
(5) 常置委員会からの報告
(6) 高校生東北被災地視察ツアー進捗状況
(7) 都高Ｐ連・運営委員会・各委員会等につい
て
(8) 特別委員会について
(9) 第２９回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大
会について
(10) 第30回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会
について
(11)地区助成金について
(12)運営委員会の出欠及び交通費について
(13)活動報告書について
(14)学校支援センター訪問について
(15)運営委員会のメーリング等について

●審議事項
　・全都会長会議事
4．今後の予定

平成29年8月2日 第２回　運営委員会・評議委員会 あんさんぶる荻窪

1.成立確認
2.会長挨拶
3.議題
 ●佐賀大会に向けてプレゼン
 ●報告・依頼事項

(1) 全国高Ｐ連の理事会/委員会報告、東京都/
関係団体への報告
(2) 全国高Ｐ連・静岡大会への研修ツアーにつ
いて
(3) 各地区からの報告・提案
(4) 委員会からの報告
(5) 高校生東北被災地視察ツアー実施報告
(6) 学校支援センター訪問について
(7) 募金について
(8) 10月の全都会長会について
(９) 広報誌コンクール受賞校の広報誌配布につ
いて
(10)都高P連広報誌　見積りについて
(11)事務所の夏季休業について

 ●審議事項
　・学校教育委員会　政党ヒアリング項目
4．今後の予定
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年10月4日 第３回　運営委員会・評議委員会 都高Ｐ連事務所

1.成立確認
2.会長挨拶
3.議題
 ●報告・依頼事項

(1)全国高Ｐ連の理事会/委員会報告、東京都/関
係団体への報告
(2)都高Ｐ連委員会/各地区からの報告　　※書
類にて報告
(3)学校保健会からの研修案内
(4)ＰＴＡリーダー研修会について
(5)第２回全都会長会について

 ●審議事項
　・来年度全国高Ｐ連大会・佐賀大会研修ツアー
について
 ・旅行会社選定について
 ・投票
4．今後の予定

平成29年11月15日 第４回　運営委員会・評議委員会 都高Ｐ連事務所

1.成立確認
2.会長挨拶
3.議題
 ●報告・依頼事項

(1)東京都・関係団体の委員会等の報告
(2)各委員会の活動報告
(3)各地区からの報告
(4)ＰＴＡリーダー研修会開催について
(5)H30年度総合補償制度、24時間高校生保険に
ついて
(6)会長選挙について
(7)生協からの募集について
(8)会計より
(9)その他

 ●審議事項
　・全都会長会について
4．今後の予定

平成30年1月24日 第５回　運営委員会・評議委員会 都高Ｐ連事務所

1.成立確認
2.会長挨拶
3.議題
 ●報告・依頼事項

(1)東京都・関係団体の委員会等の報告
(2)各委員会の活動報告
(3)各地区からの報告
(4)選挙管理委員会からの報告
(5)貧困研修会1/26について
(6)平成30年度周年行事の調査について
(7)会計より地区活動補助金について
(8)その他

 ●審議事項
　(1)第3回全都会長会について
　(2)佐賀大会での全高Ｐ連表彰校選考について
4．今後の予定
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年 月 日 事 項 会 場

平成30年2月21日 第６回　運営委員会・評議委員会 都高Ｐ連事務所

1.成立確認
2.会長挨拶
3.議題
 ●報告・依頼事項

(1)東京都・関係団体の委員会等の報告
(2)各委員会の活動報告各委員長
(3)各地区からの報告
(4)68回佐賀大会
(5)福島視察ツアーについて
(6)第３回全都会長会について
(7)30年度周年予定校について
(8)地区活動に対する助成金について
(9)都補助金申請に関する領収書供与のお願い
(10)広報誌コンクールについて

 ●審議事項
4．今後の予定

平成30年3月28日 第７回　運営委員会・評議委員会 都高Ｐ連事務所

1.成立確認
2.会長挨拶
3.議題
 ●報告・依頼事項

(1)東京都・関係団体の委員会等の報告
(2)各委員会の活動報告
(3)各地区からの報告
(4)H30年度会長選挙結果について
(5)東京都公立高等学校定時制通信制PTA連合会
への協力について
(6)広報誌コンクールについて
(7)H30年度周年予定校の報告について
(8)感謝状の贈呈について
(9)H29年度子ども応援募金報告

 ●審議事項
　(1)H31年度会長選挙の日程について
　(2)第10次高校生東北被災地視察ツアーについ
て
　(3)H30年度暫定予算案について
　(4)H30年度特別委員会について
　(5)改正個人情報保護法対策について
　(6)第29回東京地区大会決算報告
　(7)Ｈ29年度活動の歩み印刷業者選定について
4．今後の予定
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年 月 日 事 項 会 場

平成30年4月18日 第８回　運営委員会・評議委員会 都高Ｐ連事務所

1.成立確認
2.会長挨拶
3.議題
 ●報告・依頼事項

(1) 東京都・関係団体の委員会等の報告
(2) 各委員会の活動報告（一年の振り返り）
(3) 各地区からの報告
(4) 第30回東京地区大会 当日スタッフのお願い
(5) 平成29年度「活動の歩み」進捗状況につい
て

 ●審議事項
　(1) 都高P連表彰について
　(2) 第30回東京地区大会予算案について
　(3) 事務員の雇用契約について
　(4) 相談役の就任依頼について
4.その他
　(1) 一年の振り返り
5.今後の予定

平成30年5月11日 平成３０年度　新旧運営委員会・評議委員会 オリセン

３．全都会長会

年 月 日 事 項 会 場

平成29年7月21日 第１回　全都会長会 オリセン

１．全都会長会について
２．各地区、各委員会の報告について（書面報
告）
３．全国高Ｐ連主催　静岡大会について
４．高校生東北被災地視察ツアーについて
５．幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会につい
て
６．学校経営支援センターとの情報交換会につ
いて
７．情報セミナー
・文科省主催　改正個人情報保護法（ＰＴＡ規
約作り等）
８．その他、連絡事項



8

年 月 日 事 項 会 場

平成29年10月14日 第２回　全都会長会 オリセン

第１部　議事

１．第６７回静岡大会の報告
２．第６８回佐賀大会のお知らせ
３．高校生東北被災地視察ツアー報告
４．29回東京地区大会の報告
５．30回東京地区大会からのお知らせ
６．全国高Ｐ連健全育成
　安心協ＩＬＡＳについて・高校生ICT
　　Confarence in東京について
７．合同リーダー研修会、高校リーダー研修会
８．高校生を対象にした健全育成に関する取組
について
　（都庁青少年・治安対策本部青少年課）
９．大学生協からのお知らせ
１０．その他報告、連絡事項

第 ２ 部　情報交換会

テーブルごとに懇談（立食形式、テーブルのメ
ンバーは地区混合）

平成30年2月23日 第３回　全都会長会 オリセン

１．第68回全国大会佐賀大会について
２．平成３０年度都高Ｐ連会長選挙について
３．保険について
４．第２９回東京地区大会報告について
５．第３０回東京地区大会について
６．そのほか
　・東京英語村について
　・大塚製薬からおしらせ
　・国土交通省からのおしらせ
　・東京都青少年治安対策本部からのおしらせ

平成30年5月18日 平成３０年度　新旧全都会長会 オリセン

４．役員会

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月7日 第23回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年6月22日 第１回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年7月2日 第２回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年7月12日 第３回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年7月27日 第４回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年8月9日 第５回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年8月18日 第６回　役員会（臨時） 都高Ｐ連事務所

平成29年8月30日 第７回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年9月13日 第８回　役員会 都高Ｐ連事務所
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年9月27日 第９回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年10月11日 第10回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年11月1日 第11回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年11月13日 第12回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年12月13日 第13回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成29年12月27日 第14回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年1月17日 第15回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年1月22日 第16回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年2月7日 第17回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年2月19日 第18回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年2月28日 第19回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年3月14日 第20回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年3月26日 第21回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年4月11日 第22回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年4月16日 第23回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年5月9日 第24回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年5月16日 第25回　役員会 都高Ｐ連事務所

平成30年5月30日 第26回　役員会 都高Ｐ連事務所
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年12月9日

第１回委員会
  ・前年度より引き継ぎ
　・役割決め
　・スケジュール確認

都高Ｐ連荻窪事務所

平成30年1月20日
第２回委員会
  ・告示書書類い印刷、発送作業

都高Ｐ連荻窪事務所

平成30年1月22日 会長選挙告示ＨＰ掲載

平成30年1月24日
運営委員会出席
  ・選挙管理委員会発足の報告

都高Ｐ連荻窪事務所

平成30年2月10日

第３回委員会
  ・立候補締め切り立ち合い
　・立候補の追加募集の告示（ＨＰ）
　・立候補者受付確認書発送

都高Ｐ連荻窪事務所

平成30年2月17日

第４回委員会
  ・追加立候補締め切り立ち合い
　・公示文書印刷、発送作業
　・選挙当日の準備、打ち合わせ

都高Ｐ連荻窪事務所

平成30年2月23日
全都会長会出席
  ・会長選挙の説明

オリセン

平成30年3月3日 会長選挙当日 オリセン

平成30年3月4日 選挙結果公示（ＨＰ）

平成30年3月10日 選挙結果確定の公示（ＨＰ）

平成30年3月10日
第５回委員会
  ・選挙結果確定の公示文書印刷、発送作業

都高Ｐ連荻窪事務所

平成30年3月28日
運営委員会出席
  ・選挙管理委員会終了の報告

都高Ｐ連荻窪事務所

平成30年4月7日
第６回委員会
　・反省会
　・来年度への引き継ぎ資料作成

都高Ｐ連荻窪事務所

選挙管理委員会　活動報告
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１．第２９回 東京都地区大会実行委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成28年8月10日
第１回実行委員会
　・自己紹介
　・大会内容検討

都高Ｐ連事務所

平成28年9月14日
第２回実行委員会
　・大会内容検討
　・講演者選考

都高Ｐ連事務所

平成28年10月19日
第３回実行委員会
　・大会内容検討
　・講演者選考

都高Ｐ連事務所

平成28年11月9日
第４回実行委員会
　・大会内容
　・講演者選考

都高Ｐ連事務所

平成29年1月23日
第５回実行委員会
　・講演者選考
　・予算案検討

都高Ｐ連事務所

平成29年2月23日
第６回実行委員会
　・講演者選考
　・予算案検討

都高Ｐ連事務所

平成29年3月10日
第７回実行委員会
　・大会パンフレット検討
　・予算案検討

都高Ｐ連事務所

平成29年3月30日
第８回実行委員会
　・大会パンフレット検討
　・予算案検討

都高Ｐ連事務所

平成29年4月25日
第９回実行委員会
　・大会要項検討

都高Ｐ連事務所

平成29年5月11日
第１０回実行委員会
　・当日分担業務検討
　・大会要項作成

都高Ｐ連事務所

平成29年5月30日 会場担当者打ち合わせ会 オリンピックセンター

平成29年6月1日
第１１回実行委員会
　・当日分担業務検討
　・大会要項作成

都高Ｐ連事務所

平成29年6月10日
第１２回実行委員会
　・当日分担業務検討
　・大会要項作成

都高Ｐ連事務所

平成29年6月14日
第１３回実行委員会
　・当日分担業務検討
　・大会要項作成

都高Ｐ連事務所

平成29年6月27日
第１４回実行委員会
　・当日分担業務検討

都高Ｐ連事務所

平成29年6月29日 会場担当者打ち合わせ オリンピックセンター

平成29年6月30日
第１４回実行委員会
　・大会準備

都高Ｐ連事務所

常置委員会・特別委員会　活動報告
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年7月1日
第１５回実行委員会
　・大会準備

都高Ｐ連事務所

平成29年7月2日 第２９回東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 オリンピックセンター

平成29年7月18日
第１６回実行委員会
　・大会報告書検討

都高Ｐ連事務所

平成29年8月16日
第１７回実行委員会
　・大会報告書検討

都高Ｐ連事務所

平成29年9月15日
第１８回実行委員会
　・大会報告書検討

区民センター

２．第３０回　東京都地区大会実行委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成29年5月31日 第0回委員会 都高Ｐ連荻窪事務所

①正副委員長等役割決め

②協力員選出について

　・中部南から必ず1名、他地区1～2名を依頼

③開催日・会場について

　平成30年7月8日(日)オリセン大ホール

④その他

　・テーマ・内容は、7/2の大会を見て、参加者
や地区等から意見を集約する

・分担金の値上げはしない

平成29年7月14日 第１回委員会 都高Ｐ連荻窪事務所

・自己紹介

・自己紹介テーマについて

・講演について

・生徒発表について

・広報誌コンクール表彰式について

・スポンサー獲得について

平成29年8月28日 第2回東京地区大会実行委員会 都高Ｐ連荻窪事務所
１、確認事項
　開催日：平成３０年６月２４日（日曜日）
　会場：オリンピック青少年センター大ホール
　メインテーマ
　　　　　【広めよう 高めよう 慈しむ心】
　サブテーマ　～あなたの未来 希望の明日へ～
２、基調講演「荻原健司」氏に決定
・ノルディック複合スキーヤー・オリンピック
団体２連覇
・ワールドカップ個人３連覇・北野建設スキー
部長
・長野県教育委員

３、テーマについて

４、生徒発表について

５、広報誌コンクールについて

６、スポンサー獲得について

　　　●現在までの広告スポンサー契約確認
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年9月29日 第3回　第30回東京地区大会実行委員会 都高Ｐ連荻窪事務所

１、今後のスケジュールについて

２、基調講演「荻原健司」氏に決定

３、当日のタイムテーブルを検討

４、その他

　　　●現在までの広告スポンサー契約確認

平成29年11月8日 第4回　第30回東京地区大会実行委員会 都高Ｐ連荻窪事務所

１、基調講演「荻原健司」氏に決定

・ノルディック複合スキーヤー・オリンピック
団体２連覇

・ワールドカップ個人３連覇・北野建設スキー
部長

・長野県教育委員

２、当日のタイムテーブルを検討

３、スケジュールについて（今後の動き）

４、その他

　　　●現在までの広告スポンサー契約確認

平成29年12月8日 第5回東京地区大会実行委員会 都高Ｐ連荻窪事務所
１、確認事項
２、予算について

３、ポスタ―案

４、大会当日タイムテーブル確認

５、オープニングアクト選出

６、スポンサー獲得について

　　　●現在までの広告スポンサー契約確認

平成30年2月1日 第6回　第30回東京地区大会実行委員会 都高Ｐ連荻窪事務所

１、ポスターについて

サイズ、デザイン等詳細を決める

２、事例発表について

タイムテーブル確認

３、オープニングアクトの出場校について

４、今後の日程について

５、その他
公演依頼書確認。当日お手伝い人員確認。

平成30年3月7日 第7回東京地区大会実行委員会 都高Ｐ連荻窪事務所

１、ポスターについて　印刷配布　済

２、事例発表について

秋留台高校　１校とする

３、タイムテーブル変更について検討

４、今後の日程について

・開催案内・大会参加申し込み・大会要項・会
場レイアウト等都高Ｐ連ホームページに掲載予
定
・４月下旬と５月下旬で会場下見。
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３．学校教育委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月23日

第１回学校教育委員会
議事：①自己紹介
　　　②昨年度の活動の説明
　　　③年間活動計画
　　　④要望書に対する政党からの回答内容確認
　　　⑤新旧引継ぎ
　　　⑥その他交通費精算等

荻窪事務所

平成29年7月14日

第２回学校教育委員
議事：①政党要望書の内容決定（８月中）
　　　②アンケート設問内容検討
　　　③その他：都教育局とのパイプ作り要

あんさんぶる第２会
議室

平成29年8月29日

第３回学校教育委員会
議事：①政党要望書の内容最終点検
　　　②アンケート設問内容検討
　　　③その他：子どもの貧困と合同委員会参加

荻窪事務所

平成29年9月11日
都議会民進党ヒアリング
参加者：池本会長、金谷委員長、巣山理事

都議会

平成29年9月19日

第４回学校教育委員会
議事：①政党要望書の内容最終点検
　　　②アンケート設問内容検討
　　　③その他：子どもの貧困と合同委員会参加

荻窪事務所

平成29年9月28日
子どもの貧困対策委員会との合同委員会
討議内容アンケートに反映

荻窪事務所

平成29年10月11日
都議会民進党ヒアリング 13:30-14:00
参加者：池本会長、金谷委員長、巣山理事

都議会

平成29年10月25日

第５回学校教育委員会
議事：①共産党ヒアリング報告
　　　②アンケートたたき台検討・校長協会と
　　　面談継続
　　　③その他：学校教育のプログラムスケ
　　　ジュール化

荻窪事務所

平成29年10月27日
子どもの貧困対策委員会との合同委員会
議事：①アンケート説明・設問項目要望
　　　②奨学金の切り口確認

荻窪事務所

平成29年11月16日

第６回学校教育委員会
議事：①アンケートのスケジュール
　　　②校長協会と面談対応
　　　③その他：奨学金の説明プログラム、高
　　　校教育の問題について

荻窪事務所

平成30年3月6日

第７回学校教育委員会
議事：①アンケートの結果報告
　　　②次回までに巣山理事が集計データをグ
　　　ラフ化、金谷委員長が報告案作成

荻窪事務所
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年 月 日 事 項 会 場

平成30年3月20日

第８回学校教育委員会
議事：①アンケートの結果報告書案検討、一部
　　　グラフを修正
　　　②３月中に最終案を作成し本部に報告

荻窪事務所

平成30年4月17日

第９回学校教育委員会
議事：①アンケートの結果報告書発行報告
　　　②今年度アンケートの課題・反省点・引き
　　　　継ぎ事項確認

荻窪事務所

４．調査広報委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月26日

第1回　調査広報委員会
議事：分掌について
　　　　協力委員について
　　　　制作方針　　　　広報誌年3回
　　　　　　　　　　　※速報(Ａ2判）年1回
　　　　　　　　　　　　歩み年1回
　　　　印刷業者について
　　　　活動の歩みについて発刊日(Ｈ30.3/20）
　　　　被災地視察ツアー・全国大会の速報
　　　Ｈ29年度1号（第84号）について

荻窪事務所

平成29年7月4日

第2回　調査広報委員会
議事：広報誌第84号の発行について
　　　　台割確認
　　　　発行日　9月11日
　　　　原稿締切　 7月31日
　　　　平成29年度委員会企画について
　　　　各校での会長選出方法
　　　　各地区宛（単位Ｐ）宛へＷＥＢ
　　　　アンケート依頼

荻窪事務所

平成29年8月8日

第3回　調査広報委員会
議事：広報誌第84号素材確認
　　　　速報作成にあたり福島ツアーの素材確認
　　　　速報作成にあたり全国大会役回り確認
　　　　スケジュール確認（原稿・写真）
　　　　広報誌第85号の内容について

荻窪事務所

平成29年9月1日

第4回　調査広報委員会
議事：29年度1号(84号)の最終確認
　　　　速報全国大会の素材確認
　　　　29年度2号(85号)の構成について
　　　　85号8ページ向けアイデア出し
　　　　取材＆発行スケジュール確認

荻窪事務所

平成29年9月15日

第5回　調査広報委員会
議事：29年度1号(84号)、速報反省点等
　　　　29年度第1号(84号)および速報の封入、
　　　　発送
　　　　29年度2号（85号）取材、原稿依頼、
　　　　スケジュール確認
　　　　「歩み」の下地作り
　　　　原稿素材締切り・・10/31
　　　　編集作成に入る～封入・発送目標12/11

荻窪事務所
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月24日

第6回　調査広報委員会
議事：広報誌第85号の発行について
　　　　29年度2号(85号)初校チェック、校正
　　　　29年度3号（86号）取材、原稿依頼、
　　　　スケジュール確認

荻窪事務所

平成29年12月8日
29年度第2号(85号)封入、発送
第86号に会長選挙の速報を掲載するための段取り
確認

荻窪事務所

平成30年3月2日

第7回　調査広報委員会
議事：広報誌第86号の発行について
　　　　29年度３号(86号)初校チェック、校正
　　　　「歩み」制作の打ち合わせ
　　　　交通費等の確認

荻窪事務所

平成30年3月12日
29年度第3号(86号)封入、発送
東京地区大会の冊子同梱
「歩み」の原稿締切等、事務局と確認

荻窪事務所

５．子どもの貧困対策委員会

年 月 日 事 項 会 場

平成29年7月18日
第１回委員会
自己紹介と今後の活動内容について

荻窪事務所

平成29年8月28日
第２回委員会
特別研修会開催にあたり打合せ

荻窪事務所

平成29年9月28日
第３回委員会
特別研修会開催の講演者と話し合い

荻窪事務所

平成29年10月27日
第４回委員会
特別研修会開催の奨学金問題の打合せ

荻窪事務所

平成29年11月20日
第５回委員会
特別研修会開催の奨学金問題資料について

荻窪事務所

平成29年12月8日
第６回委員会
特別研修会開催の奨学金問題資料について

荻窪事務所

平成29年12月19日
第７回委員会
特別研修会開催の内容について打合せ

荻窪事務所

平成30年1月15日
第８回委員会
特別研修会に向けての準備と打合せ

荻窪事務所

平成30年1月26日
第９回委員会
特別研修会

オリンピックセン
ター

平成30年2月9日
第１０回委員会
特別研修会の反省

荻窪事務所

平成30年3月16日
第１１回委員会
一年間の反省

荻窪事務所
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１．西部南地区

年 月 日 事 項 会 場

平成29年5月27日 第10回定期総会 京王プラザホテル八王子

平成29年6月16日 第1回役員会 八王子　労政会館

平成29年7月7日 第1回会長会 八王子　労政会館

平成29年8月5日 東部北との情報交換会 高尾山

平成29年8月10日 第2回役員会 八王子　労政会館

平成29年8月24/25日 全国大会静岡大会　13校、34名参加

平成29年9月22日 第2回会長会 八王子　労政会館

平成29年10月9日 多摩地区PTA交流ソフトボール大会　19名参加 昭島市くじら公園

平成29年10月13日 第3回役員会 八王子　労政会館

平成29年11月10日 第3回会長会 八王子　労政会館

平成29年12月8日 第4回役員会 八王子　労政会館

平成30年1月12日 第4回会長会 八王子　労政会館

平成30年2月9日 第5回役員会 八王子　労政会館

平成30年3月9日 第5回会長会 八王子　労政会館

平成30年3月21日 新旧交流バス研修 つくば方面

平成30年4月13日 第6回役員会・新旧会長会 八王子　労政会館

平成30年5月10日 新旧会長会 八王子　労政会館

平成30年5月26日 第11回定期総会 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29年4月19日
新旧役員会
議事:平成29年度役員選出

国分寺労政会館

平成29年6月3日

西部北地区定期総会
議事:①28年度報告
　　　 活動報告､決算報告､会計監査報告
　　 ②29年度審議事項
　　　 役員選出/役割分担案､活動計画､予算案､
　　　 会則改正案

東村山サンパルネ

平成29年6月29日
第一回役員会
議事:第一回会長会打ち合わせ

デニーズ国分寺駅前店

平成29年7月4日
第一回西部北地区会長会
議事:①自己紹介と単位PTA活動報告､活動計画
　　 ②スポーツ交流会についての意見交換会

国分寺労政会館

地区連合会　活動報告
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年8月23/24日
第67回全国高等学校PTA連合会大会静岡大会の
参加　10校、22名

平成29年7月29日

第二回役員会
議事：①10/28(土)第二回会長会(情報交流会)
　　　　について｡
　　　②12/2(土)第三回会長会(西部南･北地区
　　　　合同情報交換会)について。

国分寺労政会館

平成29年9月23日

第三回役員会
議事：①10/28(土)第二回会長会(情報交流会)
　　　　について｡
　　　②12/2(土)第三回会長会(西部南･北地区
　　　　合同情報交換会)について。

国分寺労政会館

平成29年10月2日 東村山高等学校創立50周年記念式典出席 東村山高校体育館

平成29年10月28日
第二回会長会
情報交換会、地区懇親会
加盟校18校中17校、約40名参加

東村山サンパルネ

平成29年11月17日 拝島高等学校創立40周年記念式典出席 昭島市市民会館

平成29年11月18日

第四回役員会
　西部地区南北合同情報交換会､打ち合わせ
　交換会テーブル割り振り、当日のスケジュー
　ル確認、など

小金井市婦人会館

平成29年11月29日
第五回役員会
　西部地区南北合同情報交換会､最終確認打ち合
　わせ、最終確認

国分寺労政会館

平成29年12月2日

西部地区南北合同情報交換会
　西部北地区、南地区約100名
　第一部:合同情報交換会
　第二部:懇親会

府中活動市民セン
ター
プラッツ

平成30年1月27日
第六回役員会
　第三回 会長会の為の 打ち合わせ

国分寺労政会館

平成30年2月7日

第三回会長会
議題:①次年度、西部北地区役員選出について
　　 ②西部地区スポーツ交流会(バレーボール
 　　　大会)について

国分寺労政会館

平成30年2月9日

西部北地区 親睦ボウリング大会
　東村山西、拝島、武蔵野北、武蔵村山、田無、
　東村山、福生、秋留台、小平南、ＯＢを含む
　１６名参加

ラウンドワン 八王子

平成30年2月24日
西部北地区 スポーツ交流会
バレーボール大会

エスフォルタアリーナ
八王子

平成30年3月19日

第七回役員会
　①次年度役員選出について、当日の進め方
　　についての最終確認
　②今年度の会計チェック

国分寺労政会館
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年 月 日 事 項 会 場

平成30年4月11日

西部北地区 新旧会長会
　①平成30年度 会長候補ならびに役員候補の
　　自己紹介
　②地区役員選出
　③都高Ｐからのお知らせ

国分寺労政会館

平成30年5月4日

第八回役員会
　①新役員候補、顔合わせ
　②地区総会の打ち合わせ
　③会計監査について

国分寺労政会館

平成30年5月26日
会計監査
役員会予備日

国分寺労政会館

平成30年6月2日 西部北地区定期総会 府中プラッツ

３．中部南地区

年 月 日 事 項 会 場

平成29年4月26日 新旧地区会 荻窪事務所

平成29年6月4日 平成29年度　中部南地区総会 神代高校

平成29年6月4日 中部南地区懇親会

平成29年6月21日 第1回 地区会 あんさんぶる荻窪

平成29年7月2日
東京都地区大会
　未加盟校との挨拶

オリンピックセンター

平成29年8月9日
第2回 地区会
　(生徒発表会、経営支援センター訪問)

あんさんぶる荻窪

平成29年10月25日 中部南地区　経営支援センター訪問

平成29年12月4日
中部学校経営支援センター
表敬訪問16時より

中部学校経営支援セ
ンター（東池袋）

平成29年10月25日 中部南地区　懇親会

平成29年11月19日 中部南地区　生徒発表会 ゆう杉並

平成30年2月6日
第3回 地区会
　(都高P加入継続、将来の体制)

荻窪事務所

平成30年4月25日 第4回 地区会(新旧地区会) 荻窪事務所

４．中部北地区

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月2日 定期総会・歓送迎会 グレースパリ池袋

平成29年7月5日 第1回代表者会
練馬区生活産業プラザ
ココネリ

平成29年7月5日 高校PTAリーダー研修会 オリセン
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年9月12日 第2回代表者会
練馬区生活産業プラザ
ココネリ

平成29年12月4日 中部学校経営支援センター　表敬訪問
中部学校経営支援セ
ンター（池袋）

平成29年12月5日 第3回代表者会
練馬区生活産業プラザ
ココネリ

平成30年1月19日 賀詞交歓会
サンシャイン
クルーズクルーズ

平成30年2月6日 第4回代表者会
練馬区生活産業プラザ
ココネリ

平成30年3月22日 第5回代表者会
練馬区生活産業プラザ
ココネリ

平成30年4月17日 中部北地区新旧代表者会
練馬区生活産業プラザ
ココネリ

平成30年4月22日 中部北地区情報交換会 板橋高等学校

平成30年5月8日 中部北地区新旧役員会
練馬区生活産業プラザ
ココネリ

平成30年6月1日 中部北地区PTA連合会定期総会・歓送迎会
サンシャイン
クルーズクルーズ

５．東部北地区

年 月 日 事 項 会 場

平成29年4月13日 役員会 日暮里サニーホール

平成29年4月25日 新旧会長会 日暮里サニーホール

平成29年5月25日 新旧役員会 日暮里サニーホール

平成29年5月28日 工芸高校110周年記念式典・祝賀会 文京シビックホール 他

平成29年6月4日 あだちけいおんフェスタ 西新井ギャラクシティー

平成29年6月16日 東部北地区定期総会・懇親会 日暮里ホテルラングウッド

平成29年7月13日

第１回  会長会
議事：
1）西部南地区との情報交換会について
2）被災地復興支援販売について
3）東部北地区情報交換会について
4）学校経営支援センター訪問について     他

日暮里サニーホール

平成29年8月3日

第２回  役員会
議事：
1）会費納入状況について
2）全国大会について
3）被災地復興支援販売について
4）東部北情報交換会について
5）学校経営支援センター訪問について     他

日暮里サニーホール
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年8月5日 西部南地区との情報交換会 高尾山ビアマウント

平成29年9月29日 向丘高校70周年記念式典・祝賀会 文京シビックホール 他

平成29年9月29日
第3回  役員会
議事：
1）東部北地区情報交換会について

文京シビックホール

平成29年11月9日

第2回  会長会
議事：
1）各委員会報告
2）被災地復興支援販売報告
3）東部北地区情報交換会
4）その他

日暮里サニーホール

平成29年12月2日

東部北地区情報交換会
 グループ1）会長・副会長(PTA組織について)
 グループ2）会長・副会長(行事関連)
 グループ3）会計
 グループ4）広報委員
全体会：個人情報について

足立区立加平小学校

平成29年12月2日 地区懇親会 山内農場 六町駅前店

平成30年2月9日

第3回　会長会
1)各委員会からの報告
2)議事
        ①都高P連会長選挙について
        ②復興支援販売決算報告
        ③会計(決算・監査)について
        ④各学校の時期役員状況について
        ⑤今後の予定
3)都高P連より連絡事項

日暮里サニーホール

平成30年4月24日

第4回　会長会
1)各委員会からの報告
 ・第30回東京地区大会委員会
　　　各地区5～8名程度のお手伝いのお願い
 ・学校教育委員会
 ・調査広報委員会
　　　あゆみについて
2)議事
　①都高P連会長選挙報告
　②会計(決算・監査)報告
　③各学校の時期役員状況
　　東部北役員について
　④あだちけいおんフェスタについて
　　　　　　(実行委員長：高橋様より)
　　平成30年6月3日(日)、西新井ギャラク
　　シティーホールにて
　　20名～30名程度のお手伝いのお願い
⑤今後の予定
　次回新旧会長会：平成30年5月14日(月)
3)都高P連より連絡事項

日暮里サニーホール

平成30年5月14日 新旧会長会 日暮里サニーホール
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【加入、事故、給付の推移】

【傷害事故】 支払金額　

◆授業中・休み時間、クラブ活動中

入院￥9,000　手術￥15,000　通院　￥56,000

通院￥58,000

入院￥15,000　手術￥15,000　通院　￥87,000

入院￥9,000　手術￥15,000　通院￥69,000

入院￥40,500　通院￥15,000　通院￥20,000

通院￥69,000

都高Ｐ連保険制度　平成２９年度実績

歩いて登校中、バス停に向かっているときに前方から来た相手歩行者
と接触し、被保険者が転倒した。右鎖骨骨折。

◆通学途中の事故

サッカー部の大会で左ひざ半月板断裂。　

ダンスの部活動中、ストレッチをしている時に突然痛みが襲ってき
て、違和感を覚えた。左腿裏（ハムストリング）肉離れ。

バスケットボール部の練習試合中、ゴールでリバウンドしたボールを
取ろうとした際に膝が変に入ってしまい靭帯が切れた。右ひざ前十字
靭帯断裂。

クラブ活動中：柔道部の大会中、手を床についた時に、肘を負傷し
た。 左肘/脱臼・靭帯断裂。

自転車で登校中、忘れものに気付いたため戻ってくる途中に肩にかけ
ていたプールバッグが滑り落ちて前輪に絡まったため転倒した。下顎
骨多発骨折(３個所骨折あり)、歯がかなり折れて欠けた

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

加入校数（校）

傷害事故件数（件）

傷害給付金額（円）

賠償事故件数（件）

賠償給付金額（円）

事故件数合計（件）

給付金額合計（円）

１校当たりの

平均事故件数（件）

１校当たりの

平均給付金額（円）
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【賠償事故】

賠償：損害額￥238,354。　傷害：入院￥13,500、通院￥3,000

損害額￥208,665

損害額￥52,680

自転車を運転中、対向車と接触した。タクシー（ミラーと左側のドアに傷）

損害額¥137,738

損害額￥28,805

【対人事故例】

◆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

【対物事故例】

◆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

全高Ｐ連保険制度　平成２９年度実績

下校途中、自転車に乗っていた際、後ろから車に突っ込んでしまい、
鼻と口を負傷（鼻骨骨折、口の中を切った（20針縫合）。相手の車も
破損した。

自転車で通学中、信号待ちでとまっている車の後方を通ったときに対
向車線から車が来て、バランスを崩して車の右後方に接触。

自転車で通学中の事故。車道を走行中、ガードレールにペダルが接触
し、バランスを崩して、信号待ちの相手車両にペダルが接触した。

自転車で通学中、出合い頭に相手自転車と接触。相手が転倒した。自
転車の前輪が変形した。

◆通学途中
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月25日 理事会　他 東京ガーデンパレス

平成29年10月14日 理事会　他 ルビノ京都堀川

平成29年10月15日 第１回全国会長・事務局長研修会 ルビノ京都堀川

第１部　講演会

講演テーマ：学校・家庭・地域の協働による
キャリア教育の充実
講師：元堀川高校学校長、現在大谷大学教授
荒瀬克己先生

第２部　報告事項

賠償責任補償制度幹事会社より事故概況・支払
い状況の説明　事務連絡ほか

平成30年2月3日 理事会　他 東京ガーデンパレス

平成30年2月4日 第２回全国会長・事務局長研修会 東京ガーデンパレス

第１部　講演会

講演テーマ：高校生と保護者の進路に関する意
識調査
講師：リクルートマーケティングパートナーズ
キャリアガイダンス編集長　山下真司先生
講師：元堀川高校学校長、現在大谷大学教授
荒瀬克己先生

第２部　報告事項

賠償責任補償制度幹事会社より事故概況・支払
い状況の説明　新・全国大会開催ガイドライ
ン、事務連絡ほか

＊　進路対策委員会 西藤

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月25日 第1回委員会 東京ガーデンパレス

リクルート社と合同で行う「高校生と保護者の
進路に関する意識調査」のアンケート内容につ
いての話し合いを行った

平成29年10月14日 第2回委員会 ルビノ京都堀川

「高校生と保護者の進路に関する意識調査」の
アンケート内容の最終調整を行った

佐賀大会の研究発表のテーマ及び方向性につい
て話し合いを行い、次回までに纏めることと
なった

平成30年2月3日 第3回委員会 東京ガーデンパレス

佐賀大会の研究発表テーマ：AIともに歩む未
来」、また基調講演とパネルディスカッション
を行う事が決定

基調講演については、候補者を上げ最終調整す
る事となった

「高校生と保護者の進路に関する意識調査」結
果は、全都会長会で配布した

一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会　活動報告
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＊　健全育成委員会 高田

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月25日 第1回委員会 東京ガーデンパレス

・委員会の役割と運営について

・平成28年度引き継ぎ事項

(「自転車・バイク・マナーアップ運動」)

・平成29年度の取り組みについて

①第67回全国大会静岡大会での研究発表につい
て

②平成29年ILAS(青少年のネット利用理解度テス
ト)の実施について

③自転車事故防止の啓発活動

④薬物乱用防止パンフレット

⑤「高校生のマナーアップ運動に関する事業
（街頭活動、啓発活動)をはじめ、「青少年の健
全育成に係る事業（研修会、講習会等)に助成に
ついて

平成29年10月14日 第2回委員会 ルビノ京都堀川

①全国大会静岡大会における健全育成委員会研
究発表について評価と課題・反省点

②安心協・総務省ILASテストの実施状況と今後
の活用について

③自転車事故防止のツィッター広告について

④『薬物乱用防止パンフレット』の発行

⑤各地区における高校生の健全育成に関わる諸
問題について意見交換

平成30年2月3日 第3回委員会 東京ガーデンパレス

①平成29年度委員会報告について

・自転車事故防止、ツィッターによる啓発活動
の結果について

・薬物乱用防止パンフレットの完成について

・今年度ILASの結果について

②「あんしんネット冬休み・新学期一斉行動」
について内閣府・文科省他

③平成30年度事業予定」について

④申送り事項について

⑤2019年全国大会京都大会における「今日的課
題」テーマについて

⑥その他

通学用電動アシスト自転車について
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＊　賠償責任補償制度運営委員会 芦沢

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月25日 第1回委員会 東京ガーデンパレス

①賠償責任補償制度の現状と諸課題について

②今後の賠償責任補償制度の安定した運営につ
いて

③集金事務等について

④情報交換

平成29年10月14日 第2回委員会 ルビノ京都堀川

①賠償責任補償制度の現状と課題(幹事会社報
告)
②「全国高Ｐ連賠償責任補償制度」のパンフ
レットの全国大会地区大会での配布について

③情報交換

平成30年11月22日 第3回委員会 東京海上日動

①幹事会社報告
事故損害サービス対応の実務について

②賠償責任補償制度の現状と諸課題について

③平成30年度版「全国高Ｐ連賠償責任補償制
度」の手引きについて

④情報交換

＊　研修委員会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月25日 第１回委員会 東京ガーデンパレス

①委員長挨拶

②委員自己紹介、牧田会長挨拶

③平成２８年引継ぎ事項について

④全国大会検討委員会報告（提言）

⑤平成２９年度の取組みについて

・静岡大会の準備状況について

・静岡大会における研修委員会の役割について

・平成30年度佐賀大会について

平成29年10月14日 第２回委員会 ルビノ京都堀川

①第６７回静岡大会について報告

②各委員からの報告（大会チェックリスト）

③静岡大会実行委員会からの報告
　　参加人数は9,388人

④第６８回佐賀大会について準備状況

⑤今後の研修委員会のあり方について

平成30年2月3日 第３回委員会 東京ガーデンパレス

①平成29年度活動実績について

②第67回静岡大会について

③第68回佐賀大会について

④研修委員会申し送り事項について
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構成団体 ・東京都公立中学校ＰＴＡ協議会
・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

◎オブザーバー 　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

◎東京都担当部署 　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29年4月20日 第1回理事会 都高P連事務所

1.教育庁からの連絡事項・担当者変更紹介

2.平成29年度委託事業について

3.主催事業開催について

平成29年6月21日 第2回理事会 都高P連事務所

1.教育庁からの連絡事項

2.平成29年度委託事業について

3.主催事業開催について

平成29年7月29日 東京都中学校PTAリーダー研修会 港区立御成門中学校

テーマ：「子供たちの豊かな心の育成を図るた
めの、学校とＰＴＡ連携」

講師：石鍋浩氏

平成29年9月9日 東京都小学校PTAリーダー研修会 世田谷区駒沢小学校

テーマ：「家庭・学校・地域で取り組む。子供
たちの安全意識を高めるために。」

講師：宮田美恵子氏

平成29年9月14日 第3回理事会 都高P連事務所

1.校種別の近況報告

2.平成29年度委託事業について

3.主催事業開催について

4.情報交換

平成29年10月24日 70周年記念誌委員会 都高P連事務所

表彰規程・スケジュール

平成29年11月9日 第4回理事会 都高P連事務所

1.教育庁からの連絡事項

2.平成29年度委託事業について

3.主催事業開催について

平成29年11月12日 都幼P主催　子育て研修会　Part14

遊び広場、ふれあい研修会「ツボタマンと遊ぼ
う！」

入場者数　1,421名

ふれあい研修会　約248名

東京都公立幼小中高連絡協議会　活動報告

墨田区立第三寺島小
学校・幼稚園
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年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月25日 東京都公立高等学校PTAリーダー研修会 オリセン

テーマ：「子供と社会をつなぐ学校教育、保護
者役割」～高校時代の成績と進学、就職の関係
は～

講師：河合塾 成田秀夫氏

平成29年12月5日 第5回理事会 都高P連事務所

1.教育庁からの連絡事項

2.平成29年度委託事業について

3.教育懇談会について

4.主催事業開催について

5.次年度主管について

平成29年12月16日 東京都幼小中高PTAリーダー合同研修会 都立石神井高校

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～」

講師：坂本雄次氏

平成30年1月23日 東京都公立幼稚園・こども園PTAリーダー研修会 日本橋公会堂

テーマ：「豊かな心を育てるために」

講師：中井貴惠氏

平成30年2月1日 平成29年度　教育懇談会 都庁第二本庁舎31階

主催：東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 特別会議21

内容：学習会と意見交換会

テーマ：「忙しすぎる学校をどうするか？～
PTA・保護者のできること～」

講師：妹尾昌俊氏

コーディネーター：大池公紀氏

平成30年2月1日
東京都公立幼小中高ＰＴＡ連絡協議会創立70周年
記念感謝状贈呈式

都庁第二本庁舎31階

平成30年2月1日 平成30年　東京都公立学校ＰＴＡ新年賀詞交歓会 都庁第二本庁舎4階

平成30年2月14日 第6回理事会 都高P連事務所

1.教育庁からの連絡事項

2.平成29年度合同・各校種研修会報告・決算書

3.教育懇談会・賀詞交歓会・感謝状贈呈式の感
想・反省

4.主催事業開催について

5.次年度主管について

平成30年3月19日 PTA活動の振興等に関する意見交換 都高P連事務所
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＊　平成３０年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会 高田

年 月 日 事 項 会 場

平成29年7月6日
平成30年度東京都立高等学校入学者選抜検討
報告書仕上げ、プレス発表に向け最終確認。

都庁第一本庁舎16階
Ｓ６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29年7月6日
実行委員会
7/25（火）開催の健康づくりフォーラムの最終確
認、委員の役割分担、プログラムの説明など

東京都医師会館5階

平成29年7月25日

平成２９年度健康づくりフォーラム大会
今年度は、高校部門からの発表はなし。当該
フォーラムは、全般的に小・中学校の養護の先生
向けのイベントである。展示ブースには、新規で
大塚製薬さんが参入した。

東京都庁第一本庁舎
５階　大会議室

＊　東京都いじめ問題対策連絡協議会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月14日 いじめ問題対策について、情報交換会
東京都庁第二本庁舎
特別会議室

＊　こころの東京革命協会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成30年2月22日
臨時総会
協会の解散式 オリセン

＊　第３８回少年の健全育成をめざす全都大会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年7月10日

プログラムは、生徒発表、講演会は厚切りジェイ
ソン氏、テーマは「WHY JAPANESE PEOPLE!?　～
やりたいこと　なぜやらないの？～」警視庁音楽
隊により演奏 ほか

芝公園メルパルク
ホール

＊　第４５回東京少年柔道・剣道練成大会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年7月24日

都内の警察署や機動隊の道場において、約4000人
に及ぶ小・中・高校生が日々、柔道・剣道の稽古
に励んでいます。日ごろの鍛錬の成果を日本武道
館という晴れ舞台で披露します。開会式のみ参加
しました。

日本武道館

東京都他の派遣事業　活動報告
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＊　平成２９年度　麻薬・覚醒剤乱用防止運動都民大会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月26日

イベントの中に、高校生会議成果発表会があり、
井草高校と石神井高校のコラボによる発表があ
り、両校ともに優秀賞であった。また、テツand
トモによるトーク＆ライブショーが行なわれた。

都民大ホール

＊　東京都教職員研修・研究評価委員会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年12月17日

研修視察
第一部は、ミズノ株式会社の会長である水野氏に
よる「これからの社会で求められるチカラ　～東
京2020オリンピック・パラリンピック招致活動
を通して～」をテーマとして基調講演が行なわれ
た。素晴らしい内容であった。
第二部は、第６期修了生による成果発表会があ
り、アメリカやオーストラリアから帰国した研修
生が留学経験の意義や価値について発表された。

東京都教職員研修セ
ンター

平成30年1月15日
校長研修会に評価委員として参加。都内の全日、
定時制、特別支援など総勢250名程の研修会で
あった。

東京都教職員研修セ
ンター

＊　少年非行防止ポスター展 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年12月9日

小・中・高校の校種別に非行防止ポスターの展
示・表彰式が行なわれた。当日は、テレビの取材
が入った。なお高校部門の最優秀賞は、工芸高校
の生徒の作品。コンピュータグラフィックを利用
した素晴らしい作品。

ポリスミュージアム
（警察博物館）
6階イベントホール

＊　第４２回学校医大会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月30日
「たくましい体と豊かな心を持つ児童生徒を育成
する」をテーマとして、講演会ならび学校で貢献
された医師の表彰式が行なわれた。

東京都医師会　講堂

＊　薬物乱用防止パンフレット編集委員会 高田

年 月 日 事 項 会 場

平成29年10月5日
第２回
パンフレットの原稿確認、修正

全高P連事務所

＊　安心ネットづくり促進協議会 芦沢、高田

年 月 日 事 項 会 場

平成29年10月7日
高校生ICT Conference in東京
高校生が考える心豊かな生活について

東京ユキビタス協創
広場

平成29年11月25日

ネット社会の健全な発展に向けた連絡協議会シン
ポジウム
協議会のこれまでの取り組み、基調講演、パネル
ディスカッション

機械振興会感
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＊　第８回東京都推奨携帯電話端末等検討委員会 高田

年 月 日 事 項 会 場

平成30年2月28日
東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正に
ついて、アプリケーション推奨の基準について、
推奨マークの変更について

都庁第一北34階

＊　ＳＮＳコンペ審査員 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成30年3月5日 審査員として出席 東京都庁

＊　第２０回「がんばれ先生！東京新聞教育賞」 橋本、池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月16日
第２回実行委員会
応募状況について/選考事項について/今後の日程

都庁第一本庁舎42階

平成30年1月12日 選考委員会が行なわれた。 都庁第二本庁舎10階

平成30年3月27日

表彰式
都内全域野学校から53件の応募あり。10名(組)が
論文審査を経て、栄えある教育賞を受賞。高校部
門から、都立田柄高校、都立足立定時制高校、都
立石神井特別支援学校の3校が受賞された。

日本プレスセンター
10階

＊　学校保健会「PTA研修会」 木村、芦沢

年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月30日

PTA向け研修会であり、「スマホ社会の落とし穴
〜子どもの育ちに大切なこと」をテーマにとして
講演会が行われた。

東京都医師会　講堂

＊　平成29年度　第１回女性も男性も輝くTOKYO 高田

年 月 日 事 項 会 場

平成29年12月23日
企業の立場から保護者の立場から女性の活躍推進
について話し合いました

東京ウイメンズプラ
ザ視聴覚室

＊　女性が輝くTOKYO懇話会 高田

年 月 日 事 項 会 場

平成29年12月21日

〝わたし色”に未来を描こう　～働く前から考え
るキャリアデザイン～
企業から女性ゲストを迎え、これから社会に出て
いく女性にエールを送った

東京ウイメンズプラ
ザ　ホール
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＊　東京都エイズ専門家会議 高田

年 月 日 事 項 会 場

平成30年1月30日

東京都におけるHIV/エイズ発生動向及び検査・相
談実績について
「エイズ対策の新たな展開」に基づくHIV/エイズ
対策の実施状況について

都庁第一本庁　会議
室

＊　都定通P連主催　第57回職場・家庭・学校の連絡懇談協議会 池本・橋本・芦沢

年 月 日 事 項 会 場

平成30年1月20日 研修会の見学、情報交換など 都立立川高校

＊　教育相談センター　第2回事業評価委員会 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年6月21日 第1回研修評価委員会 教育相談センター

平成30年3月6日 第2回研修評価委員会 教育相談センター

＊　定通P連との打合せ 池本・芦沢

年 月 日 事 項 会 場

平成30年3月19日
次年度、定通P連が都高P連事務所の使用に関して
覚書を交わした。

荻窪事務所

＊　キャリア教育（池田先生） 池本、芦沢

年 月 日 事 項 会 場

平成30年3月10日 ＰＴＡが学校と協力してできるキャリア教育 荻窪事務所

平成30年4月6日 キャリア教員について情報交換 荻窪事務所

＊　都幼P主催　子育て研修会　Part14 池本

年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月12日

遊び広場、ふれあい研修会「ツボタマンと遊ぼ
う！」
　入場者数　1,421名
　ふれあい研修会　約248名

墨田区立第三寺島小
学校・幼稚園

＊　都小・中PTA情報交換会 池本、芦沢

年 月 日 事 項 会 場

平成29年11月18日
第2回　みんなで語ろうPTA活動
改正個人情報保護法についての説明、意見交換会
など有意義な会であった

文京区立第六中学校



33

地区 実施日 式典名

西部北 平成29年10月2日（月） 創立５０周年記念式典

西部北 平成29年11月17日（金） 創立４０周年記念式典

東部北 平成29年5月28日（土） 創立１１０周年記念式典

東部北 平成29年9月29日（金） 創立７０周年記念式典

工芸高等学校

毎年開催している都高Ｐ連の広報誌コンクール。第39回は、平成29年1月26日から3月28日まで
の募集期間に、加盟、未加盟合わせて47校の応募がありました。
今年初めて、表彰式を東京地区大会7月2日の中に組み入れ、国立オリンピック記念青少年総合
センター大ホールで、各校のＰＴＡ関係者だけでなく約400名の方にお披露目して、大きな拍手
をいただき開催しました。

向丘高等学校

第３９回ＰＴＡ広報誌コンクール

都高Ｐ連加盟校　周年記念式典

学校名

拝島高等学校

東村山高等学校

賞　名 地区名 学校名 広報誌名称

教育委員会賞 中部南 富　士 富　士

校長協会賞 西部北 国分寺 国分寺

高校生新聞社賞 西部南 農　業 いなほ

東京新聞賞 中部南 ＊豊多摩 豊多摩

都高Ｐ連会長賞 東部北 江　北 柏友（はくゆう）

都高Ｐ連賞 東部北 ＊三　田 ＭＩＴＡ（みた）

西部南 立　川 立高ＰＴＡ会報

東部南 ＊広　尾 広高だより

東部北 上　野 いちょう

中部南 ＊国　際 都立国際

企画賞 西部南 八王子東 志邏伽之（しらかし）

写真賞 島嶼 大島海洋国際 明日葉（あしたば）

特別賞（表紙） 西部北 国分寺 国分寺

　＊印は未加盟校です。

受　賞　校
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平成２９年１０月６日 現在

〈凡例〉☆：ＯＢ

相談役

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 中部北 豊　島 ☆ 副会長 中部北 木村 豊行 大　山

☆ 副会長 西部南 野津田 ☆ 副会長 東部北 高田 教子 向　丘

☆ 副会長 西部北 秋留台 東部南

☆ 副会長 中部南 富　士 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 中部北 大城 のり子 板　橋

地区長 西部北 武蔵村山 地区長 東部北 丸山 悦男 足　立

地区長 中部南 目　黒

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 鍬守 文雄 豊　島

☆ 理　事 西部南 富士森 ☆ 理　事 中部北 本間 修市 北　園

☆ 理　事 西部南 永　山 ☆ 理　事 中部北 山岸 康世 石神井

☆ 理　事 西部北 田　無 ☆ 理　事 東部北 巣山 員也 小石川

☆ 理　事 西部北 多摩工業 ☆ 理　事 東部北 笹原 良太 工　芸

☆ 理　事 西部北 久留米西 ☆ 理　事 東部北 小林 恵美 竹　台

☆ 理　事 中部南 杉　並 ☆ 会計理事 東部北 小笠原 靖 足　立

役　職 地　区 学　校 役　職 地　区 氏　名 学　校

☆ 評議員 西部南 小　川 ☆ 評議員 中部北 有田 玲子 飛　鳥

☆ 評議員 西部北 武蔵野北 ☆ 評議員 東部北 鈴木 皇紀 江　北

☆ 評議員 中部南 杉　並

役　職 地　区 学　校 役　職 地　区 氏　名 学　校

選　管 西部南 府　中 選　管 中部北 伊藤 一枝 井　草

選　管 西部北 小平西 選　管 東部北 岡本 剛 足立工業

選　管 中部南 富　士

池本 義信

平成２９年度　東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会　役員等名簿一覧

相　談　役

澤海 富保 東京都公立高等学校長協会 事務局長

加瀬 きよ子 東京都立高等学校副校長会 会長 都立江東商業高等学校

澤田 悟 東京都立学校経営企画室長会 会長 都立町田工業高等学校

役　　　員

氏　名

西藤 義則

橋本 政幸

砂金 達

地　区　長

氏　名

金谷 豊

田中 茂太

松井 真由美

西園寺まゆみ

青木 健司

鈴木 弘恵

理　　　事

氏　名

松本 成仁

安藤 直子

石田 直美

臼倉 健司

天沼 照夫 東京都公立高等学校退職校長協会 副会長・元全国高等学校体育連盟会長

中村 幸子

選挙管理委員

氏　名

評　議　員

氏　名

福山 亜矢子

松村 直哉

岸 祐子

藤原 富夫

本城 菊乃
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都高Ｐ連
氏　名

池本　義信

西藤 義則

橋本 政幸

砂金 達

木村 豊行

高田 教子

芦沢 貴美枝

鵫巣 希久子

関連Ｐ連
氏　名

池本 義信

木村 豊行

西藤 義則

高田 教子

芦沢 貴美枝

担当者

高田

池本

担当者

池本

西藤・池本

橋本・池本

池本

高田

橋本

池本

池本

高田

高田

高田

池本

西藤

池本・西藤

池本

池本

池本

平成２９年度　都高Ｐ連　役割分担表

会長　（中部北）

副会長（西部南）

副会長（西部北）

副会長（中部南）

担当委員会

会務全般の統括、総会

運営委員会

会計、保険、事務局

H29全国大会・H30全国大会

加盟校検討促進・貧困対策・会
則検証

学校教育委員

30東京地区大会

29東京地区大会・会則検証

役　職（地区） 職　務

副会長（中部北） 全都会長会

運営委員会、会計、保険、事務
局

調査広報委員会・子どもの貧困
委員会

選挙管理委員会・加盟校検討促
進

副会長（東部北）

全国高P連 幼小中高PTA連絡協議会

東京地区長、理事、研修委員会、研修委員長、総務委員会

調査広報委員会

副会長

事務局長

事務局員

事務全般・全高Ｐ連対応

事務全般

健全育成委員会

東京地区事務局長　賠償責任補償制度運営委員会 理事

理事

進路対策委員会

東京都の委員会
委員会・会議名称 所管・窓口

東京都教育庁都立学校教育部

東京都 教職員研修センター

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

第２期　東京都男女平等参画推進会議

関連団体の会議等
委員会・会議名称

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

所管・窓口

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 青少年・治安対策本部

東京都 生活文化局 都民生活部

東京都 福祉保健局 健康安全部

東京都 医師会

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

東京都 学校保健会

東京都 生活文化局 都民生活部

「ＳＮＳ東京ルール」推進協議会 東京都　教育庁　指導部

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

東京保護観察所 企画調整課

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

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 教育庁 教育支援部

東京都 教育庁 総務部、東京新聞

東京都 青少年・治安対策本部

東京都 青少年・治安対策本部
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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

◎ 東部北 髙田　教子 向丘 ◎ 中部北 木村　豊行 大山

☆ 東部北 岡本　剛 足立工業 ☆ 東部北 笹原　良太 工芸

★ 西部北 石田　直美 小平西 ★ 西部南 本城　菊乃 永山

西部南 安藤　直子 府　中 西部北 田中　茂太 多摩工業

中部南 臼倉　健司 富　士 中部北 山岸　康世 石神井

中部北 伊藤　一枝 井　草 西部南 横溝　早百合 農業

中部南  齋藤　昌夫 富士

委員会 役職 地区 氏名 学校名 中部北 嶋田　美香 飛鳥

◎ 中部南 砂金　達 富士 東部北 山崎　葉子 足立工業

☆ 中部南 榊原 正人 杉並

西部南 藤原　富夫 富士森 委員会 役職 地区 氏名 学校名

中部北 大城　のり子 板橋 ◎ 中部北 木村　豊行 大山

中部北 鈴東　諭司 板橋 西部南 中田　充樹 府　中

東部北 渡部　史雄 荒川工業 西部北 田中　茂太 多摩工

中部南 齋藤　昌夫 富　士

委員会 役職 地区 氏名 学校名 中部北 六郷　伸司 農　芸

◎ 西部北 橋本 政幸 秋留台 中部北 村島　祐子 武蔵丘

☆ 西部北 松井　真由美 久留米西 中部北 土方　結子 農　芸

★ 西部南 藤原　富夫 富士森

中部南 山本　秀己 富士 委員会 役職 地区 氏名 学校名

中部北 鍬守　文雄 板橋 ◎ 中部南 砂金　達 富士

東部北 小林　恵美 竹台 西部北 松村　直哉 武蔵野北

西部北 谷川　寧子 武蔵野北 中部北 伊藤　裕司 大泉

東部北 寺嶋　幹夫 足立西 東部北 三木　健司 小石川

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 西藤　義則 野津田 ◎ 東部北 髙田　教子 向丘

☆ 西部北 金谷　豊 田無 西部北 河野　淳一 多摩工業

★ 東部北 巣山　員也 小石川 中部北 鈴東　諭司 板橋

中部北 本間　修市 北園 東部北 丸山　悦男 足立

西部南 松本　成仁 片倉 東部北 鈴木　皇紀 江北

中部南 西園寺まゆみ 杉並

西部南 小紫　朗 調布南

西部南 筒井　孝敏 府中

西部北 石田　直美 小平西

西部北 大平　圭子 武蔵村山

東部北 城戸　幸春 青井

選
挙
管
理
委
員
会

平成２９年度　委員会名簿

◎＝担当副会長　☆=委員長　★＝副委員長

学
校
教
育
委
員
会

第

回
東
京
地
区
大
会

子
ど
も
の
貧
困
対
策
委
員
会

加
盟
検
討
促
進
委
員
会

調
査
広
報
委
員
会

第

回
東
京
地
区
大
会

会
則
検
証
委
員
会



37

組織図
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資料編
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「話 ・輪・和」 ～最高のチーム作りへ～「話 ・輪・和」 ～最高のチーム作りへ～

第29回東京地区高等学校PTA連合会大会第29回東京地区高等学校PTA連合会大会

シンポジウム「食が繋ぐ、美容と健康について」シンポジウム「食が繋ぐ、美容と健康について」

が、今は後継者のいないところでも都市
農業が出来るようになりました。下田さ
んも2年前から研修生を受け入れて、将
来の就農向上にも力をいれています。高
校生にも職業選択の一つに農業に係る
ことも開けて来ています。そして何より、
下田さんが繋げていることに「いただき
ます」の心があります。人は動物、魚の命

を食す、戴くことで命を繋いでいます。作物、野菜には？と
考えた時、作物は農業をしている人が毎日毎日心を込め
て育てている、そう言う物を頂いているのだから作ってい
る人に感謝することをお子さんたちに語っていると言い
ます。
お二人目、黒田光弘さん。黒田さんは、ご自身が食べる事

が好きで調理師の道を選び
日本料理店で将来を楽しみ
に働いていました。その中で
悩み始めたことをきっかけに
調理だけでなく、もっと広い
意味で食に関わる仕事へ移
り管理栄養士の資格を取りま
した。
管理栄養士として病院の給食

に携わりましたが、言われた食事を作ること、質問されて
もわからないことが多いことを疑問に思い、栄養指導の
部門へ移りました。病院で、糖尿病に関する栄養学を学ぶ
うちに、病院での栄養学が古いことを知り、新しい改革を

しようと独立をしました。健康になる
ためのアドバイスを問われても、個々
の生活や嗜好を知ったうえでアドバイ
スが出来ることが大切だと考えていま
す。この管理栄養士の資格を生かせる
仕事はまだまだ少ないのですが、就職
をした後に副業として広げている分野
に、アンチエイジング、子どもの食育、

老人介護の食事の摂りかた等はこれから将来に生かせる
と実感しています。
そして最後に愛甲猛さんで
す。プロ野球選手として20年
間、535戦フルイニング出場
記録をもっておられます。
愛甲さんはプロ選手時代から
食事の摂りかたに気を付けて
来られたことを、退団後仕事
に生かしています。栄養・食・
美容の指導だけでなく、食と
メンタルの部分でも正しい食の摂りかたが必要だと話し

ています。それも高校生の時代にもっ
としっかり知って欲しいと考えていま
す。機会があれば、プロ野球は閉鎖的
な業界であるものの余談を入れなが
ら食事の大切さの話が出来ればと活
動しています。

（調査広報委員・山岸）

東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会は「話・輪・和」をメ
インテーマに始まりました。
シンポジウムテーマ「食が繋ぐ、美容と健康について」で

は、3名のお客様の経験から
お話を聞かせていただきま
した。
お一人目は下田智道さん。東
京都武蔵村山市で、お祖父さ
んの後を継いで見渡す限り
一面畑の中で農業に携わっ
て11年の38歳。安心安全は
当たり前と日々都市農業につ
いて前向きに関わっていると

のことです。
毎日大切に育てた野菜をＪＡや直売等をしていますが、
直売ではお客様の声を直接聞くことができ、人との関わり
がより良い商品を作るためになり、新しい品種改良等次
の商品へと繋げていける楽しみになると話していました。
以前は、農家の子でないと農業が出来なかったのです

去る７月２日（日）第29回東京地区高
等学校PTA連合大会を開催させて頂
きました。
当日は、あいにく都議会選挙と重なっ
たにも関わらず、多くの方にご参加頂
き、また多くの方にお手伝いして頂き
本当にありがとうございました。
今回のテーマ「話・輪・和」～最高のチ
ーム作りへ～は、ＰＴＡは「子どもたち

が良い環境で勉強できるように」という思いの保護者の集まりで
す。考えは人それぞれですから、時には意見の対立とかも有りま
すが、そんな場面で大切なのが、相手の気持ちも考えながら話
し合う事だと思います。

シンポジウムでは、健康を取り上げました。ＰＴＡ大会というと、
どうしても話題は子どもの事になる事が多いと思います。
進学や友人関係など心配が尽きず、どうしても子どもが生活の
中心になってしまい、保護者自身の健康はおざなりになってしま
いがちです。
そこで今回は、材料、調理方法、そして運動それぞれの専門家の
方にお話を伺いご自身の健康に考える一助にして頂く事にいた
しました。
今回は、お昼を挟んで午前中からの開催、広報誌コンクールも
行うという初めて事が多く何点か改善すべき事もありました。こ
の事を来年への糧として来年は３０回という記念すべき大会で
すのでこれらをしっかり受け継いでいこうと思います。
感謝申し上げます。

国立オリンピック記念青少年総合センター
平 成 2 9 年 7月2日（日）平 成 2 9 年 7月2日（日）

0202 0303

28年度東京地区大会実行委員長あいさつ

榊原 正人 実行委員長

下田 智道さん、管理栄養士 黒田 光弘さん、元プロ野球選手 愛甲 猛さん       司会 宮崎 由美子（実行委員）生産農家 下田 智道さん、管理栄養士 黒田 光弘さん、元プロ野球選手 愛甲 猛さん       司会 宮崎 由美子（実行委員）

PTA活動事例発表PTA活動事例発表 都高P連 H28年度委員会
活動報告
都高P連 H28年度委員会
活動報告「家庭教育とPTA」

下田 智道さん下田 智道さん

黒田光弘さん黒田光弘さん

愛甲 猛さん愛甲 猛さん

H28 調査広報委員会
山岸 康世 委員長  
H28 調査広報委員会
山岸 康世 委員長  

H28 学校教育委員会
金谷 豊 委員長 
H28 学校教育委員会
金谷 豊 委員長 

H28 災害対策委員会
斎木 多恵子 委員長 
H28 災害対策委員会
斎木 多恵子 委員長 

H28 こどもの貧困対策委員会
田中 茂太 委員長 
H28 こどもの貧困対策委員会
田中 茂太 委員長 

平成28年度の各委員会の委員長より1年間の活動につい
ての報告や事例発表が行われました。

都立板橋高等学校 PTA会長 
大城のり子さんよりPTA活動
事例発表が行われました。

「家庭教育とPTA」というテー
マに学校、PTA、家庭で生徒
を育てる大切さの発表が行
われました。
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。

都立板橋高等学校 
PTA会長 大城 のり子
都立板橋高等学校 
PTA会長 大城 のり子

全高P連会長 都教育委員会 都高P連 相談役都高P連 相談役

ご来賓の皆様

牧田 和樹氏 南 和男氏 澤田 悟氏天沼 照夫氏



41

「話 ・輪・和」 ～最高のチーム作りへ～「話 ・輪・和」 ～最高のチーム作りへ～

第29回東京地区高等学校PTA連合会大会第29回東京地区高等学校PTA連合会大会

シンポジウム「食が繋ぐ、美容と健康について」シンポジウム「食が繋ぐ、美容と健康について」

が、今は後継者のいないところでも都市
農業が出来るようになりました。下田さ
んも2年前から研修生を受け入れて、将
来の就農向上にも力をいれています。高
校生にも職業選択の一つに農業に係る
ことも開けて来ています。そして何より、
下田さんが繋げていることに「いただき
ます」の心があります。人は動物、魚の命

を食す、戴くことで命を繋いでいます。作物、野菜には？と
考えた時、作物は農業をしている人が毎日毎日心を込め
て育てている、そう言う物を頂いているのだから作ってい
る人に感謝することをお子さんたちに語っていると言い
ます。
お二人目、黒田光弘さん。黒田さんは、ご自身が食べる事

が好きで調理師の道を選び
日本料理店で将来を楽しみ
に働いていました。その中で
悩み始めたことをきっかけに
調理だけでなく、もっと広い
意味で食に関わる仕事へ移
り管理栄養士の資格を取りま
した。
管理栄養士として病院の給食

に携わりましたが、言われた食事を作ること、質問されて
もわからないことが多いことを疑問に思い、栄養指導の
部門へ移りました。病院で、糖尿病に関する栄養学を学ぶ
うちに、病院での栄養学が古いことを知り、新しい改革を

しようと独立をしました。健康になる
ためのアドバイスを問われても、個々
の生活や嗜好を知ったうえでアドバイ
スが出来ることが大切だと考えていま
す。この管理栄養士の資格を生かせる
仕事はまだまだ少ないのですが、就職
をした後に副業として広げている分野
に、アンチエイジング、子どもの食育、

老人介護の食事の摂りかた等はこれから将来に生かせる
と実感しています。
そして最後に愛甲猛さんで
す。プロ野球選手として20年
間、535戦フルイニング出場
記録をもっておられます。
愛甲さんはプロ選手時代から
食事の摂りかたに気を付けて
来られたことを、退団後仕事
に生かしています。栄養・食・
美容の指導だけでなく、食と
メンタルの部分でも正しい食の摂りかたが必要だと話し

ています。それも高校生の時代にもっ
としっかり知って欲しいと考えていま
す。機会があれば、プロ野球は閉鎖的
な業界であるものの余談を入れなが
ら食事の大切さの話が出来ればと活
動しています。

（調査広報委員・山岸）

東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会は「話・輪・和」をメ
インテーマに始まりました。
シンポジウムテーマ「食が繋ぐ、美容と健康について」で

は、3名のお客様の経験から
お話を聞かせていただきま
した。
お一人目は下田智道さん。東
京都武蔵村山市で、お祖父さ
んの後を継いで見渡す限り
一面畑の中で農業に携わっ
て11年の38歳。安心安全は
当たり前と日々都市農業につ
いて前向きに関わっていると

のことです。
毎日大切に育てた野菜をＪＡや直売等をしていますが、
直売ではお客様の声を直接聞くことができ、人との関わり
がより良い商品を作るためになり、新しい品種改良等次
の商品へと繋げていける楽しみになると話していました。
以前は、農家の子でないと農業が出来なかったのです

去る７月２日（日）第29回東京地区高
等学校PTA連合大会を開催させて頂
きました。
当日は、あいにく都議会選挙と重なっ
たにも関わらず、多くの方にご参加頂
き、また多くの方にお手伝いして頂き
本当にありがとうございました。
今回のテーマ「話・輪・和」～最高のチ
ーム作りへ～は、ＰＴＡは「子どもたち

が良い環境で勉強できるように」という思いの保護者の集まりで
す。考えは人それぞれですから、時には意見の対立とかも有りま
すが、そんな場面で大切なのが、相手の気持ちも考えながら話
し合う事だと思います。

シンポジウムでは、健康を取り上げました。ＰＴＡ大会というと、
どうしても話題は子どもの事になる事が多いと思います。
進学や友人関係など心配が尽きず、どうしても子どもが生活の
中心になってしまい、保護者自身の健康はおざなりになってしま
いがちです。
そこで今回は、材料、調理方法、そして運動それぞれの専門家の
方にお話を伺いご自身の健康に考える一助にして頂く事にいた
しました。
今回は、お昼を挟んで午前中からの開催、広報誌コンクールも
行うという初めて事が多く何点か改善すべき事もありました。こ
の事を来年への糧として来年は３０回という記念すべき大会で
すのでこれらをしっかり受け継いでいこうと思います。
感謝申し上げます。

国立オリンピック記念青少年総合センター
平 成 2 9 年 7月2日（日）平 成 2 9 年 7月2日（日）

0202 0303

28年度東京地区大会実行委員長あいさつ

榊原 正人 実行委員長

下田 智道さん、管理栄養士 黒田 光弘さん、元プロ野球選手 愛甲 猛さん       司会 宮崎 由美子（実行委員）生産農家 下田 智道さん、管理栄養士 黒田 光弘さん、元プロ野球選手 愛甲 猛さん       司会 宮崎 由美子（実行委員）

PTA活動事例発表PTA活動事例発表 都高P連 H28年度委員会
活動報告
都高P連 H28年度委員会
活動報告「家庭教育とPTA」

下田 智道さん下田 智道さん

黒田光弘さん黒田光弘さん

愛甲 猛さん愛甲 猛さん

H28 調査広報委員会
山岸 康世 委員長  
H28 調査広報委員会
山岸 康世 委員長  

H28 学校教育委員会
金谷 豊 委員長 
H28 学校教育委員会
金谷 豊 委員長 

H28 災害対策委員会
斎木 多恵子 委員長 
H28 災害対策委員会
斎木 多恵子 委員長 

H28 こどもの貧困対策委員会
田中 茂太 委員長 
H28 こどもの貧困対策委員会
田中 茂太 委員長 

平成28年度の各委員会の委員長より1年間の活動につい
ての報告や事例発表が行われました。

都立板橋高等学校 PTA会長 
大城のり子さんよりPTA活動
事例発表が行われました。

「家庭教育とPTA」というテー
マに学校、PTA、家庭で生徒
を育てる大切さの発表が行
われました。
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。

都立板橋高等学校 
PTA会長 大城 のり子
都立板橋高等学校 
PTA会長 大城 のり子

全高P連会長 都教育委員会 都高P連 相談役都高P連 相談役

ご来賓の皆様

牧田 和樹氏 南 和男氏 澤田 悟氏天沼 照夫氏
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第39回 広報誌コンクール 表彰式第39回 広報誌コンクール 表彰式 都高P連  平成29年度 定期総会都高P連  平成29年度 定期総会

第39回広報誌コンクール表彰式
　明るい夏のような日差しが差し込む、国立オリンピック
記念青少年総合センター大ホールの入り口。
　参加47校（展示を許可しないとした3校を除く）の、広報
誌の表紙がホワイトボード2面に目いっぱい掲示された。
今年初の試みで、当日の来場者にお気に入りの表紙に投
票していただく「特別賞」の投票の為のものである。
　例年通り最優秀賞の「教育委員会賞」、優秀賞の「校長
協会賞・高校生新聞社賞・東京新聞賞」のほか、応募の中
で企画の評価が最も高かった「企画賞」、応募の広報誌に
掲載されているすべての写真の中で、最も素晴らしいと
選ばれた写真がある「写真賞」、そして「都高Ｐ連会長賞」
と「都高Ｐ連賞」、特別賞とあわせ13校が表彰される。
　お昼休憩の50分で投票していただき、午後の部が始
まって広報誌コンクール表彰式まではちょうど一時間の
予定。40分以内で集計をしてパワポの資料も作成したい。
舞台裏は、バタバタしないわけがない。準備不足や不手

際はお許し願い、来年の表彰式で挽回したい。
　今回参加しなかったＰＴＡも、次回は是非ご参加を。

受賞校は以下の通り

教育委員会賞…富士高校付属中学校ＰＴＡ
校長協会賞……国分寺高校ＰＴＡ
高校生新聞社賞…農業高校ＰＴＡ
東京新聞賞……豊多摩高校ＰＴＡ
都高Ｐ連会長賞…江北高校ＰＴＡ
都高Ｐ連賞……上野高校ＰＴＡ、立川高校ＰＴＡ、
     国際高校ＰＴＡ、広尾高校ＰＴＡ
     三田高校ＰＴＡ
企画賞……八王子東高校ＰＴＡ
写真賞……大島海洋国際高校ＰＴＡ
特別賞（表紙が良かったで賞）…国分寺高校ＰＴＡ

平成29年6月10日(土)午後2
時から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室にて、東京都教育
委員会から矢内正孝氏のほ
か多くの来賓の方が見守る
中、東京都公立高等学校Ｐ
ＴＡ連合会（都高Ｐ連）定期
総会が行われました。

定足数74校に対して、出席53校欠席21校で総会は成立い
たしました。
議長の伊藤（大泉高校OB）さんと谷川（武蔵野北OB）さん
の進行で質疑が行われた結果、すべての議案を可決いた
しました。

来賓　
東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課統括課長代理

矢内 正孝 様
東京都公立高等学校協会事務局長

澤海 富安 様
東京都立学校経営企画室長協会会長(都高Ｐ連相談役)

澤田 悟 様
東京都公立高等学校長退職校長協会副会長(都高Ｐ連相談役)

天沼 照夫 様

6月10日熱中症予防啓発セミナーが開催されました。講師
は大塚製薬・福田とも子さんです。熱中症の症状では、顔
のほてり、体のだるさ、めまい、吐き気、筋肉のけいれんな
どが見られます。主な原因として、高温多湿、都会ではアス
ファルト舗装道路が多く熱がこもりヒートアイランド現象
が起こり易くなっていること（外的要因）、肥満傾向、高齢
者・子どものような体力のない人（体格的要因）、またラン
ニングや部活動等（運動からくる要因）も挙げられます。熱

中症の対処として、名前や場所などを聞いて意識の確認
をすること、涼しい場所で体を冷やし服を緩める、水分を
摂ることなどですが、名前等を聞いた時に意識が無い状
態であれば、直ぐに救急車を呼ぶことです。高校生は、基
礎代謝や部活等の運動量の多さなどで、屋内外を問わず
早めの水分補給、スポーツドリンク等と塩分やイオンなど
含む補給も大切なことを再確認し、子ども達へも意識付け
をしていく必要があると感じました。（調査広報委員・山岸）

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29年7月2日（日）平成29年7月2日（日） 平成29年6月10日(土)平成29年6月10日(土)

熱中症予防啓発セミナー熱中症予防啓発セミナー
国立オリンピック記念青少年総合センター
平成29年6月10日(土)平成29年6月10日(土)

0404 0505
立川高校 広尾高校 上野高校 国際高校

国分寺高校 豊多摩高校農業高校富士高校

八王子東高校江北高校

大塚製薬
福田とも子さん

大塚製薬
福田とも子さん

伊藤さん伊藤さん谷川さん谷川さん

池本会長池本会長
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会長選出に関するアンケート結果会長選出に関するアンケート結果

0808

81％81％

11％11％

8％8％

ある
ない
近いものはある

① 所属する PTA に役員選考に関する委員会はありますか？① 所属する PTA に役員選考に関する委員会はありますか？
50 件の回答

している
どちらでもない
していない
わからない

②その委員会は会長選出にあたり十分機能していますか？②その委員会は会長選出にあたり十分機能していますか？

④ 会長をお願いするのはどんな方が良いと思いますか？④ 会長をお願いするのはどんな方が良いと思いますか？

⑤ 会長を引き受けるきっかけになった事柄はなんですか？⑤ 会長を引き受けるきっかけになった事柄はなんですか？

42％42％

24％24％

20％20％

14％14％

46 件の回答

役員で手分けして探す
会長一人で探す
その他

③どのように会長を選出していますか？③どのように会長を選出していますか？

61％61％

18％18％
21％21％

23 件の回答

 ■責任感のある人×3 ■ 時間に融通がきく人 ■ 男性で、コミュニケーション能力があり、Pをまとめていける方 ■ 結局は断らない人だな ■ 出来れば男性、ダメなら女性 ■ 行動力のあ
る人 ■ 和を大事にする人 ■ 仏のような広い心の持ち主！ ■ 役員の中で一緒に活動したり意見をまとめてくれる方 報告のみをすればよいという位置付けはかえって、困る。 ■ 人柄 ■ 
周りからの信頼が厚く、みんなの意見を良く聞いてくれる ■ PTA 経験者、周りをちゃんと見れる人 ■ 真面目な人 人のために楽しんで動く人 ■ お母さんが役員大半しめる中、男性が違
った視点で見る形がよいと考えます。責任感はあるにこしたことありません。 ■ 責任感、協調性、心身共に健康であり、子どもの教育に理解ある方 ■ バランス感覚がある人、決断力があ
る人など ■ 学校に対して、先生方に対して、協力的であること。 ■ マネージメント能力がありそうな方  ■ 責任感のある人。 出しゃばらない人。 お父さん。 ■ 責任感・実行力 ■ 本校では
男（お父さん）がよいとされている。個人的にはリーダーシップより調整タイプ、仲介型が良いと思う。ICTスキルはスマホでメールが観られれば充分だが毎日チェックは必要（返信しなく
てもよいので）。会員・役員同士がメール上で諍いになることがありえるので仲裁が必要。 ■ 楽天的な人、小さいお子さんが居ない人、趣味のないお父さん ■ 情熱のある方、時間に融
通のきく方 ■ 時間の融通がきき、責任感がある人。人付き合いも上手な人。 ■ 責任感あり、自分の我が強くない人。 適切な状況判断が出来る人。 ■ 時間の融通が聞くマメな方 ■ いろ
んな事対応力 ■ PTA役員経験者  ■ 自己反省を込めて… チームワークを機能させる力（自分で動いてしまわない！）、包容力、そして鈍感力をお持ちの方、PTAの活動を増やしすぎてし
まわないバランス感覚も大事。 …私とは正反対(-_-;) ■ まず時間が取れて、人を取り込める人。 ■ やってくれる人（やってくれる人は積極的である） ■ 小中学校で(会長でなくても)役員
の経験がある人、責任感のある人 ■ 会長は校外活動が多い為、外に出れる方が良いと思います。 ■ 男性が好ましい。責任感がありルーズでない方。話上手、聞き上手。 ■ マネジメント
力 推進力 できれば人望 ■ 誠実であり、PTA会員のために損得を意識せずに対応できる人 ■ 長なので意見などを率先して言える人。 ■ 誠実な人 ■ 実働としては、副会長、会計の方々
がPTA活動の主体になることが多いと思いますので、その方たちのやりやすい雰囲気が作れる方がいいと思います。また、最終的には責任を取る方だと思うので、他の役員の方とコミュ
ニケーションが取れる方で話を聞いてあげられる方がいいと思います。 ■ 社交的な人、経験者 ■ 委員会や行事などに極力参加出来る方 ■ 問題意識の高い人、面倒見のいい人、子ど
ものために何かしたいと思っている人、周りの人の話を聞ける人、（いい意味で）策士であること、正直な人 ■ 高校の場合、まずは小、中PTA経験者。本部役員に信頼を得ている方。 ■ 責
任感がある人 ■ 女性。コミュニケーション力が高い人。でも、何より、貢献の心がある人。スキルなんか後からついてきます。 ■ ①責任感がある人（立候補でなくても、引き受けたからに
は会長職務に責任をもてる人）、②会話力がある人（わからないことはわかる人に聞く、仕事をふりわける、意見をまとめるなど） ■ 責任感のある人。皆んなの意見を聞いてくれる人 

 ■ 副会長に立候補してたが、いつまでたっても会長が決まらず、推薦委員があまりにも気の毒だったのでやむをえず。 ■ 雰囲気で役員をやることになり、最初に副会長ならと受けたが
、1週間後にやっぱり会長を受けてくれないかと打診があり、仕方なく受けた ■ 子どもと子どもの通う学校の役に立つなら ■ 一人っ子で最初で最後なので引き受けました ■ 推薦 ■ た
またま参加。楽しいお付き合いが増えたのでついつい深入り。 ■ 誰も会長だけやってくれる人が出ず、話合いが進まずやらざる負えない空気だった。 ■ 前会長からの引き継ぎもあった
が 委員会にて推薦されたから。 適任者がいなかった。 問題点を改善していく年度だと感じたから。 ■ やれると思った。他に居なそうだった。 ■ 役員からの熱望に負けた ■ おやじの会
のつながりで前会長から打診され、1年限定であれば今後のよい経験になること、学校に行く口実になることから引き受けることとしました。 ■ 選考委員長の人柄と校長推薦（校長が恩
師だった） ■ 役員定数を各役職で増やし、負担の軽減をするとともに、一般会員のお手伝い枠も増やし、会員全体で年間の活動を行えるようになったため。 ■ PTA役員の雰囲気が良か
ったから。 ■ 無理という答えはない ■ 器は全く無いし自営で休みも無い為時間的に余裕がないが子供が居ないのに会長にやって頂くのは申し訳けないのと学校側の事も考えた。 ■ 
前会長から声を掛けて頂き、迷いましたが、後を継たいと思いました。 ■ 活動量が自身で対応できる範囲であると感じたため。 ■ 断った時代わりの人が居なかったので、選出が面倒だ
から。断る理由が無かったので。 ■ 「あなただからお願いしたい」という言葉が心に響いた ■ 自分に出来る事を精一杯やろうと思った。 経験出来る事がが楽しく感じた。 ■ パソコンが
出来ないので、ほかの業務が出来ないため ■ 何かお役にたてるならと思い。  ■ 前会長の姿に感銘を受けており、その前会長から依頼を受けたので。 ■ 周りから堀を埋められて！ ■ 
会長候補のお子さんが退学したため急遽 ■ 昨年、副会長を努めてとても、まとまりあるメンバーに恵まれ、次年度は会長にと推薦されたので。 ■ 子供が学校にお世話になっていて、何
かしらお役にたてれば良いな？と思い、会長職を引き受けました。 ■ やりたい事があったから ■ 子供を救っていただいた都教委ならびに学校に恩返しをしたいから ■ 押しに負けた。 
■ 前会長に声をかけていただいたことと、他にいないのであればできる方が出てくるまでと思い引き受けました。PTAがある限り、誰かがやらなければならないので。 ■ 前会長の推薦 
■ 思い出作り。面白そう（未知の世界）だと思ったから。役員選出の場の「だんまり」に耐えられなかったから。 ■ 小、中、高、の会長はそれぞれ違うと思います ■ 率直に言えば行きがかり
上。どなたとご一緒か、ここが決め手でした。でも、いつも子供達のために何かできないかと思っていました。シングルマザーということもあり、出来る範囲で委員などをお引き受けして
いました。今回、下の子で会長を担いましたが、長子が小学生の頃から数えても、三役は二回目。仲間ありきだと思います。 ■ 互選会で初めて顔を合わした方々に、「会長を引き受けてく
れるなら私も本部役員を引き受ける」と言われたため。そのように言っていただけることに感謝しつつも、戸惑う気持ちでいっぱいだった。最終的には断りきれなかった。  ■ 2年の時副
会長だったから  

WEB アンケートへご協力頂きありがとうございま
した。50 名の方にご回答頂き以下のような結果と
なりました。次年度に向けた単位 PTA での運営委員
会の議題や役員選考の参考にして頂ければ幸いです。
なお、⑥の「 会長選出に関して自由意見」への回答
は都高 P 連 WEB サイトにて別途公開いたします。
ご協力ありがとうございました。

（今回頂いた回答はすべて掲載しています）

⑥ 会長選出に関して自由意見（自由回答）⑥ 会長選出に関して自由意見（自由回答）
地区の会長会、地区会など(の後の飲み会等)に会長以外の役員(次の会長やってくれそうなひとなら尚更)を連れて行く。会長の仕事の方が面白そう…と思うタイプの人がいるかもしれ
ない。 あとは、自分を磨く。 自分の言うことに首を横に振らせない様な魅力とオーラを身につけて、 ウンと言わす。
次の会長を決めるのが大変なので、1年間かけて、そういう雰囲気にもっていった。役員決めも、本部をみなさんやりたがらないので、日頃からコミュニケーションをとって、委員会から引
っ張りあげて、なんとか役員を増やした。
外堀埋める決めかたになるな
協力するから是非と言われ引き受けましたが、協力してくれず孤立。地区会長会が癒しの場です。
会長になるにあたって、他の本部候補の方々がサポートするから、一緒にやろうよと言ってくれたことが後押しとなったと思う。
自校では規約に推薦委員会というものがあるが昨年まで、全く機能していなかった 進歩的な保護者？又は攻撃的？な保護者の出現により当然だが規約に準じた選出方法を進める方向
になった 以前から 本部を仕切る副会長が仲間を指名するなどして特殊な集団のような雰囲気になりつつあった。中心の方たちは熱心に活動されているが一般の保護者には伝わりに
くい。PTAは自分達以外の保護者に注目してもらい、関心をもってもらう事が先ず一番だと思う。そのためにも会長は役員経験者から選ぶのが良い。一緒に活動して問題点にも関わって
きたからこそ解決の方向づけもできてくる。少しずつですが。 しかし。仲良くなければ続ける事が不可能なのも事実。 最近は自分が一般の保護者といつでも話せる位置にいることで都P
での研修も役立てることができていると感じている。
高校になると知り合いが少なくなり、アンケートの記載率が低い、提出率が低い。
うちの学校は…皆が仲良くて～自然的な流れが一番強いと思う チームワークだと思う
PTA会員との日々接点の場をどれかで多く持てるか、だと思います。
選出のために候補者に電話をかけて、説明や説得をする委員会(推薦委員会)の方々の活動が、短い期間に集中するため、仕事との両立や気配りの面での大変さが課題。 候補者同士が、
よく話し合い「互選」するという面が弱い。 選出の話し合いにすら出席が難しい候補者が増えているため、選出の方法だけでなく、活動内容や時期など全体での見直しを必要とする転換
期に差し掛かっているように感じます。
会長は現役員から選出するのがベストだと思います。自分が現役の時に次期会長を育てる事が大事だと思います。
みんなもっと大人になればいい
学校外での用事が多い。
やる気満々の人が既に居ますが、他に立候補する人が出てきたらどうすれば良いのか。
選出いうよりも、大半がやる人がいない中で、やれる人という感じで決まっているように感じます。
なる方はだいたい事前に覚悟しているように思えます。
各中学校からPTA役員経験者を推薦してもらい、直接声をかける方法がうまくいっている。
会長経験者が、この経験が非常に貴重で人生経験として素晴らしい、そして『苦労楽しい』活動であることをしっかりと伝える♪
会長選出はその都度適任と思われる方を一本釣り。 役員は事前にアンケートで意向調査。その中から前向きな方をピックアップし依頼。
役員をやってくれそうな人に声掛けはしています。会長になるかはその人次第。
役員のなり手がないので、その場しのぎで知人に役員をお願いする場合が多い。その場合、役員になる人が、PTAとは何か、役員とは何かということを考えずに、単なるボランティアと同
じ気持ちで活動したり、過去に役員経験、委員経験すら無かったりすると、心構えなど全て1から教えなくてはならず、また、小中学校と違い会う機会がぐっと少ないため、活動の楽しさを
伝えられず、単年でやめてしまったりするため、安定した組織活動がしにくい。
早めに動くのが良い。
任期は2年が良い (神奈川県 大石です
PTAが楽しいだけでなく、会長をしやすい環境づくり(大手企業で導入されているPTA役職休暇)の整備 
小中学校で経験がある人は比較的引き受ける傾向にあると思います。私含め。
予め気になる方に声をかけてお願いできたら良いのですが、会長ともなると、経験者以外は頑なに拒否します。PTA の活動が楽しいということをアピールするしかないのかと思います。 
我が校では数年前に会長やりたい方が数名いらして、ジャンケンで決めたというエピソードあります。
アンケートの活用やPTA経験者をリサーチしておいて､打診する。

「会長の仕事は全然大変じゃないですよ、みんなで分担すればいいんですよ」と言っても、誰も信じない。むしろ、会長経験者が「私は会長をやってみて、すごく楽しかった！会長をやって
本当に良かったと心から思う！」と前向きに自身の経験を語る方が、うまくいく可能性があるんじゃないかと思います（そういう風に会長が語れるよう、会長職を始めとするPTA役員活動
の内容を楽しいものにしていく必要はありますが。。）
今PTAは難しい時代なっていると思います。まずは、単P. 何かあったら、相談できる都高Pであってほしい。
エピソードは、上記。そもそもPTAとは？の大命題にPTA全体が取り組む必要があると思います。会長などの選出はもとより、先生方に参加が少ないのですから。更に言えば、このような
地域ベースでの会合もいかがなものか。かつて、殆どの会長が男性だった時代の名残を感じます。夜の会合など、母親の参加は、無理です。
本来ならば、ある程度本部の様子がわかったうえで会長になるのが望ましいと思う。本部役員もしくは各委員会委員長・副委員長あたりから選出されると、その後の活動がスムーズだと
思う。
会長は責任感があって性格含めどういう人だか分かっている人が良い。
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0808

81％81％

11％11％

8％8％

ある
ない
近いものはある

① 所属する PTA に役員選考に関する委員会はありますか？① 所属する PTA に役員選考に関する委員会はありますか？
50 件の回答

している
どちらでもない
していない
わからない

②その委員会は会長選出にあたり十分機能していますか？②その委員会は会長選出にあたり十分機能していますか？

④ 会長をお願いするのはどんな方が良いと思いますか？④ 会長をお願いするのはどんな方が良いと思いますか？

⑤ 会長を引き受けるきっかけになった事柄はなんですか？⑤ 会長を引き受けるきっかけになった事柄はなんですか？

42％42％

24％24％

20％20％

14％14％

46 件の回答

役員で手分けして探す
会長一人で探す
その他

③どのように会長を選出していますか？③どのように会長を選出していますか？

61％61％

18％18％
21％21％

23 件の回答

 ■責任感のある人×3 ■ 時間に融通がきく人 ■ 男性で、コミュニケーション能力があり、Pをまとめていける方 ■ 結局は断らない人だな ■ 出来れば男性、ダメなら女性 ■ 行動力のあ
る人 ■ 和を大事にする人 ■ 仏のような広い心の持ち主！ ■ 役員の中で一緒に活動したり意見をまとめてくれる方 報告のみをすればよいという位置付けはかえって、困る。 ■ 人柄 ■ 
周りからの信頼が厚く、みんなの意見を良く聞いてくれる ■ PTA 経験者、周りをちゃんと見れる人 ■ 真面目な人 人のために楽しんで動く人 ■ お母さんが役員大半しめる中、男性が違
った視点で見る形がよいと考えます。責任感はあるにこしたことありません。 ■ 責任感、協調性、心身共に健康であり、子どもの教育に理解ある方 ■ バランス感覚がある人、決断力があ
る人など ■ 学校に対して、先生方に対して、協力的であること。 ■ マネージメント能力がありそうな方  ■ 責任感のある人。 出しゃばらない人。 お父さん。 ■ 責任感・実行力 ■ 本校では
男（お父さん）がよいとされている。個人的にはリーダーシップより調整タイプ、仲介型が良いと思う。ICTスキルはスマホでメールが観られれば充分だが毎日チェックは必要（返信しなく
てもよいので）。会員・役員同士がメール上で諍いになることがありえるので仲裁が必要。 ■ 楽天的な人、小さいお子さんが居ない人、趣味のないお父さん ■ 情熱のある方、時間に融
通のきく方 ■ 時間の融通がきき、責任感がある人。人付き合いも上手な人。 ■ 責任感あり、自分の我が強くない人。 適切な状況判断が出来る人。 ■ 時間の融通が聞くマメな方 ■ いろ
んな事対応力 ■ PTA役員経験者  ■ 自己反省を込めて… チームワークを機能させる力（自分で動いてしまわない！）、包容力、そして鈍感力をお持ちの方、PTAの活動を増やしすぎてし
まわないバランス感覚も大事。 …私とは正反対(-_-;) ■ まず時間が取れて、人を取り込める人。 ■ やってくれる人（やってくれる人は積極的である） ■ 小中学校で(会長でなくても)役員
の経験がある人、責任感のある人 ■ 会長は校外活動が多い為、外に出れる方が良いと思います。 ■ 男性が好ましい。責任感がありルーズでない方。話上手、聞き上手。 ■ マネジメント
力 推進力 できれば人望 ■ 誠実であり、PTA会員のために損得を意識せずに対応できる人 ■ 長なので意見などを率先して言える人。 ■ 誠実な人 ■ 実働としては、副会長、会計の方々
がPTA活動の主体になることが多いと思いますので、その方たちのやりやすい雰囲気が作れる方がいいと思います。また、最終的には責任を取る方だと思うので、他の役員の方とコミュ
ニケーションが取れる方で話を聞いてあげられる方がいいと思います。 ■ 社交的な人、経験者 ■ 委員会や行事などに極力参加出来る方 ■ 問題意識の高い人、面倒見のいい人、子ど
ものために何かしたいと思っている人、周りの人の話を聞ける人、（いい意味で）策士であること、正直な人 ■ 高校の場合、まずは小、中PTA経験者。本部役員に信頼を得ている方。 ■ 責
任感がある人 ■ 女性。コミュニケーション力が高い人。でも、何より、貢献の心がある人。スキルなんか後からついてきます。 ■ ①責任感がある人（立候補でなくても、引き受けたからに
は会長職務に責任をもてる人）、②会話力がある人（わからないことはわかる人に聞く、仕事をふりわける、意見をまとめるなど） ■ 責任感のある人。皆んなの意見を聞いてくれる人 

 ■ 副会長に立候補してたが、いつまでたっても会長が決まらず、推薦委員があまりにも気の毒だったのでやむをえず。 ■ 雰囲気で役員をやることになり、最初に副会長ならと受けたが
、1週間後にやっぱり会長を受けてくれないかと打診があり、仕方なく受けた ■ 子どもと子どもの通う学校の役に立つなら ■ 一人っ子で最初で最後なので引き受けました ■ 推薦 ■ た
またま参加。楽しいお付き合いが増えたのでついつい深入り。 ■ 誰も会長だけやってくれる人が出ず、話合いが進まずやらざる負えない空気だった。 ■ 前会長からの引き継ぎもあった
が 委員会にて推薦されたから。 適任者がいなかった。 問題点を改善していく年度だと感じたから。 ■ やれると思った。他に居なそうだった。 ■ 役員からの熱望に負けた ■ おやじの会
のつながりで前会長から打診され、1年限定であれば今後のよい経験になること、学校に行く口実になることから引き受けることとしました。 ■ 選考委員長の人柄と校長推薦（校長が恩
師だった） ■ 役員定数を各役職で増やし、負担の軽減をするとともに、一般会員のお手伝い枠も増やし、会員全体で年間の活動を行えるようになったため。 ■ PTA役員の雰囲気が良か
ったから。 ■ 無理という答えはない ■ 器は全く無いし自営で休みも無い為時間的に余裕がないが子供が居ないのに会長にやって頂くのは申し訳けないのと学校側の事も考えた。 ■ 
前会長から声を掛けて頂き、迷いましたが、後を継たいと思いました。 ■ 活動量が自身で対応できる範囲であると感じたため。 ■ 断った時代わりの人が居なかったので、選出が面倒だ
から。断る理由が無かったので。 ■ 「あなただからお願いしたい」という言葉が心に響いた ■ 自分に出来る事を精一杯やろうと思った。 経験出来る事がが楽しく感じた。 ■ パソコンが
出来ないので、ほかの業務が出来ないため ■ 何かお役にたてるならと思い。  ■ 前会長の姿に感銘を受けており、その前会長から依頼を受けたので。 ■ 周りから堀を埋められて！ ■ 
会長候補のお子さんが退学したため急遽 ■ 昨年、副会長を努めてとても、まとまりあるメンバーに恵まれ、次年度は会長にと推薦されたので。 ■ 子供が学校にお世話になっていて、何
かしらお役にたてれば良いな？と思い、会長職を引き受けました。 ■ やりたい事があったから ■ 子供を救っていただいた都教委ならびに学校に恩返しをしたいから ■ 押しに負けた。 
■ 前会長に声をかけていただいたことと、他にいないのであればできる方が出てくるまでと思い引き受けました。PTAがある限り、誰かがやらなければならないので。 ■ 前会長の推薦 
■ 思い出作り。面白そう（未知の世界）だと思ったから。役員選出の場の「だんまり」に耐えられなかったから。 ■ 小、中、高、の会長はそれぞれ違うと思います ■ 率直に言えば行きがかり
上。どなたとご一緒か、ここが決め手でした。でも、いつも子供達のために何かできないかと思っていました。シングルマザーということもあり、出来る範囲で委員などをお引き受けして
いました。今回、下の子で会長を担いましたが、長子が小学生の頃から数えても、三役は二回目。仲間ありきだと思います。 ■ 互選会で初めて顔を合わした方々に、「会長を引き受けてく
れるなら私も本部役員を引き受ける」と言われたため。そのように言っていただけることに感謝しつつも、戸惑う気持ちでいっぱいだった。最終的には断りきれなかった。  ■ 2年の時副
会長だったから  

WEB アンケートへご協力頂きありがとうございま
した。50 名の方にご回答頂き以下のような結果と
なりました。次年度に向けた単位 PTA での運営委員
会の議題や役員選考の参考にして頂ければ幸いです。
なお、⑥の「 会長選出に関して自由意見」への回答
は都高 P 連 WEB サイトにて別途公開いたします。
ご協力ありがとうございました。

（今回頂いた回答はすべて掲載しています）

⑥ 会長選出に関して自由意見（自由回答）⑥ 会長選出に関して自由意見（自由回答）
地区の会長会、地区会など(の後の飲み会等)に会長以外の役員(次の会長やってくれそうなひとなら尚更)を連れて行く。会長の仕事の方が面白そう…と思うタイプの人がいるかもしれ
ない。 あとは、自分を磨く。 自分の言うことに首を横に振らせない様な魅力とオーラを身につけて、 ウンと言わす。
次の会長を決めるのが大変なので、1年間かけて、そういう雰囲気にもっていった。役員決めも、本部をみなさんやりたがらないので、日頃からコミュニケーションをとって、委員会から引
っ張りあげて、なんとか役員を増やした。
外堀埋める決めかたになるな
協力するから是非と言われ引き受けましたが、協力してくれず孤立。地区会長会が癒しの場です。
会長になるにあたって、他の本部候補の方々がサポートするから、一緒にやろうよと言ってくれたことが後押しとなったと思う。
自校では規約に推薦委員会というものがあるが昨年まで、全く機能していなかった 進歩的な保護者？又は攻撃的？な保護者の出現により当然だが規約に準じた選出方法を進める方向
になった 以前から 本部を仕切る副会長が仲間を指名するなどして特殊な集団のような雰囲気になりつつあった。中心の方たちは熱心に活動されているが一般の保護者には伝わりに
くい。PTAは自分達以外の保護者に注目してもらい、関心をもってもらう事が先ず一番だと思う。そのためにも会長は役員経験者から選ぶのが良い。一緒に活動して問題点にも関わって
きたからこそ解決の方向づけもできてくる。少しずつですが。 しかし。仲良くなければ続ける事が不可能なのも事実。 最近は自分が一般の保護者といつでも話せる位置にいることで都P
での研修も役立てることができていると感じている。
高校になると知り合いが少なくなり、アンケートの記載率が低い、提出率が低い。
うちの学校は…皆が仲良くて～自然的な流れが一番強いと思う チームワークだと思う
PTA会員との日々接点の場をどれかで多く持てるか、だと思います。
選出のために候補者に電話をかけて、説明や説得をする委員会(推薦委員会)の方々の活動が、短い期間に集中するため、仕事との両立や気配りの面での大変さが課題。 候補者同士が、
よく話し合い「互選」するという面が弱い。 選出の話し合いにすら出席が難しい候補者が増えているため、選出の方法だけでなく、活動内容や時期など全体での見直しを必要とする転換
期に差し掛かっているように感じます。
会長は現役員から選出するのがベストだと思います。自分が現役の時に次期会長を育てる事が大事だと思います。
みんなもっと大人になればいい
学校外での用事が多い。
やる気満々の人が既に居ますが、他に立候補する人が出てきたらどうすれば良いのか。
選出いうよりも、大半がやる人がいない中で、やれる人という感じで決まっているように感じます。
なる方はだいたい事前に覚悟しているように思えます。
各中学校からPTA役員経験者を推薦してもらい、直接声をかける方法がうまくいっている。
会長経験者が、この経験が非常に貴重で人生経験として素晴らしい、そして『苦労楽しい』活動であることをしっかりと伝える♪
会長選出はその都度適任と思われる方を一本釣り。 役員は事前にアンケートで意向調査。その中から前向きな方をピックアップし依頼。
役員をやってくれそうな人に声掛けはしています。会長になるかはその人次第。
役員のなり手がないので、その場しのぎで知人に役員をお願いする場合が多い。その場合、役員になる人が、PTAとは何か、役員とは何かということを考えずに、単なるボランティアと同
じ気持ちで活動したり、過去に役員経験、委員経験すら無かったりすると、心構えなど全て1から教えなくてはならず、また、小中学校と違い会う機会がぐっと少ないため、活動の楽しさを
伝えられず、単年でやめてしまったりするため、安定した組織活動がしにくい。
早めに動くのが良い。
任期は2年が良い (神奈川県 大石です
PTAが楽しいだけでなく、会長をしやすい環境づくり(大手企業で導入されているPTA役職休暇)の整備 
小中学校で経験がある人は比較的引き受ける傾向にあると思います。私含め。
予め気になる方に声をかけてお願いできたら良いのですが、会長ともなると、経験者以外は頑なに拒否します。PTA の活動が楽しいということをアピールするしかないのかと思います。 
我が校では数年前に会長やりたい方が数名いらして、ジャンケンで決めたというエピソードあります。
アンケートの活用やPTA経験者をリサーチしておいて､打診する。

「会長の仕事は全然大変じゃないですよ、みんなで分担すればいいんですよ」と言っても、誰も信じない。むしろ、会長経験者が「私は会長をやってみて、すごく楽しかった！会長をやって
本当に良かったと心から思う！」と前向きに自身の経験を語る方が、うまくいく可能性があるんじゃないかと思います（そういう風に会長が語れるよう、会長職を始めとするPTA役員活動
の内容を楽しいものにしていく必要はありますが。。）
今PTAは難しい時代なっていると思います。まずは、単P. 何かあったら、相談できる都高Pであってほしい。
エピソードは、上記。そもそもPTAとは？の大命題にPTA全体が取り組む必要があると思います。会長などの選出はもとより、先生方に参加が少ないのですから。更に言えば、このような
地域ベースでの会合もいかがなものか。かつて、殆どの会長が男性だった時代の名残を感じます。夜の会合など、母親の参加は、無理です。
本来ならば、ある程度本部の様子がわかったうえで会長になるのが望ましいと思う。本部役員もしくは各委員会委員長・副委員長あたりから選出されると、その後の活動がスムーズだと
思う。
会長は責任感があって性格含めどういう人だか分かっている人が良い。
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　都高 P 連の皆様、お疲れ様です！
　私は、長男の山崎高校で 3 年、長女の
町田工業高校で 2 年、計 5 年間 PTA 活動
を行って参りました。振り返ってみます
と、私は平成 24 年の長男の新入生招集日
に急遽、私の小中学校の同級生でありま
した前会長から声を掛けられ、いきなり 1
年生から山崎高校の会長を務めさせてい
ただく運びとなりました。今まで PTA 活
動に 1 回も携わったことの無い私が、こ
うして PTA 活動のスタートを切ったわけ
ですが、いざ PTA 活動をやり始めるとだ
んだん楽しくなって来ました。それはひ
とえに、お給料をもらえるわけでもない
のに、一生懸命ボランティアで一緒に頑
張ってくれる PTA の仲間がいたからで
す。
　私は偶然にも保護者や教職員の方々に
も恵まれ、本当に色々とご相談をさせて
いただきながら、楽しく活動をすること
ができました。息子の入学した山崎高校
は、保護者・教職員ともに PTA に全員加
入しておりましたが、娘の入学した町田
工業高校は、なんと、教職員が 1 名も
PTA に加入されてなく大変ビックリいた
しました。これではいけないと、1 年掛け
て校長先生や副校長先生、経営企画室長
と相談をし、また、各教職員の方々にも

ご協力を呼び掛けて参りました。そして、
翌年の平成 28 年度には会則も改正し、全
ての教職員の方々が PTA に加入していた
だき、無事に PTA（児童・生徒のよりよ
い教育環境の醸成を目ざす保護者と教職
員 に よ っ て 構 成 さ れ る 教 育 団 体
Parent-Teacher Association）となること
ができた時には、本当に嬉しい限りでご
ざいました。
　それからの町田工業高校は、校長先生
も一生懸命に 39 メールという保護者向け
の一斉配信メールを月に数回送信してく
ださっており、短縮授業やテストの日程、
自然災害時の登校時間や学校行事、PTA
の日程を随時把握する事ができ、保護者
はお弁当が要る・要らないなど、本当に
助かっております。また、土日でも、部
活の顧問の先生が鍵を開けて会議室を
PTA に使用させてくださいますし、更に
は様々な PTA の会議体に教職員の方々も
率先して参加をしていただけるようにな
りました。私が言うのもなんですが、非
常に協力体制の取れた素晴らしい PTA に
なった気がいたします。
　こうして私は、1 年間で 95 日ほど PTA
活動に参加をさせていただきましたが、
とにかく、『楽しい PTA 活動』を目標と
して頑張って参りました。当然、家に帰っ

ても、「楽しかった～」と言って帰ります。
「つまらなかった～」と言って帰れば、「嫌
ならやめれば」と返事が返って来ること
は歴然としておりますし、自分で始めた
PTA 活動なので、『心の中で』子どもたち
の為に最後までガンバローと決めており
ました。そうした中、娘が卒業式の日に、

「お父さん、いつも近くで見守っていてく
れてありがとう」とふいに話してくれま
した。この時、私は、『本当に PTA 活動
を精一杯やってきて良かったなぁ～』と、
つくづく実感したと同時に、涙がとまら
ず家の中で居場所に困ったことを今でも
忘れません。口には出さずとも、子ども
たちはみんな、親の背中を常に見ている
ことと思います。一人では PTA 活動はで
きません。様々な PTA の方々と親しくな
り、子どもたちの為に、一緒なって楽し
く PTA 活動を行っていただければ幸いと
存じます。

　わたしは都立工芸高校PTAでの活動を
計4年間つとめさせていただきました。
同時に地元地域でのPTA活動もおこなっ
ていますので地元保護者の方々との交流
も多いのですが、3年前のある日、小学校
の保護者会を終えた帰り道でひとりのお
母さん（以下、A子さん）より『中3の息
子の進路ことで悩んでいる』という趣旨
の相談を受けました。のちのち聞いたA子
さんの当時の状況を箇条書きすると

3人の子（高校3女子、中3男子、小4女子）を
1人で育てる40歳代シングル・マザー
家計は大変ひっ迫している様子
多忙のため教育に関しての知識が浅い
子どもにはやりたいことやって欲しいと切望
しているが、とにかく費用が心配
長女は奨学金を使った大学進学がほぼ決定
息子は勉強は出来ないが図工や技術が好き
学力は高い方ではない

息子の性格は引っ込み思案でおとなしいが真
面目でやさしい

この状況を聞いてわたしはすぐに「工業
高校」をおすすめした。するとこう即答

された。「そんな怖いところはおとなし
い息子には無理だ」とA子さんは真顔で言
いました。そうなのだ、現在の教育現場
を知らない40歳代にとってみれば工業高
校はいまだに怖いイメージなのだ。（本人
もスクールウォーズの世界感を思い描いて
いたようですw）わたしはその誤解を解く
と同時に専門高校に行けば高卒で東京都の
技術系3類職員なることも夢ではないことや
近年の工業教育のこと、資格取得の優位性
や金銭面のことなどを簡潔にお話しした。
　なぜそんな話が出来たのかと言うと工
芸高校は工業系専門高校であり、PTAを
通じた様々な交流から都内専門高校の情
報を日常的にたくさん頂くことが出来た
ため、専門教育に関連する多くの情報を
持っていました。
　そんなわたしの話しを真剣なまなざし
で聞くA子さんの表情を今でも鮮明に覚え
ている。話し終えるころには暗く焦燥感
に満ちていた表情がやわらかな表情に変
わり、ポロポロと泪を流し始めました。
その急な場面転換にわたしはとても動揺
したのは他でもない。なにしろそこは近
所の商店街でしたから(汗)。

それからA子さんには今に至るまで何度
「ありがとう」と言われたことだろうか。
わたしは見て聞いたことをそのまま話した
だけで大した事などしていないのに…
　言うまでもなくA子さんの息子は都立工
業高校へ無事入学し、時が過ぎ、今年の
春にはめでたく大手製造メーカーに就職
を果たした。そしてあの頼り無かったA子
さんの息子が今では給料の大半を家にい
れて家計を支え、姉の学費もサポートし
てくれているということをA子さんより聞
きました。それはそれは嬉しかった。
　この時、感動と充実した気持ちの中で
感じたのは、PTA活動で得たキャリアと
いうものは柔軟な道具であり、その道具
をうまく使えば子どもの未来、家族の未
来、社会の未来にもなりえる「財産」な
の だ な と 。 そ ん な こ と を 考 え な が ら
「PTAをやっていて良かったんだな」と
思えたひとつのエピソードでした。
　余談ですがこれまで幾度もA子さんの相
談に乗り、2人で話している姿を近隣の
方々に目撃されたわたしに浮気の疑惑が
上がったエピソードもあるが、それはま
たの機会に(笑)

P2～3 - 第67回 全国高等学校PTA連合会大会 静岡大会
P4～5 - 都高P連 地区活動紹介
P6 - 第２回全都会長会 第2部
P7 - 委員会報告、東京都高校ＰＴＡリーダー研修会
P8 - とかく「面倒」とか「大変」とか色々言われがちなPTAですが

P2～3 - 第67回 全国高等学校PTA連合会大会 静岡大会
P4～5 - 都高P連 地区活動紹介
P6 - 第２回全都会長会 第2部
P7 - 委員会報告、東京都高校ＰＴＡリーダー研修会
P8 - とかく「面倒」とか「大変」とか色々言われがちなPTAですが

平成 25・28 年度西部南地区  地区長　松本 旭功『 PTA での思い出 』

工芸高校 PTA OB 笹原 良太『シングル・マザーとわたしの財産』
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○
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○

○
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 「有徳の人」づくり 「有徳の人」づくり

第67回 全国高等学校
PTA連合会大会 静岡大会
第67回 全国高等学校
PTA連合会大会 静岡大会

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

NEXTNEXT

平成29年8月24日・25日、朝からものすごく晴れ渡った
静岡県小笠山総合運動公園。メイン会場エコパアリー
ナへの道のりは、ひたすら暑かった。
山の中腹にあるそのすばらしい建物は、朝日を浴びて
キラキラと輝いていた。
地方の会場に行くと毎回思うのは、何故こんな所に、こ
んなすごい建物が……。
全国から１万人近いPTA会員が集まり、メイン会場、分
科会会場と合わせて７つの会場を切り盛りする高P連
はさぞや大変であろうと思う所しきりである。
静岡大会も、メイン会場から移る分科会会場、浜松の
アクトシティと清水文化会館は90キロ近く離れている。
メイン会場からの移動、運営側の連携……。
分科会と言えど、1000人規模のホールを確保するのは
大変で、それを全てPTAのボランティアでやっている事
は素晴らしい事。PTAに携わっているものならば、何も
文句は言えないと思う。
昨年の千葉大会のように幕張メッセがある訳でもない
地方開催の準備の大変さは、やった者だけにしか解ら
ないものだろう。それがあの閉会式の嗚咽の、涙の

根っこなんだろうな。
ある分科会会場のスタッフに声を掛けてみたら、１つ
の高校から80人のPTAを動員して会場運営していた。
そんなこと東京で出来るのかな？
　分科会から帰ってきた都P連の仲間たちは、「疲れた
～」「遠かった～」と言いながらも懇親会では盛り上が
り、楽しんでいたのが本当に嬉しい。
どんなに大変な事があっても、心を一つにして、これか
らまた頑張ろうと言う気持ちにさせてくれる、そんな機
会の一つである全国大会。もちろん課題もまだまだあ
る。とくに分科会のクオリティーは、みんなで引き上げ
て行かなければ成らない事として考えて行きたい！と、
思うようになった。
意味の無い物に価値を与えるのが「芸術」
だとすれば、何も代償のないPTA活動に価値を与える
のが、人とのつながり。「人とのつながり」は芸術に等し
く、苦しく辛く、でも美しく、素晴らしい。
人との「心の根っこ」の繋がりが、こんなおじさんおばさ
んになってしまった私達でも、まだ少しだけ成長させて
もらえる貴重な場なのだと、しばし思う。

静岡県小笠山総合運動公園エコパ袋井会場 ： エコパアリーナ（メイン会場）
平 成 2 9 年 8月2 4日( 木 )・2 5日( 金 )  平 成 2 9 年 8月2 4日( 木 )・2 5日( 金 )  

平 成 3 0 年 8月2 0日(月)・2 1日( 火 )  平 成 3 0 年 8月2 0日(月)・2 1日( 火 )  

開 催 地：佐 賀 県 佐 賀 市 、唐 津 市 、鳥 栖 市 、嬉 野 市開 催 地：佐 賀 県 佐 賀 市 、唐 津 市 、鳥 栖 市 、嬉 野 市
メインテーマ：「 広 めよう 高 めよう 慈しむ 心 」メインテーマ：「 広 めよう 高 めよう 慈しむ 心 」

大 会テーマ大 会テーマ

0303

① 大会終了後、杉浦実行委員長からスタッフに向けてねぎらいのご挨拶① 大会終了後、杉浦実行委員長からスタッフに向けてねぎらいのご挨拶

② 駅前にも沢山のスタッフの方々の姿がありました② 駅前にも沢山のスタッフの方々の姿がありました ③ アリーナ前でも多くのスタッフの方々がいらっしゃいました③ アリーナ前でも多くのスタッフの方々がいらっしゃいました

④ 全国高Ｐ連研究発表の受付では会長みずからお手伝い④ 全国高Ｐ連研究発表の受付では会長みずからお手伝い

⑥ 来場者すべてのお弁当の準備と配布⑥ 来場者すべてのお弁当の準備と配布

優良PTA文部科学大臣表彰優良PTA文部科学大臣表彰
大城会長大城会長 石田会長石田会長 横溝会長横溝会長

平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 
平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 

平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 
平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 

板橋高等学校PTA板橋高等学校PTA 小平西高等学校PTA小平西高等学校PTA 農業高等学校PTA農業高等学校PTA

⑦ どこでも笑顔あふれる静岡県PTAの皆さん⑦ どこでも笑顔あふれる静岡県PTAの皆さん

⑧ 平成30年 佐賀大会のPR⑧ 平成30年 佐賀大会のPR ⑨ 会場出口での佐賀県高等学校PTA連合会の皆さん⑨ 会場出口での佐賀県高等学校PTA連合会の皆さん

⑤ 全国の高校から選抜された会報誌が
　 見れるのも全国大会の特徴
⑤ 全国の高校から選抜された会報誌が
　 見れるのも全国大会の特徴

詳しくはこちら

「全国大会」を考えてみる

写真で見る静岡大会

調査広報委員会 副委員長 本城 菊乃（西部南地区）

写真：調査広報委員会 本城、田中、都高P連会長 池本

静岡大会分科会等の概要は9月に発行した速報にてお届けしました。今号では分科会以外の静岡県PTAの方々の
活躍や様々な視点からの写真をご覧下さい。今号の表紙もすべて全国大会の時の写真です。
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 「有徳の人」づくり 「有徳の人」づくり

第67回 全国高等学校
PTA連合会大会 静岡大会
第67回 全国高等学校
PTA連合会大会 静岡大会

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

NEXTNEXT

平成29年8月24日・25日、朝からものすごく晴れ渡った
静岡県小笠山総合運動公園。メイン会場エコパアリー
ナへの道のりは、ひたすら暑かった。
山の中腹にあるそのすばらしい建物は、朝日を浴びて
キラキラと輝いていた。
地方の会場に行くと毎回思うのは、何故こんな所に、こ
んなすごい建物が……。
全国から１万人近いPTA会員が集まり、メイン会場、分
科会会場と合わせて７つの会場を切り盛りする高P連
はさぞや大変であろうと思う所しきりである。
静岡大会も、メイン会場から移る分科会会場、浜松の
アクトシティと清水文化会館は90キロ近く離れている。
メイン会場からの移動、運営側の連携……。
分科会と言えど、1000人規模のホールを確保するのは
大変で、それを全てPTAのボランティアでやっている事
は素晴らしい事。PTAに携わっているものならば、何も
文句は言えないと思う。
昨年の千葉大会のように幕張メッセがある訳でもない
地方開催の準備の大変さは、やった者だけにしか解ら
ないものだろう。それがあの閉会式の嗚咽の、涙の

根っこなんだろうな。
ある分科会会場のスタッフに声を掛けてみたら、１つ
の高校から80人のPTAを動員して会場運営していた。
そんなこと東京で出来るのかな？
　分科会から帰ってきた都P連の仲間たちは、「疲れた
～」「遠かった～」と言いながらも懇親会では盛り上が
り、楽しんでいたのが本当に嬉しい。
どんなに大変な事があっても、心を一つにして、これか
らまた頑張ろうと言う気持ちにさせてくれる、そんな機
会の一つである全国大会。もちろん課題もまだまだあ
る。とくに分科会のクオリティーは、みんなで引き上げ
て行かなければ成らない事として考えて行きたい！と、
思うようになった。
意味の無い物に価値を与えるのが「芸術」
だとすれば、何も代償のないPTA活動に価値を与える
のが、人とのつながり。「人とのつながり」は芸術に等し
く、苦しく辛く、でも美しく、素晴らしい。
人との「心の根っこ」の繋がりが、こんなおじさんおばさ
んになってしまった私達でも、まだ少しだけ成長させて
もらえる貴重な場なのだと、しばし思う。

静岡県小笠山総合運動公園エコパ袋井会場 ： エコパアリーナ（メイン会場）
平 成 2 9 年 8月2 4日( 木 )・2 5日( 金 )  平 成 2 9 年 8月2 4日( 木 )・2 5日( 金 )  

平 成 3 0 年 8月2 0日(月)・2 1日( 火 )  平 成 3 0 年 8月2 0日(月)・2 1日( 火 )  

開 催 地：佐 賀 県 佐 賀 市 、唐 津 市 、鳥 栖 市 、嬉 野 市開 催 地：佐 賀 県 佐 賀 市 、唐 津 市 、鳥 栖 市 、嬉 野 市
メインテーマ：「 広 めよう 高 めよう 慈しむ 心 」メインテーマ：「 広 めよう 高 めよう 慈しむ 心 」

大 会テーマ大 会テーマ

0303

① 大会終了後、杉浦実行委員長からスタッフに向けてねぎらいのご挨拶① 大会終了後、杉浦実行委員長からスタッフに向けてねぎらいのご挨拶

② 駅前にも沢山のスタッフの方々の姿がありました② 駅前にも沢山のスタッフの方々の姿がありました ③ アリーナ前でも多くのスタッフの方々がいらっしゃいました③ アリーナ前でも多くのスタッフの方々がいらっしゃいました

④ 全国高Ｐ連研究発表の受付では会長みずからお手伝い④ 全国高Ｐ連研究発表の受付では会長みずからお手伝い

⑥ 来場者すべてのお弁当の準備と配布⑥ 来場者すべてのお弁当の準備と配布

優良PTA文部科学大臣表彰優良PTA文部科学大臣表彰
大城会長大城会長 石田会長石田会長 横溝会長横溝会長

平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 
平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 

平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 
平成29年度
全国高等学校PTA連合会会長表彰 

板橋高等学校PTA板橋高等学校PTA 小平西高等学校PTA小平西高等学校PTA 農業高等学校PTA農業高等学校PTA

⑦ どこでも笑顔あふれる静岡県PTAの皆さん⑦ どこでも笑顔あふれる静岡県PTAの皆さん

⑧ 平成30年 佐賀大会のPR⑧ 平成30年 佐賀大会のPR ⑨ 会場出口での佐賀県高等学校PTA連合会の皆さん⑨ 会場出口での佐賀県高等学校PTA連合会の皆さん

⑤ 全国の高校から選抜された会報誌が
　 見れるのも全国大会の特徴
⑤ 全国の高校から選抜された会報誌が
　 見れるのも全国大会の特徴

詳しくはこちら

「全国大会」を考えてみる

写真で見る静岡大会

調査広報委員会 副委員長 本城 菊乃（西部南地区）

写真：調査広報委員会 本城、田中、都高P連会長 池本

静岡大会分科会等の概要は9月に発行した速報にてお届けしました。今号では分科会以外の静岡県PTAの方々の
活躍や様々な視点からの写真をご覧下さい。今号の表紙もすべて全国大会の時の写真です。
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都高P連 地区活動紹介都高P連 地区活動紹介

0404

西部北地区西部北地区 地区長：青木 健司  武蔵村山高校地区長：青木 健司  武蔵村山高校

①｢平成29年度西部北地区定期総会｣
平成29年6月3日 東村山サンパルネ
役員選出についての会則変更の審議などが行なわれたり､多
摩高校､東大和高校､秋留台高校の校長先生をお招きしご挨
拶を頂きました。
また､総会後に教育懇親会も行われ､各学校との親睦を図り､
情報交換も出来ました。
②第1回西部北地区会長会　平成29年7月4日
③｢東村山高校 創立50周年｣ 平成29年10月2日
④｢スポーツ交流事業 ソフトボール大会｣
平成29年10月9日(祝) 昭島市くじら運動公園グラウンド
地区加盟､非加盟に関わらず各学校が｢スポーツ交流｣を通じ
て一日を楽しく過ごすイベント。
優勝は福生､準優勝は青梅総合､3位は昭和でした。
スポーツ事業によって加盟校が増えることを期待したいところです。

⑤第2回西部北地区会長会・情報交換会　平成29年10月28日
東村山サンパルネ
⑥｢拝島高校 創立40周年｣  平成29年11月17日

中部南地区中部南地区 地区長：鈴木 弘恵 目黒高校地区長：鈴木 弘恵 目黒高校

中部南地区は東京都の中で、一番公立高校が多い地区です。
しかし、都P連の加盟校は年々減少し、今は５校です。
しかしながら、地区活動はとても活発に行っています。そして、
合理的な活動の手段として始めたwebクラウド(サイボウズ)
を使った連絡や情報交換、地区会の日程調整。近頃はグルー
プLINEも地区会やイベント前の意見交換の場としてもフルに
活用しています。
現役役員の参加も、会長だけでなく副会長、書記、会計の方々
も率先して地区の活動にご参加いただいています。
勿論、OBOGの方々も気持ちよく、楽しくご参加いただいてい
るおかげで、少数ながらも「明るく、楽しく、気持ちよく！！」。毎
回、笑いの絶えない地区会、懇親会が行えてます。
何より、少数だからこその、参加者全員が同じ位置での「意見
のキャッチボール」も中部南地区ならではの活動スタンスだ
と思います。

そして、恒例になってきた「中部南地区　生徒発表会」も、今
年度は地区内の児童センター(写真二列目右三人目、四人目
のお二人)のご協力をいただき、未加盟校と他地区校も参加
して頂ける運びとなりました。
このように、地区会参加者のみんなが何事にも力を合わせて、
前向きに取り組んで行く。それが中部南の醍醐味です。

「出来ることを出来るときに！」「分からないことはみんなで解
決しよう！」。
こんなアットホームで誰でもwelcome！
これからもこのスタイルで「楽しめる、中部南地区！」を目指し
て行きます。

西部南地区西部南地区
西部南地区は、南多摩地域18校が加盟しています。1年目や2年
目の単位PTA会長、経験豊富なOBOGで構成されています。
情報交換の場として奇数月に会長会、偶数月に役員会を中心とし
た地区活動、8月の東部北地区、12月の西部北地区合同情報交換
会、10月・2月の多摩地区スポーツ交流大会参加など他地区との
活動と、情報や悩みを共有しまじめに楽しく活動しています。
西部南のメンバーは本当に仲良しです。これまで先輩方が築きあ
げた西部南の雰囲気、チームワークの良さを引き継ぎたく、今年
度は単位PTA会長以外の役員の方にも積極的に参加していただ
いてます。 
活動を通して、他校の活動の様子や同じ悩みや思いを話したり、
聞いたり…そして色々な方々との出会いがあり。喜怒哀楽をみん
なで共有出来る場だと思います。子ども達が創ってくれたご縁。こ
のご縁に感謝しながら、これからも大事に活動していきます！

地区長：中村 幸子  富士森高校地区長：中村 幸子  富士森高校 東部北地区東部北地区
東部北地区は「楽しくなければＰＴＡじゃない！」をモットーとして、東京下
町らしく義理と人情と笑いに満ち溢れた活動をしています。
年間行事としては、今年も「あだちけいおんフェスタ ライオンズカップ」（6
月4日、東京足立ライオンズクラブ主催、足立区教育委員会他共催、東京都
教育委員会・都高P連東部北地区他後援）に審査員と運営スタッフとして参
加。地区内の高校生たちのバンド活動を大いに盛り上げました。
8月5日には、恒例となりつつある高尾山での西部南地区との情報交換会を
開催。やはり仲の良い方々が揃った西部南地区の皆様と楽しく有意義な情
報交換を行いました。
9月・10月の文化祭シーズンには、地区内のいくつかの学校にて災害被災
地支援の物品販売を行い、今年も好評のうちに完売しました。
この後12月には各校の会長のみならず副会長・会計・広報委員などの方々
にも参加していただく情報交換会や、各校PTA役員の慰労を兼ねた懇親会
を開催し、PTA活動を益々楽しくやりがいものにしていきたいと思っていま
す。こんな東部北地区ですが、どうぞよろしくお願いいたします！

地区長：丸山 悦男 足立高校地区長：丸山 悦男 足立高校

中部北地区中部北地区
【活動報告】
・新旧代表者会　4月19日
・総会・歓送迎会　6月2日
・東京地区大会 7月2日　オリセン
・第1回代表者会 7月5日 19:30  練馬ココネリ
・全国大会静岡大会 8月23日～25日
・第2回代表者会 9月12日 19:30 練馬ココネリ
・文化祭訪問 9月～11月
・中部南地区生徒発表会11月19日 武蔵丘高校参加

【今後の活動】
・西部北南地区合同情報交換会参加12月2日

・中部学校訪問支援センター訪問
・第3回代表者会 12月5日 19:30 練馬ココネリ
・賀詞交歓会1月19日 19:30 サンシャインクルーズ
・第4回代表者会 2月6日
・第5回代表者会 3月20日
・新旧代表者会 4月17日
・情報交換会 4月20日
・総会・歓送迎会 6月1日

地区長：大城のり子  板橋高校地区長：大城のり子  板橋高校

西部南東部北地区合同情報交換会にて

0505
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都高P連 地区活動紹介都高P連 地区活動紹介

0404

西部北地区西部北地区 地区長：青木 健司  武蔵村山高校地区長：青木 健司  武蔵村山高校

①｢平成29年度西部北地区定期総会｣
平成29年6月3日 東村山サンパルネ
役員選出についての会則変更の審議などが行なわれたり､多
摩高校､東大和高校､秋留台高校の校長先生をお招きしご挨
拶を頂きました。
また､総会後に教育懇親会も行われ､各学校との親睦を図り､
情報交換も出来ました。
②第1回西部北地区会長会　平成29年7月4日
③｢東村山高校 創立50周年｣ 平成29年10月2日
④｢スポーツ交流事業 ソフトボール大会｣
平成29年10月9日(祝) 昭島市くじら運動公園グラウンド
地区加盟､非加盟に関わらず各学校が｢スポーツ交流｣を通じ
て一日を楽しく過ごすイベント。
優勝は福生､準優勝は青梅総合､3位は昭和でした。
スポーツ事業によって加盟校が増えることを期待したいところです。

⑤第2回西部北地区会長会・情報交換会　平成29年10月28日
東村山サンパルネ
⑥｢拝島高校 創立40周年｣  平成29年11月17日

中部南地区中部南地区 地区長：鈴木 弘恵 目黒高校地区長：鈴木 弘恵 目黒高校

中部南地区は東京都の中で、一番公立高校が多い地区です。
しかし、都P連の加盟校は年々減少し、今は５校です。
しかしながら、地区活動はとても活発に行っています。そして、
合理的な活動の手段として始めたwebクラウド(サイボウズ)
を使った連絡や情報交換、地区会の日程調整。近頃はグルー
プLINEも地区会やイベント前の意見交換の場としてもフルに
活用しています。
現役役員の参加も、会長だけでなく副会長、書記、会計の方々
も率先して地区の活動にご参加いただいています。
勿論、OBOGの方々も気持ちよく、楽しくご参加いただいてい
るおかげで、少数ながらも「明るく、楽しく、気持ちよく！！」。毎
回、笑いの絶えない地区会、懇親会が行えてます。
何より、少数だからこその、参加者全員が同じ位置での「意見
のキャッチボール」も中部南地区ならではの活動スタンスだ
と思います。

そして、恒例になってきた「中部南地区　生徒発表会」も、今
年度は地区内の児童センター(写真二列目右三人目、四人目
のお二人)のご協力をいただき、未加盟校と他地区校も参加
して頂ける運びとなりました。
このように、地区会参加者のみんなが何事にも力を合わせて、
前向きに取り組んで行く。それが中部南の醍醐味です。

「出来ることを出来るときに！」「分からないことはみんなで解
決しよう！」。
こんなアットホームで誰でもwelcome！
これからもこのスタイルで「楽しめる、中部南地区！」を目指し
て行きます。

西部南地区西部南地区
西部南地区は、南多摩地域18校が加盟しています。1年目や2年
目の単位PTA会長、経験豊富なOBOGで構成されています。
情報交換の場として奇数月に会長会、偶数月に役員会を中心とし
た地区活動、8月の東部北地区、12月の西部北地区合同情報交換
会、10月・2月の多摩地区スポーツ交流大会参加など他地区との
活動と、情報や悩みを共有しまじめに楽しく活動しています。
西部南のメンバーは本当に仲良しです。これまで先輩方が築きあ
げた西部南の雰囲気、チームワークの良さを引き継ぎたく、今年
度は単位PTA会長以外の役員の方にも積極的に参加していただ
いてます。 
活動を通して、他校の活動の様子や同じ悩みや思いを話したり、
聞いたり…そして色々な方々との出会いがあり。喜怒哀楽をみん
なで共有出来る場だと思います。子ども達が創ってくれたご縁。こ
のご縁に感謝しながら、これからも大事に活動していきます！

地区長：中村 幸子  富士森高校地区長：中村 幸子  富士森高校 東部北地区東部北地区
東部北地区は「楽しくなければＰＴＡじゃない！」をモットーとして、東京下
町らしく義理と人情と笑いに満ち溢れた活動をしています。
年間行事としては、今年も「あだちけいおんフェスタ ライオンズカップ」（6
月4日、東京足立ライオンズクラブ主催、足立区教育委員会他共催、東京都
教育委員会・都高P連東部北地区他後援）に審査員と運営スタッフとして参
加。地区内の高校生たちのバンド活動を大いに盛り上げました。
8月5日には、恒例となりつつある高尾山での西部南地区との情報交換会を
開催。やはり仲の良い方々が揃った西部南地区の皆様と楽しく有意義な情
報交換を行いました。
9月・10月の文化祭シーズンには、地区内のいくつかの学校にて災害被災
地支援の物品販売を行い、今年も好評のうちに完売しました。
この後12月には各校の会長のみならず副会長・会計・広報委員などの方々
にも参加していただく情報交換会や、各校PTA役員の慰労を兼ねた懇親会
を開催し、PTA活動を益々楽しくやりがいものにしていきたいと思っていま
す。こんな東部北地区ですが、どうぞよろしくお願いいたします！

地区長：丸山 悦男 足立高校地区長：丸山 悦男 足立高校

中部北地区中部北地区
【活動報告】
・新旧代表者会　4月19日
・総会・歓送迎会　6月2日
・東京地区大会 7月2日　オリセン
・第1回代表者会 7月5日 19:30  練馬ココネリ
・全国大会静岡大会 8月23日～25日
・第2回代表者会 9月12日 19:30 練馬ココネリ
・文化祭訪問 9月～11月
・中部南地区生徒発表会11月19日 武蔵丘高校参加

【今後の活動】
・西部北南地区合同情報交換会参加12月2日

・中部学校訪問支援センター訪問
・第3回代表者会 12月5日 19:30 練馬ココネリ
・賀詞交歓会1月19日 19:30 サンシャインクルーズ
・第4回代表者会 2月6日
・第5回代表者会 3月20日
・新旧代表者会 4月17日
・情報交換会 4月20日
・総会・歓送迎会 6月1日

地区長：大城のり子  板橋高校地区長：大城のり子  板橋高校

西部南東部北地区合同情報交換会にて
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第２回 全都会長会 第2部第２回 全都会長会 第2部 委員会報告、ご案内委員会報告、ご案内

東京都高校ＰＴＡリーダー研修会東京都高校ＰＴＡリーダー研修会

0707

　第2回全都会長会を終えたあと、今回で3回目の開催になりま
した全都情報交換会を開催しました。80余名の方々を学校や地
区ごとで塊にならないように直前アンケートを行いその結果を4
グループのテーブルに分けて開始となりました。
　高校PTAという共通の話題で各テーブルすぐに打ち解けて
PTAや学校教育に関する様々な情報交換の会話に花がさいて
いました。こういった会に初めて参加される方PTA役員の方も

「初めてで緊張したけど食べ物を食べながらだったので緊張も

ほぐれた中で交流できた」「福島ツアーや全国大会などの外部
活動で一緒だった方々と再会出来て良かった」「西の奥の方の
学校なので東の方の学校の方々に知り合えてとても良かった」
など盛況と手応えを伺える多くの声をいただいた全都でコミュ
ニケーションをはかれる有意義な時間でした。すべて掲載とは
いきませんが参加の方々の写真を最大限掲載していますので、
この日の雰囲気を笑顔あふれる皆さんの写真で感じてください！

「子供と社会をつなぐ学校教育、保護者の役割」  講師：成田 秀夫氏
現代社会が必要とする人材を育てるのに必要な事。子どもを育てる親
にとっての究極の課題にズバッと刺さる講演会でした。
現代人に必要とされる能力は、その人の専門に関わらず、汎用的な能力、
態度、志向、これをジェネリックスキルと言います。
ジェネリックスキルには
A   リテラシー［問題解決能力］
B   コンピテンシー［経験を積む事で得たもの］
が有り、この二つを上手に育てて行く事が、これからの教育の根幹。
これらを育てるには…
① 大学では遅い
② 少し無理かな？と思うような大きな経験をさせる
③ 学習のプロセスを可視化する（隣の人と話す、書く、人前で発表する）
高校教育でのアクティヴラーニング（AL）の必要性、そしてALT（teacher）
を育てる事の大切さを教えられました。
特に①については幼少期からの保護者の接し方、付かず、離れず、寄り
添い、見守りが重要。

これはPTAの基本だと、参加者の多くが感じたで事でしょう。
講演会の参加者もただ聴くだけでなく、10年後に無くなると思う職業を
考えたり、自らの思いを隣の人と意見交換したり…、まさにアクティブラ
ーニングを体験出来たのは、大きな経験値になったと思います。
もっと詳しく知りたい方は  manabilab.jp  へアクセスしてみて下さい。

平成29年10月14日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター

平成29年10月14日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター

平成29年11月25日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター

平成29年11月25日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター

富士森高校富士森高校
中村中村会長会長

山崎高校山崎高校
芳川芳川会長会長 永山高校永山高校

戸来戸来相談役相談役
野津田高校野津田高校
薄井薄井会長会長

武蔵野北高校 OB武蔵野北高校 OB
松村松村評議員評議員

青井高校青井高校
栖川栖川副会長副会長

国分寺高校国分寺高校
佐藤佐藤副会長副会長

青井高校青井高校
新井新井副会長副会長

青井高校青井高校
上村上村 副会長副会長 小川高校 OB小川高校 OB

福山福山評議員評議員

富士森高校 OB富士森高校 OB
藤原藤原理事理事

杉並高校 OB杉並高校 OB
岸岸 評議員評議員

町田工業高校町田工業高校
菊地菊地会長会長

小平西高校小平西高校
石田石田会長会長 久留米西高校久留米西高校

渡部渡部会長会長 田無高校田無高校
林林 会長会長

農芸高校農芸高校
吉田吉田 副会長副会長

田無高校田無高校
野口野口 書記書記

小金井北高校小金井北高校
青木青木 会長会長

都高 P 連 （大山高校 OB）都高 P 連 （大山高校 OB）

木村木村 副会長副会長

都高 P 連都高 P 連
天沼天沼 相談役相談役

竹台高校竹台高校
清水清水会長会長

向丘高校向丘高校
松浦松浦会長会長

竹台高校竹台高校
大久保大久保 副会長副会長

足立高校足立高校
丸山丸山会長会長

江北高校江北高校
高橋高橋会長会長

都高 P 連 （向丘高校 OB）都高 P 連 （向丘高校 OB）

高田高田 副会長副会長

片倉高校片倉高校
笹田笹田 推薦委員長推薦委員長

片倉高校片倉高校
東東 副会長副会長

目黒高校目黒高校
鈴木鈴木 会長会長

片倉高校片倉高校
三枝三枝 会長会長

国立高校国立高校
開沼開沼 副会長副会長

立川高校立川高校
佐々木佐々木 会長会長

都高 P 連 （富士高校 OB）都高 P 連 （富士高校 OB）

砂金砂金 副会長副会長
足立工業高校足立工業高校
岡本岡本 会長会長

石神井高校石神井高校
宍倉宍倉 会長会長 井草高校井草高校

伊藤伊藤 会長会長
井草高校井草高校
倉橋倉橋 副会長副会長

大山高校大山高校
古川古川 副会長副会長

飛鳥高校飛鳥高校
越石越石 会長会長

富士森高校富士森高校
飯田飯田 副会長副会長

小平南高校小平南高校
上村上村 会長会長

北園高校北園高校
本間本間 顧問顧問

大山高校大山高校
坂井坂井 会長会長

野津田高校野津田高校
青木青木 副会長副会長 府中高校府中高校

安藤安藤 会長会長 武蔵村山高校武蔵村山高校
青木青木 会長会長

多摩工業高校 OB多摩工業高校 OB
田中田中 理事理事

インターカレッジコープインターカレッジコープ
田留見田留見 さんさん

東村山高校東村山高校
金谷金谷 副会長副会長

調布北高校調布北高校
大島大島 会長会長

工芸高校工芸高校
征矢征矢 副会長副会長

神代高校神代高校
須藤須藤 会長会長

工芸高校工芸高校
宮﨑宮﨑 会長会長

足立工業高校足立工業高校
久保久保 副会長副会長

松が谷高校松が谷高校
大久保 会長大久保 会長

東村山西高校 東村山西高校 
村田 書記村田 書記

国立高校国立高校
児玉 会長児玉 会長

杉並高校杉並高校
岩間 会長岩間 会長

小金井北高校小金井北高校
筑田 副会長筑田 副会長

飛鳥高校飛鳥高校
阿部 監査阿部 監査

国分寺高校国分寺高校
加藤加藤会長会長

青井高校青井高校
染谷染谷副会長副会長

青井高校青井高校
寺嶋寺嶋副会長副会長

豊島高校豊島高校
鍬守鍬守 会長会長

久留米西高校 OB久留米西高校 OB
松井松井 理事理事
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平成30年度  東京地区大会の概要が決定しました。

多くの皆さまの来場をお待ちしております。
30東京地区大会実行委員会 委員長 松井真由美

メインテーマ : 【広めよう  高めよう  慈しむ心】
サブテーマ  :  ～あなたの未来  希望の明日へ～

日にち ： 2018年6月24日(日)  
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

   ～ 荻原健司氏による基調講演～

　学校教育委員会では、平成２９年度の学校教育環境アンケート
と保護者向けアンケートを、１２月から来年１月にかけて実施する
予定です。学校教育環境アンケートでは、ユースソーシャルワーカ
ー、特別教室への空調設備等について、また、保護者向けアンケー
トでは、放課後学習、インターネットを利用した学習、教育費用等に
ついて聞く予定です。
　そして、アンケート結果に基づいて、課題を分析、討議した上で、
都議会や東京都の教育委員会に働きかけを行ってゆくつもりです。
　教育環境の整備向上や教育費用の負担軽減に向けた提言を行
うためにも、より多くの方がアンケートに答えていただくよう願って
やみません。    学校教育委員会委員長　金谷豊（田無ＯＢ）

奨学金の概要説明・講演・パネルディスカッション「いま私たちにできること」
荒井佑介氏　（ＮＰＯ法人ＰＩＥＣＥＳ副代表）

大学生のときにホームレス支援から始まり、5年前に子どもの貧困に関わり始めた。中学3年生の学習支援を皮切りに子どもの支援に
力を入れる。子ども達に勉強を教えていく中で、彼らの抱える複合的な課題を学習支援だけでは解決できないと感じて、東京都内で居
場所支援・家庭訪問・生活相談・進路支援・就労支援と子どものニーズにそって幅広く活動を広げる。出会った子どものニーズに応じて
、多様な大人の協力を募り、オーダーメイドの支援を展開している。

学校教育委員会よりお知らせ学校教育委員会よりお知らせ

子どもの貧困対策委員会よりお知らせ子どもの貧困対策委員会よりお知らせ

東京地区大会実行委員会よりお知らせ東京地区大会実行委員会よりお知らせ

平成29年度 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 特別研修会

子どもたちのために、いま私たちができること
～すべての子どもたちが健やかに育つ環境づくりのために～
日時　平成30年1月26日（金）　受付　18：30　開会　19：00
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501室

内　容
講演者

河合塾・文化教育研究所開発研究職河合塾・文化教育研究所開発研究職

成田 秀夫氏成田 秀夫氏
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　都高 P 連の皆様、お疲れ様です！
　私は、長男の山崎高校で 3 年、長女の
町田工業高校で 2 年、計 5 年間 PTA 活動
を行って参りました。振り返ってみます
と、私は平成 24 年の長男の新入生招集日
に急遽、私の小中学校の同級生でありま
した前会長から声を掛けられ、いきなり 1
年生から山崎高校の会長を務めさせてい
ただく運びとなりました。今まで PTA 活
動に 1 回も携わったことの無い私が、こ
うして PTA 活動のスタートを切ったわけ
ですが、いざ PTA 活動をやり始めるとだ
んだん楽しくなって来ました。それはひ
とえに、お給料をもらえるわけでもない
のに、一生懸命ボランティアで一緒に頑
張ってくれる PTA の仲間がいたからで
す。
　私は偶然にも保護者や教職員の方々に
も恵まれ、本当に色々とご相談をさせて
いただきながら、楽しく活動をすること
ができました。息子の入学した山崎高校
は、保護者・教職員ともに PTA に全員加
入しておりましたが、娘の入学した町田
工業高校は、なんと、教職員が 1 名も
PTA に加入されてなく大変ビックリいた
しました。これではいけないと、1 年掛け
て校長先生や副校長先生、経営企画室長
と相談をし、また、各教職員の方々にも

ご協力を呼び掛けて参りました。そして、
翌年の平成 28 年度には会則も改正し、全
ての教職員の方々が PTA に加入していた
だき、無事に PTA（児童・生徒のよりよ
い教育環境の醸成を目ざす保護者と教職
員 に よ っ て 構 成 さ れ る 教 育 団 体
Parent-Teacher Association）となること
ができた時には、本当に嬉しい限りでご
ざいました。
　それからの町田工業高校は、校長先生
も一生懸命に 39 メールという保護者向け
の一斉配信メールを月に数回送信してく
ださっており、短縮授業やテストの日程、
自然災害時の登校時間や学校行事、PTA
の日程を随時把握する事ができ、保護者
はお弁当が要る・要らないなど、本当に
助かっております。また、土日でも、部
活の顧問の先生が鍵を開けて会議室を
PTA に使用させてくださいますし、更に
は様々な PTA の会議体に教職員の方々も
率先して参加をしていただけるようにな
りました。私が言うのもなんですが、非
常に協力体制の取れた素晴らしい PTA に
なった気がいたします。
　こうして私は、1 年間で 95 日ほど PTA
活動に参加をさせていただきましたが、
とにかく、『楽しい PTA 活動』を目標と
して頑張って参りました。当然、家に帰っ

ても、「楽しかった～」と言って帰ります。
「つまらなかった～」と言って帰れば、「嫌
ならやめれば」と返事が返って来ること
は歴然としておりますし、自分で始めた
PTA 活動なので、『心の中で』子どもたち
の為に最後までガンバローと決めており
ました。そうした中、娘が卒業式の日に、

「お父さん、いつも近くで見守っていてく
れてありがとう」とふいに話してくれま
した。この時、私は、『本当に PTA 活動
を精一杯やってきて良かったなぁ～』と、
つくづく実感したと同時に、涙がとまら
ず家の中で居場所に困ったことを今でも
忘れません。口には出さずとも、子ども
たちはみんな、親の背中を常に見ている
ことと思います。一人では PTA 活動はで
きません。様々な PTA の方々と親しくな
り、子どもたちの為に、一緒なって楽し
く PTA 活動を行っていただければ幸いと
存じます。

　わたしは都立工芸高校PTAでの活動を
計4年間つとめさせていただきました。
同時に地元地域でのPTA活動もおこなっ
ていますので地元保護者の方々との交流
も多いのですが、3年前のある日、小学校
の保護者会を終えた帰り道でひとりのお
母さん（以下、A子さん）より『中3の息
子の進路ことで悩んでいる』という趣旨
の相談を受けました。のちのち聞いたA子
さんの当時の状況を箇条書きすると

3人の子（高校3女子、中3男子、小4女子）を
1人で育てる40歳代シングル・マザー
家計は大変ひっ迫している様子
多忙のため教育に関しての知識が浅い
子どもにはやりたいことやって欲しいと切望
しているが、とにかく費用が心配
長女は奨学金を使った大学進学がほぼ決定
息子は勉強は出来ないが図工や技術が好き
学力は高い方ではない

息子の性格は引っ込み思案でおとなしいが真
面目でやさしい

この状況を聞いてわたしはすぐに「工業
高校」をおすすめした。するとこう即答

された。「そんな怖いところはおとなし
い息子には無理だ」とA子さんは真顔で言
いました。そうなのだ、現在の教育現場
を知らない40歳代にとってみれば工業高
校はいまだに怖いイメージなのだ。（本人
もスクールウォーズの世界感を思い描いて
いたようですw）わたしはその誤解を解く
と同時に専門高校に行けば高卒で東京都の
技術系3類職員なることも夢ではないことや
近年の工業教育のこと、資格取得の優位性
や金銭面のことなどを簡潔にお話しした。
　なぜそんな話が出来たのかと言うと工
芸高校は工業系専門高校であり、PTAを
通じた様々な交流から都内専門高校の情
報を日常的にたくさん頂くことが出来た
ため、専門教育に関連する多くの情報を
持っていました。
　そんなわたしの話しを真剣なまなざし
で聞くA子さんの表情を今でも鮮明に覚え
ている。話し終えるころには暗く焦燥感
に満ちていた表情がやわらかな表情に変
わり、ポロポロと泪を流し始めました。
その急な場面転換にわたしはとても動揺
したのは他でもない。なにしろそこは近
所の商店街でしたから(汗)。

それからA子さんには今に至るまで何度
「ありがとう」と言われたことだろうか。
わたしは見て聞いたことをそのまま話した
だけで大した事などしていないのに…
　言うまでもなくA子さんの息子は都立工
業高校へ無事入学し、時が過ぎ、今年の
春にはめでたく大手製造メーカーに就職
を果たした。そしてあの頼り無かったA子
さんの息子が今では給料の大半を家にい
れて家計を支え、姉の学費もサポートし
てくれているということをA子さんより聞
きました。それはそれは嬉しかった。
　この時、感動と充実した気持ちの中で
感じたのは、PTA活動で得たキャリアと
いうものは柔軟な道具であり、その道具
をうまく使えば子どもの未来、家族の未
来、社会の未来にもなりえる「財産」な
の だ な と 。 そ ん な こ と を 考 え な が ら
「PTAをやっていて良かったんだな」と
思えたひとつのエピソードでした。
　余談ですがこれまで幾度もA子さんの相
談に乗り、2人で話している姿を近隣の
方々に目撃されたわたしに浮気の疑惑が
上がったエピソードもあるが、それはま
たの機会に(笑)

P2～3 - 第67回 全国高等学校PTA連合会大会 静岡大会
P4～5 - 都高P連 地区活動紹介
P6 - 第２回全都会長会 第2部
P7 - 委員会報告、東京都高校ＰＴＡリーダー研修会
P8 - とかく「面倒」とか「大変」とか色々言われがちなPTAですが

P2～3 - 第67回 全国高等学校PTA連合会大会 静岡大会
P4～5 - 都高P連 地区活動紹介
P6 - 第２回全都会長会 第2部
P7 - 委員会報告、東京都高校ＰＴＡリーダー研修会
P8 - とかく「面倒」とか「大変」とか色々言われがちなPTAですが

平成 25・28 年度西部南地区  地区長　松本 旭功『 PTA での思い出 』

工芸高校 PTA OB 笹原 良太『シングル・マザーとわたしの財産』

○

○
○
○

○

○

○
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P2 - 東京都公立幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会
P3 - 中部南地区生徒発表会
P4～5 - 都高P連 地区活動紹介
P6～7 - 子どもたちのために、いま私たちができること
P8 - 学校教育委員会よりお知らせ

池本会長は全高Pの理事会のため京都出張でした

今年度の活動を振り返って今年度の活動を振り返って 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

平成30年度 都高P連 会長選挙結果平成30年度 都高P連 会長選挙結果速報速報

　政党ヒアリングについて
　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
をまとめました。
　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、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。
　9月、10月には、都議会で都議会民進党、都議会共産党と
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。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。
　これからの課題としては、議会を通じてだけでなく、行政
側とも対話のチャンネルを持つ必要性を痛感しました。

　アンケートについて　

　７月から今年度のアンケートの設問内容を検討してきま
した。子どもの貧困対策委員会との合同委員会や校長協会
との面談を通じて、良きアドバイスをいただき、その内容を
反映させました。こうして、今年度のアンケートを１月から
実施しました。現在アンケート結果を集計中です。近いうち
に皆さんのお手元にお届けできると思います。　
　学校教育委員会では、他の課題についても果敢に取り
組み、学校や保護者の声に応えてゆ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。

都高P連主な経歴
平成22年度          中部北地区地区長および都立文京高校PTA会長
平成23・24年度   都高P連理事(調査広報委員長)
平成25年度          都高P連副会長
平成26・27年度   都高P連副会長および 都立豊島高校PTA会長
平成28・29年度   都高P連会長

池本 義信  (いけもと よしのぶ)
所属・中部北地区

平成30年度、都高P連会長
選挙が、3月3日オリンピッ
クセンターにて行われ現
職の池本義信会長が信任
選挙にて再選されました。

写真：平成29年 10月14日 第2回 全都会長会にて

第
30 回

 東 京 地 区 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 連合

会
大

会

第
30 回

 東 京 地 区 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 連合

会
大

会

2018
東京地区大会

2018
東京地区大会

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

「広めよう 高めよう 慈しむ心」「広めよう 高めよう 慈しむ心」
～あなたの未来 希望の明日へ～～あなたの未来 希望の明日へ～

平成30年6月24日（日） 14：30～ （受付14：00）
国立オリンピックセンター カルチャー棟 大ホール 

平成30年6月24日（日） 14：30～ （受付14：00）
国立オリンピックセンター カルチャー棟 大ホール 

基調講演  萩原 健司 氏 他
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東京都教育委員会主催東京都教育委員会主催

東京都公立幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会東京都公立幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会

平成29年度東京都教育委員会委託事業（都高P連主管）
である東京都公立幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会
が都立石神井高等学校で開催されました。24時間テレビ
でお馴染みのマラソンプロデューサー坂本氏の講演、都
立秋留台高等学校、磯村元信校長先生による2つの講演
からなる研修会となりました。

毎年テレビの24時間マラソンで皆様も良くご存じの坂本
雄次氏。元々は電気供給会社で設計製造、設置メンテナン
ス等の業務に携わるサラリーマンだったとのことです。
マラソンは未経験
であったもの の、
会社の陸上部に入
りランニングから
走ることに関わり
監 督 も さ れ まし
た。監督になった
ばかりの頃は、指
導の経験がないため、大学の駅伝部の学生、監督にアド
バイスを受け、徐々に強い選手が育つようになり、駅伝、
ハーフマラソン、フルマラソン等も経験するようになりま
した。44歳の時に、テレビの「スパルタスロン」にチャレン
ジする間寛平氏に同行するサポーターになり、このドキュ
メント企画がきっかけで以降24時間マラソンのランナー
のサポートをすることになったそうです。
何年もランナーのサポートをしてきたことで、坂本さんが
気づいたことは自分のやりたいことが自分の中で鮮明に
イメージ出来ていると「人はくじけない」ということです。
子育てにおいても、子どもは心身ともに成長していくにつ
れて自我も芽生え、親の話を素直に受け入れられない場
面も出てきます。しかし子どもは興味を持ってやりたいこ
とには強い目標を持つようになります。
こういう人になりたい！と目指す自分の姿が具体的にイ
メージできる事で、子どもにとってチャレンジする心に繋
がる手がかりとなり、くじけずにやり遂げる人になれるとい
うことでした。子どもが自我を持ちはじめた時には様々な
ことに興味が持てるように、やりたいことをイメージしや
すい環境を作り、そして見守ることが大切ということでし
た。わたしたち高校生の保護者にとってはとても大切な

お話しを頂けた素敵な講演でした。

まず、いきなり冒
頭 の お 言 葉 に 驚
いたのですが、所
属 高 校 で は 1 学
年 、約 2 4 0 名 中
140名の退学者が
い た 時 期 が あっ
たとのこと。当時

はさらに、全教職員の異動希望があり、とても大変な思い
をしたそうです。その後は年々減って行き、教職員も比較
的年齢の若い方を配属させ、まずは教職員にくじけない
心を養わなければ！という思いで、今では異動希望者は少
なくなったそうです。
磯村校長先生は毎朝、学校の最寄りの駅で挨拶運動をさ
れているそうです。ただ挨拶をするのではなく、挨拶しな
い生徒には、持参の鈴を鳴らすというユニークな事をされて
いて、最初は他学校の生徒からも煙たがられていたようで
すが今では生徒の方から挨拶をしてくれるそうでとても嬉し
そうにお話しされてました。毎朝、粘り強く、あきらめずに行っ
ている姿は生徒に伝わるものがあるのだと感じました。
社会に出て行くには高卒以上が必要となる中、なんとかし
て高校を卒業させて社会に出て貰いたいという思いがあ
り、さらには来年度から通級を導入するそうですが、親御
さん達は、高校進学時に特別支援学校に行くのが良いの
かまたは普通高校に行く方が良いのか、相談が多く感慨
深いものが感じられました。障害の特性に応じて対応す
ることが公平である事。そうおっしゃっていた言葉がとて
も印象に残りました。

磯村先生は生徒全員を卒業させて社会に出て納税者にな
り社会貢献させることが目標である。とおっしゃってました。
最後に磯村先生は校長の前に親であることの大切さ、そし
て人は夢を持ってがんばっている人ばかりでは無く、誰か
の夢を応援する事、仲間、チームを追いかける事、チャレ
ンジの気持ち、一緒にやることが重要だと、改めて親とし
て身の引き締まる講演でした。
貴重なお時間をどうもありがとうございました。

都立石神井高等学校　視聴覚室
平成29年12月16日(土)平成29年12月16日(土)

中部南地区ＰＴＡ連合会
地区開設10周年記念
中部南地区ＰＴＡ連合会
地区開設10周年記念

Do Enjoy♪～みんなでひとつの発表会～Do Enjoy♪～みんなでひとつの発表会～

中部南地区生徒発表会中部南地区生徒発表会

児童青少年センター「ゆう杉並」ゆうホール及びメインロビー平成29年11月19日（日）平成29年11月19日（日）

0202 0303

昨年に引き続き、司会は出演者
へのインタビューも手慣れた目
黒高校会長の鈴木弘恵地区長。
午 前 中 はオープ ニング セレ モ
ニーとして、目黒高校音楽部 4
名の清冽な合唱「365 日の紙飛
行機」と目黒高校吹奏楽部 17
名の静と動の曲調変化を聴かせ
る演奏「バビロン川のほとりで」

「アラジン」が披露される。メイ
ンロビーでは調布北高校文芸愛
好会と漫画・イラスト部の作品、
杉並高校美術部の油絵が展示さ
れた。
昼休み後、今回の実行委員長西
園寺まゆみ杉並高校前会長の第
二部出演者紹介にそれぞれ他校
からも盛大な拍手と声援が入り、
ここから一気に「みんなで Do 
Enjoy♪」モードに突入する。調
布北高校軽音楽部 5 人組ガール
ズバンド〈Finger Five〉の演奏
が始まると観客は前に。中部北
から特別参加の武蔵丘高校音楽部、アコースティック編成男女 6
人で「WINDING ROAD」他を披露。

このあと楽器と音響設備が撤収
され、総勢 24 名の富士高校薙
刀部が登場。1 対 1 の試合競技
に眼を瞠り、2 人一組での「型」
の演技に息を呑み、「愛を叫べ」
に合わせて 19 名が、「時空の風」
では 5 名がステージとフロア前
方を縦横に走るリズム薙刀を披
露した。杉並高校ダンス部は、
18 名・12 名・14 名に分かれてそ
れぞれ異なる衣装での熱気溢れるパ
フォーマンスで観客を沸かせる。
再び音響設備がセットされ、ス
テージはライブ会場に。豊多摩
高校軽音楽部からは男子 3 人バ
ンド〈INBOKE〉、紅 一 点ヴォー

カリストを男子 4 人が巧みな演奏で盛り立てる〈SLEAZE-BAG〉、
神代高校アコースティックギター部竹野遼太君は孤軍奮闘、スタッ

フとしても大活躍の神代高校軽音
楽部ドラムレス男子 3 人バンド

〈Esquivel〉。皆個性的で楽しい。
杉並高校軽音楽部 3 人組ガール
ズバンド〈ちゅーべろーず〉に続
いて杉並高校男子 4 人組〈ロク
ジキュウフン〉がトリを務める。

ラストでは会場の全員を巻き込みな
がら「前前前世」を歌って大団円。

「君たちが今素敵な時間を過ごし
ていることを、きょうは見事に証
明してくれた。携わった PTA の
みなさんにとってそれは究極の
大人の贅沢といえる」とは毎年
欠かさずの参加が嬉しい上野正
彦富士高校校長の言葉。

「PTA のつながりや協力があってのきょうの発表の場。君たちみん
なを応援している〈気持ち〉を心に留めてそれぞれの活動を続け
ていってほしい」とは御自身もバンド活動継続中の真保俊哉神代
高校前校長からのエールだ。
そして司会の鈴木地区長が「みなさんが大人になって子どもを持っ
た時に、きょうのことを思い出してくれたら嬉しい。発表会は続け
ていきたいのでぜひ後輩にも繫げていってください」と締めくくった。
中部南地区加盟校は現在 5 校だが、それぞれの自校紹介や裏方
で奮闘した会長・役員諸氏はもとより、今回は「ゆう杉並」つな
がりで実現した中部北地区からの武蔵丘高校と連合会未加盟の豊
多摩高校の参加により、近年出色の参加者数（池本会長をはじめ
PTA 関係者 98 名、出演した生徒・顧問 99 名）を得た。
昼休みを利用した分刻みのリハーサルを陣頭指揮した神代高校西
森先生、自らの出演以外でも他校のセッティング等のスタッフとし
て大活躍の神代高校・杉並高校両校の軽音楽部員、生徒たちへ
の参加記念品の手配師斎木神代高校元会長、また会場としてお借
りした児童青少年センター「ゆう杉並」の宮代・林両氏からの生
徒間の交流を深めるための助言や照明・音響・テロップ作成まで、
全面的・献身的な協力あればこその成功といえよう。
西園寺実行委員長が伝えたいと言っていた「交流の楽しさ・大切
さ」というコンセプトを、この日の参加者全員がそれぞれしっかり
と受け取った発表会となったのではないか。アンケートに書かれ
た「普段見ることができない他校の発表を興味深く見られた」場
の提供を、「今後も継続して」いきたい。

坂本雄次氏坂本雄次氏

都立秋留台高等学校 磯村元信校長先生都立秋留台高等学校 磯村元信校長先生

都立石神井高等学校都立石神井高等学校

坂本雄次氏（マラソンプロデューサー）講演坂本雄次氏（マラソンプロデューサー）講演

磯村元信校長先生講演磯村元信校長先生講演

目黒高校 音楽部目黒高校 音楽部

目黒高校 吹奏楽部目黒高校 吹奏楽部

調布北高校 軽音楽部調布北高校 軽音楽部

富士高校 薙刀部富士高校 薙刀部

杉並高校 ダンス部杉並高校 ダンス部

Finger FiveFinger Five

豊多摩高校 軽音楽部豊多摩高校 軽音楽部
SLEAZE-BAGSLEAZE-BAG

杉並高校 美術部杉並高校 美術部

武蔵丘高校 音楽部武蔵丘高校 音楽部

杉並高校 軽音楽部杉並高校 軽音楽部
ちゅーべろーずちゅーべろーず

神代高校 軽音楽部神代高校 軽音楽部
EsquivelEsquivel

杉並高校 軽音楽部杉並高校 軽音楽部
ロクジキュウフンロクジキュウフン

豊多摩高校 軽音楽部豊多摩高校 軽音楽部
INBOKEINBOKE

神代高校 アコースティックギター部神代高校 アコースティックギター部
竹野遼太竹野遼太
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都高P連 地区活動紹介都高P連 地区活動紹介

都高Ｐ連からのお知らせ都高Ｐ連からのお知らせ

0404

西部北地区西部北地区
① 西部地区 南北合同情報交換会 平成29年12月2日 府中プラッツ
　参加者総勢116名、参加校34校。グループに分かれ、活発な意見交
換や情報交換が行われました。同じ学校同士の組み合わせとならな
いよう工夫した為､新鮮な意見交換ができ､単Ｐに持ち帰る情報の多
い、実りある交換会になりました。
② 第3回会長会 平成30年2月7日 国分寺労政会館
　都高Ｐ連や地区からの連絡事項などを伝えるだけでなく、出席校
からの情報やアピールなどもある充実の時間を共有できました。今

回は4月11日開催の｢新旧会
長会｣の打ち合わせをいたし
ました。
③ ボウリング大会 平成30年
2月9日 ラウンド･ワン 八王子
　西部地区では｢スポーツ交
流事業｣としてソフトボール
大会･バレーボール大会を
開催していますが､チームが
作れなかったり、練習ができ
なかったり、参加しにくいの
も事実…。
　そこで､練習や準備も必要
なく参加しやすい｢親睦ボウ
リング大会｣を企画しました。

初対面の方ともコミュニケーションが取れ､気付いたらみんなと自然
にハイタッチ。
　この仲間作りがPTA活動の醍醐味でもあり、今後、加盟校を増やす
足がかりになればと思っています。
④スポーツ交流事業､バレーボール大会　平成30年2月24日 エスフォ
ルタアリーナ八王子
　PTAとママさんバレーがコラボしている学校も多く､いつもハイレ
ベルな試合を繰り広げています。
優勝…小平南　準優勝…武蔵村山 第三位…福生　 第四位…小平西高校
 

西部南地区１１月～３月の活動報告
  
１１月１０日(金)
第３回会長会 八王子労政会館 
１２月２日(土)
西部北地区との情報交換会 府中ル・シーニュ 
１２月８日(金) 
第４回役員会八王子労政会館 
１月１２日(金) 
第４回会長会 八王子労政会館 
１月２４日(水) 
西部地区ＰＴＡ交流バレーボール大会キャプテン会議
東大和市中央公民館
２月９日(金)
第５回役員会  八王子労政会館
２月２４日(土) 
西部地区ＰＴＡ交流バレーボール大会 エスフォルタアリーナ八王子

【今後の予定】
３月９日(金)  第５回会長会 八王子労政会館
３月２１日(水)  新旧ＰＴＡ顔合わせバス研修会 

西部南地区西部南地区

東部北地区東部北地区
12月2日(土)、毎年恒例となっている東部北地区情報交換会を、足立区立加
平小学校にて開催しました。今年は会場取りに苦労しましたが、丸山地区
長のご縁もあって素敵な視聴覚教室を貸していただきました。
さて、今回も参加者は4つのテーブルに分かれ、それぞれ組織、行事、会計、
広報をテーマとして、熱気のこもった会議が繰り広げられました。特に、次
期PTA会長や役員の探し方・決め方、PTAに加入しないという人への対応、
OBとの上手な付き合い方、広報作成の大変さ等の話題では大いに盛り上
がりました。 
情報交換会の後には懇親会を行い、会議で話し足りなかったこと、プライ
ベートなこと、大きな声では言えないこと、単なる与太話などでまたまた盛
り上がり、地区内の結束がより一層深まる一日となりました。

　2月1日(木)都庁にて、東京都公立幼
小中高ＰＴＡ連絡協議会70周年に
当たり、団体表彰として都知事から都
高Ｐ連、個人表彰として東京都教育
委員会から連合会会長に感謝状授与
式が行われました。各連合会より皆さ
ん出席され都高P連からは高橋元会長、
南村元会長、納見元会長、原田元会長、池本会長が出席されました。

中部北地区中部北地区
　12月4日（月）中部北地区加盟校５校（飛鳥・板橋・石神井・農芸・武
蔵丘）の会長、都高P連より池本会長にもご同行をいただき、東京都教
育庁中部学校経営支援センター支所（池袋）に表敬訪問致しました。
林支所長より中部経営支援センターの活動についてお話を頂き、池
本会長からは東京都公立高等学校PTA連合会の活動概要についてお
話いただきました。各会長から各校の掘下げた話を共有し収穫の多
い充実した1時間半でした。経営支援センターの活動内容から学校側
の視点を知るころができたことは、今後「PTAの学校との関わり方」を
考えるいい機会となり、今後も継続した訪問を続けていければと思い
ます。

　12月5日（火）東京都公立高等学校PTA連合会中部北地区第3回代
表者会を練馬区生活産業プラザ（ココネリ）にて開催。経営支援セン
ター表敬訪問の内容を全10校で共有。他、主題となる年始の中部北
地区賀詞交歓会についての打ち合わせ、都高P連、各委員会の活動の
報告等。

　1月19日（金）東京都
公立高等学校PTA連合
会　中部北地区　賀詞
交歓会をサンシャイン
クルーズ・クルーズ（池
袋）にて開催。過去最多
の参加数75名。各校教

職員、各校PTA、都
高P連役員の皆様
に もご 参 加 い た
だきました。司会
は飛鳥高等学校、
越 石 会 長と大 泉
高等学校、鈴木会
長のお二人による

進行です。冒頭は、7月の第29回東京都公立高等学校PTA連合会大会
、8月の第67回全国高等学校PTA連合会静岡大会と活動発表を努め
た板橋高等学校、大城地区長が挨拶。続いて中部北地区担当、木村副
会長に乾杯の挨拶で会がスタートしました。各校が登壇して学校紹介
をいただきました。今年の取り組み結果を校長先生、副校長先生から
直接、お聞きすることができた学校もあり、各校の皆さまもとても関心
をもっている様子を感じることができました。また、次年度は10校中
8校が新会長となり、早 と々新会長をご紹介いただきました。

　2月6日（火）東京都公立高等学校PTA連合会　中部北地区　第4回
代表者会を練馬区生活産業プラザ（ココネリ）にて開催。
大盛況に終わった賀詞交歓会直後ということもあり、年始早々活発な
意見の出る会に感じました。
今回の主題は、4月22日（日）に開催予定の「中部北地区情報交換会」
について討議しました。本年度は次年度を見据えた新旧PTAを募るか
たちでの実施予定。新たなPTAの皆さまが安心して活動できる新旧が
一体となった例年にない企画となっております。開催地も仮設校舎か
ら新校舎へ移りゆく、地区長校の板橋高等学校を予定しております。
次を常に考える中部北地区の活動に今後もご期待ください。
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子どもたちのために、いま私たちができること子どもたちのために、いま私たちができること
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平成29年度 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
子どもの貧困対策委員会 特別研修会
平成29年度 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
子どもの貧困対策委員会 特別研修会

～奨学金をきちんと知る。支援活動のありかたを考える～～奨学金をきちんと知る。支援活動のありかたを考える～

　1月のとても肌寒い日に子どもの貧困対策委員会によ
る特別研修会が開催されました。府中西高校PTA元会長
で現在子どもの貧困対策委員の中田さんによる昨今の奨
学金にまつわる概要説明、NPO法人PIECES副代表、荒井
佑介氏による講演、荒井氏含めNPO等支援者の方々を交
えたパネルディスカッションの3つの構成にわけて、とても
有意義な特別研修が行われました。

○奨学金にまつわる概要説明

　中田さんによる「奨学金の概要説明」では、とても複雑
な奨学金制度を短時間で可能な限り説明して頂きまし
た。国立大学、私立大学や学部等でも異なりますが大学
進学にかかるお金はざっくりいうと受験・入学に30～150
万円、卒業までに毎年60～240万円で、文系の私立大学
に自宅から通うと1年間でおよそ150万円必要です。（下図）   

学費は高額であり奨学金の仕組みや制度を良く理解し
て、計画と準備と理解を綿密に行う必要があるように感じ
ます。さらに奨学金制度は年々変化していますのでこのよ
うな講演に参加するなどして情報収集することはもちろん
ですが、どういった意識を持ってどこの大学で何を学ぶの
か？ということも親子でしっかり話合って決めると言うこと
が大切ということは言うまでもありません。
　奨学金の額は個々で日本学生支援
機構による「奨学金貸与・返還シミュ
レーション」のサイト（右QRコード）など
も便利なので利用して下さい。
また東京都保健福祉局による最大20

万円が返済なしで利用出来るケースも
ある「受験生チャレンジ支援貸付事業」
という受験生向けの制度（右QRコード）
など、とても有用な情報も教えて頂けま
した。

  ○ 特別講演
  「子どもたちのために、いま私たちができること」

　荒井氏が副代表を
務 め る N P O 法 人
PIECESは、どんな子ど
もも尊 厳を持って生
きられる豊かな社会
を目指して、子ども達
が孤立しない仕組み
を作る活動を基軸に
活動しているそうで
す。孤立してしまった
子ども達に向けた多
岐に渡る取り組みを
しな がらコミュニティーユースワー
カー（孤立している子ども達と出会い、
一緒に遊んだり、ご飯を食べたりしな
がら、ゆっくり信頼関係を築いていく親
でも先生でもない大人）の育成、啓発
なども行っています。（右QRコード）
　講演は荒井氏の明るく優しく語りかける口調とはうらは
らに「ドロップアウト」「10代ママ」「ひきこもり」などのキー
ワードが飛び交い、まさに今、現場で起きている現実を包
み隠さずお話し頂きました。ドラマのような事例に参加者
も真剣なまなざしで聞き入っていました。小中学生の孤

立問題に比べ、高校生にもなると問題の幅がとても大き
く深刻になるので、見守るだけでなくどんどんアウトリー
チ（手を差し伸べる）することが重要だそうです。その際に
も子ども達に対して支援ぽくない入り口を作ることが大切
というのは我々高校生の保護者にとって大変しっくりくる
お話しでした。それ以外に多くのお話もして頂きましたが、

「夢がある子どもに大人がよってたかって世話をし、それに

よって子どもにとって多様な依存先をつくるということが自立
に繋がる」というお話しはとても共感出来るものでした。

○パネルディスカッション

　パネルディスカッションは都立富士高等学校PTA元会
長の齋藤さん（貧困対策委員）の司会により荒井氏、中田
さん（NPO法人キートスボランティア）、六郷さん（NPO法
人ワンダフルキッズ）、村島さん（自治体職員）の4名によ
るパネルディスカッションで、皆さんNPOでの活動である
子ども食堂や学習支援などの現状や課題などをお話し頂
きました。
皆さん資金の少なさなど色々な課題があるとおっしゃっ
ていました。昨今はクラウドファウンディングなど利用して
いる団体も多く、簡単に寄付も出来るので子ども達の未

来のために支援して頂きたいという思いは、皆さん共通した
お話しでした。その他様々な質問もありましたが時間一杯まで
子どもの貧困問題について語り合えた有意義な時間でした。

   

　高校PTAと子どもの貧困問題の関係性は「奨学金問題」
が一番直接的でしっくり来るように思います。一方、PTAと
いうものは高校卒業と共に完全に終え、子どもに関わる
社会貢献は終わってしまいます。荒井氏のいう「支援ぽく
ない入り口を作ることが大切」ということは私たち高校
PTAにとっても当てはまるような気がしています。高校
PTAを終え、子ども達に希望を与えるような社会貢献が出
来るスマートな入り口を作ることが私たち高校PTAの役
割なのかもしれないなあ、と。

￥900,000授業料

自宅から私大（文系）に通う一年間のおおよその費用

合計￥1,500,000
（月 / ￥125,000 ）

×
4年間

＝

合計￥1,500,000
（月 / ￥125,000 ）

×
4年間

＝交通費
教材費など

生活費

￥105,000
￥105,000

￥390,000 （別途入学金）

NPO法人PIECES 副代表NPO法人PIECES 副代表

荒井佑介氏荒井佑介氏

六郷さん六郷さん 村島さん村島さん 中田さん中田さん 荒井氏荒井氏 齋藤さん齋藤さん

￥6,000,000￥6,000,000

　子どもの貧困についてはあまりよく
知らないため、いったい何が起こって
いるのだろうと思い研修会に参加しま
した。子どもたちの学びの助けである
と思っていた奨学金の現実を知り驚
きました。22歳の若者が大学卒業と同
時に数百万円もの借金を背負うこと、
就職先に恵まれない、リストラや病気
で返済ができなくなることもある。そ
んなことになったらどうするのでしょ
う。きっと不安で困りはてて・・考えた
だけでも辛くなります。
　PIECESの荒井さんのお話では、子
どもたちの抱える複合的な課題解決
のための居場所支援など様々な取り
組みに感心しました。特に会社の人が
子どもたちと一緒に作品を作ったり、
仕事の話をするボランティアは素敵
な取り組みだと思いました。仕事の話
を聞いたり技術に直に触れる機会は、
子どもたちの働く未来に大きな影響を
与え希望につながると思います。私も
一人の大人として仕事の楽しさや将
来の希望を伝えるととともに奨学金や
働く現実に対する情報提供をして、子
どもたちがたくさんの選択肢の中から
自分らしい道を選ぶことができるよう
に支援していけるようになりたいと思
います。

都立目黒高等学校ＰＴＡ 元会長　　
久野陽子

　貧困という言葉を最近耳にすること
が多い。日本は、一見、繁栄と豊かさに
満たされた社会に見えるが、その陰に
隠されているかのように「貧困」という
問題が存在している。社会的弱者と呼
ばれる人々が「貧困」に陥りやすいと
言われているが、その中に子どもも含
まれていることが大きな問題であろう
と思う。
　「貧困」により、食事から必要な栄養
を摂ることができない、希望の教育を
受けることができない、親が家庭にい
る時間が少ない、子どもが家庭の収入
の一部を担っている等、子どもの置か
れている環境が良好とは言えない現
状がある。
　このような状況を一部の子どもの
問題として捉えず、国民全体の問題と
して捉えていくことが重要ではないだ
ろうか。そのためにも、「子どもの貧困
問題」についてＰＴＡとして取り組み、
高校だけではなく義務教育のＰＴＡ
とも連携し、将来の日本や世界を支え
る子どもが本当の意味で自立できるよ
うな国作りを目指すよう声を挙げてい
くことが必要ではないかと感じた。

都立国立高等学校ＰＴＡ本部 会計
小澤昌美

　既に社会人の息子と高3の娘二人
を育ててきたシングルマザーとして、
子どもの貧困は、他人事とは思えない
テーマだ。
　しかし、7人に一人が貧困、奨学金
の利用率も大学進学者の53％と半数
を超える今、シングルマザーでなくて
も、他人事ではないだろう。

「孤立が課題」と、「子どもをひとりぼっ
ちにしな い 」支 援 を 行うN P O 法 人
PIECES荒井氏のお話は、とても心に
響き、たくさんメモを取った。
　印象に残った言葉のひとつが孤立と
は、頼れる人がいないだけでなく、人を
頼れない気持ちも含まれるということ。
仕事で若者のキャリア支援をしている
が、人に頼ったり甘えたりすることが苦
手な人が増えているように思う。気持
ちを表現することが苦手なだけでなく、
気持ちを感じられないことや頼っては
いけないと枠をはめていることが主な
原因だ。そして、大抵、孤立している。
孤立しない子育てを家庭で、学校で、
地域で行えたら、どんなに安心した優
しい社会になるだろう。
荒井氏のような若者の登場に、希望を
抱いた2時間だった。

都立井草高等学校ＰＴＡ 会長
伊藤一枝

高校PTAと子どもの貧困問題

参加者の声
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平成29年度 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
子どもの貧困対策委員会 特別研修会
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～奨学金をきちんと知る。支援活動のありかたを考える～～奨学金をきちんと知る。支援活動のありかたを考える～
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えたパネルディスカッションの3つの構成にわけて、とても
有意義な特別研修が行われました。

○奨学金にまつわる概要説明

　中田さんによる「奨学金の概要説明」では、とても複雑
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て、計画と準備と理解を綿密に行う必要があるように感じ
ます。さらに奨学金制度は年々変化していますのでこのよ
うな講演に参加するなどして情報収集することはもちろん
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「夢がある子どもに大人がよってたかって世話をし、それに
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に繋がる」というお話しはとても共感出来るものでした。
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人ワンダフルキッズ）、村島さん（自治体職員）の4名によ
るパネルディスカッションで、皆さんNPOでの活動である
子ども食堂や学習支援などの現状や課題などをお話し頂
きました。
皆さん資金の少なさなど色々な課題があるとおっしゃっ
ていました。昨今はクラウドファウンディングなど利用して
いる団体も多く、簡単に寄付も出来るので子ども達の未

来のために支援して頂きたいという思いは、皆さん共通した
お話しでした。その他様々な質問もありましたが時間一杯まで
子どもの貧困問題について語り合えた有意義な時間でした。
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いうものは高校卒業と共に完全に終え、子どもに関わる
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ない入り口を作ることが大切」ということは私たち高校
PTAにとっても当てはまるような気がしています。高校
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が多い。日本は、一見、繁栄と豊かさに
満たされた社会に見えるが、その陰に
隠されているかのように「貧困」という
問題が存在している。社会的弱者と呼
ばれる人々が「貧困」に陥りやすいと
言われているが、その中に子どもも含
まれていることが大きな問題であろう
と思う。
　「貧困」により、食事から必要な栄養
を摂ることができない、希望の教育を
受けることができない、親が家庭にい
る時間が少ない、子どもが家庭の収入
の一部を担っている等、子どもの置か
れている環境が良好とは言えない現
状がある。
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問題として捉えず、国民全体の問題と
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くことが必要ではないかと感じた。
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　既に社会人の息子と高3の娘二人
を育ててきたシングルマザーとして、
子どもの貧困は、他人事とは思えない
テーマだ。
　しかし、7人に一人が貧困、奨学金
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を超える今、シングルマザーでなくて
も、他人事ではないだろう。

「孤立が課題」と、「子どもをひとりぼっ
ちにしな い 」支 援 を 行うN P O 法 人
PIECES荒井氏のお話は、とても心に
響き、たくさんメモを取った。
　印象に残った言葉のひとつが孤立と
は、頼れる人がいないだけでなく、人を
頼れない気持ちも含まれるということ。
仕事で若者のキャリア支援をしている
が、人に頼ったり甘えたりすることが苦
手な人が増えているように思う。気持
ちを表現することが苦手なだけでなく、
気持ちを感じられないことや頼っては
いけないと枠をはめていることが主な
原因だ。そして、大抵、孤立している。
孤立しない子育てを家庭で、学校で、
地域で行えたら、どんなに安心した優
しい社会になるだろう。
荒井氏のような若者の登場に、希望を
抱いた2時間だった。

都立井草高等学校ＰＴＡ 会長
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29 年度  静岡大会および高校生被災地ツアー速報

基調講演 「戦国武将に学ぶ子育てと人づくり」 静岡大学名誉教授 小和田 哲男 氏基調講演 「戦国武将に学ぶ子育てと人づくり」 静岡大学名誉教授 小和田 哲男 氏

全国高等学校PTA連合会研究発表 
ネットトラブルの予防と対策
全国高等学校PTA連合会研究発表 
ネットトラブルの予防と対策

記念講演 「筧利夫　これがオレの生きザマだ！」 
俳優 筧 利夫 氏
記念講演 「筧利夫　これがオレの生きザマだ！」 
俳優 筧 利夫 氏

第 4 分科会  家庭教育と PTA 
～「有徳の人」を育てる家庭教育の充実～
第 4 分科会  家庭教育と PTA 
～「有徳の人」を育てる家庭教育の充実～
　ＰＴＡ活動の各校のキーワード

【北海道室蘭清水丘高校】｢親も楽しむ｣、【東京都立板橋高校】「つながり」、
【兵庫県立尼崎稲園高校】「伝える力」、【香川県立高瀬高校】「見守り」

　何れも、子どもたちに親の背中を見せる事で子供に成長を促し、自立に導
き、家庭での会話を増やす事で親子の信頼関係は深められる事を強く感じさ
せる発表でした。
中でも、ＰＴＡ活動をＰＴＣＡ（Ｃ：コミュニティ）と呼び、地域との関わりを
強く意識し、地域住民と共に生徒、保護者も参加する活動を数多く企画。人と
の繋がりから人間力を向上させよう！という尼崎稲園高校の発表は強く印象
に残りました。

～助言者から～
静岡産業大学　漁田俊子教授「親の背中を見せるのが家庭教育」、石田純夫
講師「親が元気ならば子供も元気、親がエンジョイしなければ子供は付いて
こない」でした。

【寄稿：八王子東高校   桑原 淳一】

特別第 1 分科会 
「有徳の人」を育てる防災・減災教育の推進

 ～防災・減災能力の醸成～

特別第 1 分科会 
「有徳の人」を育てる防災・減災教育の推進

 ～防災・減災能力の醸成～
私の娘が通う高校は丘陵地帯にある為、台風、震災が起きた時の対策につ
いてはいつも話し合っていますが、違った視点から災害について考える機会
は少ないので、この分科会に参加しました。
基調講演　静岡大学教授のお話
静岡は地震対策として津波の他に火山活動に留意していて、そのために様々
なジャンルの方を危機管理行政に加えている。古地図を用い、低地や湿地で
昔は住めない地域も今では住宅地になり、災害が起きた時には危険である。
ちょっとした災害には知恵で対処出来ていた昔。しかし今は情報が発達し、
自分で考えることが減り、日常の災害対策はしている気になっている。実際に
震災が起こると実は何も対策がされておらず、毎度同じ被害が起きている。
現在は「防災」とういう起こらない想定ではなく、起きてしまった時に被害を
減らす「減災」への意識を持つように促している。
有事に地域の核になるのは学校。各学校が門戸を開き地域防災の核になっ
ていってほしい。
と呼びかけていました。
　学校生活のみならず PTA 活動を通じて地域とも繋がる重要性を学び考え
ることが出来る貴重な時間となりました。

【寄稿：南平高校   三宅 まり子】   

特別第 2 分科会
「有徳の人」を育てるグローバル教育と

コミュニケーション能力の育成

特別第 2 分科会
「有徳の人」を育てるグローバル教育と

コミュニケーション能力の育成
　世の中は急速なグローバル化が進んでいる。IT 化も進みネットワークも全
世界に繋がり色々な情報があふれている。
そんな中で日本人には何が足りないのか？インドのジョークで
① インド人のように物静かで②日本人のようにハッキリと主張し③韓国人
のように忍耐強い、さらに④中国人のように謙虚で⑤北朝鮮のように裕福な
ら、なお良い！というのがある。
日本人は意見を主張しない事が挙げられている。子供達に求める能力は
様々だが、教育では「テスト有りき」で現代社会の多様な要求に応えていな
い。しかし、2020 年に大学入試が変わる。これから大きく教育が変わろうとし
ている。コミュニケーションだけでも、まずは小さな事から始めよう。
ここで、次の５つの事を教わった。①挨拶②名前③趣味④好きな事⑤ありが
とう。これを、恥ずかしがらずする事で日本人のコミュニケーション能力が少
し上がるはず。
最後に、グローバルと聞くと直ぐに海外と思われがちだが、先ずは日本の事
を知り社会を知る事で、社会人として立派に働ける人材になって欲しいと思
う。　　　　　　　　　　　　　　　　【寄稿：都高 P 連副会長  西藤 義則】

　今年度のＰＴＡ連合会研究発表は基調講演講師に株式会社ＫＤＤＩ総
合研究所研究主査を務める斎藤長行氏をむかえインターネットを使用する
青少年のネットトラブルについて講演頂きました。その場で行ったＱＲコー
ドでのアンケートでリアルタイムに行える利便性を知らせるとともに、「やり
はじめたら、やめられない」など身の回りで起こりうるネットトラブルの予防、
対策についてお話して頂きました。また、第二部のパネルディスカッションで
は静岡大学准教授塩田真吾氏をコーディネーターにむかえ、『高校生 ICT 
Conference 2016 サミット』に参加し、高いプレゼンテーション能力を評価さ
れる高校生の実際に体験したインターネットの怖さ、保護者として何をすべ
きか、何ができるかなど、パネリストの実体験や総務省の見解など貴重な議
論を聴く事が出来ました。　　　　　　【寄稿：都高 P 連副会長 高田 教子】

筧 利夫氏、登場するやいなや「どうも！関ジャニ∞の村上でーす！」
昨日からの参加者の疲れを吹き飛ばすような笑いの渦に。
司会進行のアナウンサーとのトークショーでしたが、緊張の為か？少々暴走
気味の司会進行にキレの良いツッコミを入れ、9000 余の参加者の気持ちを
笑いで１つにしてくれました。「やりたい事はやる。やりたい事をやり残した
らダメ」という気概を持って、役者道を歩んで来た筧さん。
テンポの良い話が面白く、ついつい普通に楽しんで聞いていました。

「子どもたちは皆んな、何かを考えているはず。ですから皆さん、親子関係を
築くためにも、絶対にお子さんの LINE は盗み見ないで下さい！」
最後の言葉が、とても印象に残りました。

「心をほぐして、会話をする」「子どもを信じる」
何より大切な事を感じました。　　　　　【寄稿：調査広報委員  本城 菊乃】

第 1 分科会  学校教育と PTA
 ～「有徳の人」を育てる学びの場の充実～
第 1 分科会  学校教育と PTA
 ～「有徳の人」を育てる学びの場の充実～

　学校教育では、学習指導要領が求める「確かな学力」の向上、資質・能力
の伸長を図ると共に、「徳のある人間性」と「健やかで逞しい心身」を育む事
が必要。豊かな感性や社会性等を育む学びの場の充実が求められている。
PTA が子どもたちによりよい学びの場の提供を、学校と連携しどう支援して
いくかを考える。
　【青森県立八戸工業高校】文化祭で「ＰＴＡ豚汁販売」。保護者にも広く協
力を呼びかけ、ＰＴＡ、学校後援会、同窓会と、会員の世代を超えた協力で学
校行事をはじめ諸活動を支えている。
　【山梨県立甲府昭和高校】フードバンク活動（十分に安全な食料を、施設や
団体に無償で提供する）をＰＴＡが各家庭に呼びかけ回収、仕分けを行い、
ＮＰＯへ送る。この活動は、調べ学習のテーマとしても取り上げられた。
　【石川県立小松高校】「読んでもらう広報誌」を目指し、特集「子どものホン
ネ」「親のホンネ」を掲載している。ＰＴＡ活動満足度アンケートで現状の確
認と保護者に関心をもってもらう工夫をしている。
　【島根県立矢上高校】H19 年高校再編時、学校存続の危機になる。ＰＴＡ、
地域が協力し署名活動を行い、県外入学希望者の保護者との交流、学校と地
域の連携への協力等で 3 学級での存続に繋がった。PTA は、生涯学習のはじまり。
PTA 活動、地域活動を通して自身も学び、親と子の距離を縮める事が有徳の
人の基礎になる。　　　　　　　　　　　【寄稿： 富士森高校   藤原  富夫】

第 2 分科会  進路指導と PTA 
～「有徳の人」を育てる希望進路の実現～
第 2 分科会  進路指導と PTA 
～「有徳の人」を育てる希望進路の実現～
　進路指導と PTA ～「有徳の人」を育てる希望進路の実現～というテーマに
対して、4 校の発表がありました。各学校とも各々特色がありました。山形県
立鶴岡南高等学校では鶴南ゼミに取り組み、発表会では保護者の参観も多
く関心が高いとの事です。又、出身中学校ごとに地区 PTA を設け、保護者同
士が情報を共有し、親睦と連携を深めているという事です。岐阜県立中津高
等学校では保護者のための進路サポート勉強会に毎回 100 名を超える参
加者があるとのことです。大学キャンパスツアーを実施していますが、大阪市
立ビジネスフロンティア高等学校でも実施していました。宮崎県立高鍋高等
学校は映像を使っての発表でしたがとても伝わりやすかったと思います。発
表の中でも、高鍋わくわく講座はとても興味深い内容でした。各学校とも
PTA の関わりが深く、感心させられた内容が多く、とても良い時間を過ごせま
した。

【寄稿：永山高校  佐野栄子】

　昔は、今の様な学校は無かった。その頃の学校に代わるものはお
寺。武将の子供たちが読み書きを教わっていた。地位のある武将の子
弟は将来人の上に立つことを踏まえて、読み書きだけでなく人の資質
を問う様な帝王学もお寺で勉強をする機会があったと思われる。
論語や中庸などの中国伝来の書籍、鼓や和歌なども教養の一つとし
て学んだと記されている。ではなぜ武将の子弟はお寺で学んだか？そ
れには大きな２つの理由がある。
①兄弟が多いと跡継ぎ争いが起きるので一人二人残して後の子はお寺に
入れる。
長男に何かあった時は寺から呼んでくる。この地の武将、今川義元は
太原崇孚 ( たいげんそうふ ) 雪斎というお坊さんに教育を受けた。そ
の時今川家の人質であった松平竹千代、のちの徳川家康も雪斎から

教育を受けた。
井伊直虎は南渓瑞聞 ( なんけいずいもん ) と言うお坊さんに、伊達政
宗は虎哉宗乙 ( こさいそういつ ) に、上杉謙信は天室光育 ( てんしつこ
ういく) に教育を受けた。謙信に至っては子供の頃、天室光育から教わ
った事が役に立ち、手柄を建て、後に長男長尾晴景から家督を交替す
る事になったと言われている。
師であったお坊さんは後に軍事顧問や相談役となり武将の側にいたと
されている。
②「一子出家すれば九族天に生ず」
一人の子供が出家すれば九つの家族が天国に行かれると言う教えが
あった。その時代の武将は人殺しが仕事みたいなもの。仏教には殺生
してはならぬという教えがあり、それを犯してる自分達はいずれ地獄

に落ちるという思いがあった。その救いが「一子出家すれば九族天に
生ず」だった。
　では、庶民の子供達は全く学ぶ機会がなかったのか？と言うとそう
でもない。現在の福井県の方では、村人たちが、子ども達にはきちん
と読み書きをさせたいと、道行くお坊さんなどに声をかけ、衣食住の
面倒を見る代わりに村のお堂などで子ども達を教えてもらっていたと
言う資料がある。今迄の話は後の学校に通じる、教育の場面です。
　次は、親から子へ、子から孫への教育と子育てについてのお話。

「武辺咄」…それは先輩武将が後輩へ、自分の体験談を話して聞かせ
るというもの。話し手は話すだけ、聞き手は聴くだけであったが、今の
福井県のかつての武将朝倉宗滴が、自分の体験談を家臣に記録させ
ていた。
その中に「一度大敗北を喫した者でなければ名将にはなれない」とあ
る。どこかで大負けをして、その経験がその後の人生を作るんだと読

んだ時に、徳川家康が浮かんだ。
三方ヶ原の戦いでの大敗を教訓に、それから家臣を大事にした事に
より名将になったのだ。この様な親、主人の経験を子や後継に伝えて
行く事が昔の子育てではない。かと思う。
北条氏綱（北条家二代目）が自分の子ども氏康に宛てた遺言状（帝王
学の伝授）が残っている。その中に「上に立つものは家臣のどのよう
な所が役に立つのかを見極め、役に立つ所に置くのが上に立つ者の
務めだ」と書かれている。
今で言うところの「適材適所の人事配置」。このような教えが戦国時代
において五代百年も北条家が続いた要因ではないかと思う。
その遺言状に「人間にくずはいないんだ」とも書かれている。
何かしら良いところがありそれを見つけるのが大事だと。
学校教育も大事だが生涯教育も大事である。
　　　　　　　　　　　　　　　　【寄稿：農業高校  横溝 早百合】

第 3 分科会  生徒指導と PTA 
～「有徳の人」を育てる「命を守る教育」の推進～
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～「有徳の人」を育てる「命を守る教育」の推進～
　「命を守る教育」という課題に対する各校の取り組みは、食育・マナー教
育・安全教育・心の成長のサポートなど、多くの事例の発表があり、興味深
く拝聴させていただいた。どの活動も、親がかかわる姿を見せること、多くの
大人たちの言葉を聴く機会を持つことが、難しい年代の子どもたちにとって
有益である。そして、身近に起こり得る事件・事故・災害を“想定外”にしない
ための想像力を養うことが「命を守る」ことにつながる大切なことだ、という
点が共通していた。地方と東京では、学校と保護者・地域の距離感がかなり
違っており、都市部での取り組み方をよく考えて、実践する必要性についての
難しさも、改めて考えさせられた。いずれにしても、地域性・学校の特色の違
いに関係なく、親として子どもたちと関わる時間が残り少ないことは確かで
ある。その限りある時間の中で、教師や保護者たちが、どれだけ真剣なコミュ
ニケーションをとることができるか・・それが、子どもたちに、これから災害
だけでなく、社会生活で直面する様々な状況においての「命を守るために必
要な判断力」を持たせるために重要だと強く思った。

【寄稿：永山高校    矢島 亜紀】

速 報

www.hs-pta-shizuoka.net/pta_shiz2017www.hs-pta-shizuoka.net/pta_shiz2017
静岡大会の詳しい情報はこちらよりどうぞ静岡大会の詳しい情報はこちらよりどうぞ
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　私が初めて東北の被災地に訪れたのは小学校
六年生の秋でした。
両親は阪神淡路大震災を経験していたこともあり、
私を連れて南三陸、陸前髙田、そして宮城の大川小
学校へと献花と涙を添える二泊三日の被災地訪問
でした。
当時の南相馬は放射能汚染の問題で規制線が張
られ、足を踏み入れることが出来きなかったので、
あの日、両親と言葉なく見た被災地の景色に人は
戻っているのか、家は建っているのか、探し人は見
つかったのか、そんな思いに駆り立てられ今回のツ
アーに心友を誘い３人で申し込みました。

　ツアーの初日、原発付近をバスの車窓から眺め
ることができました。
そこには合羽のようなものに包まれた人が二人立
っており、車内では「放射線が高いので降りることは
できません」とアナウンスが流れ、私たちは車窓か
ら町並みを眺めることとなったが、その町は手つか
ずのゴーストタウンでした。
私の情報不足だったこと否めないが、634Mの電波
塔が建ち、オリンピックも控えたこの日本で震災か
ら６年も経った今も手つかずに放置された町が存

在するということに愕然とし、それと同時にこの町の
人達は今どこで何をしているのだろうか…と思った。
のっけからノックダウンを受けた私は、「しっかり見
てきなさい」と言っていた両親の言葉を必死に思い
出し記録のために写真を撮らねばとは思ったが、ど
うしても写真を撮ることが出来なかった。

　バスはこの後、南相馬市防災センターに向かった。
そこには９Mの津波の到達地点とこの津波で飲み
込まれた町の惨状が記録されていた。
９Mといえばビルの３階くらいの高さである。
そんな津波が突然自分の目の前に現れ、その津波
から逃れようとして逃げた先には目に見えない放射
線がある。
一体、町の人はどこに逃げたらいいのか…どこに逃
げ道があるというのだろうか…。
そんな思いのまま、この日の夜、お世話になる民宿
のおじさんの話を聞くこととなった。

　民宿のおじさんは偶然にも大きな被害に遭うこと
なく済んだことで、近隣の体育館に避難している方
達のボランティア活動を２年され、その体験から本当
の復興とは何かを考え、この民宿を開店されたそうだ。

翌朝、私たちは小高産業技術高等学校の生徒たち
との交流会に向かった。
そこでは実際に震災を経験した同世代の生の声を
聞くことができました。
中でも最も印象強く残っているのは、震災直後、友
達や家族を心配して家に戻って亡くなった人が沢
山いる。だから自分の命を一番大切に考え行動す
ること。　
逃げる時は落下物から頭を守り、津波に飲まれな
いように高台に逃げる。
そして生きて家族と会えるようにあらかじめ避難場
所を決めておくこと。
でも、そう言いながら幾度となくあった余震に感覚
が慣れてしまい、震度４の揺れでは動じなくなって
しまった。と少し笑みを浮かべて話す顔に何とも言
えない気持ちになりました。
また、彼らの友達の中では避難したまま戻ってこな
い子も数人おり、友達がどれだけ大切であるかを同
世代としてその思いを感じ入りました。
実際、私は父の仕事の関係で８回もの転校を経験
しているからこそ、友達を作る難しさやその友達を
大切にすることの意味を強く思います。
今回、こうして心友３人とこのツアーに参加出来た

ことは、あの被災から６年余りたった東北の復興と
ともに生涯忘れることはないだろう。
　今思うことは、ツアー初日に見たゴーストタウンと
化した町並みのこと。
あの町にも以前は人が住み、暮らしがあり、そして
私と同世代の若者の姿があっただろう。
地震と津波、そして放射線という目に見えない脅威
から逃れた方々の今の暮らしががどうか心穏やか
であるように祈るばかりです。

　最後に今回このツアーを企画して下さった都高P
の方々並びに私達の参加を支援して下さった村西
高の保護者の方々、ありがとうございます。
そして一緒にツアーに参加した心友や同世代の仲
間や小高の仲間たち、世話をしてくれた方々ありが
とうございました。
　私はこのツアーで見た・感じた全てのことを被災
当事者ではありませんが「語りべ」として語り継ぎ、
本当の復興がなんであるかを今一度考え、日々の
生活を大切に丁寧に生きていきたいと思います。

皆さま、貴重な体験をさせて頂き本当にありがとう
ございました。
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られ、足を踏み入れることが出来きなかったので、
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っており、車内では「放射線が高いので降りることは
できません」とアナウンスが流れ、私たちは車窓か
ら町並みを眺めることとなったが、その町は手つか
ずのゴーストタウンでした。
私の情報不足だったこと否めないが、634Mの電波
塔が建ち、オリンピックも控えたこの日本で震災か
ら６年も経った今も手つかずに放置された町が存

在するということに愕然とし、それと同時にこの町の
人達は今どこで何をしているのだろうか…と思った。
のっけからノックダウンを受けた私は、「しっかり見
てきなさい」と言っていた両親の言葉を必死に思い
出し記録のために写真を撮らねばとは思ったが、ど
うしても写真を撮ることが出来なかった。

　バスはこの後、南相馬市防災センターに向かった。
そこには９Mの津波の到達地点とこの津波で飲み
込まれた町の惨状が記録されていた。
９Mといえばビルの３階くらいの高さである。
そんな津波が突然自分の目の前に現れ、その津波
から逃れようとして逃げた先には目に見えない放射
線がある。
一体、町の人はどこに逃げたらいいのか…どこに逃
げ道があるというのだろうか…。
そんな思いのまま、この日の夜、お世話になる民宿
のおじさんの話を聞くこととなった。

　民宿のおじさんは偶然にも大きな被害に遭うこと
なく済んだことで、近隣の体育館に避難している方
達のボランティア活動を２年され、その体験から本当
の復興とは何かを考え、この民宿を開店されたそうだ。

翌朝、私たちは小高産業技術高等学校の生徒たち
との交流会に向かった。
そこでは実際に震災を経験した同世代の生の声を
聞くことができました。
中でも最も印象強く残っているのは、震災直後、友
達や家族を心配して家に戻って亡くなった人が沢
山いる。だから自分の命を一番大切に考え行動す
ること。　
逃げる時は落下物から頭を守り、津波に飲まれな
いように高台に逃げる。
そして生きて家族と会えるようにあらかじめ避難場
所を決めておくこと。
でも、そう言いながら幾度となくあった余震に感覚
が慣れてしまい、震度４の揺れでは動じなくなって
しまった。と少し笑みを浮かべて話す顔に何とも言
えない気持ちになりました。
また、彼らの友達の中では避難したまま戻ってこな
い子も数人おり、友達がどれだけ大切であるかを同
世代としてその思いを感じ入りました。
実際、私は父の仕事の関係で８回もの転校を経験
しているからこそ、友達を作る難しさやその友達を
大切にすることの意味を強く思います。
今回、こうして心友３人とこのツアーに参加出来た

ことは、あの被災から６年余りたった東北の復興と
ともに生涯忘れることはないだろう。
　今思うことは、ツアー初日に見たゴーストタウンと
化した町並みのこと。
あの町にも以前は人が住み、暮らしがあり、そして
私と同世代の若者の姿があっただろう。
地震と津波、そして放射線という目に見えない脅威
から逃れた方々の今の暮らしががどうか心穏やか
であるように祈るばかりです。

　最後に今回このツアーを企画して下さった都高P
の方々並びに私達の参加を支援して下さった村西
高の保護者の方々、ありがとうございます。
そして一緒にツアーに参加した心友や同世代の仲
間や小高の仲間たち、世話をしてくれた方々ありが
とうございました。
　私はこのツアーで見た・感じた全てのことを被災
当事者ではありませんが「語りべ」として語り継ぎ、
本当の復興がなんであるかを今一度考え、日々の
生活を大切に丁寧に生きていきたいと思います。

皆さま、貴重な体験をさせて頂き本当にありがとう
ございました。

東村山西高等学校 ２年  村田 浩晟
コ ウ セ イ「東北被災地視察ツアーに参加して」 

東村山西高校PTA会長　後藤浩子

　昨年に引き続き、東北被災地視察ツアーに参加した。
津波による被害だけの地域と違い、原発が近い南相馬はまだまだ復
興してきたとは言えない様子が見て取れる。
徒歩、自転車、バイクはまだ走行禁止。窓を閉めた車だけが通行出
来る道路。
車窓に流れるのは6年前のあの日から時間が止まったままの町。
瓦の落ちた屋根。割れた窓ガラス。自動ドアが開いたまま、品物もそ
のままにツタに覆われたコンビニ。乗り捨てられ、錆びついた自動車。
除染によって集められたフレコンバックの黒い山。
ツアーに参加した生徒達も視線をそらすことなく見つめていた。

  今回参加した生徒達が帰途の車中でツアーの感想を述べる中で
多かったのが、自分の見たこと、感じたことを伝えていきたいというも
のだった。
小高産業技術高校との交流の中で、楽しむ趣味があり、勉強、部活
に取り組んでいるなど、自分達と変わらぬ日常があることを知った反
面、震災に対しての想いや心構えを聞いて心に刻まれる何かを得た
のだろう。
 
  「もし、震災が起きたら、自分を一番大事にして行動してください。自
分を一番大切に思って行動してください。避難したら戻らないでくだ
さい。心配して戻って帰ってこない人がたくさんいたから…」

　当時、小学生だった少女が高校生になって同じ高校生に伝えてく
れた言葉。
間違いなく深く皆の心に届きましたよ。
忘れないこと、そして見たまま、感じたままを伝え続けることを強く思
い直したツアーだった。

松が谷高校 PTA会長 大久保 弘美

　７月２２日（土）～７月２３日（日）に東京都の高校生３１名と共
に東北被災地に行ってきました。東日本大震災から６年経った現在
の状況がどのようになっているのか、自分の目で見て感じて、さらに
高校生がどう感じ、どう思うのか、一緒に時間を共有してきました。
　行きのバスの中で生徒全員にこのツアーに参加した理由を聞いて
みました。友達と一緒に来た。親に行くように言われた。夏休み家族
旅行に行けないから申し込んだ等あまり前向きな理由でない生徒も
いれば、東北の現状を知りたい。という理由で参加した生徒等、様々
でした。
福島県に入り、まず双葉郡の大熊町、双葉町、浪江町を車窓から見学
しました。双葉郡はいまだ避難区域になっており、屋外に出ることは
禁じられている為、バスの中から見る景色でしたが、人の気配は無く、
静けさの中に不気味な感覚がなんとも言えない光景でした。田んぼ
だった場所が、６年間で雑草が延び、人けの無い建物には草木が一
面に覆われ、遠くの方を見渡すと汚染された土壌が入っているフレ
コンバックが大量に積まれ、メイン道路以外は通行禁止、他の道路に
侵入出来ない様にバリケードが設置されてました。

　２日目は、小高産業技術高校の見学及び生徒と交流をしました。
今年の４月に２つの高校が合併し、建替えましたが震災当時は避難
場所になっていたそうです。生徒同士の交流、また保護者、先生との
交流を深め、有意義な時間を過ごしました。帰りのバスの中で生徒全
員に感想を聞くと全員が来てよかった。良い経験が出来た。と感想を
言ってました。またお互いの交流も深まり、何より素晴らしい財産に
なった事と思います。震災から６年経ちましたが福島の方々の心の
優しさと、前を向いてがんばっている姿に感激しました。一緒に行っ
た生徒も何かを感じ将来この経験がきっと役に立つことと思います。

【高校校生東北被災地ツアー】 感想

高校生東北被災地  視察ツアー 高校生東北被災地  視察ツアー 
2017年  7月22日（土）～23日（日）2017年  7月22日（土）～23日（日）

都高P連では、平成25年度から「都立高校生に被災地の実情を直接、見て、感じて、考えてもらう」ことを趣旨にツアーを実施してきました。
今年は にスポットを当て南相馬市の視察ツアーに31名の高校生が参加しました。
都高P連では、平成25年度から「都立高校生に被災地の実情を直接、見て、感じて、考えてもらう」ことを趣旨にツアーを実施してきました。
今年は“福島県の今”にスポットを当て南相馬市の視察ツアーに31名の高校生が参加しました。

第９次第９次

再び 南相馬を訪れて

フレコンバックの山 ② フレコンバックの山 ② フレコンバックの山 ①フレコンバックの山 ① 各所に設置されている線量計各所に設置されている線量計

小高産業技術高校の生徒さん小高産業技術高校の生徒さん

生徒交流風景生徒交流風景

小高産業技術高校校舎の一部小高産業技術高校校舎の一部

農家民宿 いちばん星農家民宿 いちばん星

車窓から見た町並み車窓から見た町並み帰宅困難区域帰宅困難区域

1日目⇒南相馬市視察　宿泊先⇒農家民宿いちばん星　2日目⇒小高産業技術高校との交流会1日目⇒南相馬市視察　宿泊先⇒農家民宿いちばん星　2日目⇒小高産業技術高校との交流会
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29 年度  第 39 回 広報誌コンクール

賞 名 地区名 学校名 広報誌名称

教育委員会賞 中部南 富 士 富 士

校長協会賞 西部北 国分寺 国分寺

高校生新聞社賞 西部南 農 業 いなほ

東京新聞賞 中部南 ＊豊多摩 豊多摩

都高Ｐ連会長賞 東部北 江 北 柏友（はくゆう）

都高Ｐ連賞 東部北 ＊三田 ＭＩＴＡ（みた）

西部南 立 川 立高ＰＴＡ会報

東部北 ＊広尾 広高だより

東部北 上 野 いちょう

中部南 ＊国際 都立国際

企画賞 西部南 八王子東 志邏伽之（しらかし）

写真賞 島嶼 大島海洋国際 明日葉（あしたば）

特別賞（表紙） 西部北 国分寺 国分寺

＊印は未加盟校です。

 
 
 

教育委員会賞 校長協会賞 高校生新聞社賞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎年開催している都高Ｐ連の広報

誌コンクール。第 回は、平成

年 月 日から 月 日

までの募集期間に、加盟、未加盟合

わせて 校の応募がありました。

今年初めて、表彰式を東京地区大会

月 日の中に組み入れ、国立オ

リンピック記念青少年総合センタ

ー大ホールで、各校のＰＴＡ関係者

だけでなく約 名の方にお披露

目して、大きな拍手をいただき開催

しました。

当日投票による特別賞の「表紙が良

かったで賞」。

これも今年初めての試みで、当日の

来場者皆様に好きな表紙を選んで

投票していただきました。

 
富士高校父母と先生の会 

 
国分寺高校 PTA 

 

農業高校 PTA 
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東京新聞賞 都高 P 連会長賞 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都高 P 連賞 ５校  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企画賞 写真賞 特別賞「表紙が良かったで賞」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
豊多摩高校 PTA(未加盟) 

 
江北高校 PTA 

 

三田高校 PTA(未) 

 

立川高校 PTA 

 
八王子東高校 PTA 

 
大島海洋国際高校 PTA 

 
国分寺高校 PTA 

 
広尾高校 PTA(未) 

 

国際高校 PTA(未) 

 

 
上野高校 PTA 
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29 年度  保険資料
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都高Ｐ連 号

平成 年 月 日

東京都公立高等学校・中等教育学校

ＰＴＡ会長の皆様

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会

会 長 池本 義信

第２９回東京地区大会実行委員会

委員長 榊原 正人

（公印省略）

第２９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２９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。

本大会では、『話・輪・和』をメインテーマに、健康についてのシンポジウム、広報誌コンクール表彰

式、委員会活動などおよび加盟校ＰＴＡによる活動発表を予定しております。

詳しい内容は裏面の大会要項をご覧ください。多数のご参加をお待ちしています。

記

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２９年７月２日（日）午前１１時から午後４時（受付開始 時 分）

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（小田急線参宮橋駅 徒歩７分）

大会テーマ 「話・輪・和」

～最高のチーム作りへ～

構 成 シンポジウム・広報誌コンクール表彰式・

ＰＴＡ事例発表・都高Ｐ連委員会活動発表

シンポジウム 出演者 愛甲 猛（元プロ野球選手）

黒田 弘道（栄養コンサルタント）

下田 智道（生産農家）

ＰＴＡ事例発表 都立板橋高等学校

問い合わせ先

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 

〒 東京都杉並区南荻窪 田丸ビル 号

「第 29 回 東京地区高等学校 PTA 連合大会」のご案内
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主催　東京都公立高等学校PTA連合会　　　公式サイト　http://www.tokoupren.org/

共催　一般社団法人全国高等学校PTA連合会

日時

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ
東京地区大会

実行委員　宮崎由美子

場所 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

「第 29 回 東京地区高等学校 PTA 連合大会」チラシ
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第２９回 東京地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 開催要項 
 

大会開催趣旨 
私たちは常に周囲の人たちとの輪の中で生活しています。 
子どもたちとの輪、地域社会での輪、そしてＰＴＡの輪。その輪が話合うことで｢和｣に繋がっていきます。 
和が広がってくれることを願い、メインテーマを『話・輪・和』（わ・わ・わ）としました。 
私たちは子どもの教育の第一義的責任者として時に仕事や家事を忘れ、ゆったりとした時間の中で、輪に

なって笑いながら、会話を愉しみながら和むことが子育てにおいても大切です。 
しかし、一度作った『輪』も社会構造の変化によって、すぐにほどけてしまうような脆弱な輪です。この

輪を保つにはＰＴＡをはじめとする保護者同士のチームワークが重要になります。 
多感な時期を迎えた子どもたちを保護者同士のチームワークの輪を活かした二重三重の大きな輪の中で

穏やかに育み見守る為に、是非本大会へ足を運んで頂き社会の変化にも負けない大きな輪の作り方を共に学

びながら、ゆったりと話をしながら穏やかな和みの時間を共有しましょう。 
 

 
Ⅰ． 大会概要 

１．主 催 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 
２．共 催 一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会 
３．大会テーマ 「話・輪・和」~最高のチーム作りへ~ 
４．開催日時 平成２９年 ７月 ２日（日） 

11:00～16:00 （受付 10:30～） 
５．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 
６．内 容 ・シンポジウム 

テーマ「食が繋ぐ、健康と美」 
・PTA、連合会活動発表 

７．参加対象 東京都公立高等学校・中等教育学校ＰＴＡ会員および東京都民 
 

Ⅱ． 大会日程 
開 場 10:30～ 受付開始 
事務連絡 11:00～ 広報誌コンクール当日投票の説明 

１． 開会式 11:05～ 開会の辞 
２． シンポジウム 11:25～ 出演者 愛甲 猛氏 （元プロ野球選手） 

  黒田 光弘氏 （栄養コンサルタント） 
下田 智道氏 （生産農家） 

休 憩 13:00～ (広報誌コンクール特別賞の当日投票) 
４． ＰＴＡ事例発表 13:50～ 東京都立板橋高等学校ＰＴＡ 
５． 都高Ｐ連活動紹介 14:10～ 委員会活動 他 
６． 広報誌コンクール表彰式 14:50～ 受賞校発表・表彰・講評 
７． 閉会式 15:50～ 閉会の辞 

16:00 閉会 

「第 29 回 東京地区高等学校 PTA 連合大会」大会要項
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「幼小中高 PTA 連絡協議会」チラシ

平成２９年度 東京都教育委員会委託事業

東京都幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会

２０２０年には東京でオリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。

これは、子供達が、様々な形で関わることにより、自己肯定感や積極性を高め、一人一人の人生の糧となるような掛け

替えのないレガシーを形成する絶好の機会でもあります。

本研修会では、マラソンにおいて、実業団の監督やインストラクター、トレーナーとして、多くの選手や市民ランナ

ーを育てた経験を持つ坂本氏を講師としてお招きし、様々な場面でチャレンジや努力を続けている子供達に、大人とし

て、保護者として、どのように寄り添いサポートしたら、子供達の自己肯定感や積極性などを高めることができるのか、

子育てのヒントを得られる場になればと考えています。

また第二部の講師 都立秋留台高校校長磯村先生は、教科指導や生活指導にとどまらず柔道部顧問としても、長く生

徒を指導して来られました。また校長先生として先生方も多く指導なさっています。指導者としての豊富な経験から、

子供を伸ばす子育てのヒントに結びつく場になると考え、合同研修会を計画いたしました。

◆日 時 平成２９年１２月１６日（土）

１３時３０分～１５時３０分（受付１３時～）

◆会 場 都立石神井高等学校 視聴覚室 （西武新宿線武蔵関駅北口下車徒歩 分）

◆内 容 第１部 講演会 坂本雄次先生

第２部 都立秋留台高等学校校長磯村元信先生

坂本雄次先生のプロフィール

くじけない心の育て方 ～チャレンジする心を育てる～

１ 年、 才の時健康（ダイエット）のため独自でランニングを始める。

その後在籍していた東京電力の陸上部で監督を 年間務め、素人集団の中からフルマラソンを 時間 分台で走るラ

ンナーを数多く育てる。

年 月、「 ウルトラマラソン」などのランニング大会を企画・運営する（株）ランナーズ・ウェルネスを設

立。その前年（ 年）には日本テレビ「 時間マラソン」の企画立ち上げに携わり、以後、この企画は坂本雄次のサポ

ート・監修により今日に至っている。

近年、急増する長距離や超長距離を走る市民ランナーを大会現場やテレビ番組を通じて設計・サポートする事業形態の原型

が形作られたのもこの頃である。

時間マラソンの初代チャリティーランナーとなったお笑い芸人間寛平さんとはその後も長く交流を続け、彼がチャレン

ジするランニングシーンでは常に二人三脚のサポーターとしてのアシストを果たしている。

「震災復興応援 神戸～東京 走」や「地球一周 寛平アースマラソン」（ ～ 年）、「被災地支援

みちのくマラソン」（ 年～）など多数。

年 月には神奈川県初となるフルマラソン「湘南国際マラソン」の立ち上げに尽力。大会は 年大会で 回

となり、 万人を超えるランナーが海岸線を駆け抜ける光景は湘南の秋の風物詩となっている。この大会の誕生は商工観光の

民力を中心に大会を企画・運営する新しい手法として全国的に知られるところとなる。

年 月には、市民参加型のフルマラソン「横浜マラソン 」の大会プロデューサーに就任。引き続き「横浜マ

ラソン 」の大会づくりに携わった。

著書 「ウルトラマラソンのすすめ」（平凡社）、「フルマラソン完走法」（主婦の友社）、「なぜあなたは走るのか激痛に涙溢れ

てもなお」（日本テレビ出版）、「あなたもできるフルマラソン」（学習研究社）など。

公認距離計測検定員・国際スパルタスロン協会日本支部代表・一般社団法人日本ウルトラランナーズ協会（ ）理事。
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「東京都高等学校 PTA リーダー研修会」チラシ

              

        

問合せ・申込み先

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会

～ （水土日定休）

内容：講演会「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～

講師：成田 秀夫 氏

日時： 平成２５年１２月７日（土）

平成 年度東京都教育委員会委託事業 東京都高等学校 リーダー研修会 

趣 旨：今、大学に進学したものの、中途退学してしまったり、就職後に短期間で離職してしまう
若者が増えている。高校生たちが、社会に出てから自立的で自分らしい人生を実現し、現代社
会をタフに生き抜くためには、日常的な学校での学習や家庭生活をどのように過ごしたら良い
のだろうか。保護者や周りの大人たちは、子供たちの未来の為にどのように向き合ったら良い
のだろうか。
このような疑問に、高校生を対象とした調査結果の分析をもとにした、講師の講演を聴き、
各家庭・各高校ＰＴＡでの保護者と高校生の今後に役立てる。

主 催：東京都教育委員会
受 託：東京都公立幼小中高 連絡協議会
主 管：東京都公立高等学校 連合会
参加対象：東京都公立高等学校のＰＴＡ役員・委員・一般保護者等

 

受付 ： 〜 開会 ： 〜 閉会 ：３

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター （小田急線参宮橋駅下車徒歩約７分）

センター棟 号室

階 会議室

 

日時：平成 年１１月 日（土）

 

子供と社会をつなぐ学校教育、保護者の役割

講師紹介：成田 秀夫（なりた ひでお）氏

河合塾 教育イノーベーション本部 開発研究職

年より河合塾現代文科講師。 衛星講座やテキスト・模試作成も担当。 年

日本語表現講座を開発し自らも大学の教壇に立つ。

年経済産業省「社会人基礎力」立ち上げに関わる。 年より現職。

大学の教育力調査、高校アクティブラーニング調査、 セミナーの企画実施、

年には大学生のジェネリックスキルを育成・評価する「 」の開発、

リリースの高校生を多面的に評価する「学びみらい 」の開発に携わる。

度より東京大学・大学教育総合センター共同研究員となる。

現在、初年次教育学会理事も務める。
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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
都高Ｐ連第 号

平成 年８月３０日
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会
加盟校ＰＴＡ会長 みなさま

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会
会 長 池本 義信

“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。
都高Ｐ連では、平成 年 月 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

のため、平成 年度から『都高Ｐ連 子ども応援募金』を実施し、被災 県の育英基金に対して寄
附金を届ける活動を行っております。
平成 年はたくさんのみなさまのご協力をいただきで、以下のように寄附金を届ける事が出来ま

した。心より感謝申し上げます。
平成 年度は、東北被災 県岩手県・宮城県・福島県の高校ＰＴＡ連合会を届け先とし、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。
本活動にご理解頂き、ご協力頂けます様よろしくお願いいたします。

１．平成 年度の実績報告
都高Ｐ連 子ども応援募金 総額 円
協力参加校 校 校と 地区
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 円（振込手数

料 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 ．平成 年度『都高Ｐ連 子ども応援募金』協力校一覧

地区 学 校 名

西部南地区 日野、野津田、片倉、府中、永山、農業、

西部北地区 武蔵野北、武蔵村山、多摩工業、小金井北、五日市、東村山西、東村山、国分寺、

小平西、

中部南地区 杉並、神代、富士

中部北地区 大泉、板橋、豊島、飛鳥、武蔵丘、北園、大山、

東部北地区 荒川工業、上野、工芸、淵江、向丘、江北、

２．平成 年度寄附先
○岩手県：いわて学びの希望基金
○宮城県：みやぎ子ども育英基金
○福島県：ふくしまこども寄附金
・『都高Ｐ連 子ども応援募金』発足以来、上記３基金に対して義援金を届けています。
・上記育英基金は、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。

３．平成 年度の寄附金募集期間
・平成 年８月３０日 ～ 平成 年 月 日

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

５．平成 年度寄附予定

・岩手県高等学校ＰＴＡ連合会

・宮城県高等学校ＰＴＡ連合会

・福島県高等学校ＰＴＡ連合会



69

「高校生東北被災地視察ツアー」チラシ

都高Ｐ連 号
平成 年 月 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 連合会
会 長 池本 義信

（公印省略）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年度も『高校生東北被災地視察ツアー』を実施します！

都高Ｐ連では、平成２５年度から「都立高校生に被災地の実情を直接、見て、感じ

て、考えてもらう」ことを趣旨にツアーを実施してきました。

今年は避難指定が続々と解除され、復興していると思われる、“福島県の今”にス

ポットを当てて第９次「高校生東北被災地視察ツアー」を企画いたしました。

 

第９次 高校生東北被災地視察ツアーの概略

期 間 平成２９年７月 日（土）〜７月 日（日）

泊 日 往復、現地の移動共、観光バス使用

費 用 ２０ 円前後／人

（参加人数により、変動します）

※旅行保険に加入いたします

募集人員 ４０名先着順（最小催行人員 ３０名）

宿 泊 南相馬市 農家民宿「いちばん星」

視 察 福島県内の高校・南相馬市・浪江町界隈を予定

交流事業 現地の高校生との交流会を予定

※ツアーの詳しい行程内容につきましては、近日中にホームページでお知らせします。

都高Ｐ連ＨＰ：

申し込み方法：裏面の申込書に記入して直接都高Ｐ連事務局にお申込み下さい。

※募集締め切りは、 月 日（木）を予定しています。

 
積み上げられたフレコンバッグ

 
南相馬消防・防災センター

津波の高さが実感できる。

小高工業高校の図書館に置かれてい

た、都立高校生からの応援メッセージ
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「2017（平成 29 年度） 都高 P 連 子ども応援募金」ポスター

宮城県 からのお礼状

福島県 からのお礼状 岩手県 からのお礼状

（（平平成成 ））年年度度

都都都高高高ＰＰＰ連連連 子子子どどどももも応応応援援援募募募金金金
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会と各校ＰＴＡでは、

岩手・宮城・福島の各県高Ｐ連宛に募金を行っています。

ぜひ、ご協力ください。

 
子どもの未来のために、家庭と学校と社会のハーモニー

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会
： ： ：

岩手県高等学校ＰＴＡ連合会 

宮城県高等学校ＰＴＡ連合会 

福島県高等学校ＰＴＡ連合会 
https://fukushima-koupren.com/ 

３０福高Ｐ連第２号

平成３０年４月３日

東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会

会 長 池 本 義 信 様

福島県高等学校ＰＴＡ連合会

会 長 矢 部 浩 樹

都高Ｐ連子ども応援募金の義援金について（御礼）

時下、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、この度、標記募金活動による義援金をお送りいただきましたこと、誠にあり

がたく、心から感謝申し上げる次第です。

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故から早７年の月日が経過し

たところでありますが、特に本県における原子力災害からの復興には、まだまだ多く

の時間を要する状況にあり、教育の現場もその例外ではありません。

皆様からお寄せいただきました浄財につきましては、今後役員会等で検討の上、本

県高校生の学校生活充実のため有効に使わせていただきます。

末筆ながら、貴会ますますの御発展を祈念申し上げ、御礼といたします。

（事務担当 福島県高Ｐ連事務局 大和田修 電話 024-545-3368）



71

「平成 29 年度　子どもの貧困対策委員会 特別研修会」チラシ

主   催  東京都公立高等学校 PTA 連合会  

お問合せ  東京都公立高等学校 PTA 連合会  10:00～17:00（水土日定休）  

TEL:03-5941-5067 FAX:03-5941-5068 メール： info@tokoupren.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
プログラム (予定 ) 

18:30       受     付        

19:00～19:10   開    会  

19:10～19:20   奨学金の概要説明  

19:20～20:00   荒井佑介さん講演  

20:00～20:10   休   憩  

20:10～20:55   パネルディスカッション「いま私たちにできること」  

荒井佑介さんがパネラーとして参加。質疑応答  

20:55～21:00  閉   会  

 

 

 

 

 

研修会への参加申し込みは、次ページをご参照ください。  

 

今年度の厚労省の発表によると、家庭の経済的困難を主な要因として、ふつうの学びや暮らしが送れていな

い子どもたちが全国に 13.9％（ほぼ 7 人にひとり）。国会や各種メディアで子どもの貧困問題がクローズアッ

プされる中で、私たち都高Ｐ連も貧困の現状や支援活動の紹介など情報提供ならびに研修会を重ねてきました。 

今回は、進路先の大事な資金となる奨学金の概要説明に加え、子どもたちの居場所づくりや無料学習支援な

ど、多くの支援活動を実践されている荒井佑介さんに、子ども（高校生）の貧困の現状や支援活動のあり方を

語っていただきます。  

 PTA の皆さまも、子どもたちの安心の未来づくりに少しでも関わっていきたいと考えている方は多いと思い

ます。研修会での情報交流を通して、自分にできること関われることは何か、行動のヒントを探してみてくだ

さい。  

日 時 平成30年1月26日（金） 受付18:30 開会19:00 

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 501 号

室  

●荒井佑介（あらいゆうすけ）さん  

 

 

26 歳。NPO 法人 PIECES 副代表。大学生時代のホームレス支援に始まり、5 年

前からスタートした中学 3 年生の学習支援を皮切りに子どもたちの支援に力を

いれる。勉強を教えていく中で、子どもたちの抱える複合的な課題を学習支援だ

けでは解決できないと感じ、都内で居場所支援・家庭訪問・生活相談・進路支援・

就労支援など、出会った子どものニーズに応じて、多様な大人の協力を募り、オ

ーダーメイドの支援を展開している。  

 

平成 29 年度  東京都公立高等学校 PTA 連合会  特別研修会  

子どもたちのために、いま私たちができること  
～すべての子どもたちが健やかに育つ環境づくりのために～  
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「平成 29 年度　子どもの貧困対策委員会 特別研修会」配布資料

東京都公立高等学校PTA連合会
子どもの貧困対策委員会 中田充樹

平成30年1月26日 東京都公立高等学校PTA連合会 特別研修会

知っておきたい奨学金のこと
日本学生支援機構の奨学金制度

１．大学生活はお金がいくらかかるの？
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２．奨学金制度の変更点（平成28年度→29年度）

①給付型奨学金ができた！
・返済不要 約2500人が対象 月4万円
・私立自宅外の通学者
・住民税非課税世帯か社会的養護を必要とする人、
・学力など学校で設定した基準を上回ること

②貸与型第一種（無利子型）奨学金の貸与条件が緩和された！
・利子は付かないが、借りた元金は返済する必要あり
・住民税非課税世帯の生徒については、学力要件がなくなる（通信点平均３・５以上）

③「所得連動型返還奨学金」ができた！
・将来の所得水準に応じて、月々の返済額が変動する（課税対象所得の９％が年返済額）
・貸与型第一種（無利子型）奨学金に適用、第二種（有利子型）にはなし
・年収144万円以下は一律2000円の返済
・月々の返済額負担は減っても、返済総額は変わらないので、返済期間が延びる

３．奨学金制度の変更点（平成29年度→30年度）３．奨学金制度の変更点（平成29年度→30年度）

給付型奨学金の対象者が増えた！

平成29年度 ２５０４名

平成30年度 約2万名

・返済不要 約2500人が対象 月4万円
・私立自宅外の通学者
・住民税非課税世帯か社会的養護を必要とする人
・学力など学校で設定した基準を上回ること

・返済不要 約2万人が対象
・国公立自宅2万円、国公立自宅外3万円
・私立自宅3万円、私立自宅外4万円
・住民税非課税世帯か社会的養護を必要とする人
・学力など学校で設定した基準を上回ること
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同じ貸与型でも２種類の奨学金がある！

入学時特別増額貸与奨学金…入学後の一時金
１０万円・２０万円・３０万円・４０万円・５０万円から選択

第一種（無利子）…借りた総額の元金を返済
成績基準が厳密、金額の選択肢が少ない

第二種（有利子）…返済時に上限３％の利息付
成績基準が緩やか、金額の選択肢が多い

募集には予約採用（高校在学時）と在学採用（入学後）がある

４．返済が必要な奨学金（貸与型）

国公立（自宅） 国公立（自宅外） 私立（自宅） 私立（自宅外）

大 学 ４５０００円 ５１０００円 ５４０００円 ６４０００円

短 大 ４５０００円 ５１０００円 ５３０００円 ６００００円

専門学校 ４５０００円 ５１０００円 ５３０００円 ６００００円

上記の金額か、３００００円のいずれかを選択

●世帯所得に上限あり（例：国公立・自宅の場合、４人世帯で給与所得 ７４７万円）
●高校２年までの平均成績が３．５以上。
住民税非課税世帯、社会的養護要の人は成績要件不要
●在学採用の場合は、高校や大学の成績基準が設けられている

５－１．第一種の奨学金月額
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３００００円、５００００円、８００００円、１０００００円、１２００００円のいずれか

●世帯所得に上限あり（例：国公立・自宅の場合、４人世帯で給与所得 １１００万円）
●高校２年までの平均成績が学校の平均水準以上
●在学採用の場合は、高校や大学の成績基準が設けられている

国公立・私立・自宅・自宅外に関わりなく、５種類から選択する！

５－２．第二種の奨学金月額

保証制度には２つのタイプがある！

人的保証…連帯保証人・保証人を選任
手間がかかる、返済時に保証人へのリスクあり

機関保証…保証機関が連帯保証
手間はかからないが、貸与額から保証料が差し引かれる

貸与月額 保証料月額

３００００円 １１２１円

５００００円 ２１１７円

８００００円 ４３２０円

１０００００円 ５４００円

１２００００円 ６４８０円

第二種奨学金の保証料例（上限利率３％で計算）

６．保証制度
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７．第二種奨学金の返済金額例

●第二種・私立自宅通学で月５００００円を借り、卒業後20年間で返済する場合

・金利…0.23％
・保証料月額…機関保証 2117円
・毎月受け取る奨学金額…47883円

返済
・月13580円、最終月13666円
・返済総額2,444,486円

シミュレーションをやってみよう！

８．東京都の奨学金（進学前）

（東京都社会福祉協議会）受験生チャレンジ支援貸付事業

●世帯の生計中心者が都内に1年以上居住していること
●所得制限（上限）あり。例：4人世帯は総収入386万4000円以下
●学習塾の費用（上限２０万円）や受験費用（上限８万円）を無利子で貸付。
都内の学校に合格し、通学すれば返済免除。

●貸付申請から交付まで2週間から3週間かかるので、申請は早めに。
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９．奨学金のリスクと課題

リスク（返済困難になる例）

●借りる金額が多過ぎた
●収入条件がよくない先への就職、非正規労働になる
●就労状況が悪化した（収入が激減、リストラや病気で収入がなくなる等）

課題（改善すべきこと）…みんなで声を上げていこう！

●給付型奨学金の質（金額）と量（人数）の充実。給付額も給付規模もまだ小さい
●返済不能になった場合の救済策の充実・拡大
●中等・高等教育における教育費の充実（学費の低減化など）

奨学金の検討時に、必ず「返還に関する各種制度」（救済制度、返還方式の変
更、在学猶予、繰上返還）に目を通しておこう！
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奨学金制度に関するマンガ資料  ※右上始まりです
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2017 年 政党要望事項

- 1 -

東京都公立高等学校 PTA連合会

平成２９年度政党ヒアリング要望事項

１ スクールカウンセラー配置の拡充改善をお願いしたい。

      ２ ユースソーシャルワーカーの派遣拡充をお願いしたい。

      ３ 特別教室への空調設備導入を加速してほしい。

４ 和式トイレの洋式化を進めてほしい。

５ 教育関連費用の負担軽減をお願いしたい。

要  望  事  項

一 都立高校へのスクールカウンセラー配置の制度改善について

（要望）継続的にスクールカウンセラー配置の拡充改善に向けご協力

をお願いしたい。

（現状）スクールカウンセラー配置要望に対し、平成２５年度に全都立高

等学校配置を実現し、平成２８年度より全日制、定時制併設校で

の個別配置、昼夜間定時制課程校での勤務日数を2日/週へと配

置拡充を進めて頂いています。

（アンケート結果）当連合会のアンケート調査（昨年１２月実施）によれ

ば、未だ全体の４４％の学校ではスクールカウンセラーは不足の

状況で、内４７％の学校より勤務日数を２日以上/週へと拡充要望

が出ています。
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東京都公立高等学校 PTA連合会

要  望  事  項

二 都立高校へのユースソーシャルワーカーの派遣拡充について

（要望）学校の教育環境に応じてメリハリのある派遣拡充を行ってほしい。

ユースソーシャルワーカーの仕事の内容を広報する機会を設け

てほしい。

（現状）ユースソーシャルワーカーの派遣について、学校側の要望に

    基づいて、一部の学校には、１～２名が派遣されています。

（アンケート結果）ユースソーシャルワーカーが派遣されている学校は

      ８％、配置を望む学校が４４％。ただ、不要と考えている学校は

５６％もあります。

三 都立高校特別教室の環境改善について

（要望）全特別教室、特に、武道場等の空調設備の導入計画を加速し、

早期設置を加速してほしい。

（現状）普通教室での空調設備導入はほぼ実現した一方、特別教室への

空調設備導入には、まだ、設置計画が見通せない学校が８０％を

超えている状況となっています。

（アンケート結果）特別教室への空調ありが５３％、なしが４７％。室内運動

場（武道場、体育館）への設置希望は９１％に達しています。
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東京都公立高等学校 PTA連合会

要  望  事  項

四 都立高校の設備改善について

（要望）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を進めて

ほしい。

（現状）老朽化対策としての建替え、改築、大規模改修とともにトイレ改修

も進んでいるものの、トイレ設備の老朽化による臭いの問題、

和式トイレから洋式トイレへの改修が余り進んでいません。

（アンケート結果）トイレの洋式化希望が７２％。コメントでも多数が老朽化

対策と洋式化を希望しています。

五 都立高校生の教育関連費用の負担低減等について

（要望）①国の「高等学校等就学支援金制度」に対し、東京都独自に追加

補助をしてほしい。

②「東京都国公立高等学校就学のための給付金事業」の申請期

間が２ヶ月と短いので延長してほしい。

③独自事業の都立高校生を対象とした給付型奨学金制度を拡充

してほしい。

④高等教育に掛かる教育費用の負担軽減を実現するため、国会

・政府に意見書を決議して提出してほしい。

（現状）都立高校での授業料負担に比して、教育関係費用等の負担が重

く、補習授業の有無も学校によりばらつきがあります。また、大学、

専門学校への進学に対する経済的な負担に不安のある家庭の

割合が多くなっています。
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東京都公立高等学校 PTA連合会

要  望  事  項

（アンケート結果）現在の教育費負担の重いところ、学習塾・予備校３９％、

短大・大学３４％、高校生２０％。将来、子どもの教育費不安の

大きいところ、短大・大学７６％、学習塾・予備校８％、高校９％。

現在利用中の奨学金、教育ローン（件数）、学生支援機構奨学金

９３件、都の高校生奨学金３５件、国の教育ローン２５件、銀行の

教育ローン２５件、その他９８件となっています。
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2017 年 政党要望事項 要望回答書 



86



87



88



89
1 

 

平成 29 年度保護者向け学校教育に関するアンケート結果（要約版） 

保護者向けに学校教育に関するアンケートを実施しました。結果についてグラ

フのみを抜粋して纏めています（有効回答数 1,127 件）。 
 

（１）放課後学習について

 

 

 

（２）インターネットを利用した学習について

 

6% 25% 63% 5%

お子さんの予習、復習について

充分している どちらかというとしている あまりしていない わからない

13% 21% 39% 27%

学校での補講について

充実している どちらともいえない もっと充実してほしい わからない

26% 40% 19% 16%

学習塾（予備校）の利用状況について

利用している 必要になったら利用する 利用する予定はない 経済的に利用できない

9% 9% 74% 8%

インターネットを利用した学習の利用状況について

有料の学習サイトを利用している 無料の学習サイトを利用している

利用していない わからない

2017 年 学校教育委員会 保護者向け 学校教育に関するアンケート
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（３）２０２０年の教育改革について

（内容：高大接続改革の一環として、「高校生のための学びの基礎診断」実施、「大学入学共通テスト」実

施、「平成 年度大学入学者選抜実施要項の見直し」） 
 

 

 

（４）教育費用について

 

 

38% 62%

２０２０年の教育改革の内容について

知っている 知らない

26% 30% 8% 1% 15% 7%
1%
2%
1%

10%

新聞 テレビ ネット 雑誌 学校 塾 通信教育 仕事 知人 不明

「知っている」方に、その内容をどこで知ったか

6% 48% 17% 21% 7%

今現在の教育費用について

全く困ってない 何とかなっている どちらともいえない 困っている 大変困っている

1%
0%
4%

24% 28% 7% 33% 2%

小学生未満 小学生 中学生

高校生 学習塾・予備校 専門学校生

短大生・大学生・大学院生 不明

「困っている」、「大変困っている」方に、負担が重いところについて
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（５）回答者ご自身について

 

36% 43% 12% 8%

現在ご利用中の奨学金・教育ローンについて

東京都高校生奨学金 日本学生支援機構奨学金 国の教育ローン 銀行の教育ローン

2% 25% 12% 36% 23% 2%

将来の教育費用について

全く不安はない 何とかなると思う どちらともいえない

不安である 大変不安である まだ分からない

0%
0%
0%

6% 7% 10% 76% 0%

小学生未満 小学生 中学生

高校生 学習塾・予備校 専門学校生

短大生・大学生・大学院生 不明

「不安である」、「大変不安である」方に、不安なところについて

5% 19% 8% 4%
2% 45% 18%

将来利用するご予定の奨学金・教育ローンについて

東京都高校生奨学金 日本学生支援機構奨学金 国の教育ローン

銀行の教育ローン その他 わからない

利用しない

25% 75%

現在ＰＴＡの役員・委員ですか？

はい いいえ
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（６）東京都公立高等学校 連合会（都高 連）について

 

（７）お子様について

 

 

38%

56%

41%

41%

47%

14%

25%

23%

24%

40%

57%

35%

6%

24%

15%

17%

32%

4%

17%

5%

3%

15%

41%

15%

0% 20% 40% 60%

東京地区大会

全国高等学校PTA連合大会

広報誌コンクール

各種研修会

広報誌発行

都議会要望

各種アンケート

被災地への高校生ボランティア…

被災地への義援金募金

他校との交流活動

PTA賠償責任保険

都高P連ホームページ

都高Ｐ連の活動の認知度 役員 一般

1% 11% 16% 53% 12%
2%

5%
1%

現在のお子さんの構成について

小学生未満 小学生 中学生 高校生 大学生 専門学校生 社会人 その他



93
5 

 

 
 

（８）世帯収入が当てはまる収入帯について

 

 
 
＊詳細な報告書は、都高Ｐ連のホームページに掲載される予定ですのでそちらをご参照下

さい。 
以上 

 

1048
28

7
4
2
1
10
8
3

47

0 200 400 600 800 1000 1200

普通科

工業科

農業科

商業科

産業科

家庭科

体育科

福祉科

総合学科

その他

高校生のお子さまの学科について

11% 19% 34% 23% 13%

世帯収入が当てはまる収入帯について

３００万円以下 ３００－５００万円 ５００－９００万円 ９００万円以上 未回答
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平成 29 年度学校教育環境アンケート結果（要約版） 

学校教育環境に関して、学校側とＰＴＡ役員にアンケートを実施しました。結

果についてグラフのみを抜粋して纏めています。 
 

（１）スクールカウンセラーについて

 

 

 

 

 

（２）ユースソーシャルワーカーについて

 

 

 

 

68% 32%

カウンセラーの充足状況

足りている 足りていない

50% 19% 6% 25%

カウンセラー不足の場合の必要日数

週２日 週３日 週４日 毎日

12% 88%

ユースソーシャルワーカーの配置状況

配置されている 配置されてない

67% 33%

活用されている 活用されていない

配置されている場合、有効活用の有無

2017 年 学校教育委員会  学校教育環境アンケート
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（３）特別教室等の空調設備の設置状況・計画について

 

 
 

 
 

 

 

 

54% 46%

ユースソーシャルワーカー配置の要不要？

配置してほしい 配置の必要はない

0 2 4 6 8 10

～4
5～9

10～14
15～19
20～24

25～

（校）

（
教
室
数
）

特別教室の教室数

0 1 2 3 4 5 6 7

～20%
20～40%
40～60%
60～80%

80～100%

（校）

（
設
置
済
み
割
合
）

特別教室空調設置状況

2% 52%

来年度の特別教室への空調設置計画決定の有無

ある ない （不明 ）

6% 76%

屋内運動場（体育館、武道場等）への空調設置状況

設置されている 設置されていない （不明 ）
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（４）校内のトイレの設置状況について

 

 
 

 

 
＊詳細な報告書は、都高Ｐ連のホームページに掲載される予定ですのでそちらをご参照下

さい。 
以上 

8% 78%

屋内運動場（体育館、武道場等）への空調設置の要不要

設置の必要はない 設置してほしい （不明 ）

57% 36% 2%4%
体育館 武道場 格技室 トレーニング室

設置を希望する特別教室の優先順

0 2 4 6 8 10 12

～1
2～3
4～5
6～7
8～9
10～

（校）

（
ト
イ
レ
数
）

本年度和式から洋式化した生徒用トイレの数

74% 2% 24%

和式便器の洋式化への必要性

洋式化したい 和式のままでかまわない どちらとも言えない
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「都高Ｐ連」・・・都立高校のPTA 会長になったとき、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青少年総合センター」に行って
みると、全都からPTA 会長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、会長以外の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！地区活動での会長同士の仲間づくり
「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。 
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編集後記
～心から感謝の気持ちを込めて～

　ふだんは小さな歩みと思える行動や試みを多くの人が関わり、地道に一つひとつを積み重
ねて 1 年間。その一つひとつを足せば膨大な活動量になることが本誌に寄せられた活動報告
や記録データからうかがえます。
　会員間の支え合いや連携の賜物といえることでしょう。

　平成２９年度会長の皆さま、1 年間お疲れさまでした。そして有難うございました。
　平成３０年度会長の皆さま、都高Ｐ連へようこそ、いらっしゃいました。心から歓迎いた
します。

　本日、都高Ｐ連の年間活動を記録した『平成２９年度活動の歩み』を皆さまにお届けします。 
２９年度会長の皆さまは振り返りのための備忘録として、３０年度会長の皆さまは都高Ｐ連
の活動の入門書としてご利用・ご活用いただければ幸いです。

　最後になりましたが、年度末のお忙しい中にも関わらず、活動報告や各種データのご提供
など、本誌の制作にご協力していただいたすべての皆さまに心より感謝申し上げます。

平成３０年５月３１日
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会　会長　池本 義信 
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