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平成 25 年 6 月 15 日、国立

オリンピック記念青少年総

合スポーツセンターで、平成

25 年度定期総会が開催され

ました（議決権者数 96 名の

うち出席 53 名、委任状数 16

名の計 69 名で総会成立）。  

 

議事に先立ち、来賓の鵜飼

敦之様（都教育庁地域教育支

援部生涯学習課主任指導主

事）と村田行勇様（都立学校

経営企画室長会副会長）から

総会開催の祝辞をいただき

ました。  

審議事項については、東部

北地区理事・三木健司氏の司

会、議長・東部北地区地区長

の原田仁氏、副議長・中部南

地区評議員の齋藤昌夫氏の

もと、以下の４議案すべてが

可決されました。  
【第１号議案】  

平成 24 年度事業報告  
【第２号議案】  

平成 24 年度会計報告  
【第３号議案】  

平成 25 年度事業計画  
【第４号議案】  

平成 25 年度会計予算  
 

◆役員紹介◆ 

納見敏明会長（西部南地区）、 

西部南地区選出・志村なつみ副会長、

西部北地区選出・高山英典副会長、

中部南地区選出・稲舩千里副会長、

中部北地区選出・池本義信副会長、

東部北地区選出・三木健司副会長 

 

 

あああああああああああ６あああ

あああああああああああ７あああ

あああああああああああ８あああ

あああああああああああ９あああ

あああああああああああ１０ああ

あああああああああああ１あああ

あああああああああああ２あああ

あああああああああああ３あああ

あああああああああああ４あああ

あああああああああああ５あああ

あああああああああああ６あああ

あああああああああああ７あああ

あああああああああああ８あああ

◆ 納見会長 挨拶 ◆ 

我が家は共働きで、かつ私が子ど

も好きということで、保育園から学

童保育とずっと子育てに関わって

来ました。小学校のＰＴＡにも随分

誘われたのですが、平日の昼間の活

動が多く、断り続けて来ました。 

 息子が高校に入ってからも、ＰＴ

Ａ総会には出るけれど、役員なんて

考えもしませんでした。ところが、

息子が１年の秋に、学童保育で知り

合った他校のお母さんから、「今度、

東京でＰＴＡの全国大会があるの

で、手伝って欲しい」と言われ、写

真を撮るくらいならばできそうだ

と思い、引き受けることになりまし

た。そして、息子の高校のＰＴＡ副

会長となり、『Ｐ連担当』となった

のです。 

 高校が都高Ｐ連の西部北地区と

いうところに属していたので、最初

にそこに連れて行かれ、いきなり地

区の書記という役割が降って来て 

 

 

驚きました。しかし、地区長さんが

良い人で、すぐに仲間に溶け込めま

した。 

 都高Ｐ連の方も、全国大会の資料

広報部というところで、写真だけで

なく、ＤＶＤの製作にも関わること

になりました。さらに、エキシビジ

ョンで第九の『歓喜の歌』を合唱す

るという企画にも巻き込まれて、Ｐ

ＴＡ三昧の日々を過ごすことにな

りました。 

 そこで知り合った人たちが素晴

らしく、「この人たちとならば、Ｐ

ＴＡ活動を続けて行ってもいいな

ぁ！」と思ったのが、今私が都高Ｐ

連の会長になっている動機です。 

 損得勘定ではない、人の繋がりと

奉仕の心による活動が、ＰＴＡの原

点だと思います。子どもたちを支点

に、私たち保護者自身も、心豊かな

生活を目指して活動して行きまし

ょう。 
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都高 P 連 平成 25 年度定期総会開催    

平成 25 度事業計画含め全議案を可決  納見新会長挨拶 
 

 平成 25年度スローガン 

『私たちの明日と、子どもたちの未来へ!』 

 平成 25年度スローガン 

『私たちの明日と、子どもたちの未来へ!』 

 平成 25年度スローガン 

『私たちの明日と、子どもたちの未来へ!』 

 

 
未加盟校への 

説明会を開催  

    組織検討委員会  

 都高Ｐ連の組織検討委員会が 6 月 8 日、新

宿 NS ビルで未加盟校への説明会を開催し、

未加盟校 5 校が参加しました。  

都立高校の統廃合などで、都高Ｐ連の存在

を知らなかったり、加盟の仕方が分からない

などの声を受け、初めて開催しました。  

南村前会長から、都高Ｐ連の説明や役

割などが話された後、「どこの地区に属

すのかが分かりにくい」などの質問や

「都の教育委員会と連携を取っている

有意義な団体と分かった」などの発言が

ありました。  

 

左から納見会長、志村、高山、稲舩、池本、三木副会長  

 

総会  
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平成 25 年 6 月 15 日（土）、国

立オリンピック記念青少年総合ス

ポーツセンター国際会議室にて、

広報誌研修会と第 35 回 PTA 広報

誌コンクール入賞校表彰式が行わ

れました。 

 

◆   表彰式   ◆ 
 

このコンクールは、各校の

広報活動の励みになればと、

35 年前から年 1 回行われ、

都高Ｐ連の加盟校・未加盟校

にかかわらず、広く応募を呼

びかけています。  

今回の応募総数は 67 校。

審査は各地区から選ばれた

10 人の審査員が、企画の工

夫や見やすさ、コストパフォ

ーマンスなど５つの視点で

総合審査した結果、表のよう

に各賞が決まりました。  

表彰式は南村平成 24 年度

都高Ｐ連会長の挨拶に続き、

主任指導主事・鵜飼敦之様、 

都公立高等学校長協会より国分寺

高校校長・北林敬様、高校生新聞社

編集長・西健太郎様から講評後、表

彰状が授与されました。 

 

入賞校からは「最初、広報は大変

と思ったが、入賞してうれしい。来

年につなげたい」「頑張ってアンケ

ートを行ってよかった」「工夫して

作ったことが実った」などの喜びの

声が聞かれました。 

◆  広報研修会  ◆ 
 
広報研修では、昨年の入賞校から

「メリハリを考えたレイアウトが

評価された」「SＮS の特集を行い、

大変だったが学校とより深い話を

することができた」など工夫してい

る点の発表があった後、高校生新聞

社の西編集長から、「広報誌のつく

り方」が講演され、写真の効果的な

使い方、企画の工夫、レイアウトの

コツなどが話されました。 

 
 
 

受

賞

校

広

報

誌 

受賞名  地区  学校名  広報誌名称  

東京都  

教育委員会賞  

3 校  

西部南  八王子東  志邏伽之（しらかし） 

西部南  立川  立高 PTA 会報  

西部南  成瀬  けやき  

東京都  

公立高等  

学校長協会賞  

3 校  

西部南  南平  かんあおい  

西部南  国立  くにたち  

中部南  深沢  ふかさわ  

高校生  

新聞賞  

3 校  

西部北  国分寺  国分寺  

中部南  杉並総合  SAKURA 

東部北  上野  いちょう  

都高Ｐ連  

会長賞  

3 校  

西部南  北多摩  きたたま  

西部北  東村山  鳩（はと）  

中部南  神代  神代  

都高Ｐ連  

特別賞  

4 校  

西部南  府中工業  けやき  

中部南  園芸  いちょう並木  

中部北  
大泉高等学校・  

附属中学校  
いずみの声  

東部北  淵江  北極星  

 

 

第 35回 

都高Ｐ連・広報誌 

コンクール 

  67校参加 
６月 15 日(土) 
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【舞台発表】  

王子総合高校（フェンシング部） 

鷺宮高校（ジャグリング部）  

清瀬高校（少林寺拳法部）  

富士高校（薙刀部）  

向丘高校  

（ヴォーカル・アンサンブル部） 

竹早高校（コーラス部）  

園芸高校  

（三宅島緑化プロジェクト）  

【展示発表】  

八王子東高校（美術部）  

東村山西高校（中国切絵部）  

小平南高校（写真部）  

多摩工業高校（写真部）  

国分寺高校（華道部）  

武蔵丘高校（漫画研究部）  

王子総合高校（美術部）  

大山高校（美術陶芸部）  

向丘高校（華道部）  

全国高 P 連共催 

第 25 回東京地区高等学校 PTA 連合会大会 
実施日：平成 25 年 7 月 20 日（土） 

会 場：練馬区立練馬文化センター  

 

 

平成 25 年度テーマ  

夢から志へ～たくましく生きるチカラを育むために、今、私たちができること～  

 

清瀬高校  武蔵丘高校 

 ４  
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 平成 25年 7月 20日（土）、練馬

区立練馬文化センターにて第 25

回東京地区高等学校 PTA 連合会大

会が開催され、保護者・生徒合わ

せて約 600 人が会場に集いまし

た。今年も高校生による展示発表、

舞台発表が行われ、参加団体は昨

年をはるかに上回る 14校 16組。 

ギャラリーでの展示は中国切り

絵や自作マンガといったユニーク

な作品の他、写真や絵画、華道な

ど、とても高校生とは思えない表

現力の高さに来場客は目を奪われ

ていました。舞台ではフェンシ

ングの試合実演や少林寺拳  

 

 

 

 

 

 

法、なぎ刀の団体演技など、保護者

にとっては日頃目にできない活動

が披露され、会場は歓声や拍手で終

始熱気にあふれていました。 

後半は西部北地区からの事例発

表、家庭教育アドバイザーの太田喜

子氏による講演があり、子どもとの

コミュニケーションのあり方や親

として心がけるべき大切なポイン

トなど、示唆に富んだアドバイスを

提供していただきました。今年も楽

しさや面白さ、学習がふんだんに盛

り込まれた大会となり、回を重ねる

ごとに充実していることを実感し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
竹早高校  
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「ありがとう」を伝えよう 

 子どもは発達上の問題も含め

て、「人前で喋れない」「動きが遅

い」などのさまざまなタイプの性

格がありますが、それもその子の

個性と捉え、人と比較して否定す

るのではなく、すべてを肯定的に

受け止めていただきたいと思いま

す。 

子どもの言動に対して、「そう考

えたんだ。すごいねー」「うれしい

よ」「ありがとう」などの言葉がた

くさん出て来ると、子どもとの関

係も家の雰囲気も変わってきま

す。まず「ありがとう」の気持ち

を声にしてみる。声にしてみて、

初めてその効果を実感することも

多いのです。 

 家庭の中でコミュニケーション

ができていないと、外でのコミュ

ニケーションも難しくなります。

子どもたちはさまざまなサインを

出しています。子どもが何を話し

たいのか、しっかり受け止め、肯

定的な言葉で対応するよう心がけ

たいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国高 P 連共催 第 25 回東京地区高等学校 PTA 連合会大会 

基調講演 太田喜子先生  

●太田喜子先生プロフィール 

小学校で PTA会長、都立狛江高校で PTA副会長を務める。子どもと葛藤する母親の

声から、平成 13年『家庭教育LAB ウィズ』を立ち上げ、多摩地区を中心に幼稚園、

小・中学校、PTA 等で講演活動に取り組み、母親の居場所づくり、親育てに力を注ぐ。

現在、家庭教育LAB ウィズ代表、家庭教育アドバイザー、日本家庭教育学会会員。 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度大会テーマに基づいた講演を行っていただきました。  

ここでは概要をご紹介します（抜粋）。  

 

 

 

５  

親の言葉で傷ついている 

 日本人はほめることが苦手です。

子どもがそばにいても、塾や体操教

室などの先生に「うちの子はどうし

てこんなにダメなの」「うちの子は

どうしてできないんでしょうね」と

いう否定的な言葉を発しているお

母さんがほとんどです。 

子どもは好きなことはとても努

力します。結果だけを見るのではな

く、その努力している過程を大切に

してあげましょう。せっかくやる気

があるのに、否定的な言葉ばかりに

なると、努力する気がなくなるもの

です。 

これでは子どもが自尊感や自信

を持てないように親がインプット

しているようなもの。親が子どもを

傷つけているのです。子どものすべ

てを肯定的に受け止め、ほめてあげ

ることも大切です。 

  

 

 

 

 

 

ケンカして仲直り 

20 歳前に反抗期がないと、将来

うつ傾向になったり、精神的に追い

詰められるケースが多くなると言

われています。反抗は子どもが親を

超えていくための非常に大事な機

会なのです。 

 最近はもめ事を嫌う人が多く、子

どもとあまりケンカをしない人が

増えているように思われます。そう

なると、子どもの方も、親を困らせ

ないように気をつかいます。しか

し、完璧な親なんていません。「も

め事が起きないように努力して、返

って苦しかった」というお母さんも

いました。 

この時期は『ケンカして仲直り』

『ケンカして仲直り』を繰り返しま

す。そうしなければ、子どもが将来、

イヤなことをどう表現してよいの

かわからなくなるからです。ケンカ

をしたら親のほうから「あなたの気

持ちわかっていなかったね」「ごめ

ん。さっきは言い過ぎたね」と仲直

り。子どもが不機嫌になった理由を

きちんと受け止めてあげましょう。 
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し、完璧な親なんていません。「も

め事が起きないように努力して、か

えって苦しかった」というお母さん

もいました。 

この時期は『ケンカして仲直り』

『ケンカして仲直り』を繰り返しま

す。そうしなければ、子どもが将来、
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■基調講演「日本の教育の再生」 

下村博文・文部科学大臣 

 

下村大臣は、舞台を縦横に歩き回

りながらパワーポイントを使って分

り易く解説。「超高齢社会」と「グロ

ーバル社会」が一緒に到来する中で、

将来に対する不安感を持つ日本の高

校生が 83.6％にもなっており、さま

ざまな意欲が低下している。 

これは、GDP の低迷が示すように

社会の経済情勢への不安から来るも

のもあるが、これまでの教育行政が

今の社会・高校生に適応しないもの

になっていることへの示唆でもあり、

今こそ「教育再生」が必要。その方

向性として、現在 38 項目を精査、

整理、着手にかかっており、年明け

の通常国会へ向けての 13 本の法律

改正案を策定中として、具体的（各

論）には 8 つの政策について、個々

に説明。 

現在の高校生の現状を体系的に整

理して、それに対応する政府の教育

改革の方向性、ビジョンの全体像を

示し、それを実現するための政策案

が具体的に提示されたことは、子ど

もを育て教育にかかわる者にとって、 

また今後を判断する上でも、とても

有意義な講演だった。それだけに時 

間的制約から、各論後半が駆け足気

味になってしまったことが残念。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■記念講演「地域の未来をつくるた

めに～子どもたちをどう育てるの

か」藻谷浩介・日本総研主席研究員 

 

「物事を判断する根拠」について、

理論や思い込みによらず、まず事実

を確認し、その反証に対する間違え

を押さえ、分からない部分は仮説を

たてて検証するところから始めるこ

とが大切とし、今の学校教育ではそ

のプロセスを教えていないという話

から始まった。 

そして、これからの日本の社会を

生きる（支える）には、何が必要か

について、実は、日本の社会・経済

の一線に立つ人材が体得している教

養と思考力の 9 割は高校までのレベ

ルであり、むしろお受験エリートの

過半数はその実践力が足りていない。

健全な精神は、健全な家族・交友関

係と、無知の知に宿る。マザコン、

躁うつ病、内省や責任感の欠如・・・

心が壊れたエリートの急増こそ日本

の大問題。欠けるのは気合ではなく、

自己認識と持論力である、と論じた。 

そして、高校教育が育てるべき人

材像として、 

・自分なりの生き方への矜持を持ち、

新聞記事が読め、分数と絶対数の区

別のつく人間を育てる。 

・大学や実社会で些末な各論を刷り

込まれても削げ落ちない、強固な教 

養の漆を塗り重ねる。 

・無知の知と、初心に帰って好奇心

を持つ姿勢を叩き込み、点数に一喜

一憂する人間を作らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・責任意識と、人と力を合わせる力

を根付かせる。 

・その前に日本語で議論し、事実認 

識を共有し、解決策を考え実行する

訓練。そして会話力。 

実践的な観点からのお話しで、と

ても勉強になった。 

 

■研究発表「やる気のない子とある

子の違い～子どもたちをどう育て

るのか」木原雅子・京都大学大学院

准教授 

 

子どもたちの現状を調査した結果

を分析。更には子どもの「やる気ス

イッチ」を ON にする WYSH 教育

の実践と概念について発表。 

高校生の一日の学習時間が小学生

の時と変わっていないこと、授業に

ついて行けなくなる時期で最も多い

のが高校一年の時であること、そし

て自尊感の低い子どもは物事に対す

るやる気も低く、受け身・指示待ち

になりやすい傾向にあることを報告。 

「バーチャルな人間関係」では、

ネット・携帯の使用・携帯時間がと

ても長く、いつも（人と）つながっ

ていたい、という気持ちが強い。ま

た、メール交換頻度が高いと各種リ

スク（性意識、性経験、万引き）も

大きくなり、リアルでの会話が苦手

になる。一方「リアルな人間関係」

では、自尊感の低い子ほど友人と同

じ格好をしていたい、友だちと一緒

にいたいと思う反面、友だちを信頼

はしていない、という傾向にある。 

第 63 回全国高等学校 PTA 連合大会 山口大会  2013 年 8 月 21 日・8 月 22 日  

毎年各都道府県持ち回りで開催される全国大会。今年は幕末からの近代

化胎動の一翼を担った山口が舞台だ。本大会では、7つの会場を使ってそ

れぞれ記念講演、事例発表と研究協議やパネルディスカッション等が行わ

れた。その先駆けとして 7つの会場で同時中継された下村文部科学大臣の

基調講演は、良い意味で期待を裏切った内容だった。全国大会に文部科学

大臣が出席するのは平成 14年以来、しかも基調までするのは初めてでは

ないだろうか。パワーポイントの資料も十分で内容も分り易く、単Ｐの役

員各位にも是非見せたいと思う内容であった。（文責：編集部） 

全国高 P連研究発表      

於：山口県スポーツ文化センター

アリーナ 
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また、大人との関係では、親を尊

敬していない子は自尊感が低いこと

がわかり、学校リアル（真剣に話を

聞いてくれる先生がいる）や家族リ

アル（家族との日常会話）につなが

っているほど、各種リスクが低くな

り、自尊感が高かったという。 

データを裏返せば、親が尊敬され

ないような生き方をしていると、そ

れを見ている子どもは「大人」に対

する希望を持てない＝（大人へなろ

うとしている将来への）自分に対し

ての自信や目標が持ちにくい、とい

うことを示唆しているのではないか。 

では、尊敬されるような生き方と

は？親が家族をひたむきに愛するこ

と、その姿勢には感銘を受けよう。

さらに、人は社会に役立っていると

思えること・そのような仕事をして

いる時、社会に貢献しそれが認めら

れた時に喜びを感じるものだ。子ど

もは、心の中でそのような大人にな

りたいと求めている。ところが、他

人を犠牲にして騙して生きる生き方、

あるいは自分の幸せの為だけに生き、

勉強することを強要する親の姿には、

子どもはその本心で嫌悪感を抱き、

喜びや希望を見いだせず、尊敬をす

ることが出来ない。親の生き方が見

られている、と感じた。 

 人間は人間である、生きている人

間であるから、人を育てるのも究極

的には（リアルな）人である、道具

や制度（だけ）ではない、というこ 

とを、改めて考えさせられた。    

（H25 年度富士会長 井原太一記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■記念講演：「ピンチをチャンスに」

桜井博志・旭酒造株式会社・代表取

締役  

 

 親の会社を継いだ時は、会社も日

本酒市場も”じり貧”状態、家族を

養うため試行錯誤の連続であった。 

 山口という地が、人材確保に大き

なハンディであったが、コスト削減

も含め杜氏の採用をやめ、社長と若

手だけの命令系統をすっきりした会

社にした。 

 【補足：蔵元では、杜氏（とうじ：

日本酒の酒造工程を行う職人集団、

且つ酒蔵の最高製造責任者）が酒造

りの要であったが、既成概念にとら

われず敢えて採用をやめた】 

 結果的に、自分の思うお酒を自由

に若手に作らせることができ、あの

有名な日本酒ブランド「獺祭(だっ

さい）」の誕生にもつながった。 

 親の会社を継いでから、約 35年で

売り上げを 40倍にしたという。 

 

■分科会：「キャリア教育と PTA

活動」 大山稔・静岡県立浜松西高

等学校・中等部・保護者教職員の会

前会長  

 

 環境の変化が激しい中、”折角入

った会社もすぐやめてしまう”とい 

った若者の現象が高まっており、  

 

 

 

”PTA として何ができるか”を考え

させられる内容であった。その中で、

浜松西高の取り組みは非常に参考に

なった。 

 浜松西高では、「保護者向けキャ

リア支援講演会」「保護者と卒業生

の座談会」といった、保護者向けの

イベントも積極的に実施している。

これは、「保護者の昔の知識や既成

概念が、逆に子どもの進路を阻害し、

結果的に子どもと進路のミスマッチ

を起こしている面もある。保護者の

意識改革、新しい情報の収集が、子

どもへのキャリア教育に必要」とい

う発想から実施している。 

 これまで、子どもへのキャリア教

育は行われているが、「保護者への

教育」に踏み込んだ内容であったの

で、大いに参考になった。 

各校の事例発表後に行われた質疑

応答の中で、「保護者の、PTA主催

イベントへの参加率を高めるための

工夫は？」といった質問に対して、

郡山高等学校から「ありとあらゆる

機会をとらえて、愚直に宣伝する」

と回答があり、その通り（それしか

ない！）と感じた。 

 

付記：ロビーでは、「幸せます」の

グッズ販売をしていた。これは山口

県立防府商工高等学校と防府商工会

議所が連携して開発したノベルティ

グッズだ。 

また全国の高等学校の会報誌（広

報誌）が飾られ、多くの人が手にと

って熱心に観ていた。 

（H25 年度立川会長 柿沼敬二記） 

 
都高Ｐ連からは西部北地区の岩渕賢次・前副会長が、パワーポイント操作の柳澤保英・東村山西副会長とのタッグ

で、第４分科会で事例発表を行った。どの発表も保護者と学校だけでなく、地域と一体になって人材育成に取り組

む姿が印象的。質疑応答も活発に行われ、充実した内容の分科会となった。詳細については次号でお伝えしたい。 

 

第 2分科会 「進路指導と PTA  

～キャリア教育と進路指導～」 

会場：山口市民会館 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 7 月 26 日（金）～7 月 28 日（日） 南三陸町ボランティアツアー報告  

生徒と保護者 24 名、東北被災地へ慰霊とボランティアの旅  

 

  

平成 25 年度周年行事のお知らせ  

 

 

 

 

 

           

 

              

          

 

大川小学校の慰霊碑の前で静かに手を合わせる  津波に襲われた水田で草取りと石拾いのボランティア  

８  

 

 

 

門脇小学校元校長  鈴木先生  

大川小学校  

気仙沼市で津波に流された船  

今回のボランティアツアーは 16

名の生徒と 8 名の保護者が参加し

ました。１日目の最初の視察は津波

に襲われ大火災となったにも関わ

らず、1人の犠牲者を出さなかった

門脇小学校です。偶然にも元校長の

鈴木洋子先生に出会い、日頃の訓練

や当時の状況を語っていただきま

した。その後、児童 108 人中 74人

が死亡、教職員 13 人中 10 人が死

亡という大惨事になった石巻・大川

小学校を初めて視察。すでに廃墟と

化した校舎の前には慰霊碑が建て

られ、生徒も保護者も無言で手を合

わせていました。 

２日目のメイン活動は津波に襲

われた水田の草取りや石拾いです。

雨の中、カッパと長靴を着装した生

徒や保護者は作業に没頭、朝から昼

までの間に１反ほどの水田の草を

ほとんど取ってしまいました。高校

生の力はあなどれません。 

２日目の夜は３.11の体験と防災

訓練についての懇談会。今は高校生

でも３.11 当日はみんな中学生で

す。揺れの恐怖に泣きじゃくってい

る女子生徒もいたということです。

防災訓練については、「小学生のと

きは真剣に訓練をしているのに、中

学、高校になると緊張感がなくな

る」というのが共通した声でした。 

３日目は気仙沼の視察です。津波

で流された 330トンの『第十八共徳

丸』を間近にし、あらためて津波の

恐ろしさ、自然の脅威を実感するこ

とになりました。なお、第十八共徳

丸は今年９月から解体される予定

です。津波の痕跡がまたひとつ消え

ていきます。 

ある生徒は旅の感想で「私の今立

っている場所で人が亡くなったと

思うと、体が震えた」と語っていま

した。現地体験者ならではの言葉で

はないでしょうか。 

10 月  ５日（土）  中部北・大山高校 50 周年  

10 月 11 日（金）  中部南・調布北高校 40 周年  

10 月 31 日（木）  西部北・東村山西高校 30 周年  

10 月 31 日（木）  中部南・深沢高校 50 周年  

11 月  ２日（土）  西部北・東大和南高校 30 周年  

11 月  ２日（土）  東部北・足立西高校 40 周年  

11 月  ９日  （土）  島しょ・大島高校 70 周年  

11 月 16 日  （土）  中部南・杉並高校 60 周年  

11 月 16 日  （土）  東部北・荒川工業高校 50 周年  

11 月 20 日  （水）  西部北・久留米西高校 40 周年  

11 月 23 日  （土）  西部北・多摩高校 90 周年  

11 月 29 日  （金）  東部北・足立高校 90 周年  

 

【年 3 回発行】次号発行は 11 月 30 日（土）です !  印刷：株式会社アポロ社  TEL:03(3954)5011 


