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台風で甚大な被害の大島で 
ボランティアに頑張る地元の高校生たち 
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土砂を取り除く大島高の教員と生徒 

 
台風によるガレキ 

 

 
ボランティア作業する大島海洋国際の生徒 

 
大島海洋国際高校航海学習の下船式 

 

 
避難場所になった大島高校体育館 

 

 
大島高校の敷地内に流れてきた土砂 

 

           
ボランティア作業後帰

校した生徒に出された

塩もみきゅうり 

 

校内に残った生徒

が、大島高校の菜

園で採れたきゅう

りで作りました 

 

 台風 26号が 10月 16日（水）未明

に接近し、甚大な被害を受けた伊豆大

島（東京都大島町）。大島には、元町

に都立大島高校、差木地に寮制の都立

大島海洋国際高校があります。被害の

中、両校の高校生たちが行ったボラン

ティア活動の様子をお伝えします。 

【大島高校】 

大島高校は、敷地の一部にも土砂が

溢れ、職員玄関の一部が冠水しました。

そんな中でも体育館を避難所にする

ことができました。以下、高木亀介校

長と住吉貴之副校長に伺いました。 

「16 日朝から生徒及び保護者の安否

確認を行いましたが、終了した午後 3

時頃までは生きた心地がしませんで

した。16 日、17 日は自宅学習にしま

したが、16日に生徒数名から、『自分

たちに何かできないか』と学校に申し

出がありました」「学校側も生徒の安

全面などを熟慮し、17 日は授業はや

らないが、ボランティアを希望する生

徒は学校で面倒をみるということに

しました」 

「土砂の片付けなどボランティアへ

の参加を生徒に呼びかけたところ、全

校生徒の７割に当たるおよそ 70 人が

参加。PTA は各家庭で被災状況の差が

あり、災害対応の陣頭指揮をとる方も

いたので、PTA としての組織立った活

動は行いませんでした。消防団の捜索

活動、婦人会の炊き出しなど、各立場

で活動されていました」 

「18 日は登校日でしたが、全校集会

で神達に向けて黙祷を捧げた後、前日

に引き続きボランティア活動を実施

しました。被害現場を見てショックを

受ける可能性のある生徒は、現場に行

かず校内でできる作業を行いました」

「生徒は本当に一生懸命ボランティ

ア活動を行っていました。学校として

は、同時に生徒の心のケアについても

サポートしております。11 月 9 日の

創立 70周年行事は、来年 2月 9日に

延期いたしました」 

【大島海洋国際高校】大塚健一校長

と佐藤尚之副校長に伺いました。 

「台風 26 号後の 27 号接近に伴い、

在京保護者の心情を考慮して 10 月

22日、寄宿生活をしている島外出身

の生徒166人を高速船で一時帰省さ

せました」 

「災害当初からボランティア活動を

行いたいとの要望がありましたが、交

通手段など様々な問題がありなかな

か実現できませんでした。11 月 3 日

に大島社会福祉協議会災害ボランテ

ィアセンターを通し、被害の大きかっ

た元町周辺のボランティア活動に、同

校生徒教員合わせて約 90 人が参加。

その後 11 月 16、17、24 日にも活動

し、延べ 190人が参加しました」 

 



 

                                

                                                                   

 

                   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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年くらい経つと「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・・・。 

そこで、今回の会報誌では都高Ｐ

連について紹介します。 

 

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 

 都立高校へ通う子供たちの教育

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

エアコン設置は都高Ｐ連が関係各

団体と連携しながら粘り強く要望

してきた成果です。 

また、平成 25 年度からすべての都

立高校にスクールカウンセラーが

配置されることが決定しましたが、

これも都高Ｐ連が要望してきたこ

とが行政を動かした結果です。 

 このように、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。 

皆の力を結集して、地道に活動を続

けることによってはじめて実現で

きることなのです。 

 

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。 

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。 

                   

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

こそ大きな補償を少ない掛け金で

用意できるのです。 

 

5.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。 

各地区の PTA 連合会では近隣の都

立高校 PTAと交流が持てます。 

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。 

 

 

情報共有 

活動を通して
仲間作り 

総合補償 生徒の成果発
表や体験 

行政への働き
かけ 

 

都高Ｐ連特集 都 高 Ｐ 連 は こ ん な こ と を し て い ま す 
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《都高P連用語集》はじめて都高Ｐ連に足を踏み入れた時に飛び交っていた「あの言葉」を説明します！ 

用 語 正 式 名 称 解 説 

都高Ｐ連 

（トコウピーレン） 
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 

都立高校の保護者・教職員が生徒の教育環境向上や健全育成を目指して設立

した社会教育団体。公立高校のＰＴＡ団体として都の教育委員会から認知さ

れている唯一の団体。 

単Ｐ（タンピー） 単位ＰＴＡ 各学校のＰＴＡのこと。ＰＴＡ連合体と区別するときに用いる。行政用語。 

全国高Ｐ連（ゼンコク

コウピーレン） 

一般社団法人 全国高等学校 

ＰＴＡ連合会 

高等学校ＰＴＡ活動を通して教育の充実、青少年の健全育成を図り、生涯学

習社会の形成に寄与することを目的として様々な事業を行っている全国規

模の団体。（私立も含む） 

地区Ｐ連 

（チクピーレン） 
各地区のＰＴＡ連合会 

平成１８年都立高校は１０学区制から６地区と島嶼地区に変更された。都高

Ｐ連も行政の地区に合わせるため、平成２０年に東部南・東部北・中部南・

中部北・西部南・西部北・島嶼の７つの地区に変更、その地区割り名称。 

学運協 

（ガクウンキョウ） 
学校運営連絡協議会 

教育委員会の指定によって置かれる会。保護者、地域住民の他、教育委員会

が任命した者によって構成され、学校の運営に関する事項について校長や教

育委員会に対して意見を述べる事ができる。学運協がある学校の校長は教育

課程編纂など学校運営に重要な事項については協議会の承認を受けなけれ

ばいけない。 

リーダー研修会 
東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会 

ＰＴＡリーダー研修会 

東京都教育委員会委託事業。主催が東京都教育委員会で都高Ｐ連が主管とし

て講演などを開催する。 

幼小中高ＰＴＡリ

ーダー合同研修会 

東京都幼小中高ＰＴＡリーダー 

合同研修会 

東京都の委託事業。各連合会が持ち回りで主管し講演などを企画して、４つ

の連合会が合同で参加する。 

全国大会 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 
全高Ｐ連が主催、各都道府県のＰＴＡ連合会が主管して開催されるＰＴＡの

全国大会。毎年８月に日本全国から約１万人が参加し、基調講演、分科会等

を行う。 

東京地区大会 
東京地区高等学校 

ＰＴＡ連合会大会 

都高Ｐ連主催、全高Ｐ連共催の大会。８月に開催される全国大会とリンクし

たテーマで開催される。 

支援センター 都学校経営支援センター 

都立学校が、より自立的な学校経営を行っていけるように、Ｈ１８年４月に

開設。都内の東部・中部・西部にそれぞれ「所」と「支所」を置き、学校の

身近な地域で実態に応じたきめ細かい支援を行うのが目的。これにより都高

Ｐ連も、Ｈ２０年に１０学区と島嶼から６地区と島嶼地区に組織を改編し

た。（参考：Ｈ18.3.28発行 教育庁報 №514） 

都小Ｐ 

（トショウピー） 

一般社団法人 東京都小学校 

ＰＴＡ協議会 

都内の公立小学校ＰＴＡ活動を通して社会教育、家庭教育の充実を促すと共

に、学校教育との連携を深め、青少年の健全育成の増進をはかり、社会の発

展に寄与することを目的に事業を行っている団体。 

都中Ｐ 

（トチュウピー） 
東京都公立中学校ＰＴＡ協議会 

都内の公立中学校ＰＴＡ約１０万人会員参加のもと、学校、家庭、地域での

教育環境の問題や課題を集約し、情報提供を行う。また、全都的に対応すべ

き問題等を速やかに把握し都の教育委員会等と交渉を重ね善後策の構築に

努める。 

幼小中高Ｐ連 
東京都公立幼小中高 

ＰＴＡ連絡協議会 

東京都内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校のＰＴＡ連合会が縦に繋がっ

た連合体。 

ご存知ですか？ 都高Ｐ連で使われている用語 

〈参考〉 全国高Ｐ連HP、都小P HP、都中P HP 

 



 

【委員】南村 和良 

【期間】平成 25年 3月～8月 

    全 6回 

【概要】 

本委員会は大阪市立桜宮高校の

体罰問題を契機として、学校の部活

動における体罰のない、指導の在り

方を推進するための検討を実施い

たしました。 

委員会では体罰とは具体的にど

のような行為か、どうして体罰が行

われるかについて多くの検討を行

いました。また今後の学校現場への

対処は研修を主とした教職員の意

識・能力改善、及び、実態調査の継

続実施を行政に求めています。従

来、保護者は体罰を容認する言動を

行う事もありましたが、今後、体罰

を認めない意識改革が必要です。

（報告：南村） 

 

●委員会報告書（PDF） 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/

OSHIRASE/2013/09/DATA/20n9c

801.pdf 

【委員】榊原 宗敏 

【期間】平成 25年 4月～8月 

全 5回 

【概要】 

都立小中高一貫校構想は、猪瀬知

事自らが推進しており、私達 PTA

からすると突然の出来事でした。 

第1回委員会から第5回までの審議

内容が、「中間まとめ」として、8

月 22 日開催の教育委員会に報告さ

れました。下記の都庁報道発表をご

覧ください。 

 ●委員会の設置について  

http://www.metro.tokyo.jp/INET/

KONDAN/2013/03/40n3s100.htm 

●中間まとめ  

http://www.metro.tokyo.jp/INET/

KONDAN/2013/08/40n8m100.ht

m 

 私は都高 P連の代表として、高校

保護者代表として、この委員会に参

加させて頂いています。私は 3人の

娘を持つ父親で、長女は平成 23 年

に都立八王子拓真高校を、次女は平

成 25 年に都立八王子東高校を卒業

し、三女は今年から都立若葉台総合

高校に通っています。 

 いわゆる平成 9 年度に策定され

た「都立高校改革推進計画」により

生まれた、「新たなタイプの昼夜間

定時制高校」の八王子拓真高校、「進

学指導重点校」の八王子東高校、「総

合学科」の若葉台総合高校と、娘達 

の特性に合わせた学校を選び、通わ

せることができたと思っています。 

 このように幅広い生徒・保護者の

ニーズに対応した都立高校の整備

を進めて頂いたことに感謝してい

ます。そして、新たな都立小中高一

貫校設立で少しでもお役に立てれ

ば幸いと、重い足を引きずって新宿

の摩天楼に通っています。 

（報告：榊原） 

 

 

 

 

【委員】志村 なつみ 

    高田 教子 

【期間】平成 25年 5月～12月 

全 11回 

【概要】 

都立高校の入試の多様化と複雑

化を、シンプルにわかりやすいもの

にしていく必要があるのではない

か。   

そのようなコンセプトの中で集

められた有識者、中学校、高等学校

の校長先生、また区市教育委員会代

表者などが、今後の入試の在り方や

方法、方向性について、それぞれの

立場から意見を交わしています。 

 数年以内に変わる高校入試が、ど

のように変わるとしても、一番に考

えなければいけないのは、試験を受

ける子どもや保護者に理解ができ

るような伝え方なのではないか。回

を重ねるごとに、そんなことを感じ

ています。（報告：志村） 

 

 

 

部活動指導等の在り方  

検討委員会  

 

 

 

 

            

 

 

    

都立小中高一貫教育校  

基本構想検討委員会  

東京都立高等学校  

入学選抜検討委員会  

都高 P 連の派遣事業  

都高Ｐ連では東京都の各種委員会や関連団体の会議に役員を派遣しています。日本の教育が抱えている問題、都

立高校に関する問題等、様々な委員会の会議に出席して情報の収集や、意見交換を行っています。今回はその中

の一部の委員会をご紹介します。 
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日本の子ども 323万人が 

貧困状態にある 

 2011 年、厚生労働省は 2009 年

時点での子どもの相対的貧困率が

15.7％であると発表しました。日本

の子ども 6人～7人に 1人、人数に

しておよそ 323 万人の子どもが貧

困状態に置かれていることが推測

される数値です。とくにひとり親世

帯の子どもの貧困率は 50.8％と、

OECD諸国中（35か国）でもワー

スト 1、2位を争う最悪の結果とな

りました。 

ここで言う「相対的貧困」とは、

「今日食べるものがない」「住む家

がない」といった極端なレベル（絶

対的貧困）ではなく、世帯所得が少

ないことによって「部活に参加でき

ない」「給食費が払えない」「進学で

きない」など、日本社会で暮らす子

どもとして「当たり前に享受すべき

生活・健康・文化」が奪われている

状態を示します。 

 

『子どもの貧困対策推進法』が 

国会で成立 

近年深刻化する貧困を背景に、4

年前『あしなが育英会』から子ども

の貧困対策立法化の声が上がりま

した。それがきっかけとなり、当事

者である高校生や大学生、ひとり親

世帯の当事者団体、支援団体などが

全国で活動を展開、ついに今年 6月 

の通常国会で超党派の議員立法

による『子どもの貧困対策推進

法』が可決・成立しました。今後

の動きは内閣府による大綱作成、そ

の大綱に基づき都道府県が子ども

の貧困対策計画を策定することに

なります。 

 

子どもの貧困ゼロをめざし 

都高Ｐ連が始動 

 そんな状況下で、都高Ｐ連として

の活動もスタートします。「子ども

たちの健全育成」を根幹からおびや

かす貧困問題にしっかり向き合い、 

“子どもの貧困問題”にしっかり目を向けよう！ 

都高 P 連に『子どもの貧困対策小委員会』が発足！ 
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『都高Ｐ連 子ども応援募金』に 

ご協力ください！ 

 

 

不利な状況下に置かれている子ど

もたちへの対応策を国や都と連携

しながら進めていくために、調査広

報委員会内に『子どもの貧困対策小

委員会』を設置しました。 

 当面の活動は、子どもの貧困問題

に関する啓発活動や勉強会、都内公

立学校とのネットワークづくり、全

国 PTA への広報活動などを中心に

進め、中期的には東京都による子ど

もの貧困対策計画の策定に参加（貧

困の実態調査や対策の要望等）する

ことをめざしていきます。 

子どもの貧困ゼロへの道のりは

決して容易なものではありません。

地道で息の長い取り組みが求めら

れるでしょう。また PTA だけの力

で対応できるものではなく、さまざ

まな分野の人たちとの連携も必要

になってきます。困難も予想されま

すが、何とぞ『子どもの貧困対策小

委員会』の活動にご理解・ご協力を

お願いいたします。 

 

 

 

東日本大震災で被災した子どもたち

の就学・修学を応援する『都高Ｐ連 子

ども応援募金』において、昨年度は各

校PTAから計 210万円が寄せられ、岩

手県・宮城県・福島県の公的基金に 70

万円ずつ送金しました。今年度も継続

して取り組んでいますので、ご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

『都高Ｐ連 子ども応援募金』に 

ご協力ください！ 

 

 

 

 

中学生・高校生の携帯電話やスマートフォン 

を巡ってのトラブルが後を絶ちません。そんな 

中自分の身は自分で守ろうと、名古屋市の「金 

城学院高校」の生徒たちが、リアルな経験と調 

査でまとめた「中高生のためのケータイ・スマ 

ホハンドブック」を作成しました。 

同書は、同校の生徒有志が 2008年から毎年、 

携帯電話との付き合い方の手引書を作ってきた 

取り組みが土台となっています。携帯電話やス 

マートフォンのリスク、安全な使い方や「ケー 

タイ依存症」などの影響をまとめています。 

ハンドブックはＡ5判、96ページ、630円。 

教員・保護者向けは 1365円。問い合わせは、 

電話 03（3255）5471（学事出版）まで。 

 

 

 

 

 

 

高校生の目線で作成。   
携帯・スマホ指南書 

 

 

 

 

←中高生向け  

保護者向け→  
←HP に掲載して

いるポスター  
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平成25年8月21日（水）、22日（木）、

第 63 回全国高等学校ＰＴＡ連合会大

会「山口大会」が山口県山口市、宇部

市で開催されました。都高Ｐ連からは、

152 名が参加、多くの感動と情報を受

け、更なる PTA活動によって子どもた

ちへのより良い環境提供に邁進してま

いります。 

大会概要、都高Ｐ連参加の分科会内

容をご紹介いたします。 

 

【大会概要】 

高校時代は、子どものころから持ち

続けた夢を実現するために、自ら「志」

を立て、「志」を育み、「志」を磨き期

間であってほしいと思います。「志」と

は、人生において、己のためでなく、

多くの人々のために、そして、世の中

のために、大切な何かを成し遂げよう

とする決意です。広い視野に立って日

本の将来と国際社会の発展に寄与する

人材を育成するためには、豊かに生き

る力の根源となる「志」の確立が大切

です。 

次代を担う子どもたちに今求められ

るのは、未来を生き抜く基盤力です。

しっかりと地に足をつけた力が育まれ

て、初めて「志」が具現化します。PTA

も、子どもたちの生き抜く力の育成の

ために、ともに育むものとして新たな

連携を模索し、これからの PTAのある

べき形を山口から発信しました。 

 

【全国高Ｐ連研究発表】 

「青少年の健全育成に係る研究発

表」：木原 雅子 准教授 

全国 PTA 高等学校 PTA 連合会 健全

育成委員会が行っている高校生実態調

査の発表を行い、その貴重な情報を通

して、子どもたちのための健全育成に

資することを目指しました。（前号参照） 

【第 1分科会】 

「学校教育と PTA」 

~キャリア形成と職業観～ 

学校教育の中で、子どもたちに働く

意味をしっかりと自覚させ、関心・意

欲・能力・適性を引出し、職業人とし

て必要な能力を理解させるために、

PTAとして何ができるのかを考えまし

た。 

【第 2分科会】 

「進路指導とＰＴＡ」 

~キャリア教育と進路指導～ 

早くから子供たちが「学ぶ意義」を

自覚し、「学ぶ意欲」を持ち続けること

が、これからの社会をたくましく生き

抜く力となります。一つ一つの体験を

自分の進路意識に落とし込むなど、

PTAが学校教育にどう関わっていける

のかを考えました。（前号参照） 

【第 3分科会】 

「生徒指導と PTA」 

~教育支援とコミュニティ～ 

子どもたちの規範意識を育むために、

地域全体で支援する仕組みづくりが求

められる中、PTAがどう支援できるの

かを考えました。 

【第 4分科会】 

「家庭教育と PTA」 

~人材づくりとコミュニティ~ 

地域で活躍する人材を育成するため

には、家庭教育を基盤とし、優れた能

力と多様な個性を活かしながら、地域

との関わりを持つ体制づくりが欠かせ

ません。その体制づくりに PTAが果た

すべき役割を考えました。 

【特別第 1分科会】 

~地域社会総掛かりで 

教育現場を支える～ 

文部科学省が取組む「熟議」を参加

者に見学・体験を通して、「熟議」の手

法を全国に持ち帰ってもらい、各地域

で「熟議」を実践し、課題解決方法等

を考えてもらうことを狙いました。 

【特別第 2分科会】 

高校再編成と PTA 

高校の再編に PTA がどう関わって

行けば良いのかを、すでに再編に取組

んだ PTAの事例発表と、これから再編

を控える PTA によるパネルディスカ

ッションを通して、討議・研究しまし

た。 

 

【事例発表概要】 

発表者： 岩渕 賢次 都高P連H24

度副会長 

「人材づくりとコミュニティ」という

テーマに沿って、「子どものやる気を引

き出す魔法の質問」を実際に体験して

いただきました。視聴者参加型の事例

発表で大盛況となりました。 

 

最初に皆さんに質問です。 

①「皆さんがお子さんと、最近、うま

くいっている事は、何ですか？」「お子

さんに、最近、親とうまくいっている

事は何がある？と聞いたら、どう答え

ますか？」 

②どうすれば、子どもたちともっと会

話ができるようになるのでしょうか？

どうすれば、子どもたちのやる気を、

少しでも引き出すことができるのでし

ょうか？ 

③その答えを求めて、私たち東京都

PTA連合会は、質問家のマツダミヒロ

さんを講師に招き、高校リーダー研修

会を開催しました。そこで、笑いの渦

の中で目から鱗が落ちまくり、これな

ら自分にもできる！と納得し、西部北

地区としても、早速、実践を開始しま

した。地区や何校かの PTAで研修会を

開催し、質問を学んで、少しずつ自宅

で実践してみました。

第 63回全国 PTA連合会大会 山口大会 2013 年 8月 21日・8 月 22日  総括／事例発表 
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④質問の効果 

『質問をすると、人は答えたくなりま

す！ 無意識のうちにも、答えを探し

てしまうのです』命令には反発したく

なる。 

⑤コミュニケーション力をアップさせ

る質問 

「質問」をしあって、共通点を見つめ

ます。質問に「YES！」の答えをたく

さん引き出します。どんな気分です

か？ちょっと、相手の方と仲良くなれ

たような気がしませんか？「新しいク

ラスは、何かいまいち、つまんない・・・」

なんて言っていたら、「周りの人と、同

じところが見つかると、ちょっと楽し

くなると思うよ！」と教えてあげてく

ださい。PTAの委員決めの時の雰囲気

を和らげるのにも効果がありますので、

ぜひ、お試しください。 

⑥「褒めまくり」体験です。30秒ずつ

順番に、相手の方を褒めまくって頂き

ます。現実ではなくて良い、相手を見

て、心を込めて褒める。「いやいや、そ

んなことありません！」は禁句です！ 

必ずにっこり笑って「ありがとう！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と答えてください。できれば、「でしょ

う？」とか「いつも、言われるの！」

という余裕の笑顔の答えにもチャレン

ジしてみてください。 

褒めまくった時の気分は、いかがです

か？ 気持ちいいですよね？ぜひ、自

宅で毎日、味わってください！褒めら

れまくった気分は、いかがですか？や

っぱり気持ちいいですよね？ぜひ、子

どもたちに、いっぱい味わせてあげて

ください。実際の研修では、引き続き

『相手のお子さんを褒めまくり』も行

います。 

『よその子どもを、どんどん褒めよ

う！』と呼び掛けて、実践の輪を広げ

ています。 

うちの子、褒めるところが見つからな

い！ ダメなところなら、山ほどある

けど、という保護者の方も多いのかも

しれません・・・・。ちょっと、この

ふたつのリンゴの絵をご覧ください。

どちらが目につきますか？どちらかと

いうと欠けている部分に目がいきませ

んか？こんなに丸くて綺麗な部分が一

杯あるのに、ほんの僅かに欠けている 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分が、すごく気になってしまいませ

んか？子どもたちも同じです。親の知

らない、気付かない、素晴らしいとこ

ろがいっぱいあるのに、ダメなところ

ばかり目についてしまう。ぜひ、お互

いの子どもたちの、いいところをたく

さん見つけて、みんなで褒めまくりま

しょう。穏やかな気持ちで子どもに質

問をするためには、まずは自分自身が

満たされる事が重要！ 

最後に、もっとも重要な点をお伝え

します、『子どもへの質問は決してテク

ニックではない！ どれだけ子どもの

事を思って、聴いてあげるか！』とい

う事です。 

『答えは相手の中にある！』という言

葉を胸に、子どもたちの想いとやる気

を、少しでも引き出してあげられるよ

うに、私たちは、今後も質問の研修と

実践を継続してまいります。 

（会場拍手） 

【報告： 柳澤 保英 H25 年度東村山

西副会長】 

～山口県立大津緑洋高等学校訪問記～  8月 23日（金） 

全国大会研修の一環として、以前から要望の声が上がっていた「地元の高校との交流」が今回実現。4 班を時差ローテ

ーションで、普通科・農業科（生物生産・生活科学）・水産科（海洋技術・海洋科学）を擁する大津緑洋高校各キャン

パスを訪問、見学させていただいた。文武両道を校是とするだけあり、学校行事は生徒主導、普通科は 65 分 5 限授業

を実践、部活との兼ね合いから全学科 7 時限を作らず、集中力の持続を狙う。今年度は 37 名が国公立大学へ進学。ま

た PTA 総会・保護者会の出席率は 80~100%というから驚異的だ。水産科・農業科の実習設備も素晴らしく、地元地

域の産業を教育資源として活用しつつ将来の人材を育成していくという「人間力」を信じた教育が成されていると感

じた。※追記：11 月 24 日、大津緑洋高校ラグビー部が 12 年振りに花園出場決定との知らせが届いた。是非応援を！ 

 



 

注目!！ 都高 P 連 これからの行事 
 

平成 25 年度  高校 PTA リーダー研修会  
（主催：東京都教育委員会  主管：東京都公立高等学校 PTA 連合会）  

「その時、どうする？～大災害発生時に大切な命を守るための防災減災の心得を学ぶ～」  

日時：12 月 7 日（土）13:30 受付開始  会場：国立オリンピック記念青少年総合センター  

研修内容：①講演会  鈴木洋子氏（元  石巻市立門脇小学校  校長）  ②パネルディスカッション  

 

その他の行事  
平成 25 年 12 月  8 日（日）  西部北・西部南地区合同情報交換会  

平成 26 年   1 月 18 日（土）  幼小中高 PTA リーダー合同研修会  

平成 26 年   1 月 19 日（日）  中部北地区情報交換会  

平成 26 年   ２月   1 日（土）  第３回全都会長会  

平成 26 年   2 月   8 日（土）  中部南地区交流会、東部北地区交流会  

 

――都高 P連に加盟されてから 1

～2年が経ちました。加盟の理由や

加盟した結果どうだったかをお聞

かせください(以下敬称略)。 

 

鳥海 王子総合が都高 P 連に加盟

した最大の理由は、大きな組織にし

かできないスケールメリットを単

位 PTA として保護者（会員）の皆

さまにも期待していたからでした。

残念ながら総合補償の保険料や補

償内容、ボランティアツアーの参加

費などの点において、スケールメリ

ットを十分に活かせているとは思

えません。 

高山 これだけの組織になると、単

位 PTA の活動にもさまざまなレベ

ルの違いがあります。私もいろいろ

な PTA の方から教えられたことを

活かし、当校の PTA については加

盟してから活動が活発になってき

ました。さらに活動のレベル向上を

めざし、まだまだ勉強を続けていか 

 

なければならないと思っています。 

赤須 最初は不安もありましたが、

いろいろな PTA 会長と知り合うこ

とができて、たいへん勉強になり、

また精神的な支えにもなっていた

だいております。都高 P連で得た情

報については、学校での会議で必ず

報告するようにし、私自身にとって

も本校 PTA にとってもとてもプラ

スになっていると思っています。 

 

――都高 P連の今後に向けて、ご要

望がございましたらお聞かせくだ

さい。 

 

鳥海 活動計画がすべて短期的過

ぎます。例えば、災害復興対策委員

会のボランティアツアーでももっ

と長期的なスパンを持って、ツアー

の日を決め、1年前から呼びかけを

やれば、もっと多くの生徒が参加す

るはず。そうすれば参加費を安くで

きる可能性も出てきます。これだけ 

…最近の加盟校に聞いてみました… 

都高 P 連に加盟した理由、加盟した結果は？ 

 

の組織になれば、中・長期計画をし

っかり立てて活動していくことが

必要なのではないでしょうか。 

高山 本校 PTA で講演会なども検

討しているのですが、有名人はとて

も講演料が高くて呼べません。都高

P 連のいろいろなネットワークを

利用し、お金の心配をしなくてもよ

い講演者や人を紹介し合えるよう

な仕組みができるとすばらしいと

思います。 

赤須 都高 P 連ではさまざまな委

員会が行われていますが、単位PTA

の役員ではない、一般会員でも委員

会活動を見学できれば、都高P 連に

対する認識も変わってくるのでは

ないでしょうか。オブザーバー制度

をつくり、全都会長会やホームペー

ジでしっかりアナウンスしていっ

ていだきたいと思います。 

 

――有意義なご提案をありがとう

ございました。 

 

 

平成 23年度加盟（中部北地区）王子総合高校 PTA会長 鳥海 久美子さん（写真右） 

平成 23年度加盟（西部北地区）多摩高校 PTA会長 高山 英次さん（写真左から 2人目） 

平成 24年度加盟（東部北地区）浅草高校 PTA会長 赤須 由紀さん（写真右から 2人目） 

聞き手：調査広報委員会 中田充樹（写真左） 

 

平成 25年 10月 22日全都会長会終了後、国立オリンピック記念青少年総合センター 

にてインタビュー。 
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【年 3 回発行】次号発行は平成 26 年 3月 31日（月）です ! 印刷：株式会社アポロ社  TEL:03(3954)5011 


