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『未来圏からの風をつかめ！』『未来圏からの風をつかめ！』
（第65回 メインテーマ）

第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会

P11 委員会報告
P12 カタリバ取材
P11 委員会報告
P12 カタリバ取材

P7 全都会長会
P8-9 学校紹介・愛称募集について
P10  子どもの貧困対策委員会 取材

P7 全都会長会
P8-9 学校紹介・愛称募集について
P10  子どもの貧困対策委員会 取材

P2-5 全国大会
P6 事務局長研修会
　  幼小中高セミナー

P2-5 全国大会
P6 事務局長研修会
　  幼小中高セミナー

都高 　 連会報都高 　 連会報PP



大友啓史（おおともけいし）監督。「ちゅらさん」「ハゲタカ」「龍馬伝」、そして「るろうに剣心」「プ
ラチナデータ」と、ＮＨＫのドラマディレクターから映画監督に転身。今、次回作が最も期待
される映画監督の一人。そんな大友さんのお話が、ここ盛岡の地で聴けるとは。なんと大友
さんは盛岡出身だったのですね。全国大会に参加してよかった。
さて、肝心のお話はというと、作品制作のエピソードを交え、演出家とは、映画監督とはどう
いう仕事をしていくのか、心の持ちようはどうなのか、を解き明かしていく。例えば2010年の「龍
馬伝」。大河ドラマ。なぜ今龍馬なのか背景には前年オバマ大統領の「チェンジ」が。大河

ではリーダーを描く。リ
ーダーとは、①目的意識
を明確に持つ②失敗を恐れない③オープンマインドであれ④
誠実である⑤有言実行。この５つの要素があるだろう。龍馬
は実は聞き上手ではなかったか、と仮説を立てる。人の話を
聴くリーダー像としての新しい龍馬が出来上がった。
ドラマにしろ映画にしろ、監督一人で創るわけではない。誰
かの手を借りて、それも何百人もの手を借りて自分の思いを

具現化していく。スタッフとのコミュニケーションがものをいう。特に今回は「大河ドラマ」だ。面白いもので、大河ドラマと言っ
た瞬間に観る方にも作る方にも約束事が生まれてしまう。明確な定義があるわけでないのに「大河ドラマ」とはこういうもの、とい
う決まり事ができてしまう。それを壊す。作り方を変えてみた。そこで何が起こったか。予想外のことが起きたことを楽しめない人ほど、
どんどん脱落していってしまう。
思いがけないことが起きた時、それもいいか、と気持ちを切り替える。それがアドリ
ブ力。ただ、ひとりのアドリブでは実現できることも高が知れているがアドリブ力の
ある人間が何人か集まると、そこに思いがけない面白いものが生まれてくるし、そう
いうものを生み出すパワーが現場に出てくる。かつてあったようなもの、過去をなぞ
るような発想、行動からは残念ながら新しい面白いものは出てこない。それを大友
さんは２０年余りいる現場でのルールにしているそうだ。待てよ。これはどこにでも

あてはまることかもしれない。身近なところ、例えば都高Ｐ連にも、だ。大
友さんのいう「アドリブを生きる力」をぜひ蓄えていきたい、と思った。
（文責　原田会長）
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全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）

基調講演は盛岡市出身の芝浦工業大学長、村上雅人氏による「夢高くして足地にあり
the sky is the limit」をテーマに学生時代からの経験や、専門である超電導工学、教
育の大切さについて話して頂いた。交換留学生として米国へ渡り、時を隔てた今も海
外の友人たちと繋がり、それをマイライフトレジャー（人生の宝）と話した。英語はコ
ミュニケーションの１つで、苦手ならば英語に頼らず、他の手段を選べばよい。理系
なら数式や図面で示せばよい。専門の超電導では、元関取の土佐ノ海を浮かばせた
り、天皇陛下の前で本人自身が浮いて説明をしてきた。このようにデモンストレーショ
ンを行い、日本中を奔走している。
しかし、科学は世の中に存在する解明されていない問題を残している。科学は万能で
あるかという問題は普遍的な課題であり、だからこそ、科学に人が関与する価値があ
ると話す。
教育の大切さは世界共通の認識である。教育によって人も国も変わる。クラーク博士
が言った「ボーイズビーアンビシャス」の言葉の続きには、自分の欲や名声を求める
大志ではなく、あるべき姿を希求するような志を求めよ、とある。村上学長が言うに
は、教育の役割には二つの役割があると言う。一つは学生の学ぶ意思に火をつけるこ
と、二つ目は若者に夢を与えることだ。
物欲は限られているが、頭の中は無限だ。人間は宇宙の中のちっぽけな存在だが、
無限の可能性を秘め、無限に思いを寄せることが出来るのが人間の素晴らしさだと語
った。
（執筆　板橋高校 大城会長  調査広報 協力委員）

全国大会記念講演（映画監督　大友啓史氏）全国大会記念講演（映画監督　大友啓史氏）全国大会記念講演（映画監督　大友啓史氏）全国大会記念講演（映画監督　大友啓史氏）

過去をなぞるような発想からは新しい、面白いものは生まれない。「アドリブを生きる力」

8月20日 盛岡市 アイスアリーナ

8月21日 岩手産業文化センター（アピオ）

「大友啓史事務所承認」

第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会第65回全国高等学校ＰＴＡ連合会大会  岩手大会
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全国大会分科会全国大会分科会全国大会分科会全国大会分科会

全国大会表彰全国大会表彰全国大会表彰全国大会表彰

8月20日 大会第1日 各分科会テーマ

分科会 会場

青少年の健全育成に関わる研究発表

第2部：シンポジウム

第１分科会 学校教育とＰＴＡ　～「生きる力」を育む教育とＰＴＡ活動～ 盛岡市アイスアリーナ

事例発表

【関東】群馬県立前橋西高等学校ＰＴＡ 【北信越】長野県立松本深志高等学校ＰＴＡ

【東海】岐阜県立高山工業高等学校育友会　【九州】大分県立日出総合高等学校ＰＴＡ

第２分科会 進路指導とＰＴＡ　～「キャリア教育」の推進とＰＴＡ活動～ 岩手県民会館

事例発表

【北海道】北海道帯広柏葉高等学校ＰＴＡ　【東京】東京都立向丘高等学校ＰＴＡ

【近畿】和歌山県立桐蔭中学校・高等学校ＰＴＡ　【中国四国】鳥取県立倉吉東高等学校育友会

第３分科会 生徒指導とＰＴＡ　～規範意識の醸成とＰＴＡ活動～ 盛岡市民文化ホール

事例発表

【東北】青森県立五所川原工業高等学校ＰＴＡ　【関東】神奈川県立鶴嶺高等学校ＰＴＡ

【北信越】福井県立丹南高等学校ＰＴＡ 【中国四国】広島県立松永高等学校ＰＴＡ

第４分科会 家庭教育とＰＴＡ　～家庭教育の役割とＰＴＡ活動～ 盛岡グランドホテル

事例発表

【東北】秋田県立能代高等学校ＰＴＡ 【東海】静岡県立沼津東高等学校ＰＴＡ

【近畿】奈良県立平城高等学校ＰＴＡ 【九州】長崎県立西彼農業高等学校育友会

特別第１分科会 ホテルメトロポリタン盛岡
ニューウィング

特別第２分科会 都南文化会館
（キャラホール）

岩手産業文化センター
（アピオ）

情報化社会と教育
　～スマートフォン・ネット依存と若者の生活スタイル～

防災教育・復興教育
　～「防災教育」・「復興教育」の推進について～

全国高Ｐ連
研究発表

テーマ

第1部：講演　高校生の現状と大人にできることを考える

　　　　　　　～平成26年度全国高校生生活・意識調査の結果の報告～

全国大会岩手大会の開会式におきまして平成 27 年度文部科学大臣、65 回
全国大会会長から表彰された個人、団体に紹介と表彰状の授与が行われま
した。我が都高Ｐ連からは

　● 平成 27 年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰団体
　　　　東京都立向丘高等学校ＰＴＡ
　●第 65回全国大会会長表彰（個人）
　　　　東京都立小石川中等教育学校　　三木 健司
　● 第 65 回全国大会会長表彰（団体）
　　　　東京都立田柄高等学校ＰＴＡ
　● 平成 27 年度役員表彰
　　　　都高Ｐ連 26年度会長　　納見 敏明
2 団体と 2 名が表彰されました。来年度も是非、表彰して頂けるようなＰＴ
Ａ活動が行えるよう都高Ｐ連もバックアップしていきたいと思います。　
（執筆　高田副会長）

左から
東京都立小石川中等教育学校 三木 健司さん
都高Ｐ連26年度会長 納見 敏明さん
東京都立向丘高等学校ＰＴＡ元会長 高田 教子さん
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とてもよかった 49 基調講演 56
良かった 22 記念講演 55
普通 1 分科会 56
やや不満 1 アトラクション 52
不満 0 ２０日のお弁当 34

とても良かった 62
良かった 10 とても良かった 45
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不満 0 やや不満 1

不満 0

とても良かった 20 とても良かった 33
良かった 18 良かった 17
普通 26 普通 20
やや不満 7 やや不満 1
不満 2 不満 2

とても良かった 16 とても良かった 26
良かった 11 良かった 24
普通 34 普通 19
やや不満 11 やや不満 4
不満 1 不満 0

とても良かった 32 とても良かった 28
良かった 24 良かった 33
普通 12 普通 10
やや不満 3 やや不満 2
不満 2 不満 0

とても良かった 25 とても良かった 45
良かった 32 良かった 21
普通 15 普通 6
やや不満 1 やや不満 1
不満 0 不満 0

とても良かった 42 とても良かった 39
良かった 27 良かった 28
普通 4 普通 4
やや不満 0 やや不満 2
不満 0 不満 0

賛成 68 賛成 69
反対 5 反対 4

単位：人

全高Ｐ連全国大会岩手大会アンケート

他地区との交流

追加飲み物のオーダー方法 ２０日の朝食

１９日のお弁当 １９日の夕食

岩手大会の大会スタッフの対応
陸前高田見学

都高Ｐ連ツアーについて

オプションコース

メルマガ 全体の対応

京王観光の対応について長栄館全般について

今後のコースの対応について

都高Ｐ連の対応について

Ｑ６

Ｑ７

Ｑ８
宿泊は相部屋

２１日のお弁当

Ｑ１

Ｑ４Ｑ３

Ｑ５
Ｑ６

岩手大会でよかったと思う項目（複数回答）岩手大会の全体の印象はいかがでしたか？

あなたの役職は？ 参加された分科会

Ｑ２
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全国大会アンケートのコメント全国大会アンケートのコメント全国大会アンケートのコメント全国大会アンケートのコメント

全国大会のバス移動の中、WEBアンケートにご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
沢山コメントを頂戴したのですが誌面の関係上、全てを掲載することが出来ませんでした。
頂いた、ご意見は今後の参考にさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。

有意義な時間を過ごさせて頂きました。 被災地の現在、他校の様子など、自校に持ち帰りより良いPTA活動ができ
るよう役立てたいと想います。

実行委員長が交代したにもかかわらず、完成度の高い岩手大会であったと思います。

大会開会にあたり、多大なる準備を思うと本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 皆様、大変ありがとうございま
した。 一つ残念に思ったのは、第1分科会のテーマが「生きる力」だったのに各校の内容に「生きる力」に関する
思いが感じられませんでした。 それが少し気になりました。

分科会では、他県の学校の貴重な話が聞け、参考になることもありました。基調講演は、ぜひ先生にも聞いて頂き
たいと思いましたので、来年は先生の参加をお願いしようと思っています。

お世話になりました、ありがとうございます。本部は本当に大変だと思います、でも単Pの生の声をもっと聞いて
ほしいと思います。大会のことや都Pのことを話す大切な機会と思いますが、実際大会中に大切な話をしていると
きほどその場に本部の方がいないときがほとんどです。おもてなしの気持ちは伝わりますが、半分以上の作業は本
部でなく他の人ができると思います。全国大会対応委員会を設置するとか地区毎に数名の方に大会世話役になって
いただく等すれば本部の全国大会当日の負担は激減し、参加者の大切な声を拾うことに多くの時間を割けると思い
ますので、ぜひご検討下さい。

分科会がとても良かったです。学校に是非聞かせたい話でした。 アリーナのトイレが人数に対して少なかったと
思う。名札に自分の乗るバス等の一覧が書いてあるのが分かりやすくて良かった。 中尊寺のガイドさんのお話し
が聞けて良かったけど広い敷地に色々あるので、早い段階で解散して自由に見たかった気もする。

岩手大会の方々は大変お疲れ様でした。 都高Pの役員の方々にもとてもよくしていただきました。ネームホルダー
の工程スケジュールは、分かりやすくとてもよかったです。ありがとうございました。

せっかくの全国大会なので地方の方との交流があると良かったとかんじました。

岩手県民の温かさに大変感動しました。 そして、伝統の文化を引き継いでいこうという県民の心と、それをきち
んと受け止めようとする若者の姿勢を、大人として尊敬します。 今回は子供と向き合う姿勢を考え直す良い機会
になりました。 本当にお世話になりました。ありがとうございました。
震災についてテレビでは観ることが出来ますが、来ないと感じることができないので今回来て感じることができて
何か出来ることがないか考え子供達にも来て体感してほしいと思いました。

岩手P連の方々の笑顔での対応にあたたかさを感じ、おもてなしの心でお迎えしてくれたことが嬉しかったです。
都高P連の方々もテキパキ対応してくださりありがたったです。 ただ、参加されている各高校のPTA役員の中には
高校生のアトラクション中や閉会式中の関係ないおしゃべりがとても気になりました。子供には人の話をよく聞き
なさいと言いながら大人が聞いていない。見ていない。のは、お手本にならない行動だなと思います。 2日目の夜
の懇親会中の各地区紹介の時に集合写真撮影もしかりだと思います。

名札に情報が全て記載されていてとても良かった。 他地区、他県の方との交流が企画されるともっと良かったと
思います。 食事は、味が薄くて良かった。 メルマガで気温の情報があり、助かった。 岩手の方、都高P連のス
タッフの方々ありがとうございました。
岩手の伝統芸能のアトラクションが最高によかったです。（中野七頭舞、鬼剣舞） 分科会は正直「う？ん」な内
容でした。

気配りが秀逸。特にネームプレートに乗車するバスの号車が行事ごとに記載されていたのが便利で役立った。 高
校生の出し物も素晴らしかった。特にバンカラ応援団がよかった。 アンケートが届いたが、サイト移動は文字化
けした。ガラケーの能力不足が原因と思われる。 パソコンに転送し、パソコンから回答しています。

大会までの細やかな段取り、ご手配ありがとうございました。また、大変お疲れ様でした。 おかげさまで滞在中
は迷うことも困ることもなく、突然のハプニングにも素早く対処していただき、感謝しております。 一つ、気に
なるところがあるとすれば 同行者に足の不自由なものがいましたので、その辺りの対策もあると助かります。 し
かし、今回の大会の移動全般に関してバス内で細やかな説明をしていただきましたので、全体の流れも分かり、
スムーズでした。 お食事もとても 美味しく大満足でした。 懇親会も各地区の色合いが見えたり、交流を深める
良い機会でした。 本当にありがとうございました。 お疲れ様でした。
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全国高P連　平成２７年度全国会長・事務局長研修会　講演全国高P連　平成２７年度全国会長・事務局長研修会　講演全国高P連　平成２７年度全国会長・事務局長研修会　講演

全国高P連　全国会長・事務局長研修会　ルビノ京都堀川に於いて

１０月４日（日）ルビノ京都　平安の間において、全国高

等学校ＰＴＡ連合会の研修が行われ、東京大学大学院

教授の小玉重夫先生による講演が行われました。

テーマはタイムリーな１８歳選挙権。高校生に関わりの

ある先の公職選挙法改正に伴い、社会に参加し、自ら考え、

自ら判断する主権者をめざし、シティズンシップ　（市民

性）、政治的リテラシー（教養）を身に付けるため、学校の

カリキュラムにしっかりと位置づけることが重要だという

ことを、すでに実践している学校の具体的な事例の紹介

も交えて説明をいただきました。

おそらく来年の夏の参議院議員選挙からの１８歳選挙権

行使、選挙運動、政治活動への参画など、いろいろな課題

が出てくるでしょうが、まずは彼らの一番身近な大人であ

る私たち保護者も改めて関心をもち、自らも勉強していか

なければならないことに気付かされた研修となりました。

（文責　原田会長）

９月１３日（日）文京区立第六中学校追分ホールにおいて行われた研

修会。本年度は災害や危機管理に詳しい、跡見学園女子大学教授の鍵

屋一氏がファシリテーターとして登壇されました。

はじめに鍵屋氏により災害をテーマにした導入講義で、実際の災害の

事例も交え、子どもを中心とした地域、家庭、学校の連携の大切さのお

話しをいただき、引き続き「ワールドカフェ」方式による、受講者全員参

加型のグループワークが行われました。

首都圏直下型地震から家族や地域を守るということについて、４人づ

つのチームに分かれ、模造紙とポストイットメモを使って話し合ったこ

とをまとめていきます。次にテーブル間を移動しながら他のチームのア

イデアや話し合いの成果を共有し、さらにそこからよりいいアイデアを

書き込んでいくというスタイルで、あっという間に予定時間が過ぎてい

きました。

初対面のチームメンバーともすぐに打ち解け、有意義な時間を持つこ

とができ、今回の主管となりました中学校ＰＴＡ協議会のみなさまに

は紙面を借りてお礼を申し上げます。　　（文責　原田会長）

平成２７年度東京都教育委員会委託事業　幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会平成２７年度東京都教育委員会委託事業　幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会平成２７年度東京都教育委員会委託事業　幼小中高ＰＴＡリーダー合同研修会

「災害時に子どもたちを守るために～受援と支援～」

「公職選挙法をめぐって～１８歳選挙権と大人の姿勢」



１０月１７日、都高Ｐ連のホームグラウンド、代々木のオリ
ンピック記念青少年総合センター（通称オリセン）のコンベ
ンションルームにて、第２回全都会長会を開催いたしました
。今回はP連初の試みとして、会長会を２部に分け、第１部を
全国大会、東京大会などの報告に、第２部を会費制の飲食を
伴う情報交換懇親会という構成で行いました。
火曜日の夜ということでしたが、各校の会長さん以外にも多
数のご出席をいただき、１４０名を超えるメンバーが一同
に会することができました。参加された方々からも活発な情
報交換と、懇親を深めることができた、とのご感想をいただ
き、まずは会の目的を達成できたかと思います。
また、校長協会より事務局長の澤海先生、
副校長協会会長の福田先生、そ
して来年度全国大会の会場
となる千葉県より、大会実
行委員長の大木県連会
長にもご出席いただき、
それぞれ思いのこもっ
たメッセージをいただく
ことができました。
反面、第１部が超過し、第２
部の時間が十分にとれなかった、
等の反省点も多々ありました。このような試みを今後も続け
るかどうかはわかりませんが、
ＰＴＡ活動の目標のひとつ、「楽しく」ということと、連合会と
いう「組織」としてのメリットを大いに感じられた夜になった
ことは間違いないと思います。　　
お集まりいただきましたみなさま、会を実現するのに尽力い
ただきました本部役員、事務局に感謝いたします。ありがとう
ございました。 （文責　原田会長）

第２回全都会長会、盛大に！第２回全都会長会、盛大に！第２回全都会長会、盛大に！ 平成２７年１０月１７日（火）

オリンピック記念青少年総合センターに於いて
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校長協会事務局長　澤海先生

副校長協会会長　福田先生

第66回全国高P連 千葉大会実行委員長　大木県連会長第66回全国高P連 千葉大会実行委員長　大木県連会長第66回全国高P連 千葉大会実行委員長　大木県連会長第66回全国高P連 千葉大会実行委員長　大木県連会長

２７年度　都高P連東京都大会 小山実行委員長２７年度　都高P連東京都大会 小山実行委員長２７年度　都高P連東京都大会 小山実行委員長２７年度　都高P連東京都大会 小山実行委員長

２７年度　都高P連　原田 仁　会長２７年度　都高P連　原田 仁　会長２７年度　都高P連　原田 仁　会長２７年度　都高P連　原田 仁　会長



都高P連加盟校　学校紹介　拝島高校（西部北地区）都高P連加盟校　学校紹介　拝島高校（西部北地区）都高P連加盟校　学校紹介　拝島高校（西部北地区）

全国大会基調講演（芝浦工業大学長　村上雅人氏）

花壇作りを20年以上前から取り組んでおり、１５年前から年3回定

期的に行っています。今年は植木鉢を新たに購入し、雨に降られま

したけれども、みんなで頑張って行いました。大変ではあるのです

が、土や花に触ることで、なにかホットした気持になりますね。

今年で17回目になる貼り絵ですが、美術部を中心に製作して、清流

祭（文化祭）で発表をしています。きっかけは昭島クジラの壁画を

制作したことに始まります。昭島クジラとは多摩川の河原で発見さ

れた化石で、今までのクジラとは違うので名付けられました。今も

昭島駅から学校までの通学路の途中にタイルを張り付けた壁画が

あります。東北の震災の後は福島県立磐城桜が丘高校や宮城県農

業高校と共同で制作しています。これからはさらなる進化を目指し

ていく予定です。

PTAとしては、生徒や学校との連携を重視し、PTAに入会して良かっ

たと思って頂けるような活動を目指していきたいと思っています。

（執筆　拝島高校  貞岡会長）

平成27年9月25日、北とぴあにて、飛鳥高校創立二十周年記念式典

が行われました。式典には、ご来賓をはじめ教職員、全日制・定時制

生徒、ＰＴＡが出席し、初代校長先生の貴重なお話を聞く機会にも

恵まれ、厳かに第一部が執り行われました。第二部では生徒発表が

あり、演劇のワークショップや吹奏楽部、ストリングカルテットの演

奏など、見ごたえ聞きごたえのある発表に感心しました。続く10月3

日には北とぴあにて、記念祝賀会が開催されオペラ歌手によるオー

プニングから、紙切りにいたるまで、二十周年を祝う内容に出席者

の皆様から暖かいお言葉を頂戴し、ＰＴＡとして関わることができ、

幸せに思いました。周年行事を通して、たくさんの方々の想いででき

あがってきた学校を知ることができ、また、たくさんの先生方、歴代

ＰＴＡ、そして都高Ｐ連・中部北地区の皆様と記念行事をご一緒す

ることができあらためて感謝の気持ちでいっぱいです。皆様のおか

げで、とても有意義な活動となりましたことを御礼申し上げます。

               （執筆　飛鳥高校　有田会長）

都高P連加盟校　学校紹介　飛鳥高校（中部北地区）都高P連加盟校　学校紹介　飛鳥高校（中部北地区）都高P連加盟校　学校紹介　飛鳥高校（中部北地区）
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飛鳥高等学校創立二十周年記念式典祝賀会



都高P連加盟校　学校紹介　工芸高校（東部北地区）都高P連加盟校　学校紹介　工芸高校（東部北地区）都高P連加盟校　学校紹介　工芸高校（東部北地区）

水道橋駅前にある近代的な校舎の工芸高校ですが 2017 年には 110 周年を

迎える歴史深い高校です。「アートクラフト科」「マシンクラフト科」「イ

ンテリア科」「グラフィックアーツ科」「デザイン科」の５つの専門学科

に分かれていて高校教育としては世界的に見てもスペシャルなカリキュ

ラムを学べ、生徒一人ひとりが個性と創造力を活かし、Only One のオリ

ジナルの作品をつくるための知識や技術を学び、センスを磨く工芸・デ

ザイン系の専門高校です。卒業生には複数の人間国宝、著名デザイナー

や漫画家など数多くの作家やスペシャリストを輩出しています。

毎年入学してくる生徒達もそのほとんどが「絶対に工芸高校で学びたい」という強い意志を持って入学してきます。明確

な目標意識を持った生徒たちはレベルの高い仲間と切磋琢磨して充実した３年間を過ごすので制作技術も高く、制作する

作品のレベルも非常に高くなっています。それは毎年３月に東京都美術館で行う卒業制作展で如実に表れ、近隣の展示室

で行っている美術大学の卒業制作にも引けをとらないレベルの作品が展示

されます。この「卒展」は毎年 3,000 名を越える来場者のある工芸高校の

特徴的なイベントの一つです。

しかし工芸高校一番のイベントはなんといっても「工芸祭」であり、とて

も大きなイベントです。作品の体験制作や生徒たちの作品販売など他校で

は体験できない楽しさが工芸祭にはあります。この工芸祭に訪れて志望を

決める中学生がほとんどと言っても過言では無いほど魅力にあふれた文化

祭です。今年の工芸祭の来場者数の合計は 6,208 名で毎年非常に多くの皆

さんにお越し頂いています。（文責　工芸高校  笹原会長  調査広報委員）

唯一無二！！ スペシャリスト集団の高校

都高P会報誌の新愛称は全都会長会にて決定！都高P会報誌の新愛称は全都会長会にて決定！

会報誌愛称の募集では、各高校の皆様からたくさんのご応募を
頂きまして、誠にありがとうございました。今回63点の応募を頂き
ましたので、委員会で再検討した結果、ご応募の中から委員会で
候補を5件、選考させて頂き、２０１６年２月の全都会長会にて
参加者の全員投票で決定することとなりました。愛称名は全都会
長会で決定しますが、ロゴは都高P連加盟校の高校生に公募で
作成をお願いし、応募のあった中から委員会で決定し、来年度の
都高P連会報誌第81号から使用することとなりました

ので、皆様にご報告いたします。是非、全都会長会に多数のご参加を頂き、投票して頂きますよう、よろしくお願い
いたします。
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Kiitos（以下キートス）は10～20代の若者が誰でも無料で利用で
き、金・日曜日の休み以外は、昼・夕食の提供や、希望する利用者
には学習支援を行い漫画を読んだり、おしゃべりをしたり、何をし
てもいいという場所になっています。いわゆる子どもたちのワンス
トップサービス的居場所です。調布市内唯一の支援団体であり、
調布市教育委員会や子ども家庭支援センターからの紹介で来る
子どももいます。
ここに来ている子どもたちは、貧困家庭の子どもはもちろん、知的
障害などさまざまな事情があり、家に居場所がない子どもたちが
多数います。貧困の問題は経済的なものだけではなく、複数の問
題を抱えることになります。この地域も例外ではありませんでした。
代表の白旗さんは、「とくにプログラムを設けることもなく、運営方
法がこのままでいいのか悩んだこともありました。しかし、６年経
って大学を受験する子どももいるようになり、その子たちの熱心
に学習する姿を見るにつけ自分のやり方を続けてきて本当によ
かったと思っています」と話されました。学習意欲を喚起するにも
それなりの環境が必要であり、学校生活や家庭に事情を抱えた
子どもたちは、それが叶っていないことを再認識させられました。
最近都内でも各地域に子ども食堂等、食事提供をしている団体
ができていますが、せいぜい週1回です。しかしキートスでは週5

日、しかも1日2食ずつの提供です。資金面については、行政から
の補助金、チャリティーコンサート等の事業収入と寄付金で年間
約600万円だそうです。食材はフードバンクを利用するほか、地
域の農家から差し入れがあるそうですが家賃等を考えれば、これ
だけの予算でやり繰りするのは至難の業でしょう。
食事支援や学習支援は、多数のボランティアによって支えられて
います。どちらもシフト表を作れるだけの人数がいます。調布市に
は子どもに関して、心ある方々が多いことがわかります。代表の話
をうかがっていると、行き場のない子どもや若者のために支援を
続けなければならないという使命が感じられ、子どもたちが大好
きな様子もうかがえました。そして何より子ども達の成長を楽しみ
にしています。
私たちPTAがこのような子どもたちに何ができるか。初めからキ
ートスのような活発な活動はできません。しかしご飯も満足に食
べられない、勉強したくてもできる環境にはない、親の事情で自
分の家の中にもいる場所がないなど、困っている子どもや若者が
少なくないという認識は共有できると思います。そして、小さなこ
とから、できることからの行動を意識すること
（やってみること）を大事にしたい。そんなことを思いながら、見学
を終えて調布を後にしました。

子どもの貧困対策委員会　支援施設見学ルポ子どもの貧困対策委員会　支援施設見学ルポ 青少年の居場所『Kiitos』（キートス：調布市）青少年の居場所『Kiitos』（キートス：調布市）

2012（平成24）年の厚労省国民生活調査で、「子どもの貧困率」は16.3％
と報告されました。子どもの貧困率に関する調査が始まった1985年は
10.9％。その後、子どもの貧困率は上昇を続け、直近の2012年には18歳
未満の子どもの6人に1人、じつに320万人の子どもたちが「ふつうの家庭
生活や学校生活がおくれない生活困窮下」に置かれていることが判明し
ています。
ここでいう貧困とは、「今日食べる物も着る服もない。明日の生命が保証さ
れない」という極端な状況（絶対的貧困という）ではなく「社会の中で尊厳
をもったひとりの人間として暮らしていけるかどうか」に焦点を当てた相対
的貧困のことを指します。OECDをはじめとする先進諸国が「貧困」の基準
としているのは、こちらの相対的貧困です。
たとえば、家計にゆとりがなく、「修学旅行に行くお金がない」　「給食費が
払えない」「クラブ活動ができない」「服も靴もしばらく買っていない」「進
学なんてとてもできない」「塾にはいけない」などの苦境に陥っている子ど
もが、自己肯定感を持って「ふつうの家庭生活や学校生活」をおくることは、
かなり困難なことだと言わざるを得ません。
経済的な問題を発端としないまでも、親が亡くなる、病気になる、障害を持
つ家族がいる、子ども本人が障害を抱えている、などのさまざまな事情によ
って親も子も孤立し、滑り台から落ちるように貧困につながることもありま
す。貧困と家庭内の諸事情は卵と鶏の関係にも似て複雑です。上記の見学
ルポで紹介したキートスの子どもたちも、その多くは複合的な要因を抱え
ています。相対的貧困の最もやっかいな点は、「見えづらい」ことです。私た
ちの見えないところで、想像を超えた多くの子どもたちが悩み、苦しんでい
ることを子どもの貧困率から予測することができます。困窮世帯が増えたことについては、さまざまな要因が考えられていますが、ここ
では触れません。

子どもの貧困が深刻さを増す中で、自治体やNPO法人、民間団体などによる無料学習支援や食事の提供、居場所の設立
など、支援活動の輪も少しずつ広がってきました。こうした支援活動を紹介し、支援への関心を喚起していくことも私たち
委員会の役割と捉えています。根の深い貧困問題にどう向き合っていけばよいのか。今後もPTAの皆さまとともに課題を
探っていきたいと思います。（執筆 子どもの貧困対策委員会 六郷委員長）
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子どもの6人に1人、320万人が貧困状態にある

代表の白旗さん（左）と都高P連委員代表の白旗さん（左）と都高P連委員

子どもの貧困対策委員会では、積極的に外へ出て関係者の話を聞き、支援施設の見学を活動方針のひとつとしています。
今年度の第1回目は委員のひとりがボランティア活動に参加しているKiitos（キートス）を見学しました。
※Kiitos：フィンランド語で「ありがとう」という意味。

委員長　六郷 伸司 （中部北地区）



Page
11

今年度の取り組み

その①現地での活動
7月末に東北復興ボランティアツアーをサポートをしました。生徒
と保護者と本部役員及び災害対策委員で、南三陸町に行きまし
た。

その②学校防災への取り組み
アンケートにより各高校の災害対策の確認をし、来るかもしれな
い東京での災害に備えるために、今できることをみんなで模索し、
全体に広めます。

その③メッセージを送る
東日本震災で被害にあった方に毎年メッセージを送っています。
今度の3月で震災から5年になります。震災を忘れないために、生
徒たちから心のこもった贈り物とメッセージを集め、被災地に
送りたいと思っています。

その④その他
継続できる新しいことをやりたいと思っています。災害対策委員
会として皆さんに認められるものを思案中です。

平成27年度　各委員会報告平成27年度　各委員会報告平成27年度　各委員会報告平成27年度　各委員会報告平成27年度　各委員会報告

学校教育委員会
委員長　松本 成仁（西部南地区）

第28回東京地区大会実行委員会
委員長：藤原 富夫（西部南地区）

災害対策委員会
委員長　齋木 多恵子（中部南地区）

調査広報委員会
委員長　木村 豊行（中部北地区）

今回はページを４ページ増やし１２ページでのお届けとなりま
す。皆さんに広く見ていただけるよう委員会で打ち合わせを重ね、
内容もカタリバ取材など新しい試みもしております。
ページ構成や表紙も一新しイメージを変化させておりますが、感
想など頂けると委員会メンバーも嬉しいです。
委員会メンバー全員が、楽しんで委員会活動をしていけるようコ
ミニケーションを大切に活動しております。
今回と次号に分けて各地区の学校紹介も掲載しておりますので、
是非ご覧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

今回、広報誌の愛称を募集し沢山の応募を頂き、誠にありがとう
ございました。
最初の予定を変更し２月の全都会長会での参加者全員での投
票をして、愛称を決定することも決定致しました。
是非、２月の全都会長会へ出席して頂き投票をよろしくお願いい
たします。
また広報誌に関し、ご意見やご要望があれば
是非お聞かせいただければ幸いです。

学校教育委員会は、平成27年9月2日に東京都都議会議事堂で開かれた「政党ヒアリング」の場で、各政党に対して以下のような５項
目について要望を申し入れてきました。

東京地区大会実行委員会では、月１回のペースで打ち合わせを
重ねてきました。
これまで開催日、会場が決定しており仮ではありますが、第２８
回大会の大会概要と大会テーマを決めました。
現在は講演者を選定中で遅くとも平成27年末には皆さんに報
告したいと考えております。今後は発表詳細を決めていきます。

例えば前回大会では地区、委員会のパネル展示による情報発信
を行いました。今回の第２８回大会では、発表による情報共有
も検討中です。実行委員一同、平成２８年７月９日が皆さんが
充実した１日となるよう細部まで検討、準備していきますので皆
さん当日は、是非来場ください。

①都立高等学校特別教室の環境改善について

・生徒・教職員の熱中症対策等、全特別教室の空調設備の導入
計画を加速し、早期設置を加速されたい。

② 都立高等学校へのスクールカウンセラー配置の維持改善について

・全都立高等学校へのスクールカウンセラー配置を継続されたい。
・生徒の高校生活をより充実させる目的で継続的制度改善を実
施されたい。（複数カウンセラー化やピーク時の柔軟性確保）

③ 都立高等学校の設備改善について

・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推
進をされたい。

④ スクールソーシャルワーカーの活用について

・全都立高校へのスクールソーシャルワーカーの派遣拡充を推
進されたい。
・いじめ防止対策推進法にもとづく施策状況に関し、各校情報
開示の機会づくりに努められたい。

⑤ 英語によるコミュニケーション体験授業について

・英語によるコミュニケーション体験授業についてカリキュラム
への組み込み等による学習機会の充実・持続性に努められた
い。



認定NPO法人　カタリバ　代表理事　今村 久美さん　取材認定NPO法人　カタリバ　代表理事　今村 久美さん　取材

Page
12

【編集後記】 今回はページを１２ページに増頁しお届けさせて頂きます。都高P連の皆様に少しでも目に触れて読んで頂ければ
幸いです。また、皆様の感想やご意見を頂戴したく委員一同お待ちしております。次号も委員一同楽しんで活動していきたいと思
いますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。調査広報委員長　木村　豊行（中部北地区） 

2001年11月、慶應義塾大学湘南藤沢キャン
パス（SFC）在学中の今村久美さんが明治大
学で教育学を専攻する竹野（現・三箇山）優
花さんと出会い、任意団体としてスタートし
たカタリバ。

殆どの大学生が、就職活動期になってはじめ
て自分の将来に向き合うが、高校生のような
もっと早い段階で、将来に向けて背中を押さ
れる“きっかけ”があれば、その時点から人生
に主体的に取り組んでいけるのではないかと
いう二人の共通した「想い」の具現化だった。
【世の中に職業を理解するためのコンテン
ツはたくさんあれど、本当に必要なのは職業
理解のための情報提供ではなく、若者たち
のモチベーションを引き出すための取り組
みではないかと考えた。それは特に市場調
査をしたわけでもなく、自分たちの経験によ
るもので、いわば「当事者意識」だった。】
そして高校生の心に火を灯す授業＝「カタリ
場」を構想。現在は首都圏の高校を中心に展
開しているが、当初はなかなか学校側の理
解が得られず、軌道に乗せるまでには、試行
錯誤の連続であったという。
【2001年当時、教員以外の大人が高校の中
に入るというのは考えられない時代だった。
私たちも最初は学校外でカタリ場を実施す
ることを想定していたが、それでは自分の未
来に意欲的に行動する人しか参加せず、本
当に葛藤して悩んでいる高校生に出会うこ
とができない。何としても学校の中でカタリ
場を実現しようと、カタリバの構想に共感し
てくれる高校を訪問。最初は多くの学校に断
られた。】
学校や先生に対して渉外活動を続けるなか
で、関心を持ってくれる先生を見つけること
ができた。だが、学校には自由になる予算が
殆どない。そこで思いきって、「カタリ場」の無
料実施を行う（2006年3月まで）。それが先生
から口コミで広がり、教育界に支援者が増え
ていく。その結果、2007年度から3年間、東京
都教育委員会の「認定コーディネーター」と
して予算を獲得することができ、東京都の公
立高校での実施数が一気に伸びた。
2009年度は、首都圏を中心に全国80校で
「カタリ場」を実施、活動地域は北海道から、
九州・沖縄まで広がった。山口では県高P連
と校長会の協力を得て授業を導入、設立か

ら14年間で、1000校を訪問し、累計約18万
人の生徒に「きっかけ」を届けてきた。
2011年、東日本大震災で勉強する場所を奪
われた被災地の子どもたち（小・中・高）の学
習指導と心のケアのサポートをめざした放
課後学校「コラボ・スクール」を設立。同年7
月に女川第一小学校の校舎1階を借りて始
めた「女川向学館」を、12月には岩手県の三
陸沿岸に「大槌臨学舎」をスタートさせる。地
元の町役場の協力と各方面からの主旨賛同
の寄付を得て実現したものだ。そして高校生
たち自身の「復興のために何かしたい」とい
う思いを後押しする、高校生が「過疎」「高齢
化」等自らの地域の課題をみつけて、それを
解決する道筋を探りチームとして取り組んで
いくという「高校生マイプロジェクト」の展
開。自分の関心領域、影響できる範囲で社会
参画する。ユニークな一例に、岩手県大槌町
の女子高生が立ち上げた「Starry Night In大
槌」=『星が輝く大槌』プロジェクトがある。大
槌町は家や電信柱が流されたため明かりが
なく夜はとても暗い町になった。だが暗い町
だからこそ星は一層輝く。それを伝えること
で、「被災地」より「星がきれいな大槌町」とい
う嬉しい名前で呼ばれたい・・そんな発想を
バックアップする。
2015年には、前号で紹介した、文京区との画
期的なコラボ施設として、中高生が自由に議
論したりワークショップに参加したりできる
放課後の秘密基地「b-lab(ビーラボ)」を開設
中高生がここを居場所にし、自分たちがやり
たいと思う活動を探す場所を目指している。
この部分を強化するためにも、常駐するユー
スワーカーたちは中高生が何でも相談でき
る“対話ベース”のコミュニケーションを密に
図ることに注力し、彼らの日常に伴走する。
日々の丁寧ねな積み重ねが、b-labを「何でも
相談できる場所」として中高生に認識しても
らうことにつながり、「何かやってみたいとい
う気持ち」を受け止めてもらえる環境は、中
高生たちが感じた課題に取り組む「きっかけ
」を生み出し、社会参加に向かうベースに
なっていくと思うからだ。
【近年、アクティヴ・ラーニングという言葉が
教育関係者の間でよく使われるが、大学受験
を前提にする高校の多くは「パッシヴ（受動
的）・ラーニング」なのが現状。先生方の努力
不足というよりは、現行の受験制度に合わせ
れば、そうせざるを得なかったという側面が
一番の理由ではないか。 結果、多くの生徒た
ちは「学校で学ぶ＝誰かにやらされているも
の」という認識から脱することができず、「こ
れを知りたい」「あれも学びたい」というアク
ティヴラーナーたる姿勢を持てずに過ごして
いる。 日常の教科科目の中で思考し、得られ
る知識やスキルを身につける学びの延長に
「思考力・実現する力が育ち、変化する社会
を生き抜ける力が身につく」ことこそが本当

の意味でのキャリア教育機会になりうる。】 
【将来に向けて背中を押される“きっかけ”さ
えあれば、主体的になれる生徒も多いはず。
それが設立以来大事にしてきた“想い”。 カタ
リ場授業では、大学生や社会人などのボラン
ティアスタッフが高校生の話を聞き、自らの
体験談を語りかける。 利害関係のある親で
も先生でもない、同じ視点になりがちの友達
でもない少し年上の「先輩」の存在をカタリ
バでは＜ナナメの関係＞と呼ぶ。この＜ナナ
メの関係＞による対話が高校生の心に火を
灯し、将来への一歩を後押しする。最近では、
学力を身につける前段階として、意欲・目標
を持つ機会が必要だと考え、高校1年生の早
い段階でプログラム実施を検討する高校も
増えている。また、「カタリ場」の成功は学校
の先生方とどれだけ連携できるかがとても
重要。生徒達が日々の学校生活を前向きに
捉え直す事ができる様、一つ一つの「カタリ
場」プログラムは先生方との打ち合わせに始
まり、それぞれの学校の特徴に応じたオー
ダーメイドの内容になる。実施後、先生方から
「生徒の進路選択の意欲が高まった」「自ら、将
来の話をする様になった」という声を頂けた。】
高校生と大人との接点或いは異質なコミュ
ニティとの接点に「心の動きをつくる場」とし
て＜ナナメの関係＞が機能する。出来ればひ
とつの学校を複数回訪問したいが、学校側の
費用の問題もあり現状はなかなか難しい。
【なぜNPOか。株主出資で自分たちが営利の
追求を目的としてしまうと、解決したい社会
課題に本当に向き合えるのかといった不安
から、若者が抱いている社会課題をどう捉え
て解決していけるかという行政への働きか
けが大事だと捉え、ビジネスとパブリックの
間に立って動くことのできる、ソーシャルセク
ターのNPOという立場を選択した。】 
 カタリバの活動の柱となるキャリア学習プ
ログラム「カタリ場」授業については、11月14
日に取材させていただき、そこで我々はアク
ティヴ・ラーニングならぬインタラクティヴ・
ラーニングを眼にすることになるのだが、そ
の取材レポートは次号にて。【文責：齋藤】　
（ 当 日 取 材 の 他 、文 部 科 学 省 H P 、
YahooJapanNews、NPO法人カタリバHP、
Recruit HP、職業安定広報HPを参照・一部要
約引用した）

「未来はつくれる　― 子どもたちがそう信じられる社会をつくる―」
懐かしさ漂うA4ノート型デザインのNPO法人カタリバの「活動紹介」パンフレットの表紙に手書き風に書かれたスローガンだ。「生
き抜く力を、子ども・若者へ」という震災後の2012年に再定義された理念に込められた「想い」と具現化の概要を知りたく、10月6日、
NPO法人カタリバ高円寺事務所に代表の今村久美さんを訪ねた。

取材させて頂きありがとうございました。取材させて頂きありがとうございました。取材させて頂きありがとうございました。
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