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東京都高等学校ＰＴＡリーダー研修会東京都高等学校ＰＴＡリーダー研修会

平成27年度東京都教育委員会委託事業　東京都高等学
校ＰＴＡリーダー研修会が行われました。
リーダー研修会は東京都教育委員会が主催の委託事業
です。毎年色々な分野の講師の方をお呼びしていわゆる
ＰＴＡの為の勉強会を行っています。

本年度開催した研修会は、｢高校生とインターネット～保
護者が知っておくべきこと、できること～」をテーマに一
般社団法人セーファーインターネット協会　事務局 高橋
大洋氏に講演頂きました。高橋氏は子どもとインターネッ
トの問題に2006年頃より関わり、主に安全利用のための
調査研究や教育啓発実証事業を担当。昨年は保護者、教
職員、ボランティア指導者、児童生徒向けの研修を全国各
地で年間計100回実施されています。
研修会の趣旨として、近年、スマートフォンの普及により
高校生のネット上の書き込みによる炎上騒動やネット依
存、ＪＫビジネスへの誘惑など本来ソーシャルメディアの
持つ個人による情報発信や個人間のコミュニケーション、

人の結びつきを利用した情報流通などといった利便性と
はかけ離れた状況が発生し、社会問題になっている事を
受け、先ず、保護者がインターネットの現実を学び、家庭
内で子ども正対し親子でスマホ談義ができるよう協議し
ていく。
高橋氏は高校生にとってインターネットが必要な訳、それ
を保護者が理解する必要性、また、まだ高校３年生であ
ってもネット上では１８歳以上は大人として扱われる危
険性について、まだまだ私たち保護者も学ばなければな
らない事が多いこと、またこういった情報を子どもと共用
することで家族内のコミュニケーションにもなると講演さ
れました。東京都教育庁から出席された鵜飼敦之氏も熱
心に受講されていました。

私自身あまりインターネットに詳しくないため子ども達の
知識には驚かされます。しかしながら、驚いてばかりはい
られない、知ることが危険を避けることになると思いました。
（執筆  副会長 高田 教子）

国立オリンピック記念青少年総合センターに於いて

「第３８回全国特別支援教育振興協議会」に参加してき
ました。毎年１２月初旬に開催されている協議会で、当日
の大きなテーマは「特別支援教育のさらなる充実を目指
して」でした。
第１部の小・中・高・特別支援学校のＰＴＡからの提案及
び協議の部分で「共生社会の実現に向けたＰＴＡ活動に
ついて」と言うテーマでお話しをさせていただきました。
これから各学校では支援を必要とする生徒さんの在籍数
が増えることが予想され、特別支援教育コーディネーター
の先生を中心にＰＴＡも含めた連携がとても重要になっ
ていきます。小中学校のように学校内に特別支援教室が
ある都立高校はまだ無いのですが、近隣の特別支援学校
と生徒が交流をしている高校はたくさんあるようです。各
校のＰＴＡの皆様も、ご自分の学校で特別支援教育につ
いてどのような体制がとられているかを把握しておいてく

ださい。
生徒たちが温かい心で支援の必要な子供たちと楽しい学
校生活を送ることができるように「共生社会の実現」に向
けて活動して行きましょう。 
（執筆  都高Ｐ連 事務局長 青木 真佐枝）

主催：全国特別支援教育連盟・文部科学省・独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所

全国特別支援教育振興協議会全国特別支援教育振興協議会
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富士高校 合唱部

神代高校
アコースティックギター同好会「plant」

神代高校
アコースティックギター同好会「マルゲリータ」

狛江高校 筝曲部

 中部南地区・生徒発表会 中部南地区・生徒発表会

富士高校 薙刀部

調布北高校 なぎなた部

狛江市立西河原公民館に於いて
平成28年2月14日（日）平成28年2月14日（日）
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2016年2月14日は激しい雨風の朝であった
が、役員は会場の狛江市西河原公民館に9:00
に集合。10:00から約1時間のリハーサルを予
定通り行ううちに、天気は急激に回復、無事
12:00からの本番を迎えた。
目黒高の鈴木弘恵元会長の司会、砂金達富士
高会長の開会挨拶でスタート。6校の会長また
は元会長による自校紹介、発表を終えた各団
体の生徒の代表と司会者との和やかなトーク
を挟みながら進行。

1．調布北 なぎなた部 リズムなぎなた
2．富士 合唱部 アカペラ「44羽の紅雀」・ピアノ
伴奏「赤いスイートピー」
3．神代アコースティックギター同好会から
plant・マルゲリータの二つのデュオユニットに
よる発表　
【休憩】
4．富士 薙刀部 模範試合・団体演技・リズム薙刀
5．狛江 筝曲部 「春の詩集」・「ルパン3世のテ
ーマ」　（発表は各校約20分　15:00終演）

それぞれの発表が個性的で素晴らしく、またど
ことなく校風を漂わせており、時に観覧席の左
右通路まで使ったダイナミックな演出で観客
を楽しませてくれた。演技終了後の富士薙刀
部代表女子と調布北なぎなた部唯一人の男
子部員のやりとりも楽しかった。
原田仁都高P連会長の「活動の原点」に触れた
挨拶、また多忙な時間を割いて駆けつけてく
れた神代の真保俊哉校長と富士の上野勝敏
校長の気さくな講評も地区の親睦と交流に大
いに貢献してくれたのではないか。
昨年11月に会場の狛江市西河原公民館を予
約することが出来てから、皆さん多忙な年末
年始に行った前準備期間を振り返ると、現在
加盟校僅かに6校の中部南地区でこれ程の生
徒発表会を開催できたことは、この地区のチ
ームワークの賜物であろう。各校の役員各位と
生徒たち・顧問の先生方に大きな拍手を送り
たい。（文責：齋藤／写真：榊原）

東京都公立高等学校
PTA連合会

東京都公立高等学校
PTA連合会



 西部北地区 活動報告 西部北地区 活動報告

 西部南地区 活動報告 西部南地区 活動報告

西部北地区は、多摩地域を走るJR中央線の北側に所在する学
校１９校が加盟をしています。未加盟校を含みますと、１４市
１町にも及ぶ広大なエリアが私達の西部北地区です。単位PTA
会長及びOBで構成されていますが、新しくPTA会長になられた
方、引き続き会長をされている方、経験豊富なOBの方、いろいろ
な立場の方が気持を一つにして活動を行っています。    
活動スローガンは「単位PTA活動の支援と協力体制の更なる充
実を図り、都高Pの健全な活動を支え、より柔軟な地区体制の構
築を図る」です。  

定期的に行われる会
長会では、新しい意
見や長い経験を活か
した意見など闊達な
意見が飛び交い各学
校PTAが抱える問題
や悩みなど、皆で話

し合い改善に取り組んでい
ます。その一つに、情報交換
会があります。情報交換会
では、メインテーマを決め、
その他にサブテーマを自由
に決めて情報交換（意見交
換）を行いました。また、西
部南地区との合同情報交換会も開催し情報を共有し、交流を深
めることを積極的に取り組んでいます。
交流事業は、情報交換会だけでなく、スポーツを通じての交流
会も行っています。スポーツ交流は、秋季ソフトボール大会、冬
季バレーボール大会を開催しています。この大会には未加盟校
の参加を積極的且つ継続的に呼びかけ、全てではありません
が数校の参加があり、楽しく真剣に交流を深めています。地区
活動は、各学校PTAの皆様のご理解と、ご協力のもと行われて
います。様々な行事や活動で忙しい中、取り組んでいますが、保
護者としての厳しくも優しい気持を忘れずに、これからも西部
北地区の結束力と行動力を大事に活動をしていきたいと思います。
（執筆  西部北 橋本地区長）

現在、西部南地区には南多摩地域８市に所在する２０校が
加盟しています。また、２校がオブザーバーとして登録してお
ります。奇数月に会長会、偶数月に役員会を開催しております。
そして、下記の３グループに分かれて活動しています。
「文化交流発表会検討グループ」は毎年５月に開催している
「文化交流発表会」のを担当しております。このイベントは「子
どもたちが部活動などの成果を広域に発表でき、高校生同士
が交流できる場を」との思いで行っております。今年の５月で
５回目となります。企画・資金集め・参加校募集・会場準備

などをこのグループで行っております。今年は当日に司会等を生
徒さんに担当してい
ただく予定です。
最終的には、「オー
ル西部南」で運営
することとなります。
「西部北地区との交
流会検討グループ」
は西部北地区との
交流の窓口を担当しております。西部北地区主催のスポーツ
大会（ソフトボール・バレーボール）、相互に交替で主催す
る（今年度は西部北地区主催）合同情報交換会などです。「西
部南地区交流会検討グループ」は地区内の交流を担当してお
ります。今年は、全国大会時の地区内懇親会とバーベーキュー
大会を企画・運営しました。
地区活動はどうしても会長が中心になりますが、他の役員さん相
互も知り合える機会にもなればと思っております。
（執筆  西部南 横山地区長）
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中部北地区では毎年恒例の歓送迎会 (6月 )、情報交換会
（7月）、賀詞交歓会（1月）を柱として、活動しています。27
年度は残念ながら参加校が 1校減って、13 校での活動と
なりましたが、役員同士の仲がとてもよく、年々深いコミュ
ニケーションがとれるようになってきました。特に今年度
は、会長以外の役員の方が代表者会に積極的に参加して
いただけるようになりました。

27 年度のトピックス
としては、飛鳥高校
20 周年行事出席が
ありました。
また、9月から11月
にかけてお互いの

文化祭を訪ねるツア
ーを行い、自校以外の
校風に触れることがで
き、大変有意義でし
た。近い地域であるこ
とをメリットとして認
識できたので、これも

交流を深めることにつながりました。
疑問に思っていることや悩みなどを共有し、各校の考え
方を知ることができることが都高 P 活動の利点のひとつ
ですが、中部北地区の各校の会長・役員はそのことを充分
に理解し、なおかつ楽しく、PTA活動につなげることができ
ていると思います。
今後は、未加盟校へのアプローチも継続して行い、より発
展した交流ができるようにしていければと思います。  
 （執筆  中部北 伊藤地区長）

 中部北地区 活動報告 中部北地区 活動報告

本地区は加盟校が少ない為、OB にも助けて頂いて活動
出来ている小さな地区です。今年度も活動に一工夫いれ
て活動しました。
各校の代表者会議 ( 地区会 ) の日程調整は、全員一致の
参加は難しいです。職業が特殊な会長さんが多く、基本一
致しません。この問題を解決する為、Webクラウド（サイ
ボウズライブ）を利用させてもらいました。これにより、事
前に案件ごとの検討、相談、文書の是正を全員で各々の
空時間帯で確認できました。それを実施後、最終的に実

際の地区会において最
終決定します。参加者が
少なくても内容を皆事
前理解していることによ
り、打ち合わせも短くサ
クサク決められ、時短含
めて効率的でした。もち
ろん空いた時間は、コミ
ュニケーションを向上させる時間にあてられ、毎回会議という
感じもしませんでした。
来年度もこの効率を引き継ぎ、和気あいあいと活動していき
きたいと予定しています。 
（執筆  中部南 砂金地区長）

 中部南地区 活動報告 中部南地区 活動報告

東部北地区は、原田・都高Ｐ連会長のモットーである「楽
しくなければＰＴＡじゃない！」を実践すべく、楽しく、しか
し真面目に活動しています。
6月28日 東京足立ライオンズクラブ主催、東部北地区共催
の「あだちけいおんフェスタ ライオンズカップ2015」に審査

員と運営スタッフとしてお手
伝いしました。
8月 20日、ＰＴＡ全国大会
懇親会での「女 し々くて」パ
フォーマンスには、各校の
校長先生・ＰＴＡ会長はじ
め東部北地区からの参加
者全員でダンスの猛特訓を

行って臨み、見事大盛
況を収めることができ
ました。
11 月 14 日の情報交換
会では、各校の会長の
みならず副会長・会計・
広報委員長などの方々

にも参加していただき、とても有意義な会議を行い、その
後、懇親ボーリング大会「小笠原杯」で熱戦を繰り広げま
した。
12月 11日の会長会後の懇親会では・・・って、年中懇
親会をやっている印象を持たれるかもしれませんが・・・
実際、そうかもしれません。でもそれは、普段の真面目な
ＰＴＡ活動に対する慰労であったり、学校間の良好な連
携を築くためなのです。決して遊んでばかりいるわけでは
ありません！
（執筆  東部北 巣山地区長）
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調査広報として各地区の会長会、代表者
会と各地区で名称は違いますが、全ての
地区に訪問させて頂きました。最初にお
伺いさせて頂いたのは、中部南地区です。
砂金地区長とは全国大会でもご一緒させ
て頂き、顔見知りの会長さんがいらっしゃ
ると安心します。中部南地区は 6 校と加
盟校は少ないですが、今回の記事でも掲
載させて頂いた、中部南地区生徒発表会
というイベントがあり、加盟校が少ないな
がらも活発に活動されています。
2月 14日の生徒発表会も見学をしてきま
したが、なぎなたや合唱、アコギ同好会、
筝曲など生徒さん達の発表はとても素晴
らしく、また中部南の皆さんが様々な役割
を協力し合い、とてもいい雰囲気でした。
続いて、10 月 20 日に訪問させて頂いた
東部北地区は、調査広報で担当副会長の
高田さんや笹原理事の所属地区です。会
長会では工芸高校の笹原会長が司会を
し、文化祭での被災地の物販販売などの
件を話し合っていました。
私の地区の中部北地区では、やっていな
い活動でしたので、とても参考になりまし
た。その後の懇親会にも参加させて頂き、
ありがとうございました。

同じ週の 10 月 24 日に西部北地区の会
長会に出席させて頂きました。
たまたま、この日は情報交換会でしたが
役員決めとサブテーマを自由にテーブル
ごとに考えるという情報交換会でした。ど
の地区も同じ悩みですよね。
そして、場所を変えての懇親会。皆さん、と
ても元気に仲良く懇親をしていてとても
楽しい時間を一緒に共有させて頂きまし
た。ありがとうございました。
続いての訪問先は、10 月 13日の西部南
地区です。
西部南地区には、委員長会で顔見知りの
東京地区大会委員長の藤原さんや全国
大会でご一緒させて頂いた松本会長もご
出席されていたので、ここでも安心（笑）
西部北地区さんとの合同情報交換会の議
題をお話しされていました。
ここでも滞りなく議事が進み、終わってか
らの懇親会も、もちろん出席させて頂き、
楽しく一緒に過ごさせて頂き、ありがとう
ございました。
他地区会長会に出席するのは、ここまで
で次は私の所属する中部北地区です。
最後となった 12月8日、池袋勤労福祉会
館（今年で閉館）での最後の代表者会議。
うちの地区は、会長会ではなく代表者会
議といいます。これは会長だけではなく、

他の役員さんも出席できるように、私の前
の六郷地区長が名称を変えました。その
おかげで、各高校の副会長や役員さんも
出席できるようになり、より中部北地区が
身近になってきたようです。ここでの議題
は中部北地区で毎年開催している、賀詞
交歓会の打合せでした。会議終了後も、も
ちろん懇親会に向かい、楽しいひと時を
過ごさせて頂きました。自分の地区が一
番緊張しなくていいですね。
5地区を全て訪問して思ったことは、どの
地区も仲良く楽しんで PTA 活動をしてい
るなと感じました。この輪を広げたのが、
都高 P連です。
私は全国大会に 3 回出席していて、他地
区の会長さんと顔見知りだったおかげで
取材でも大変助かりました。全国大会出席
がこんなところで役に立つとは思ってもい
ませんでしたが、とても良かったです。
都高 P 連加盟の皆さんが、まずは楽しく
活動し、そして様々な問題にも一緒に考え
解決していける都高 P 連であればいいな
と思い、これにて訪問記終了です。
この度はご協力頂いた各地区の地区長を
はじめ、各高校会長や役員の皆さま。温か
く向かい入れて頂き、大変ありがとうござ
いました。
（執筆  調査広報委員長 木村）
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都高P連　各地区訪問記都高P連　各地区訪問記 調査広報委員長   木村 豊行調査広報委員長   木村 豊行

農業系３科のほか、
都立高校唯一の「服
飾科」、卒業時に調理
師免許が取得できる
「食物科」の家政系ク
ラスも有する農業高
校ですが、京王線府中
駅から徒歩５分、とい

う好立地に広大な敷地が広がっています。
その敷地内には茶畑と製茶工場もあり、食品科学科では
毎年「府中茶」という製品を作って文化祭等で販売してい
ます。
この環境を利用して、毎年５月にはＰＴＡ研修部が「茶

摘み研修」を開催します。
先生に茶摘みの仕方を教わり、手慣れた生徒の傍らで保
護者もせっせと茶摘みをする研修です。後日、参加者には
完成した「府中茶」が渡されることもあり、毎年大好評の
研修となっています。研修当日には前年度の製品を軽食
と共に味わいますが、『自分が摘んだ茶葉かもしれない』
お茶の味は…感激もプラスされて美味しさは格別です。
この研修以外にも、深大寺近くにある農場を会場にした
研修や、生徒の学習内容に近いものを体験する研修など
も開催しています。これ等の研修に参加できるのは、在校
生の保護者のみ。参加してみたい方は、お子様を農業高
校に入学させるしかありませんので、あしからず。
（執筆  農業高校  工藤会長）

生徒による茶摘み生徒による茶摘み

製茶工場内部製茶工場内部保護者による茶摘み保護者による茶摘み

副校長からの説明副校長からの説明



※調整中は、今後のお知らせでご確認ください。

調布北高校  （中部南地区）調布北高校  （中部南地区）

　調布北高校は緑豊かな神代植物公園や深大寺のそ
ばに位置する、全校生徒７２０名の普通科高校です。
アットホームな雰囲気のもと、文武両道、学校行事が盛
ん。「勉強は大切だけど行事も精一杯楽しみたい」と多く
の生徒たちが憧れて入学してきます。
　調布北高校の伝統である多彩な学校行事。その中で
も「おほむらさき祭」は「体育」「合唱」「文化」の各部門
で毎年大変な盛り上がりを見せます。
春の体育部門では、応援合戦が見せ場。決められた時
間とルールの中で、生徒たち自身が演技構成を考え演
じ、競い合います。

　夏の合唱部門では、本格的なホールを使い、各クラス
が課題曲、自由曲を熱唱します。当日開演ぎりぎりまで
会場の外で練習するまでの生徒たちの気の入れよう。
歌声も素晴らしく、圧巻です。

締めくくりは秋の文化部門。毎年多くの来場者が訪れま
す。３年生はクラスごとに演劇を披露。どの回も整理券
がすぐになくなるほどの人気です。

　勉強も熱心です。平成 22 年度から進学指導推進校
に指定され、年々大学の合格実績を伸ばしています。土
曜授業、夏の勉強合宿、先生方もとても熱心です。
　そんな調布北高校をＰＴＡが支えます。おほむらさ
き祭・学年・文化・広報・卒対・選考の各委員会や
サークル活動などで、先生方とともに様々な活動をして
います。できるだけ多くの保護者が少しでも学校行事を
手伝えるよう、サポーター制度を設けています。
　２年生のキャリアガイダンスでは保護者が自身の仕
事や職業感について生徒たちに直接語ります。
　「おほむらさき」は、調布北高校が位置する武蔵野に
かつて生息していた国蝶で、調布北高校の校章になっ
ています。自然を守り、世の中に羽ばたいてほしいとの
想いが込められているそうです。そんな調布北高校の発
展を、これからもＰＴＡは支え続けます。
（執筆　調布北高校　川竹会長）

今年度は誌面を刷新し、表紙を皆さんが写っている全面写真にし
ました。
これは、都高 P連に参加の会長や役員さんたちが、表紙に掲載さ
れていることを自校の皆さんに、「ここに私が（俺が）載っているか
ら見て～！」と少しでも会報誌が目に引くように考えてのものです。
皆さんは、いかがでしたか？今度は貴方が掲載される番ですよ。

目立ちたい方は前に。目立ちたくない方は後ろで写真を撮られて
下さいね。
そして、1 年間会報誌初体験の委員長の元にお手伝いいただき
ました、調査広報委員会の皆様、感謝です！！大変ありがとうござ
いました。ここでお礼を述べさせていただきます。
みんな最高～～！！これからも、よろしくお願い致します。

調査広報委員長  木村 豊行

3月16日（水）19 時 オリンピックセンター　都高Ｐ連 会長選挙
5月11日（水） ※調整中 オリンピックセンター　新旧運営委員会
5月18日（水） ※調整中 オリンピックセンター　新旧全都会長会
6月 4日（土） 午前 オリンピックセンター　都高Ｐ連 広報誌コンクール表彰式・ほか
6月 4日（土） 午後 オリンピックセンター　都高Ｐ連 平成２８年度 定期総会
7月 9日（土）オリセンカルチャー棟大ホール　第２８回東京地区大会
8月24日（水）～ 26日（金）幕張メッセ   第 66 回 全国高等学校ＰＴＡ連合会大会 千葉大会

都高P連加盟校
学校紹介

0707

都高P連 これからの予定都高P連 これからの予定

～ 編集後記 ～～ 編集後記 ～
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2015 年 11月14日　土曜日　
閑静な住宅街に囲まれた都内Ｓ高校へ。この日
行われた「カタリバ」の「カタリ場授業」を取材した。

【一つの高校企画につき、プロジェクトマネジャー
（以下、PM）1名、コアスタッフ2～ 3名、キャスト
40 ～ 60 名前後から成るプロジェクトチームを結
成する。「カタリ場」実施の約 1カ月前に、担当職
員、PM、コアスタッフが学校を訪問して打合せを
する。入念な準備を経て、迎える当日も、その学校
の生徒が抱える問題を洗い出すために、約 2 時
間におよぶ最終準備を行ってから本番に入る。こ
の日は 2 年生 200 名を迎える。先生へのヒアリン
グ、生徒への事前アンケートを行い、プログラムを
つくり込んでいく。キャストは Web やメールマガ
ジン、人づての紹介等を通して募集し、当日までに
キャストの研修（コミュニケーション練習や当日の
シミュレーション）を行う】（文部科学省HPより）

以上のような前準備を経て、迎えた当日。約 50 名
のスタッフとキャストの一行は、本番2時間半前に
現場に集合し、広めの特別教室を借りて最終的な
シミュレーションを行った。

最終シミュレーションは、当日予定している「カタ
リ場」の内容を改めておさらいし、スタッフ全員の
気持ちを高めることを目的として行われる。

この日は最初に小グループを作り、「座談会」の練
習が行われた。

生徒が「自分ごと」として物事を考えられるように
なるのは、難しい作業だ。だからこそ、この場を使
って彼らの思いを引き出すための心と頭の準備
を行う。「本気度が試されるぞ」「スキルではなく
自分自信の確認を」との声が飛ぶ。

大学生を中心としたキャストには、高校生との対
話を通して、ポロッとこぼれ落ちる言葉をすくい
取り、本音の部分を受け止める力量が必要とされ
る。2 時間の授業を有意義なものにするために、
みな真剣だ。

「進路実現をゴールにしている生徒も多いが、あ
えて進路以外の悩みを訊いてほしい」とは、同校
を卒業し、現在はキャストとして母校へやってき
たスタッフの言葉だ。最初に小グループを作って
の「座談会」。生徒と直接対話する「キャスト」は大
学生・社会人だ。
座談会が一区切りすると、「先輩の話」の練習に入
った。

カタリ場の授業は、高校生に小グループに分かれ
てもらい、キャストが興味のあることや悩みにつ
いて聞く「座談会」をし、その後、キャストの紙芝居
形式のプレゼンテーションを聞く「先輩の話」に入
る。ここでは、大学生活でいま打ち込んでいること
や夢、失敗談などを聞き、なりたい自分像の具体
例を見つけてもらう。そして、約 1時間半～2時間
のカタリ場を通して見つけた憧れや見えてきた自
分の興味関心などを行動につなげるために、「約
束」をして終了となる。

この日、「先輩」として、8人のキャストが自分の体
験を話すことになっている。そのうち 3 人は社会
人だ。「就職がゴールではないことを話したい」
「大人も悩んでいることを伝えたい」～～etc

生徒は個人としての【将来の夢】を落とし込む準
備として「幼い頃を振り返ろう」「今の自分を振り
返ろう」をワークシートに記入する。そして8人の
中から話を聞きたい先輩を一人選ぶ。

・やりたいことをみつけたい人へ
・自分に自信がない人へ
・将来が不安な人へ
・夢に向かって本気になりたい人へ
・一歩踏み出したい人へ
・何かと思うようにいかない人
・今の選択に納得していない人へ等々。

先輩よりキャストへのアドバイス：「うまくやらな
くてよい」「『社会人』を意識し過ぎないように」「高
校生に戻って話そう。ただひたすらに高 2 に戻ろ
う」「本気って何だ」「『これだ』を見せよ」etc.

最終準備が終わり、スタッフ一同は体育館へ。2
年生 5クラス 200 名を迎える。
10:45　カタリバ授業がスタート。
ＰＭの司会で、班づくりゲーム開始。約 10 分でそ
の場で 3～ 7 名一組に班決め。約 30 の班が出
来たら、先輩の合図でそれぞれが自己紹介に入
る。外回りスタッフは 10 名。

今回見学した学校のカタリバ授業は今回が 3 回
目とのこと。（初回は 2年前の 7月、2回目は 1年
前の 2月）

【ポイントになるのは、座談会（チェッキング）と先
輩の話（サンプリング）である。
•チェッキング（20 分）：生徒が無意識に考えてい
ることや漠然と感じている不安などを引き出しな
がら、生徒の自己理解を促すことを目的としてい
る。キャストは、ほめて認めるコミュニケーション
によって、生徒の自己肯定感を高めることを心が
ける。
•サンプリング（15 分）：紙芝居を使ったプレゼン
テーション形式で行われる。生徒はサンプリング

シート（先輩の顔写真とニックネーム、話のキーワ
ードが並んでいる）を見て、興味を持った先輩の
ところに移動し、「自分は今までどんな生き方をして
きて、何を大切にしているのか」といった話を聞く】

11:35　一旦班に戻る。30 の班を A 班・B 班に
分け、A班は先輩のところへ移動、B班はその場
に残す。
タイムキーパー回りがあり、別の先輩の話を聴くた
めにグループチェンジを行う。
12:25 あっという間の 1 時間半。最初に組んだ班
に戻り、「約束カード」が配布される。

【チェッキングとサンプリングを繰り返し、最後に
まとめの時間（30 分）がある。生徒は、授業で見え
てきた自分の憧れや興味関心を行動につなげる
ために何をするのか、キャストと約束し、それを
「約束カード」に書き込む。この「約束カード」を卒
業まで持ち歩く生徒もいるという】

ワークシートが回収さ れ特別教室に戻ったスタッ
フとキャストは15:45まで、全体での反省会とその
後小グループに分かれて、現場を振り返りながら
気づいたことを話し合う。次につなげるためだ。
「もっと深く聞けばよかった」「3+2 女子班での 5
人のバランスとりが難しかった」「深く入れなかっ
た。1対 1なら．．」「『入口』で時間切れ　短か過
ぎる」「生徒の志望職業に対してアドバイスの言
葉を持っていないので困った」
「生徒のシールドが固い」「カタリバと自分を切り
離して『私として聞きたい』でシールドの中へ」「2
回目で打ち解けたつもりだったが違っていた」
「シールドはこちらでは？　タイムラインに引っ張
られていないか」「ルーティン・コンテンツに引っ
張られなかったか」「センシティヴな話も一つ一
つ生徒に確認して進行する」「キャストとサンプリ
ングの比率を学校次第で変えることも必要では」
「自分たちが語り切っていないぞ」etc.
………………………………………………………
 「1 人の 100 歩より100 人の 1 歩を！」。このカタ
リバの、すべての高校生が自分の将来に向けて動
き出して欲しいと願い試行錯誤する「思い」は、都
高 P 連として十分共有できるのではないだろう
か。（文責・齋藤）

最終シュミレーション

振り返り

カタリ場授業


