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第66回全国高等学校PTA連合会大会千葉大会
「再発見！愛」〜今こそ信じよう愛の絆〜

（第66回大会メインテーマ）

砂金　達さん（都高P連 副会長、東京都立富
士高等学校・東京都立富士高等学校付属中学
校「父母と先生の会」前会長）による事例発表

（P.3）



＊時代が変わった事で、何が変わったのか？
① 親戚が減り、いとこが少ない。
・戦後７０年間の間に親戚が減ってきている。親も兄弟が少な

いからおのずと身近な人間関係での縦横の関係、斜めの関係
が希薄である。

　縦横の関係は、学校の先生と生徒と言う縦の関係、部活動の
先輩同期での縦横の関係がある。斜めの関係は全くない、こ
こに関わるのがPTAであり、地域であり子どもの成長がより
大きくなる場でしょう。

② 子どもが変わったこと
・園児の遊び「ごっこ遊び」の変化。
　10年くらいで大きく変化、以前は「～ごっこ」で真似をして

遊ぶことが多かった。
　最近は、物を並べる「配膳遊び」が主流、これは自宅の食事

の風景が変わって食事を作る様子を見ていないから、食事の
風景が分からない。

　働く母親が多くなった為、家庭でも冷凍食品の需要が多く調
理したときの臭いが消えたこともある。以前から「食育の変
化」はあったが、より悪化して来ている。

　いかに改善するかで「早寝・早起き・朝ごはん」を奨励して
いた。

・ミーティングが出来ない子ども達。
　例えば、サッカーのハーフタイムの使い方、ヨーロッパの選手は

この時間に選手たちは自主的にディスカッションし、ミーティン
グをし、後半の試合方針を考えて、監督に報告する。

　日本のチームは、コーチや監督が決めた指示によって後半戦
をプレィする。

　日本の小学生の指示待ちの姿勢である。
　中高生においても、ミーティングが出来ない生徒が増えてい

る、特に男子に。
③ 草食系男子が増える。
・小学生応援団長を決める、男女一緒に募るが「女子の応援団

長」が多い。また、中学生の生徒会会長、音楽祭指揮者も殆
どが女子生徒である。

・今の子供に質問する「友達はいるの？」大抵は「友達はい
る」が「親友がいない」と回答する。男性は、大人になって
も独りぼっちの人生。女性と違い、鉄壁の３人組にはなれな
い。女性は処世術に長けてる。自分の居場所を感覚的に理解
している女子。

　これからの高校教育では、男子に仕事の立ち位置（ポジショ
ニング）を教えていかないといけないのかな。

④ 子どもの大人化
・小・中・高生が何しろ忙しい、大人同様の忙しい子供が多い。
　友達と遊ぶ約束をする？今週の予定を確認する子供。本来、

子供の時代は今日一日を一生懸命、何も考えずに生活をする
事が無くなってきている。自分の日々の予定をみて、今日
は・・を頑張るではなく、明日は何をする？

・自立する高校生は、遊びっぷり・食べっぷり等々が必要な時

代となっている。
⑤ 今の高校生の言葉
・三つの言葉しか使わない。
　それでも、面と向かって言っているのならまだ良い。「メ

シ・うるさい・お金」この男子高校生は、将来大器晩成型で
しょう

　今、学校の裏サイトにどの学年の男女がはまっているか？の
アンケートをしたら、高校２年生の女子＝一番裏サイトには
まる。（思春期での悩みが多い時期ではあるが）

　誰が何を言っているのか、悪口から次々と裏サイトのチェッ
クをせずにいられなくなる。

＊日本の子どもの自尊感情が低いことの原因から
・家族で海外へ行くと、自尊感情が高まるのは何故？
　外国人に日本について聞かれる、日本の文化・宗教のこと等

考えることが多くなる。
　家族での行動が増えるので、家族の絆が深まる。
・小・中・高校生には、意識的に褒めることが必要、これこそ

親戚が減り、親との接触が減り、斜めに居るPTAの方の役目
だと感じている。

・家族内での晩酌文化を見直す、これは日本文化。
　飲んだ父親は同じことを言う、子供は同じことを聞きながら

聞き流すことを覚える。
　これは何れ社会に出て覚えることに繋がる。
・母親は娘が嫁ぐ時に「へその緒」を伝達する。
　自分が育てた娘に良き伝統を教えた証として、へその緒渡し

他家に嫁がせた。
・日本の都道府県で一番は「福井県」
　小・中の学力が高い、子供たちに良いことが多い。親子三世

代で住む・子供会の加入率が高い・女子の労働者が多い・地
場産業が多い等

・地域を知ることに力を入れている「群馬県」
　上毛かるたで、群馬県人は県の全地名を知っている、偉人の

名前も知っている。
　　
＊まとめに＊これからの PTA 活動に生かせないか～
　最後に、学校教育を充実するために、「家庭」～「地域」～「学
校」とが連携できることが重要となる、そのキーパーソンが「PTA
の活動」なのです。

第66回全国高等学校PTA連合会大会千葉大会
平成28年8月25日・26日　於：幕張イベントホール 他

 基調講演（要旨）  千葉敬愛短期大学　学長　明石　要一氏

「高校生に自立を支援する PTA 活動のあり方」
～今こそ信じよう高校生を～
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 テーマ 
全国高P連研究発表	 「進路選択と親子のコミュニケーション」	 基調講演とパネルディスカッション
第１分科会	 「学校教育と PTA」～再発見！愛　グローバル化に対応した資質・能力を育む～	
	 	 北海道立恵庭北高等学校PTA	 東京都立富士高等学校PTA
	 	 京都市立西京高等学校PTA	 岡山県立井原高等学校PTA
第２分科会	 「進路指導と PTA」～再発見！愛　希望進路を実現する進路指導～	
	 	 宮城県仙台向山高等学校PTA	 栃木県立栃木高等学校PTA
	 	 福井県立福井農林高等学校PTA	 高知県立高知工業高等学校PTA
第３分科会	 「生徒指導と PTA」～再発見！愛　思いやりのある「豊かな心」を育む生徒指導～	
	 	 福島県立葵高等学校PTA	 静岡県立焼津水産高等学校PTA
	 	 滋賀県立長浜農業高等学校PTA	 佐賀県立太良高等学校PTA
第４分科会	 「家庭教育と PTA」～再発見！愛　多様化する情報社会における青少年の健全育成
	 	 茨城県立波崎高等学校PTA	 三重県立石薬師高等学校PTA
	 	 金沢市立工業高等学校PTA	 福岡県立西田川高等学校PTA
特別第１分科会	 「学校の危機管理と PTA」～生徒指導上の諸課題解決のために～
	 	 	 基調講演とパネルディスカッション
特別第２分科会	 「情報機器と学校教育」～高校生のスマートフォン利用の状況と必要な対応について～	
	 	 	 基調講演とパネルディスカッション

分科会・特別分科会
　今年の都高P連代表は、東京都立富士高等学
校・東京都立富士高等学校付属中学校「父母と先
生の会」前会長であり本年度の都高P連 副会長
を務める　砂金　達　(いさご　すすむ)さん。第
1分科会・国際展示場サブ会場にて「学校教育と
ＰＴＡ～再発見！愛　グローバル化に対応した資
質・能力を育む～」をテーマに事例発表が行われ
ました。以下にその概要を紹介します。

自 ら 考 え 自 ら チ ャレ ン ジ で き る 力
～ 夢 を 実 現 す る た め の ア シ スト ～

1：はじめに
　さて、いきなりですが、みなさまこれをご覧くだ
さい。この「忙」という字、よく見かけますね。普
段から何気なく使っている言葉ですね。この字、心
を亡くすと書きますね。たとえば、普段、みなさん
がいろいろな事をしなければいけない際、この“忙”
という字、考えるだけで頭の中で、混乱が生じます。
１つ１つの案件に真剣に考えなくなり、重要度もさ
ることながら、整理がつかなくなります。そこから
イライラが発生し、家庭内でストレス、あげくの果
てにいじめにつながる可能性もあります。夜回り先
生こと水谷先生がお話しされていました。
　脳をコントロールするのは、自分です。2 年前、
福井大会での基調講演で、茂木教授も話された脳
科学にもつながります。ぜひ、“忙”“”忙しい”を
言わない、思わないことを試してみてください。ぐっ
とやれる範囲が広がります。

2：親の意識
　都高 P 連　学校教育委員会で、親の意識を調査
しました。子供が将来のイメージを持っているのが
4 割しかいない。また学校の職業教育については、
十分と考える親も 2 割しかいない。つまり生徒の
半分以上は何の為に、何を目標で勉強しているか
がわからない状態が半分以上いるのが現実です。
　また都高 P 連　PTA 活動について調査してみ
ました。1 活動につき１と数えた場合、ブルーが
PTA 会員のため。それ以降が、学校・生徒の為
の活動です。活動のメインを占めるのが、講演会、
懇親会 ( ただの飲み会かもしれませんが )、広報誌、

文化祭、体育祭とか、一般的なものが主です。そ
の中のキャリア講演会は、まだちょっとって感じで
す。これを単一 PTA で占める割合を調べると、文
化祭はほぼ 100%。全校が行っているとして、キャ
リア講演会は、27%。３，４校に１校のみが実施し
ており、まだまだ低いことがうかがえます。

3：将来の職業は
　自動化の波で、半数が将来なくなると予想されて
います。昨年、オックスフォード大学のマイケル・
A・オズボーン准教授とカール・ベネディクト・フ
レイ博士が、今後 10 年～ 20 年の間に、米国の総
雇用者総数のうち約 47％の人の仕事がコンピュー
タにとって代わられる予想を発表。また労働政策研
究・研修機構が「職務構造に関する研究」で報告
している国内 601 種類の職業について、それぞれ
人工知能やロボット等で代替される確率を試算して
いる。つまり今後、新しい職業が増えていくことに
なる。よって、今の大人が過去の知識・経験を語っ
ても通じない事が多いということです。

　また、子供たちの自分の将来について語らせると、
一部は先を睨んでしっかり夢を決めている一方で、
漠然としている子供は、仕事が安定していそうな公
務員、大企業を望んでいます。これは、親たちの
日頃の会話から判断している事が多いです。果たし
て、公務員は一生首にならないのか。大企業に入
れば、幸せなのか。誰も絶対に Yes とは答えられ
ません。それは、ただ単に親が安心している材料な
のかも知れないのです。

　大半の親が望むのは、子供たちが、自ら生きる
力をつけ、将来、社会で輝いて生き、幸せになって
くれる事は、昔から大きく変わることはない親の望
みと考えます。そうなるためには、どうすればよい
のか。子どもたちが、自ら考え果敢にチャレンジし
ていき、多くの失敗から PDCA を回して、自ら成
長してもらうしかないです。

　その考えさせる力をつけさせるきっかけとして、
富士校では 2010 年から毎年 11 月に、学校と協
力して「進路講演会」を実施しています。講演者は、
学校進路部の希望の職種を中心に、「富士おやじの
会」・「父母と先生の会」（PTA）会員・同窓会で
ある「若竹会」から該当者を募ります。外部からの

プロの講演者ではなく生徒たちにとってちょっと身
近な大人たちで、理系・文系、映像制作・SE・医師・
公務員、中には職種ではないが、将来の選択肢の
一つで主婦という講演者が居た年もありました。

　キャリア講演会は、ただ単に業務の内容を教える
わけではなく、その自分が、学生時代どう生きたか、
何に悩み、何に挫折をし、取捨選択する人生の分
岐点で、どう考え判断し、失敗してきたかを語りま
す。中には親の敷いたレールで、考えもしないで進
んできた道について、失敗と後悔を語る講演者もお
ります。

　現社会の中で、将来の目標が無く、中学生、高
校生時代に学ぶ内容が、社会で何に役に立つのか？
と疑問を持つ子供たちは結構多いです。しかしそ
の子供達の多くは良い大学に入る為と言います。グ
ローバル化が更に進む将来、結構危険な状態と考
えます。勉強が何につながるのか、伝えるだけでい
いと思います。大学は、人生の通過点。ゴールで
はありません。
　学校教育自体は、プロの先生方にお任せいたす
として、我々はそのきっかけ、モチベーションにつ
ながればいいと思います。
そのような状態の子供たちに、自分を考えさせる、
自らを成長させるきっかけを少しでも与える為にア
シストし続けています。

4：ppendix
　都高 P 連内で、アンケート調査を自ら行って
見ました（ここで各種グラフを紹介）。その中で、
PTA活動にかかわったきっかけと、現状のモチベー
ションを見てみました。予想と現実は違い、いい方
向に動いている方が多い様です。
　また、活動状況では、「辛い」より「楽しい」が
多い結果となりました。趣味かもしれませんね。(笑)
学校の関係性も保護者役員側から見た結果になり
ます。概ね良好ですが、副校長先生がちょっと勝ち
です。たぶん、役員と共有する時間に比例する形
と思われます。
　今大会の為に、都高 P 連　中部南地区で、「動
物の絵をモチーフにしたポロシャツ」を作りました。

「みな個性・得意が違う人間が、協力し合って初
めて力が発揮できる」ことをイメージしています。



　第一部では、今年東京都公立高等学校 PTA 連合会
相談役に就任された天沼昭夫氏（東京都公立高等学校
長協会元常任理事・全国高等学校体育連盟会長）より

「新たに加盟校を増やしていくこと」についてお話を
いただきました。　　　　　
　上半期の活動報告に続いての第二部・情報交換会で
は、各地区地区長の紹介に続き子どもの人数でグルー
プを分けての情報交換がありました（参加者 88 名）。「学校の様子が知りたいと思
い PTA に係ったことがきっかけで、小・中・高と PTA の役員をしている」（子
ども４人の母）／「子どもが受験生となり受験期の子どもとの接し方等の情報が得
られると思い、PTA 活動に参加するようになった」（受験生の親）
　PTA 活動への参加のきっかけは、多くは自分の子どもの「学校での様子が知り
たい」「情報を得たい」ということであるものの、わが子のことに留まらず、今の高
校生の置かれている環境や課題を知ることにより、さらなる「主体的な参加」や「役
員としての活動」へと広がっているようです。

 第２回全都会長会 　平成28年10月14日（金）　於：国立オリンピック記念青少年総合センター

　次回第67回大会は静岡で開催です。
　都高P連ホームページから右のバナーをクリックすると公式ホームページをご覧いただけます。

全国高等学校PTA連合会大会 静岡大会
 　平成29年8月24日（木）～25日（金）

（スローガン）有徳の人づくり～未来のために行動する「一人」を育てよう
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 表　彰  　　今大会において東京都の表彰対象は以下の通りでした。おめでとうございます。（敬称略）

＊平成28年度 優良PTA文部科学大臣表彰
 東京都立富士高等学校・東京都立富士高等学校付属中学校　父母と先生の会

＊平成28年度 全国高等学校PTA連合会 会長表彰（個人）
 池本　義信 榊原　正人   

＊平成28年度 全国高等学校PTA連合会 会長表彰（団体）  
 東京都立永山高等学校 PTA 東京都立小石川中等教育学校 PTA 

＊平成28年度 全国高等学校PTA連合会 会長表彰（役員等）  
 原田　　仁    

 記念講演  市原 悦子さん

テーマ「　私の選んだ女優の道　」
　小学校低学年の頃に戦争で疎開して、その時に色々なことへの感謝

（食べられる感謝・生きられる感謝など）を覚えたそうです。
日本昔話の仕事では、いつも配役はその時に決める＜どんな役でも出
来る様に＞面白いやり方でやっていたそうですが、とても困ったときが
あったそうです。
　力自慢の話で、とても大きな人の役が自分に来たとき、声が細いし
困ったと思ったそうですが、相撲取りの高見山を真似てやったら大成
功したなどと、色々な御自分の体験談を話してくださいました。

その後、下記の本、2冊の読み聞かせをしてくださいました。
・グリム童話の「ねむの木」
　やさしい母さんが死んで・・・継母が来て、その継母に殺され、そのま
まスープにされ、それを何も知らないお父さんが食べてしまうが・・・と
ういう童話というよりサスペンス劇場を１話見たかのような話でした。

・野坂昭如の「たこになったお母さん」
　空襲のサイレンで少し逃げそびれた親子が火に囲まれて、水を求め
るが子供を守り死んでしまう母、そして、残された子もまた、母の待つ
空へと行ったという戦争の話で、会場の皆さんが泣いてしまいました。

　会場にいる全ての人が一声で引き付けられ、そして、その世界へと連
れて行かれてしまう。お話は、映画を見たかのように私の中に映像とし
て入って来ました。とても素敵な方でした。

【報告：東京都立永山高等学校PTA副会長　福田 友理】

　戦争中だった子どもの頃のこと、学校時代のこと、女優になったきっ
かけなどと、朗読を２編・・人を引き付ける話術の巧みさと、臨場感あふ
れる朗読の素晴らしさに、ただただ感動しているばかりであった。
　『努力しても必ず報われるわけでも、素直な気持ちになっても、必ず
いいことがあるわけではない。理不尽なことが多い世の中だけれど、そ
れでも、やらなければならないことをひとつひとつやるしかない』とい
う市原氏の言葉が強く印象に残った。

【報告：東京都立永山高等学校PTA書記　矢島亜紀】



　平成 28 年度　東京都教育委員会委託事業　東京都公立幼
小中高ＰＴＡリーダー合同研修会『心のエネルギーを補給し

よう！～未来の夢
に続く道を歩む
子供たちのため
に～』が平成 28
年 10 月 22 日
開催されました。
　第１部では東
京都教育委員会の

「 不 登 校 対 策に
ついて」、東京都
教育庁指導部不

登校施策担当課長　中西正樹氏より説明がありました。文書
だけでは伝えきれない教育委員会の取組について中西課長の
説明に参加されていた保護者からは「きめ細かい年齢別の取
り組みで、切れ目のない支援をといった分かりやすい説明だっ
た」との感想がありました。
　第 2 部は早稲田大学人間科学学術院　名誉教授　菅野　
純氏による講演「子供の心の基礎づくり～今、保護者のでき
ること　教師のできること～」でした。子供の心を育てる為
の心のピラミッドをつくることの大切さ。その大切な心を育
てる過程の子育てはいつだってやり直しがきくという菅野氏
の力強い言葉に参加した保護者から安心してこれからの子育
てに向かっていけますという言葉が聞かれました。

▶学校教育委員会
＜平成28年度政党ヒアリング報告＞
9 月 7 日（火）東京都都議会議事堂にて
各党に対し、都高 P 連より
１．スクールカウンセラー配置制度の改善点（勤務日数など）
２．スクールソーシャルワーカーの派遣拡充
３．特別教室の環境改善（具体的施工予定など）
４．学校設備の改善（具体的施工予定など）
５．都立高校生の教育関連費用の負担軽減について（給付型

奨学金など）
以上の要望を伝えました。
各党とも、５番の教育
関連費用の負担軽減に
ついては、具体的に議
会に提案する準備があ
るとのお話でした。

▶子どもの貧困対策委員会
　平成 29 年 1 月 27 日（金）国立オリンピック記念青少年
総合センターにて特別研修会「高校生の貧困問題を考える　
～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～」
を開催します。
●栗林 知絵子（ くりばやし ちえこ） 氏 プロフィール
2011 年、子どもを貧困や孤立から守るこ
とを 目 的として『NPO 法 人 豊 島 子ども
WAKUWAKU ネットワーク』を設立。地
域の「おせっかいおばさん」を自認し、遊び
場や学習支援教室、子ども食堂など、子ども
の居場所づくりを進める。

▶加盟検討促進委員会
　今年度新たに設置された特別委員会です。第１回委員会を
8 月 29 日、第２回を 9 月 28 日に開きました。東京の公立

高校ＰＴＡ / ＰＡのより多くの加盟が、生徒の健全育成のた
めの諸活動を支える大きな基盤となり強い推進力となります。
未加盟のＰＴＡへは、連合会の活動を知っていただけるよう

「加盟検討制度」の利用を推し進めてまいります。
　連合会活動に御理解をいただくには「対面のアプローチが
基本」です。またツールとして「手元で使えるリーフレット
があれば便利」とのことから、この度 B4 三つ折りの「都高
Ｐ連リーフレット」を制作しました。既に 10 月末に完成、加盟
各校の皆様にも 10 部程度お配りする予定です。加盟校増加
の取り組みは、皆さま方のご協力が不可欠です。アイディア
等ございましたらぜひ委員会までお寄せください。（委員長　
三木 健司）

▶災害対策委員会
【防災ウォーキング　in　東京】平成２９年３月２６日（日）
開催予定。
もし、東京で直下型地震が起きたら、家に帰れるか？！
東京の交通網はストップしてしまった。とりあえず歩いてみよ
う！！10キロ
　いつ直下型地震が来るかわからない東京の防災減災を考
えるきっかけになれば、都立高校生として家庭で、地域で
何が出来るかを認識してもらうためのイベントです。
　都高 P 連「災害対策委員会」で継続している東北被災地
支援の体験を生かした東京防災を考えてみましょう。

（詳細は、後日各校へ配布いたします）

. 各委員会報告・案内 ,

 幼小中高PTAリーダー合同研修会 
平成28年10月22日（土）　於：文京区林町小学校　体育館

心のエネルギーを補給しよう！
～未来の夢に続く道を歩む子供たちのために～
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7月10日　中部北地区情報交換会　

於：大山高校
57 名の参加者が、会長・副会長・書記・会計・会報、
広報・合同の 6 グループに分かれて、他校の活動
状況を聞いたり、自校の活動の説明をしたりと有意
義な意見交換の時間での情報交換会となりました。

7月23日　あだちけいおんフェスタライオンズカップ2016
足立区の東京足立ライオンズクラブ主催の「あだちけいおんフェスタ」に東部北地区の高校
の軽音部の生徒達が出場、東部北地区連合 PTA もスタッフして参加しました。
今回 4 回目となる「あだちけいおんフェスタ」は東京都教育委員会に並び、東部北地区も
後援となっている為、足立区の高校とは別枠で東部北地区の他区の学校からも参加させて頂
いています。プロの先生方による審査の結果、今年度優勝したのは足立新田高校軽音部の
グループでした。足立新田高校は 4 連覇です。今年度はフジテレビオンデマンド「ホウドウキョ
ク」の取材＆配信があったり、「月刊 Songs」に記事が掲載されたりと、参加した生徒達に
は刺激的な 1 日になったか
と思います。

8月6日　西部南・東部北地区情報交換会
懇親会「高尾山で交流会！」　　　　    　
東部北から１５名、西部南から５０名、池本会長、永山高校小原
副校長の参加を頂きました。
小石川中等教育学校、農業高校の PTA 活動の発表の後に懇親
会。
朝早くから山頂まで上ったチームもあれば、懇親会後にほろ酔い
気分で山頂までのハイキングを楽しむチームもあったり……
天気にも恵まれ、真夏の昼間に健康的な交流会ができました。
パワースポットで名高い高尾山で、これからの活動の英気を養え
たかも。

10月8日　東部北地区情報交換会　

於：都立工芸高校
５８名の参加者が東京都立工芸高等学校の会議室に集まり、１４：
００～１７：００にわたり、４つのグループ（行事関連、組織関連、会
計、広報）に分かれて、他校の様子を聞いたり自校の様子を説明し
たりして情報交換し、親睦を深めました。
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10月10日　西部地区スポーツ交流会
於：昭島市くじら公園

西部北地区主催で、毎年、秋にはソフトボール大会を開催し
ています。西部南地区からも、立川高校と混合チームの参加
がありました。今にも雨が降り出しそうな曇天でしたが、運動
するには最適な涼しい日で、最後まで熱い試合が繰り広げられ
ました。皆の熱気で雨を降らせなかったみたいです。
来年１月には、バレーボール大会も開催します。

 優勝 福生高校　　
 準優勝 青梅総合高校　　
 ３位 昭和高校

10月22日　西部北地区情報交換会
10 月 22 日土曜日 14 時から東村山サンパルネにおいて、
西部北地区の情報交換会が行われました。
30 名の PTA 会長・役員が集まり、文化祭やバス研修等につ
いて、各校から発表があり、それについて質疑応答がありまし
た。
その後、教育懇親会があり、更に深く情報の交換共有が行わ
れました。
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f周年校一覧f
	 １０月２６日(水 )	 豊島高校　		 	８０周年　	 	
	 １１月１５日( 火 )	 小平西高校　	 	４０周年	
	 １１月１９日(土 )	 青井高校　	 	４０周年	
	 １１月１９日(土 )	 秋留台高校	 	４０周年　	
	 １１月２２日( 火 )	 羽村高校　		 	４０周年　	

★おめでとうございます。



シリーズ化(?)された「一年目会長の悩み」はいかがでしょうか。現会長やOBは会長時代を思い出し、自分はどうだったかを話し
合ってみました。お役に立てれば幸いです。【調査広報委員会：本城菊乃、大図信子、福田　勉】

編集後記

１年目会長
の

悩み  第２弾 
言葉に出せば少しは楽になるかも…
前号で掲載させていただいた
「一年目会長の悩み」について
現役会長、会長OB、調査広報委員で

皆さんの思いについて
熱く話し合ってみました。

参考になるかわかりませんが、
私たちの思いを

届けられればと思います。

地区会の集まりについて
●全都会長会や地区の代表者会って本当に

たくさんの報告ばかりですね。

1年目じゃP連単語もわからないのにね。

まず、自分の隣に座ってる会長さんと話をしてみるの

も、いいかも。

●報告、行事の打ち合せも大事ですが、短い時間

でも相談事を話せる時間や和気あいあいタイ

ムを設けるように、地区長さんから1年目

の会長さんへドンドン声を掛けてく

ださいね。

学校の
差（標準化）について

●都立高校PTAのトリセツ？基本台帳？

みたいなのあると良いですね。

●他の学校は？と知ることが出来るのも「都高P

連」の良いところだと思いま～す。

でも、年間の流れなどの基本的な事がわかるマニュ

アルがあると良いね。

●違っていても良いと思うけど、他校ＰＴＡの耳寄

りな情報を聞けるのも連合会の強み、大い

に他校PTAのいいところ取り入れて、

ドンドン自校PTAも楽しくして

いきましょう！

会長として
これで良いのかな？

●会長になって活動に追われる気持ち、よ～く分か

ります。学校では「会長」は一人だけ。

でも、都高P連の会長会(地区会議)には、それぞれの学校の会

長が出席しています。今の思いを話してみてください。

「私でも大丈夫かな⁉」と思えますよ。

●はい、大丈夫です。ここだけの話、皆さんそんなものですよ。

会長は、係り名だと思います。係に徹しましょう。

●1年間会長の仕事をして、もし次年度も出来るならやってみる

と余裕が出来ます。もし卒業なら地区連合や都高Ｐ連のお

手伝いをしてみるといいですよ。

皆が頼りにしてくれる存在になっていることに

あなたご自身が気づくでしょう。

誰にも言えない
この気持ち

●会長経験者の方、初めは似たような気持ちを
持ってましたよね～。周りを見たら身近な人かも、優

しく声を掛けて、聞いてあげて、話せる場があると、一歩
気持ちが前に進めるはず！

●この方みたいに、誰にも打ち明けられないで、自分を責めて
いる一年目の会長さんを助けられるのは、地区長や2年目以降
の会長経験者ですよ。
もっと声かけてあげて下さい。飲み会に誘うだけじゃなくてね。
●寄り添う気持ちを持ったリーダー求む！
●わかるわかる、困るよね～。引き継ぎが無いのは究極の引き継ぎ
だと思います。
でも、定型業務はスケジュールや手順があると次の人が楽でしょ
う。

今年度はやりながら引き継ぎ書を作るっていうのはどうです
か？

●自己流で良いと思います。だって、会長は自分
なんですから、自信を持って！
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