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山形大会を終えて�

第68回東北地区高等学校ＰＴＡ連合会
山形大会　実行委員長

千場　義彦

　第６８回東北地区高等学校ＰＴＡ連合会山形大会は、令和元年７月４日（木）、５日（金）の２日間開催され、
１５００名を超えるご参加をいただき大盛況のうちに終えることができました。お忙しい中、ご臨席を賜りまし
た来賓の皆様、また、東北各地よりご参加いただきました会員の皆様方に実行委員を代表して心より感謝申
し上げます。

　本大会は、「一人ひとりの個性が奏であう未来へ」～自立・協働・創造をめざして～というテーマで開催
いたしました。
　４日の情報交換会ではオープニングセレモニーとして「やまがた愛の武将隊」が皆様をお迎えし、大変に
ぎやかな迫力のある開会となりました。また、山形大学花笠サークル「四面楚歌」による花笠踊りには出席
者の方々も一緒に参加され大変楽しいひと時となりました。立食にもかかわらず５７０名ものご参加をいただ
き満員御礼のまさに情報交換の場にできたこと心よりうれしく思っております。
　５日の大会では、山形北高女子生徒による独唱から会場全体に透き通る歌声に会場は水を打ったような静
けさに包まれ、感動のオープニングとなりました。研究協議では東北各県の代表の方々より特色のあるユ
ニークな取り組みの発表が聞かれました。お昼は山形名物詰め合わせのお弁当を食べていただきながら全国
大会２連覇を果たした山形商業高校「産調ガールズ」の発表をご覧いただきました。
　午後の講演では、あの「隂山メソッド」を確立された隂山先生に「常識を破って子どもを伸ばそう」とい
うテーマでご講演いただきました。先生の「使える脳にする為に勉強する。つまずいたら原点に戻る。脳が
動く子供は体も動く。」はとても納得させられるお話でした。
　大会の最後は村山産業高校「又新連」による勇壮な徳内ばやしが華やかにフィナーレを飾ってくれました。

　今大会を通して印象に残ったことは、どの高校生たちの発表も堂々としており、すでに自立し、協働し、
創造を実践していたことでした。それは各研究発表、講演を見て感じたところであり、まさに子供たちに教
わることの多い大会になったと感じております。

　最後に、本大会の開催にあたりご支援、ご協力いただきました関係者の皆様、ＰＴＡ会員の皆様に心より
感謝を申し上げます。ありがとうございました。
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１　期　　日：令和元年７月４日（木）～５日（金）
２　会　　場：山形市総合スポーツセンター（大会、諸会議）
　　　　　　　ホテルメトロポリタン山形（情報交換会）
３　主　　催：東北地区高等学校ＰＴＡ連合会
４　共　　催：一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会
５　後　　援：山形県教育委員会、山形市教育委員会、山形県高等学校長会
６　主　　管：山形県高等学校ＰＴＡ連合会

７　東北地区高Ｐ連大会開催目的
　�　会員が相互に連携し、子どもたちの豊かな個性の伸長を図り、社会の進展に対して主体的に取り組むこ
とができるたくましい高校生を育成するため、研修・研鑽を積み重ね、今後のＰＴＡ活動のさらなる充実
発展に寄与する。

８　東北地区高Ｐ連大会開催方針
　⑴　保護者と教職員の生涯学習の場として、高校教育に関する建設的な意見交換を行う。
　⑵　高校生の健全育成に関する問題について討議し、今後のＰＴＡ活動を充実させる。
　⑶　家庭・学校・地域社会がともに手をとり、高校教育の諸問題に取り組む。
　⑷　ネット社会におけるＰＴＡの役割を認識し、モラルある情報社会の構築を目指す。

９　東北地区高Ｐ連大会研究テーマ・スローガン
　⑴　豊かな心を持ち、たくましく生きる高校生を育成しよう。
　⑵　地域社会と共に在り、共に歩むＰＴＡ活動を実践しよう。
　⑶　教育環境について理解を深め、改善に努めよう。
　⑷　会員相互の研修を深め、自ら生涯学習を実践しよう。

１０　山形大会テーマ、開催趣旨、研究協議会テーマ
　⑴　大会テーマ
　　　　　　　　　　「一人ひとりの個性が奏であう未来へ」
　　　　　　　　　　　　　　～自立・協働・創造をめざして～
　⑵　開催趣旨
　　�　私たちを取り巻く社会状況は、東日本大震災からの復興は言うまでもなく、環境やエネルギー問題、

人口減少による地域活力の低下、そして人工知能社会の到来など多くの課題に直面しています。「超ス
マート社会」を迎える中、大きな転換期にある高校教育は、「自立」した人間として主体的に判断し、

第６８回東北地区高等学校ＰＴＡ連合会�
山形大会開催要項
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多様な人々と「協働」しながら、新たな価値を「創造」する人材の育成が求められています。
　　�　子どもたちがこれから生きていく「人生１００年時代」は、一人ひとりがよく学び、個性や能力を伸ば
し「自立」して豊かな人生を送ることや、地域の課題を自らのこととして捉え「協働」して地域社会に
参画し、地域の未来を切り拓いていく「創造」する力が求められます。そのためには家庭・学校・地域
が一体となり、互いに補完し合いながら「共に子どもを育てていく」という意識を持った取組みを推進
していくことが大切です。

　　�　この大会を通して、東北地区の高等学校ＰＴＡ会員が様々な情報を共有し、高校生一人ひとりが個性
を奏であいながら、未来を拓く新たな可能性を創り出せるように、これからのＰＴＡ活動の在り方につ
いて考えていきます。

　⑶　研究協議テーマ
　　「子どもたちの自立を支え、家庭・学校・地域が一体となった地域創生をめざすＰＴＡ活動」

　⑷　講演
　　　演題　「常識を破って子どもを伸ばそう」
　　　講師　隂山ラボ代表　隂　山　英　男 氏
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第６８回東北地区高等学校ＰＴＡ連合会�
山形大会次第

期　日：令和元年７月４日（木）～５日（金）　　　　　　　　　
会　場：山形市総合スポーツセンター、ホテルメトロポリタン山形

▪７月４日（木）� 会場：ホテルメトロポリタン山形　

　情報交換会　　　　１７：３０～１９：００�

　　　オープニング　「やまがた愛の武将隊」
　１　開会のことば　　　　　　　　　　　　　　　大会実行委員長� 千　場　義　彦
　２　あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　大会会長� 安　食　克　彦
　３　祝　　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県教育委員会教育長� 菅　間　裕　晃
　４　来賓紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　大会副実行委員長� 矢　口　雅　彦
　５　鏡 開 き　
　６　乾　　杯　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県高等学校長会長� 佐　藤　俊　一
　７　懇　　談　
　　　アトラクション　　山形大学花笠サークル「四面楚歌」　
　８　中 締 め　　　　　　　　　　　　　　　　　大会副実行委員長� 伊　賀　正　憲

▪７月５日（金）� 会場：山形市総合スポーツセンター　

　１　開 会 行 事　　９：３０～１０：２０�

　　　　　　　　　　　　　　　　　� 司会　　佐　藤　幸　子

　　　　オープニング　山形県民の歌「最上川」独唱　山形北高等学校音楽科３年� 櫻　井　紗　花
　　⑴　開会のことば　　　　　　　　　　　　　　大会実行委員長� 千　場　義　彦
　　⑵　あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　大会会長� 安　食　克　彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）全国高Ｐ連会長� 牧　田　和　樹
　　⑶　祝　　辞　　　　　　　　　　　　　　　　山形県副知事� 若　松　正　俊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形副市長� 齋　藤　順　治
　　⑷　来賓紹介　　　　　　　　　　　　　　　　大会副実行委員長� 矢　口　雅　彦
　　⑸　表　　彰　
　　　　①　表彰状贈呈　　　　　　　　　　　　　受賞者代表� 早　川　昭　博
　　　　②　感謝状贈呈　　　　　　　　　　　　　受賞者代表� 渡　辺　正　和
　　　　③　平成３０年度広報紙コンクール表彰　　　受賞者代表� 八戸工業大学第二高等学校
　　　　　　（最優秀校２校）� 　気 仙 沼 高 等 学 校
　　　　④　受賞者代表謝辞　　　　　　　　　　　受賞者代表� 渡　辺　正　和
　　⑹　令和元年度東北地区高Ｐ連役員紹介
　　⑺　閉会のことば　　　　　　　　　　　　　　大会副実行委員長� 鍋　島　　　悟
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　�

　２　研 究 協 議　　１０：３０～１２：００�

　　　　テーマ　「子どもたちの自立を支え、家庭・学校・地域が一体となった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域創生をめざすＰＴＡ活動」

　　　　　　　　　　　コーディネーター　　山形県高等学校長会長（山形東高校長）� 佐　藤　俊　一

　　⑴　研究発表　　　　　　　　　　　　　各　県　代　表
　　⑵　質疑応答　
　　⑶　指導助言　　　　　　　　　　　　　山形大学　地域教育文化学部　准教授� 安　藤　耕　己

　３　昼食 ･休憩　　１２：００～１３：００�

　４　高校生発表　（１２：３０～１２：５０）�

　　　　山形市立商業高等学校　産業調査部　生徒研究発表

　５　講　　　演　　１３：００～１４：３０�

　　　　講師　隂山ラボ代表　　隂　山　英　男 氏　

　　　　演題　「常識を破って子どもを伸ばそう」

　　　　　　　　　　　　　　　講師紹介　　大会実行委員長� 千　場　義　彦
　　　　　　　　　　　　　　　花束贈呈　　大会副実行委員長� 三　浦　え　み

　６　高校生発表　　１４：４０～１５：００�

　　　　村山産業高等学校　郷土芸能部「又新連」発表（３６頁に紹介）

　７　閉 会 行 事　　１５：００～１５：１０�

　　⑴　次期開催県あいさつ　　　　　　　　秋田県高等学校ＰＴＡ連合会会長� 石　嶋　勝比古
　　⑵　閉会宣言　　　　　　　　　　　　　大会実行委員長� 千　場　義　彦
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開会行事・開会あいさつ�

第68回東北地区高等学校ＰＴＡ連合会
山形大会　会長

安食　克彦

　本日は若松正俊山形県副知事、齋藤順治山形副市長をはじめ、公務ご多忙の中多くのご来賓のご臨席を賜
り、誠にありがとうございます。全国高等学校ＰＴＡ連合会の牧田和樹会長も遠路駆けつけてくださいまし
たこと、誠にありがとうございます。
　東北地区高等学校ＰＴＡ連合会の仲間の皆様、「ひんがしに蔵王を望み、西の空月山は呼ぶ」山形市へよ
うこそお越しくださいました。山形県高等学校ＰＴＡ連合会会員一同、心から歓迎申し上げますとともに、
深く感謝申し上げます。共に活動し、汗を流し、研修に励む皆様と語らうことができますことを何よりも嬉
しく感じております。本日研究協議で発表される各県連代表の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

　さて、子どもたちや学校を取り巻く環境は、私たちが高校生だったころは大きく変わってきております。
多様性の時代と言われ、それぞれの持つ価値観や違いを当然のものとして受け入れ尊重し、共に社会をつく
りあげていくことが求められております。その中で、私たちも社会の進化に対応し、常に知識や経験をアッ
プデートするためにこのような研鑽の場にて学び続けていくことが、子どもたちの成長の後押しをするもの
であることを実感しております。震災から８年たち、東北の子どもたちは希望を絶やさない強さ、助け合い
分かち合うやさしさ、信じた未来を歩み続ける逞しさを身につけました。これは家庭・学校・地域と連携し
頑張ってこられた東北のＰＴＡの皆様の努力の賜物だと思います。これから子どもたちは令和の時代へと羽
ばたいていきます。新しい時代どのような変化が待っていようとも、私たちは共に研鑽し、東北の子どもた
ちを支えてまいりましょう。

　最後に、山形大会の開催にあたり、山形県教育委員会をはじめ関係諸団体の皆様から多大なるご支援ご協
力を賜りましたこと、そして千場義彦実行委員長をはじめ山形大会実行委員会の皆様の絶大なるご尽力を賜
りましたことに心から感謝申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。
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ごあいさつ�

一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会
会　　長

牧田　和樹

　皆さんおはようございます。本日はお忙しい中、副知事はじめ御来賓の皆様に御出席を賜り、共催の立場
としても感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。そして、本日表彰状並びに感謝状を
お受けになります皆様方、本当におめでとうございました。これまでの労苦が実った瞬間かなと存じます。
　さて、山形といいますと、いも煮や冷やしラーメン、お酒などあります。私は出羽桜というお酒の社長の
仲野益美氏とお友達でありまして、これを機会に一度、出羽桜を求めてみてください。また山寺は松尾芭蕉
の句で有名であります。「静けさや岩にしみいる蝉の声」山寺を訪れた人には、詠まれた状況が目に映るよ
うです。
　ＴＶに出演している夏井いつきさんが、雑誌に「俳句の世界には『生憎』という言葉がない」と書いてお
りました。例えば、花見を題材に俳句を詠もうと集まったとき、生憎雨が降って花見がだいなしになってし
まったとします。そこで花見の歌を詠めないかと言ったらそうではなくて、雨の中の桜を詠もうと変えるの
だそうです。それがまさに『生憎』という言葉がない真意なのです。そこからは、逆行に遭遇してもそれを
プラスに転化していく考え方が俳句の世界にはあるのかなと感じました。皆さんも日々ＰＴＡ活動を行って
いてその中でおそらく逆行に遭遇することもあるでしょうし、自分と違う価値観に遭遇するときもあるで
しょう。それを逆行だから落ち込むとか、考え方が違うから排除することではなくて、その状況を何とかプ
ラスに転じようとする工夫や考え方をする。ＰＴＡ活動にたくさんの方が集まるなかで大変重要なことなの
でないかなと思います。
　この東北地区大会はまさにその研修の場であります。パネルディスカッションや午後の隂山先生の講演が
ありますが、一旦受け入れて自分の考えや自分の学校の状況に合わせて、活かしていくことでこの地区大会
をご活用いただければ皆様にとって大変有意義な時間になると、僭越ながら思っています。どうか、東北各
県からお集まりになった皆様にとって、東北地区大会が実りある大会になられますよう心より御祈念申し上
げ御挨拶とさせていただきます。

19



来賓祝辞�

山形県副知事

若松　正俊（吉村美栄子山形県知事 代理）

　御代の替わりの節目の年に、「第６８回東北高Ｐ連　山形大会」が東北各地から多くの皆様をお迎えし、こ
のように盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げますとともに、本日御来県くださいました皆様方
を、県民を代表いたしまして歓迎申し上げます。
　皆様方には、日ごろから熱心にＰＴＡ活動に取り組まれ、青少年の健全育成にご尽力いただいております
ことに対し、深く敬意を表するものであります。
　また、本日、これまでの御功績に対して表彰を受けられる皆様方、誠におめでとうございます。今後とも、
それぞれの地域の先達として、ますますのご活躍を祈念いたします。
　東北の未来を考える時、発展の原動力となる人づくりが大変重要であります。本大会において、東北全域
のＰＴＡの皆様が一堂に会し、研究協議と情報交換を通して、ＰＴＡの今日的課題について研修を深め交流
されますことは、明日を担うたくましい子供たちの育成と、東北ひいては日本の明るい未来の創造にもつな
がるものと確信しております。この度の研修の成果をそれぞれの地元に持ち帰り、今後の活動に大いに活か
されて、次の世代の育成につながっていくことを期待申し上げます。
　さて、近年、全国的に自然災害が増加し、大きな被害をもたらしております。東北地方でも毎年のように
自然災害による被害が発生しておりますが、被災後、地域の高校生や中学生が悪条件の中、大人とともに被
災地の片付けや復興に向けた活動に積極的に取り組む姿が見られました。
　県内の高校生も、常日頃より地域貢献の活動にも熱心に取り組んでおります。地域の環境美化のほか、保
育施設や高齢者や障がい者の方々が利用する施設での支援や交流、伝統芸能の伝承や地域行事への参加など、
地域の事柄に関心を持ち、活動しています。本日御参加の皆様の地域でも若い世代が、地域を盛り上げてく
れているのではないでしょうか。人口減少や地域活力の低下が課題としてあげられておりますが、若さ溢れ
る高校生の行動力は、大人にも大きな力を与え、地域を元気にしてくれます。私たち行政といたしましても
若い世代が希望を持ち、学び、働き、暮らし、活躍できる環境を整え、それぞれの土地への定着、あるいは
回帰を促してまいりたいと考えております。
　結びに、東北地区高等学校ＰＴＡ連合会、各県高等学校ＰＴＡ連合会、各単位ＰＴＡのご発展と、会員の
皆様の御健勝と御活躍を祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。
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来賓祝辞�

山形市副市長

齋藤　順治（佐藤孝弘山形市長 代理）

　山形市で副市長を務めさせていただいております齋藤順治でございます。本日、佐藤孝弘市長にご案内を
賜りましたが、市長は今日から秋田県横手市に公務で出張中でございます。こちらに伺うことかないません
でしたので、市長からの歓迎の御挨拶を変わりまして述べさせていただきます。
　このたび東北各地から多くの皆様をお迎えし、第６８回東北地区高等学校ＰＴＡ連合会山形大会が本市を会
場に盛大に開催されますことは誠に喜ばしく、お越しいただきました皆様を山形市民とともに心から歓迎を
申し上げます。また、皆様におかれましては日ごろから生徒たちの生活指導や教育環境の改善に尽力され、
教育の向上発展にご貢献をいただいておりますことに対しまして厚く御礼を申し上げます。
　さて、未曾有の被害をもたらしました東日本大震災から８年もの月日が経過をいたしました。この災害は
大きな悲しさと喪失感を与えるものでありましたが、次代を担う若者に命の尊さを伝えるメッセージとして
引き継がれていくものであると感じているところです。山形市では教育振興基本計画におきまして「いのち
が輝く人づくり」の実現を基本理念としており、健やかで心豊かな子供たちの成長を見守り生きる喜びを実
感できる教育を推進していきたいと考えております。また、教育の原点であります家庭と社会の連帯意識な
どの学びの場である地域社会が、役割と責任を十分に果たしながら連携協力していくことが重要であり、そ
の中で大きな力を発揮していただくのがＰＴＡの皆様方であると存じます。このような中、東北地方の高等
学校ＰＴＡ活動に携わる皆様が一堂に会され統一したテーマのもと、研究協議や講演を通して研鑽を積まれ
ますことは誠に意義深いことであります。本大会が実り大きいものとなりその成果がそれぞれの地域でのＰ
ＴＡ活動の充実・発展の大きなはずみにとなりますことを御期待申し上げます。
　結びに、開催に当たりご尽力をいただきました関係者の皆様に心より感謝を申し上げますとともに本大会
の御盛会と東北地区高等学校ＰＴＡ連合会の益々のご発展、並びにご参会の皆様方のより一層の御活躍を御
祈念いたしまして歓迎の挨拶といたします。
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受賞者代表謝辞�

岩手県高等学校ＰＴＡ連合会
顧　問

渡辺　正和

　皆さん、おはようございます。
　私は岩手県高Ｐ連の会長を４年間務めました渡辺と申します。この間、おととしは東北地区高Ｐ連の会長、
昨年は東北地区高Ｐ連の副会長を務めさせていただきました。ただいまは、感謝状を頂戴しまして、誠にあ
りがとうございました。受賞者、表彰者を代表して一言御挨拶申し上げます。
　ＰＴＡ役員４年間務めましたけれどもその間勉強の連続だったなあというふうに感じています。ＡＩとか
ＩＣＴの発達に伴って、子どもたちの未来がどうなるかわからないということで、それを研究したり、今大
人として何をすることができるのかということを勉強したり、それから高大接続改革って何だろうと勉強し
たり、それが今行われているのはなぜなのか、スマホと子ども達がどう向き合うべきか、それに対して大人
はどう対応していくべきなのか、いろんなことを学んだ４年間でした。さらにそれを会員にどう伝えていく
のか、研修でどう伝えていくのか、会報でどう伝えていくのかこれもまた勉強の連続でありました。ＰＴＡ
活動というのは子どもの健全育成をテーマとした学び、まさに生涯学習なのだと感じた４年間でした。学ん
だ者の責任としてそれを活用していく責任もあると感じています。ＰＴＡ活動を通して学んだ多くのことを
ＰＴＡ活動の卒業生として社会に還元していくことをお約束して、私からの感謝の言葉とさせていただきま
す。本日は誠にありがとうございました。
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大会スナップ⑶�
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第６８回東北地区高等学校ＰＴＡ連合会�
山形大会　研究協議

（研究協議テーマ）

子どもたちの自立を支え、家庭・学校・地域が一体となった地域創生をめざすＰＴＡ活動

□　コーディネーター　佐藤　俊一�（山形県高等学校長会会長・山形県立山形東高等学校長）

□　指導助言　　　　　安藤　耕己�（山形大学地域教育文化学部�地域教育文化学科�准教授）

□　発表テーマと発表者

県名 発　　表　　題 発表者・所属校

秋　田
「恕心・誠心・協心（三心の訓

おしえ

）」の実践
～夢に向けての協働～

秋田県立横手城南高等学校
　ＰＴＡ会長　遠藤　千秋

青　森
本校ＰＴＡの活動報告

～学校と保護者をつなぐ活動について～
青森県立百石高等学校
　ＰＴＡ会長　河村　信男

岩　手
関わることと楽しむこと

～多くの会員を巻き込むために～
岩手県立一関第二高等学校
　ＰＴＡ会長　吉田真梨子

宮　城
『sowzoU』の種を育む活動
～新しさはここから生まれる～

宮城県宮城野高等学校
　ＰＴＡ会長　西城　一孝

福　島
地域、日本、国際社会で活躍できる人材の育成をめざして
～福島スーパー・イノベーション・ハイスクールの取組～

福島県立磐城高等学校
　ＰＴＡ会長　大川　勝正

山　形
子どもと共に学び、支えるＰＴＡ活動
～一人ひとりの成長と自己実現に向けて～

山形県立酒田西高等学校
　ＰＴＡ会長　堀　　宏一
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発表者
秋田県立横手城南高等学校
ＰＴＡ会長

遠藤　千秋

　本校は大正２年に横手町立実科高等女学校として開校し、平成２０年に第五次秋田県高等学校総合整備計画
に基づき、男女共学校として新たなスタートを切りました。
　その際に新たに今回の発表のテーマでもある校訓「恕心・誠心・協心」の三心の訓（教え）が設定されま
した。
　恕心…人を思いやる心、人への思いやりを大切にする心。普遍的な愛。
　誠心…まごころ、誠の心。誠意を尽くして人や物事にあたる心。
　協心…力を合わせてともに頑張ろうとする心。お互いに心をかよわせて和する心。

本校のＰＴＡ活動についてご紹介します。
①　スクールカレンダー
　�　スクールカレンダーを作成し、毎年４月に各家庭に配布しています。学校の年間スケジュールが記入さ
れているので、子ども達だけではなく、保護者も事前に計画的に予定を立てることができ、学校行事等に
参加しやすい配慮がなされています。カレンダーには日常のマナーを強調する標語も掲載されており、
日々の生活の注意喚起としても活用されています。標語は、生徒、保護者、先生方から募集しており、選
考されたものが掲載されています。その選考にはＰＴＡ役員も担当しています。カレンダーのイラストは
生徒の作品を載せ、親しみのあるカレンダーになっています。
②　模擬面接会
　�　毎年９月には３年生の公務員や就職を希望している生徒に対し、ＰＴＡ役員による模擬面接会を行って
います。色々な経験を持つ保護者が面接官となることで、試験直前の心構えができることや、様々な視点
からの質問に臨機応変に対応できるようになることが期待されています。
③　朝のあいさつ運動
　�　朝のあいさつ運動期間には、登校時にＰＴＡ役員が校門のところで生徒たちと元気にあいさつを交わし
ています。本校の子どもたちは明るく元気にあいさつができる子どもたちです。日頃から、あいさつをす
る習慣がしっかりと身についており、協力した役員も清々しい気持ちであいさつ運動に参加できたという
声が聞こえてきます。この活動は、子どもたちの朝の様子を知ることができるとともに、普段接すること
のない他の子どもたちと身近に触れあうことのできる貴重な機会となっています。

「恕心・誠心・協心（三心の訓
おしえ

）の実践」
　～夢に向けての協働～
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④　ＰＴＡ会報
　�　ＰＴＡ会報の発行は今まで年２回でしたが、学校からの情報提供の時期や内容をタイムリーに知りたい、
と保護者からの要望があり、年３回の発行に変わりました。このことにより、多くの情報を得ることがで
きるようになりました。また、原稿を含めてＰＴＡ会員に協力をお願いし、ＰＴＡ活動の内容や保護者の
声が聞こえる会報になるなど、より良い改善が見られるようになりました。その他、研修会や交流会の参
加についての呼びかけや参加者の感想を掲載し、保護者としての見聞を広める機会が提供されています。

─地域との連携─
　目まぐるしく変化する社会情勢の中で、たくましく生きる力を備え、自立した子どもを育てるためには、
家庭、学校だけではなく地域との連携が不可欠であると考えます。自分の生活している地域に目を向け、ボ
ランティア活動や全生徒が行うインターンシップでの就業体験により、社会との関係性を学び、ふるさと秋
田を再認識することができると思われます。家庭、学校、地域が同一の目線で、情報共有をしながら、未来
を担う子どもたちを育てていくことの必要性・重要性を感じています。

─今後の取り組み予定─
　高等学校は、小中学校と違い広域から子どもたちが通学しているため、ＰＴＡ会員同士の顔も分からず、
交流する機会も少ないという現状があります。また、保護者の就労形態も多岐に渡るため、ＰＴＡ活動への
参加も難しくなっています。会員が参加しやすい、また、参加したいと思うＰＴＡ活動を現在模索中であり
ます。高校が保護者として人生最後のＰＴＡ活動であるということを、保護者自身に認識してもらい、参加
しやすい環境作りを学校と連携しながら進めていきたいと考えています。そして、子どもたちが将来への夢
を持ち、羽ばたいていけるように、また、壁にぶつかり挫折を経験した時には、温かく見守り、支えられる
ように、親として子どもと共に成長できる活動をしていきたいと考えています。
　横手市は平成１７年に８市町村が合併した市です。そのひとつである旧横手市内には高校が３校あります。
「地域の子どもは地域で育てる」ということが言われており、学校と地域との連携を保つよう働きかけをし
ていますが、学校同士の関係は希薄になってきています。そこで、ＰＴＡ役員が主体となり、この３校の連
携を図ろうと動き始めました。今までは各学校単位で活動していたことを３校合同で行うことで、地域全体
で子どもたちを育て、見守るという意識が生まれることを期待しての試みです。
　手始めに、ＰＴＡ会員の交流会の企画を立案中です。地域のバレーボール大会を開催し、交流会を開催予
定です。ＰＴＡ会員の交流が促進されると、地域連携活動や講演会など多彩な動きにつながることが見込ま
れます。まだ手探りの状態ではありますが、今後、連携を強化することで、子どもたちの健全な育成に寄与
し、子どもたちの「恕心・誠心・協心」の心の実践のために学校と協力していきたいと考えています。
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発表者
青森県立百石高等学校
ＰＴＡ会長

河村　信男

Hello�everyone�ladies�and�gentlemen.
I�am�Nobuo�Kawamura,�chairperson�of�parent–teacher�association,�
Aomori�Prefectural�MOMOISHI�High�School.
Thank�you�for�your�socializing.
（改めて日本語で）
　ご来場の皆さんこんにちは。私は青森県立百石高等学校ＰＴＡ会長の河村信男です。
　最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

─○数字は発表シート番号─

①これから「本校ＰＴＡの活動記録」学校と保護者をつなぐ活動について発表いたします。

②御覧の内容で進めていきます。

③学校の沿革です。
　昭和２３年青森県立三本木農業高等学校百石分校として開校、
　平成５年家政科を改編し食物調理科を開科、
　平成３０年創立７０周年記念式典祝賀会を行いました。
　平成３１年普通科は第１期実施計画により１クラス減の募集となりました。

④次に「学校規模」です。御覧の通りです。

⑤�次に「学校の特色」です。ご覧の７項目になりますが、特に２項目目と７項目目が百石高校ならではの特
色です。

⑥�平成２７年、これまでの教育活動が高く評価され、キャリア教育優良校として「文部科学大臣表彰」を受け
ました。これは、キャリア教育の充実発展に尽力し「顕著な功績がある」と認められ、地域やＰＴＡなど

本校ＰＴＡの活動報告
～学校と保護者をつなぐ活動について～
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の関係団体との連携や、世代を超えた人々との交流や学校と地域の協力体制が構築されているなどが評価
されました。�

⑦�食物調理科の希望者で結成される家庭科クラブが実践の場として「高校生レストラン」実現の可能性につ
いて、模索していたところ、平成２８年に町と共同で意見交換会を開催する機会に恵まれました。これを機
に学校、行政、企業が連携し、「高校生レストラン」の検討が始まり同年８月に学校、行政、企業、後援
会の４者間で、覚書を交わすことになりました。

⑧�同年９月に「高校生レストラン」をオープン。学校で身に着けた知識や技術を生かす場として高校生レス
トランを開業し運営することで職業観や勤労観を育み世代を超えた人々との交流を通すことで地域活性化
に貢献し有用な人材の育成につなげます。

⑨「高校生レストラン」の活動が新聞にも取り上げられました。

⑩�ラジオ番組やテレビ番組の「アップルワイド」「わっち」「町の広報誌」で紹介され　雑誌などにも掲載さ
れました。

⑪�活動の様子です。接客前のミーティング、高校生自らの仕込み、案内の様子が、写真から伺えると思いま
す。

⑫ここで、約１分少々、高校生レストランの映像を流しますのでご覧ください。

⑬�余談ですが、青森県の県立で唯一調理師免許が取得できる高校が、県立百石高校です。厚生労働省の各種
規則に従って条件を整備し、調理師養成の施設として認可を受けています。

⑭次に「志望倍率の動向」です。御覧の通りです。

⑮次に「平成３０年度卒業生」の進路状況です。こちらも御覧の通りです。

⑯ここから昨年度のＰＴＡ活動になります。

⑰�次に「挨拶運動について」です。健全育成委員会を中心に年２回実施しています。参加延べ数も１回目３４
名２回目参加延べ数２０名の計５４名となっています。参加する保護者の担任学年主任も顔を出し積極的に生
徒とコミュニケーションをとりつつ、挨拶運動に合わせて生徒等の制服の着こなしチェックもおこなって
います。

⑱�次に「挨拶運動の風景」になります。健全育成委員会を中心に挨拶運動を実施しています。こちらから挨
拶する前に生徒達からしっかりとした元気な挨拶の声が飛び込んできます。参加した保護者も　負けずに
元気な返事をしています。保護者、教職員、生徒達も、お互いが気持ちのいい、朝を迎えられました。

⑲�次に「ＰＴＡ環境整備風景」です。体育祭に備えて「グランド整備」「側溝の泥上げ」「体育館倉庫の整理
整頓」「周辺のゴミ拾い」「玄関清掃」を行いました。教員１６名、生徒は１４３名と多く、保護者は１３名と少
ないものの、生徒が部活動に所属している保護者の参加が多かったです。環境整備終了後は慰労を込めて
パン等の軽食を参加者に配りました。
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⑳文化祭「たかしお祭」についてです。

㉑�文化祭では研修委員会を中心に「おふくろショップ」「おやじの会」を出店し、「おふくろショップ」のメ
ニューでは「揚げたこ焼き」と「サーティーワンアイスクリーム」を提供しました。

㉒「おやじの会」は父親を中心とした店を出店し、メニューは定番の「じゃがバター」です。

㉓�こちらは文化祭の風景です。上段左側の写真は事前に、「サーティーワン」に赴き、店員さんの指導のもと、
アイスクリームを盛る研修を行い、当日は、行列ができるほど盛況で、文化祭終了前に、完売しました。
下段中央の写真は、おやじの会で、「じゃがバター」を販売しています。小学生低学年限定で、ジャンケ
ンに勝ったら、１個サービスして、思いのほか大人気でした。右下段の写真は、父親がジャガイモを、我
が子のように、一生懸命愛情込めて、洗っている姿です。

㉔�次は「研修旅行」です。研修委員会が場所を選定し、マンネリ化しないように、計画を練っています。毎
年の研修旅行には教職員、保護者等を含め、約３０名程度の参加があり、小学生の参加も多く好評でした。
研修計画では、多くの意見、情報提供があり、充実した会議になりました。昨年度の研修先は岩手県。研
修委員会では「父親の参加」を増やすため、手づくり酒蔵「あさ開酒造」、地ビール製造の「ベアレン醸
造所」を研修場所に入れました。
　�　食事はみんなで楽しんで、「盛岡冷麺」や「じゃじゃ麺」、「焼き肉」を堪能し、それぞれの思いを胸に、
帰路につきました。

㉕�終わりに、学校教育は大きな転換期を迎え、学校教育も「量」から「質」へと変化しつつあります。その
一方で、かつてない人口減少で、少子化による影響は、学校存続の、大きな問題となっています。今後の
課題ですが、ＰＴＡで何ができるのかを、学校とともに、行政を含め、真剣に、考えなければなりません。
現に、ＰＴＡ総会出席率、各学年ＰＴＡ出席率の低下で、ＰＴＡ活動を、積極的に模索し工夫しなければ
なりません。また、今年度は学級削減により、今後のＰＴＡ会費等の値上げの必要性を視野に入れ、知恵
を出し合い、考え、行事等の精選を行っていく必要性があると感じます。「ＰＴＡ活動の理解を得るため
にも、だれでも楽しく、面白く、気が楽に参加できるような、活動環境を見直す時期に来ているのかもし
れません」そう感じるのは会場に居られる皆さんも同じではないかと思います。

㉖以上で発表を終わります。
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発表者
岩手県立一関第二高等学校
ＰＴＡ会長

吉田真梨子

　皆さん、こんにちは。これから岩手県立一関第二高等学校のＰＴＡ活動について発表します。
　本校は明治４０年に創立、今年度１１２年の歴史を刻む県内有数の伝統校です。同窓生は約３万人をかぞえ、
地元はもとより、全国各地の様々な分野の第一線で活躍しております。
　平成１６年に総合学科高校として新しい歩みをはじめ、子どもたちは自分の進路希望を実現するために５つ
の系列で、学習に、資格検定取得に前向きに取り組んでいます。また、部活動やボランティア活動にも熱心
に取り組み、毎年インターハイや全国高校総合文化祭に参加するなど、文武両道を心がけています。

　さて、本校のＰＴＡについて紹介します。
　本校のＰＴＡの組織は、学級理事を含めて約４１名の役員で構成されています。学級理事の選出にあたって
は、例年選出に苦慮するクラスが少なからず出ています。

　具体的な活動について説明します。
　全体的な取り組みであるＰＴＡ総会は、出席会員を増やすことが他の学校と同様に本校でも大きな課題と
なっています。

　次に、学年ごとの取り組みについてです。
　総合学科高校という特性から、進路実現のための系列選択・科目選択、各種ガイダンス等、保護者の理解
も必要な内容について学年ＰＴＡで取り上げるため、各学年とも出席率は５割から６割と比較的高いものと
なっています。

　本校における各委員会は４つの活動に分かれて展開しています。
　母親委員会は、例年教養講座の開催と他校との交流を行っています。昨年度は教養講座でハーバリウム制
作を実施し他校との交流では「紙すき体験」に参加しました。
　続いて、会報編集委員会についてです。　
　年３回発行していたものを、昨年より２回発行としました。平成２９年度は県の広報誌コンクールで優良賞
をいただくなど、編集内容、体裁等は保護者だけでなく外部からも好評です。
　行事担当委員会は、文化祭での「餅ふるまい」と「登校時ひとこえ運動」の取り組みがメインとなります。

関わることと楽しむこと
～多くの会員を巻き込むために～
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ＰＴＡでは「餅ふるまい」を企画し、子どもたちに伊達藩時代から長く続く地域の伝統食文化の一端に触れ
てもらうと共に、一緒に文化祭を盛り上げています。「登校時ひとこえ運動」は、生徒会、地域のスクール
ガードの方々、警察の協力を得て約５０名という大規模なものとなっています。
　最後に、研修委員会を紹介します。
　本委員会はＰＴＡ研修旅行を企画し実施しています。昨年は東北高Ｐ連大会の開催県である福島県の会津
地方を選定・訪問し、その歴史と風土にふれるとともに、参加者相互の交流を図ることができました。

　ここで、本校ＰＴＡ活動の課題について述べてみたいと思います。
　まず、「役員選定」の難しさです。
　学級理事の選出は、各クラスから２名選び、それにクラス数を乗じて学年全体の学級理事の人数としてお
り、各学年ともに学級理事の選出については苦慮していました。そこで規約を改正し、クラスごとではなく
て学年全体で役員の数を満たせばよいこととしました。これで、学級理事をしてみたいという方が特定のク
ラスにかたよっても、その方々気持ちをくみとることができるようになりました。
　加えて、入学前の中学校訪問や事前アンケートの実施などによって、ＰＴＡ活動に協力できる方の掘り起
こしに努めました。その結果、今年度入学生の保護者からは、こちらの予想を遙かに上回る多くの前向きな
返事を頂き、入学式当日の学級理事の選出がこれまでになくスムーズになりました。
　次に「総会への出席率向上の難しさ」についてです。
　本校でも総会を休日に設定したり、授業参観、音楽部や吹奏楽部、太鼓道場部のミニコンサートと抱き合
わせたりと、工夫をしていますが、決定的な効果には結びついておりません。

　まとめとして、これからのことに少し触れたいと思います。
　入学式前に新入生の保護者に実施したアンケートを通じて、ＰＴＡ活動に参加してもよいと考える保護者
が予想以上に多いことに気づかされました。様々な行事や企画など、工夫次第で、この潜在的な会員を中心
として参加者を多く取り込めるのではないかと考えます。そして、一人でも多くの会員がＰＴＡ活動に「関
わり」そして「楽しむ」機会を増やすことで、会員の皆さんがより身近に学校を感じ、より深く学校の教育
活動に関心を寄せ、子どもたちの活動に眼をむけて頂けるのではないかと考えています。ひいてはそのこと
が本校ＰＴＡ活動のさらなる活性化につながっていくものと考えます。
　以上で本校の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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発表者
宮城県宮城野高等学校
ＰＴＡ会長

西城　一孝

　本日は、本校のＰＴＡ活動のリアルを映像にてご紹介したいと思います。
　テーマは「sowzoU の種」を育てる活動です。Ｓ・Ｏ・Ｗは種を植えること、Ｕは「あなた」を表し、音
に出すと「そうぞう」、すなわち、保護者・こども・教師が一つになり「クリエイティブな活動を目指すＰ
ＴＡ」でありたいと言う思いです。
　どうぞ、ご覧ください。（映像「動画」７分）
　映像に収めたものは、ほんの１部分にすぎませんが、
本校ＰＴＡ活動の様子を観て・聴いて・感じていただ
けましたか？
　ＰＴＡ役員は総勢８８人、「一人ひとり出来ることを
出来るときに行う」ことを基本に活動し、いつも「ベ
ストの活動を求め」変化を続けています。
　今回のビデオ作製にしても、変化を常に作り出す姿
勢の表れだとご理解下さい。
　また、映像に収めることは出来ませんでしたが、本校ＰＴＡメイン行事「ＰＴＡカフェ（年４回開催）」
においては、これから高校を選ぶ親御さんから「親の視点」から進学アドバイスを求められたり、校則や部
活動のない学校生活の様子を尋ねられたりと、同じ世代の子を持つ親同士の情報交換の場・本校ＰＴＡ会員

同士の交流の場ともなっております。
　さて、ビデオでご覧いただいたように、保
護者・こども・教師でＰＴＡ活動を創造して
いくのが「宮城野スタイル」であり「宮城野
ＰＴＡ」です。
　来年には２５周年記念事業も控え、「そうぞ
う」のもとに新たなＰＴＡ活動２５年目を作っ
ていくことになります。
　本日はご覧いただきありがとうございまし
た。

『sowzoU』の種を育む活動
～新しさはここから生まれる～
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発表者
福島県立磐城高等学校
ＰＴＡ会長

大川　勝正

　東北のハワイ、福島県いわき市からやってまいりました。磐城高等学校です。
　私、本年度のＰＴＡ会長を仰せつかっております大川と申します。どうぞよろしくお願い致します。磐城
高校ＰＴＡの発表を始めます。
　今回の発表のテーマは、「地域、日本、国際社会で活躍できる人材の育成を目指して、～福島スーパー・
イノベーション・ハイスクールの取組～」でございます。

　まず、磐城高校の概要をご説明いたします。
　本校は１８９８年、明治２９年に開校致しました。校是は「知性と責任」学校スローガンは「積極果敢に最先端
へ加速し、可能性の無限軌道へ」でございます。平成２８年には創立１２０周年を迎え、創立１２０周年記念式典を
挙行する事が出来ました。これもひとえに、県教育関係の皆さま、歴代の先生方、卒業されました３万５千
名を超える先輩方、そして何より、本校を支えて頂いております、地域の皆様のお力添えの賜物と心から感
謝申し上げます。
　本校は１００年以上男子校として歴史を築いて参りましたが、２００１年、男女共学となり、現在ではその男女
比率はほぼ５対５となっております。男子校特有の所謂「バンカラ」でした校風も女子生徒の入学により、
徐々に「お上品」に変わりつつあると感じております。
　１学年２８０名７クラス、２学年２７７名７クラス、３学年３１６名８クラスで構成されており、現在生徒数は８７３
名です。クラス替えを毎年行い、それぞれの進路希望、受験希望に合わせて国公立大学、私立大学、文系、
理系と難関校合格へ向けてのカリキュラムが用意されております。さらに平成２３年から２８年度まで文部科学
省のスーパーサイエンススクールの指定校として、先進的な理数教育に取り組んでまいりました

　本校の精神「文武両道」により、部活動も活発に行われております。吹奏楽部は、毎年全国大会へ出場し
ており高い評価を得ております。また昨年はテニス部、本年度は、ラグビー部が７人制で全国大会へ出場し
ております。野球部は甲子園にも度々出場しており、昭和４６年には硬式野球部が第５３回全国高等学校野球選
手権大会で準優勝しました。

　生徒たちは、日々勉強と部活動を両立させ、充実した毎日を過ごしております。
　わが校は、２年に一度「高月祭」という文化祭が行われます。高月祭実行委員長のもと２日間行われ、初

地域、日本、国際社会で活躍できる人材の育成をめざして
～福島スーパー・イノベーション・ハイスクールの取組～
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日のクラス毎の仮装行列は市内繁華街を練り歩き、その後の前夜祭、翌日の一般公開等、そのほとんどが生
徒の自主運営で執り行われているのも特徴です。また、ラグビー部は、毎年こどもの日にまちのお神輿を担
ぎ、地域の皆様とのふれあいも大切にしております。

　次に本題の「福島イノベーション・コースト構想」についてご説明させていただきます。
　「福島イノベーション・コースト構想」は、東日本大震災及び原子力災害によって失われた浜通り地域等
の産業を回復するため、新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクトです。
　廃炉、ロボット、エネルギー、農林水産等の個別プロジェクトを進めるとともに、産業集積や人材育成、
交流人口の拡大に取り組むもので、今後の福島復興の切り札になっていく事業です。
　福島県は３地区に大きく分かれて構成されています。山側の会津地区、真ん中の中通り地区、海側の浜通
り地区です。ちょっと難しい言い回しですが、我々浜通りに住むものとしては、震災・原発事故からの復興
と向き合わなければならず、避けては通れない問題が数多くあります。復興に向けたイノベーション（技術
革新）をコースト（浜通り）からという活動です。浜通りの復興は浜通りから、という趣旨のもと国から多
くの支援をいただいております。

　その中で、我が磐城高校は、「スーパー・イノベーション・ハイスクール（ＳＩＨ）」に位置づけられ、こ
の構想を牽引するトップリーダーの人材育成に努めております。将来、地元で起業する人材、廃炉・エネル
ギー等の研究者となり地元に還元できる人材を育成するための教育プログラムを実施しています。このほか
にも工業専門、農業専門などのイノベーションハイスクールがございます。

　福島スーパー・イノベーション・ハイスクールとしての取り組みについてご説明します。
　大きく４分野の活動に取り組んでおり、「最先端分野の学習」「地域理解に向けた探究活動」「高度な探究
活動」「医学・医療系人材育成支援」という活動を通じで、トップリーダの育成を目指します。

　次に各活動についてご説明します。
　「最先端分野の学習」です。東北大学の主に理系学部の最先端研究 ( サイクロトロン）見学や、筑波大学、
山形大学、宮城教育大学へ出向き模擬授業を受け進学実現に向けた意識向上を図っています。また電子黒板、
タブレットを使用した授業を行い、各教科の理解を深める活動を行っています。
　次に、「地域理解に向けた探究活動」です。これは面白い活動です。地元企業から出された課題を、高校
生が話し合い、とりまとめ、解決案をパワポ、タブレットなどを使用し企業に提案するものです。また、現
在の海岸の復興の様子をドローンを使用して俯瞰の視点で学び、今後について学んでいます。

　次は、「高度な探究活動」です。夏休み期間、東北大学において、普段の学校生活では目にすることがで
きない研究者の様子を間近で見たり、イギリスの高校生と一緒に実験を行い、災害やエネルギー等の今後の
世界の課題ともなるテーマについてグローバルな視点を養う活動。また本校にてドローンアカデミーを開催
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し、操作・活用方法を学んでいます。
　最後に「医学・医療系人材育成支援」です。
　地域医療に貢献する人材育成に向けて、医療の現場見学や、現場の医師による出前講義などを通して、医
療についての理解を深める。本校卒業生、現役医師と座談会形式による意見交換会を行い、医師を目指す
きっかけや、最新の医療現場のお話などを伺う。医師・医大生による医学への招待、医学、医療現場を身近
に感じる学習を行っています

　我々ＰＴＡは普段の活動に加え、福島スーパー・イノベーション・ハイスクールとしての役割を果たすべ
く、保護者としてどう関わっていけばよいか考慮し新たな活動を始めています。
　一つが、「キックオフセミナー」への参加です。昨年、今年度も参加させていただきました。毎年、福島
イノベーション・コースト構想推進機構の先生をお呼びして、この事業の内容を、生徒、保護者も交えて講
演していただいております。イノベーションコースト構想は、多岐にわたる事業があります。その中で、自
分たちに何ができるかを考える機会になっています。
　二つ目は、今年度からの新しい取組です。保護者アンケート・進路懇談会の実施です。
　トップリーダーの人材育成に欠かせない生徒一人ひとりの進路実現に向け、進学に関するアンケートを行
い、懇談会で情報、受験に対する意識の共有を図ります。卒業生保護者の方の思いや反省、また現役保護者
の受験に対する不安など、率直に伺い、来たるべき受験に向けてしっかり準備をます。子供たちの進学がよ
り良いものになるよう、学校だけではなくわれわれ保護者も学ぶべきではないか、と考えています。
　三つめは、イノベーション・コースト構想活動のお手伝いです。
　復興、廃炉の「現場」へ出向く活動の中で、地域企業や、卒業生の力を頼らざるを得ない状況が数多くあ
ります。特に、地元企業様の協力は欠かせないものとなっており、磐城高校ＰＴＡとして、ＯＢ，ＯＧによ
るネットワークを駆使してこの事業への参加をお願いしております。

　昨年から始まったばかりの事業で、我が高校も手探りの状態での活動が多いのが実情です。
　取組と反省を踏まえ、より良い活動になるよう我々も学んでいく必要があります。これらの活動を通して
感じることは、「現場」に直接かかわることが多いのが特徴だな、ということです。最先端の「現場」、被災
の「現場」、廃炉の「現場」に直にかかわり、「現場」の問題を分析・把握し、どのような技術で、どう解決
していくかを子供たちは学んでいます。震災時に、小学校低学年だった生徒たち。あの時の経験はしっかり
覚えている年代です。それまでの町が崩壊し、それが大きく変化してきているのを目の当たりにして成長し
ています。
　この活動を通して、地域を担うリーダーが一人でも多く出る事を願うばかりです。
　ご清聴ありがとうございました。
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発表者
山形県立酒田西高等学校　
ＰＴＡ会長

堀　　宏一

　ようこそ、山形県へ。山形県の北西、沿岸部にある酒田市より参りました。山形の夏の名物と言えば、冷
やしラーメン、冷たい肉そば、冷やしただし、冷やしシャンプー。私の個人的なお勧めは親鳥から取った
コッテリスープが後を引く冷たい肉そばです。

　それでは、山形県立酒田西高等学校のＰＴＡ活動報告を発表いたします。

　本校のＰＴＡは各クラスから全日制３名、定時制１名が選出され、保護者評議員４３名と教職員全員が評議
員となり、そこから各専門委員会に分かれ活動しております。

　まずは、専門委員会の主な活動です。
　総務委員会は、ＰＴＡ正副会長、各年次委員長が所属し、ＰＴＡ全体の問題についての協議や、対外的な
会議や研修大会へ参加しております。その他に、地区高等学校ＰＴＡ協議会研修会の運営に携わるなど研修
を深めております。

　健全育成委員会では、地区生徒指導協議会と連携して、年二回の交通街頭指導や学校周辺の交差点を中心
にあいさつ運動をしております。また、年一回の電車利用生徒の駅構内や車両の中での利用状況について観
察と声かけ活動をしております。また、保護者に向けての自家用車送迎時のルールを設定し注意喚起を行っ
ています。結果として大きな事故や地域とのトラブルの報告もなく、生徒の健全な学校生活のサポートが出
来ていると思っております。

　調査広報委員会です。年２回のＰＴＡ広報誌「はまなす」の発行がメインになります。前期の内容は新年
度の役員、職員の紹介などを中心に編集し、後期はＰＴＡ行事やアンケートにもとづく特集を中心に編集し
ております。

　過去に東北地区コンクールに選出され優秀賞を受賞している進路対策委員会です。
　各年次と連携してコース科目選択研修会を開催しております。また、公務員、就職希望者対象の模擬面接
を行っており、保護者も面接官となり受け答えと回答内容の指導をしております。

子どもと共に学び、支えるＰＴＡ活動
～一人ひとりの成長と自己実現に向けて～
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　各年次が企画した進路研修では、１年次の参加率４８％、２年次の参加率４２％、３年次の参加率４８％と子供
の進路を題材にした研修は保護者の関心も高いように思われます。

　その他にも学校祭では「親の店」を出店しております。メニューはかき氷、おにぎり、カレーライス、フ
ライドポテト、ジュースを販売し楽しく参加しました。当然夜は居酒屋で打ち上げを行いこちらも楽しいひ
と時でした。

　次にＰＴＡ研修についてです。
　平成２５年までは大学訪問を実施しておりましたが、平成２６年度からは地元企業の訪問を実施しております。
目的は「子供の将来の就職について共に考える機会とする。特に上級学校卒業後あるいはキャリアを積んだ
後の地元就職について企業訪問を通して研修する。」としています。企業の選定は酒田市より支援をいただ
いております。また、地元企業からは「地域を活性化させたい、保護者から子供へ企業の情報提供をしてほ
しい。」との声掛けもいただいております。

　課題としましては、平日の開催となるため出席者は、企業側からの要望もあり最大２５名という制限もある
中で、参加は少ないということ。研修で得た情報を他の保護者とどのように共有していくか、ＰＴＡ広報紙
に取り上げてもらっているのですが、掲載できる情報量はごく限られている状況です。
　参加保護者の意見を紹介いたします。
　・各企業の職場環境や社員の方々の就業の様子が見て取れた。
　・各企業の社員教育、人材育成の考え方を見聞きすることができた。
　・�本校卒業の社員から地元就職までのプロセス、大学生時代に経験した就職に役に立った事を聞くことが

でき有意義であった。
　・保護者同士の交流を深める機会となった、また来年も参加し見聞を広げたい。
　・�東京圏一極集中の中、地元で働きたい子供の就職を支援出来るのではと考える。などとあり、参加者か
ら好意的な意見を頂きました。

　ＰＴＡ総会についてです。
　保護者の参加しやすい日時を検討し、開催は土曜日の午後に設定しました。総会前に、子供たちの学校生
活の様子を見て頂くため、授業参観を設定し、その後、体育館にてスライドで上映するなど対策を練っては
いるのですが、右のグラフのとおり、学校総会のみ参加率が下がるという結果になっております。
　アンケートの結果も紹介いたします、日時設定と総会の流れについて質問し、良いとの回答はどちらも４
割程度でした。欠席の理由は「仕事」が５９％、「行事の重複」が１８％という結果でした。
　※その他意見として
　・長時間ではあるが１日で終わるので良い。半日がかりで大変である。
　・学校総会、年次総会と年次研修会、学級懇談会は別日程が良い。
　・ＰＴＡ総会を２回開催している他校の例に賛成。（平日の夕方に２回目を開催）
　・「出席して話を聞いてみたい」と思う総会にしてほしい。などがありました。
　写真はＰＴＡ総会の様子です、確かに楽しそうではありませんね。
　
　多くの保護者の関心は、実際、子供たちが関わる身近な学年やクラス近況、進路状況等を題材とした研修
会といった所にあると思われます。

　アンケートの結果などから、全員が納得のいく総会運営をするこの難しさを改めて感じます。少子化によ
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るクラス減少に伴う保護者役員数、予算の減少にどう対応するかなども今後検討の必要な要素になってくる
と思われます。
　しかし、対策次第では、学校ＰＴＡ総会への出席者増も期待できるものと考えます。先生と生徒と保護者
と親密な対話が出来る学校との環境づくりをしていくことを目標に、貴重な意見を参考にして、学校の担当
者とともにより良い方向を検討していきたいと考えております。

　子供と共に学び、支えるＰＴＡ活動の継続により、魅力があり地域になくてはならない酒田西高等学校に
なると思っております。

　最後に、地域の方々をはじめ有煒同窓会、保護者、指導者など酒田西高校にかかわりのある全ての篤い支
援によって伝統ある学校を創り上げられてきたこと、本校が１２１年目を迎えられたことに心より敬意を表す
るとともに、今大会のためにご尽力されました関係者の皆様に、心より感謝を申し上げます。
　ご清聴ありがとうございました。
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質疑応答�
Ｑ：宮城県中新田高等学校ＰＴＡ会長　佐々木
　　�　各県代表の６名の皆様、本日の発表に向けた準備と本日の発表誠にご苦労様でした。各学校の発表を

聞きまして、学校ごと特徴のある発表だったと感じました。いろいろな課題がある中で私ども中新田高
等学校でも保護者の参加が少ないという課題があります。創立２５周年という新しい学校が宮城県にあり、
たくさんの保護者が参加される活発な活動をしている学校があることにびっくりしました。ＰＴＡ連合
会がある中で、ぜひほかの学校行ってみて交流を深めたいという希望があります。今後もしも可能であ
れば宮城野高等学校ＰＴＡ活動お邪魔してみたいと思いますが、どうでしょうか。

　　�　広報誌コンクールで受賞しました皆様もおめでとうございました。優秀賞の作品が紛失されるほどの
立派な作品だと思います。東北ＰＴＡ連合会にお願いなのですが、これらの入賞した作品をＰＴＡ連合
会の冊子にまとめていただいて、各学校に買い取っていただければ今後の会報誌の参考になると思いま
すがいかがでしょう。

　　　貴重なご意見を聞かせていただきありがとうございました。
Ａ：宮城野高校
　�　�　率直な意見としましては、「ウェルカム」でありますが、組織なので一度検討させてください。前向
きに検討します。ありがとうございました。

司会：私も参加してみたい学校です。
　　　それと広報誌の件、ご要望がありました。ぜひご検討お願いします。
　　　他にありませんでしょうか。

Ｑ：�福島県会津高等学校ＰＴＡ会長の室井といいます。青森県立百石高等学校の河村会長さんから報告があっ
たのですが、ハイスクールレストランをやっていらっしゃるということなのですが、週何回とか月何回
とか開催しているのでしょうか。

Ａ：�百石高等学校のレストランは年８回実施しております。高校生が自ら地元の食材を使って作り、安価で
提供させていただいております。６０食限定ではありますが、かなり人気がありまして、１１時オープンで
その時間前にたくさんの行列ができまして、時間内に完売してしまい、食べられない人も出てしまいま
す。

Ｑ：もうかってますか。
Ａ：�残念ながら、材料費、光熱費を引いた金額すべてが町の財源に入ってしまい、高校生が儲かったりはし
ていません。たた、技術の実践の場として身に付きますので、有意義な場であると思っています。
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指導助言�

山形大学地域教育文化学部
准教授

安藤　耕己

　本日は発表ありがとうございました。
　先ほど自己紹介を簡単に行いましたけれども、私は山形大学地域教育文化学部で社会教育主事養成課程を
担当しています。博士課程の途中までは民俗学を学んでいましたので、文化人類学や社会学をベースとして
研究してきました。主な研究テーマは青年団の研究です。つまり勤労青年の歴史研究です。私の職歴の中に
は、岩手県立盛岡商業高校の教諭としての３年間があります。そこで、これから働くという生徒とかかわり
を持ったことで、〈第３の生活領域〉ということに関心を持ちました。生徒にとっては、学校と家ともう一
つという仲間、労働者にとっては、職場と家ともう一つという居場所のことです。最近は「サードプレイス」
ともいいます。

　さて、ＰＴＡとは社会教育関係団体です。現在、私の専門が社会教育であること、さらに、現在私の立場
は山形県の社会教育委員であり、山形県及び市町村の社会教育委員及び関係者の方々の連合体である山形県
の社会教育連絡協議会の会長を仰せつかっているということから、助言者の依頼があったのかなと思ってい
ます。
　元高校教員であり、また現在は小学生の娘の親として、ＰＴＡの相互の目線でコメントできるのかなと思
います。また、教育学の教員としてそれを踏まえたコメントもできればと思っています。

　社会教育の立場で、学校と地域との連携、特に高校における展開について考えてみたいと思います。政策
的な話になります。学校はＰＴＡを構成する保護者のみなさまを始めとして、地域の多様な人々、あるいは
組織機関等との連携協働を必要としています。
　まずは学習指導要領の改訂がありました。２０１８年３月に告示され、２０２２年から段階実施されていく高等学
校の学習指導要領は次のような点がポイントになっています。
　①　何ができるようになるかを明確化すること。
　②　アクティブラーニングのような主体的、対話的で深い学びの実現を目指すこと。
　この２つにも大きく関わることですが、「社会に開かれた教育課程」と「カリキュラムマネジメント」の
確立ということがあります。「カリキュラムマネジメント」とは学校ごとにカリキュラムを計画し実際に運
用していくということです。３つのポイントがあげられます。
　①　教科横断的な視点で教科を編成していくということ。
　②�　ＰＤＣＡにもとづいた評価を行うこと。自己点検、自己評価、学校関係者評価、第３者評価まで行い
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教育の質を担保していくこと。
　③　地域における人的、物的資源の確保とその持続可能性を担保していくとこと。

　これらを踏まえた象徴的なことは、本年度からすでに実施されておりますが「総合的な学習の時間」を改
め、「総合的な探究の時間」という名称で探究学習を進めていこうということです。その際、マネジメント
という点で我々ができるのは、人的資源、地域の組織や機関等と密接な関係をもって、協働を前提としたカ
リキュラムを設計して運用していくということです。
　「社会に開かれた教育課程」も「カリキュラムマネジメント」と密接な関係があります。地域の人材の方々
との協働、あるいは組織、団体、ＮＰＯ、企業との関わりがあってこそ学校独自のものが展開していくこと
になります。
　「カリキュラムマネジメント」と「社会に開かれた教育課程」の実現ということは、地域学校教育協働活
動、それに基づく地域学校協働本部を、学校という組織と機関の間にコーディネーターを配置してうまくま
とめて動かしていくことになります。コーディネーターとしての地域学校協働活動推進員は、２０１７年の社会
教育法改定に伴い、法令に位置付けられています。

　そのコアにあるのが、学校運営協議会制度を導入したコミュニティースクールになります。コミュニ
ティースクールの構成員には多くのＰＴＡ役員が入っています。それは、役員単体ではなく、学校のＰＴＡ
全員が学校の運営に携わっていくということになるからです。
　おそらく高校では東北で初めてのケースは、山形県の小国高校の学校運営協議会です。小国町での保小中
高一貫教育は、それぞれ主管する機関が違いますので、その連携は難しいものがあります。また、秋田県の
六郷高校には地域学校協働本部が設置されており、学校と様々な地域の組織や機関との間に地域コーディ
ネーターが配置されています。これは先ほどの宮城野高校の例にあるようなＰＴＡだけでなく、学校以外の
団体と関わりを持っている例です。
　ＰＴＡの役員の方は、いずれやめなければなりません。その後、その仕組みを担保していくのにコーディ
ネーターを配置しているのです。これまでも小中学校の制度で非常に有効なことが示されています。高校で
は、六郷高校さんの取り組みも大変有効なのでないかと注目しています。

　今回の発表ですが、すべて生徒の主体性・能動性を感じさせる報告でした。多くが生徒に近未来を見通さ
せ想像させる、つまり１５年後、３０年後どうなるかでなく、卒業後どうなるかという近未来を見通せる取り組
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みになっています。その前提は将来の生業（なりわい）、つまり、どうやって食べていくかという見通しや
ビジョンを持たせるものです。特にインターンシップであったり、面接指導や進路探求やキャリア支援に保
護者がかかわることは、すごく大きいことです。一生懸命にかかわってもらえる大人や親の姿を見せること
に意味があると思います。

　私の所属している学部の学生に、「自分にインパクトを与えた人物を５人挙げてください。」という質問を
しました。まずは、親や家族のカテゴリー、次に先生が挙げられます。一部、スポーツをやっていた子ども
は、スポーツ少年団の指導者を挙げます。つまり、地域社会の中で、親や教員以外でこうなりたいというキャ
ラクターが出てきていないのです。

　社会学者のミルズなどが使った言葉で、「意味ある他者」があります。ある人の評価がすごく気になって
いて、その人の評価を自分の中に取り入れていくという存在の人という意味です。親や家族以外の「意味あ
る他者」としてのＰＴＡの関わりが大きいのです。「意味ある他者」を生徒に認識させる営みにＰＴＡ活動
は寄与しています。お手本の幅を広げるということは、生き方の幅も広げることにつながっていきます。「意
味ある他者」をたくさん増やしていくという意味でＰＴＡ活動をとらえなおす、意味づける、引き継いでい
く、または発展させていく方策を具体的に皆さんと共有できればと思います。

　私が大学院時代に指導を受けたのが、山形出身の教育社会学者・門脇厚司さんでした。「子供の社会力」
という本を著したことで有名かと思います。その門脇先生が９０年代に関わったスローガン「大人が変われば
子供も変わる」という話もこれまでの話と通じるところがあると思い、山形にもちなんで紹介し、まとめと
させていただきます。
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講　演�

常識を破って子どもを伸ばそう

隂山ラボ代表

隂山　英男氏

　皆さん、こんにちは。今日は、このような素晴らしい場に呼んでいただきありがとうございます。山形に
は、私が世に出始めた割と早い段階で呼んでいただき、先生方と交流したのを今でもよく覚えています。そ
して、昨日の情報交換会では、東北各県の先生方と交流させていただき本当にありがたく思っております。
感動したのはいいのですが、興奮して寝られなくなってしまい、昨夜用意していたデータを全部作り直しま
した。ちょっと量が多くなりましたが、要所、要所は皆さんにしっかりとお伝えしたいと思っております。

　さて、「常識を破って子どもを伸ばそう」という表題ですが、今まで皆さんが受けてこられた、あるいは
私達が指導してきた学習方法が、実はあまりよくなかったということが分かってきました。それは、漢字を
何回書きなさいのような宿題をだすと、漢字が覚えられなくなるということです。なぜかと言うと、１０回書
きなさいと指示されると１０回書くことばかりが目的化されて、最初に「へん」ばかり１０個書いて、次に「つ
くり」ばかり１０個書いて終了してしまう。今笑われた方はやったことがありますね。あれって要するに漢字
を覚えないように書いているわけです。頭を使っていないので、毎日やっていたら本当に覚えなくなります。
そこで、新しい方法というのが続々と出てきたので、その辺のお話をしようと思っています。

　まず１つ目は、「隂山メソッドは徹底反復学習である」ということですが、実は違います。僕はＮＨＫの
「クローズアップ現代」という番組で紹介されました。そのときに教え子が取材の中で言っていたのですが、
百ます計算をやらされたとか、漢字を一生懸命覚えさせられたという記憶がないということです。実はやっ
てはいたのです。やってはいたのですけれども、子どもが漢字練習をしたり、計算練習をしたりするのは当
たり前ことで、やらされた意識がないのです。それでは、私は何をやっていたのかと言うと、実はひたすら
理科の面白実験や社会科のフィールドワークをやっていました。いわゆる「探究」というものを最も重視を
していたのです。

　実は、百ます計算をやると子ども達は鉄棒やマット運動が上手くなります。鉄棒やマット運動はなかなか
難しい。相当に身体が柔らかく、筋力もあって、なおかつバランス感覚も必要です。なかなかできないので
何回も繰り返しやっています。子どもは自分が「伸びているな」と思ったら、見てもらいたいものだからど
んどん意欲的になっていきます。つまり自主性というのは、高度な能力によって支えられています。子ども
の頭の中ではバランスを整えたり、次の順番を考えたり、相当たくさんのことを考えて演技をやっています。
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　次は理科の勉強です。エジソンが京都の竹を使っ
てフィラメントの実験をしたという有名な話があり
ます。実はシャープペンシルの芯に電流を流します
と、これとほぼ同じことを実験できます。６年生の
電流の学習の追加学習です。このフィラメントが結
構光ります。燃え尽きると、切れてしまいます。

　次が音の伝わりを見てみようという映像です。学
校の横の山道に子ども達を５ｍずつ並ばせて、ピス
トルを撃ちます。順番に旗があがっていきます。つ
まり音の伝わりが目に見えるということです。子ど
も達も実際に見ることで理科について興味を持って調べるようになると思われるかもしれませんが、実はそ
うではなく、「見た瞬間」にもう頭が良くなるのです。ものすごい勢いで感動して、脳自体が強く動くとい
うことが学習なのです。
　音の実験では子ども達を２つのグループに分けて同じことをします。これだけで１時間使ってしまいます
ので、「探究」のようなものは準備と手間に時間がかかります。そこで、とにかく授業を高速化したいと考
えました。百ます計算や漢字でどんどん鍛えていって、脳というのはものすごく高まっていきます。その状
態で２、３時間分の教材をいっぺんに１時間ぐらいでやってしまいます。頭の働きが高まっている状態は、
子ども達にとって心地よくなってきます。ゆっくりした授業というのに飽きてしまいます。効果的な学習に
するためには、学習すべき内容を絞り込んで、できるだけ時間を短くしてやっていく。そのために教材を手
づくりにしていた。これが、私のやってきた「隂山メソッド」です。

　これを一言で言うと「勉強とは集中して何かをやっていくための練習」です。集中力をつけて成績を上げ
るというふうに当初は思っていましたが違うのです。集中してさっと、いろんなことをこなしていくように
するために勉強が存在するのです。したがって、分数をだらだらやるのは、実は勉強しているのでなく、だ
らだら覚えているだけなのです。だから、子ども達が学習をする時に短時間で終わせるものはできるだけ短
時間でやる。常識的には勉強というものは、３０分より１時間、１時間より２時間というふうに長くやった方
が良いと思われていますが、そうではなく、これだけの量を学習しなければいけないということが分かった
ら短時間でやり終えることが大切です。
　そこで、学習する際に絶対的に必要なものが出てきます。それは「時計」です。効果的に学習するために
は、脳を高度に動かす必要があります。朝７時にやるのか、夜７時なのかによって変わってきます。次に、
百ます計算をやろうと思ったら、やっぱりストップウォッチがいります。さらに、「問題集を何分でやるの
か、勉強何時間で終えるのか」といった学習時間の見積もりを持っておくことが大事です。だから、３０分で
できるものを１時間かけてしまったら、実は賢くならない勉強なのです。これをさっと終えていくためには、
自分自身が何分ぐらい集中できるのかということを分かっていなければなりません。それを毎日同じような
ことをやりながら、集中している状態を意識して学習しなければいけないということです。
　時計で時間を見て、そしてストップウォッチで百ます計算をはかり、カウントダウンタイマー、キッチン
タイマーみたいなもので残り時間を表示して追いこんでいく。３つ用意しなければならなくなります。全部
一体になった物がないかということで、SEIKOに作ってもらいました。それぐらい時間管理というものは
重要なものなのです。受験勉強でも学校の勉強でも、時間を意識しない勉強というのは絶対に良くない。勉
強は、難しいのをじっくりやるものだとするのは、間違った認識です。

　私が山口小学校で指導を始めた時は、１学年５０人の中から１人ぐらい地元の鳥取大学に行ったらいいかな
という状況でした。読み書き・計算と早寝早起き・朝ごはんをやりました。そうすると、３から４年間指導
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した子ども達が、６年後に大学入試で北海道
大農学部、東北大医学部、神戸大医学部、京
都府立医大、大阪大学理学部、名古屋大学医
学部にそれぞれ１人合格しました。どこの塾
や予備校にも負けない結果になったわけです。
つまり、基礎的、基本的な内容の学習の仕方
を変えたことによって、そういう結果が出た
ということです。

　私はその後、土堂小学校の校長になります
が、ここでも５０名の小学校１年生が入学をし
てきました。一昨年、その子たちが成人式を

迎えて集まってきて、５０人の進路状況が分かってきました。東大に１名、国公立の医学部に４名、阪大に１
名、神戸大に２名、九州大に１名、弘前大に２名、長崎大に１名です。いわゆる東大国公立医学部に１割、
それ以外の国立大に２、３割進学しました。つまり、小学校の学習内容がきちんと定着するということがそ
の先の可能性を広げるのです。
　なかでも、重要なのは小学１年生と２年生です。立命館小学校で私は役員として仕事をしていました。私
立の小学校ですのでお受験があります。入学試験の順位をつけて、１２０人に合格証を出します。この１番か
ら１２０番までの順位と、その後６年経って１番から１２０番までの順位の関係性は全くありません。しかし、小
学校の３年生ぐらいについた順位と小６の順位というのは、ほぼほぼ一致します。つまり、小１、小２の時
の学習の定着が実は結構運命を分けているわけなのです。
　となってきますと、皆さんこう思うわけですね。学力向上は高校では手遅れである。実は大丈夫です。な
ぜ大丈夫かと言うと、重要なのは小学校低学年の時の「学びそびれ」なんです。「学びそびれ」を高校生で
も小学校レベルのことをきちんとやることによって解消できるのです。話題になりました「ビリギャル」。
どうしようもないおバカな女子高生が、１年半頑張って勉強したら慶応に通りました。私の娘も最初の東大
模試はＥ判定からスタートしましたけれども、やっぱり大切なのは小学校時代の計算だとか漢字みたいなも
のを、さっと出来るようにすることなのです。ところが、百ます計算的な力や、ちょっとした漢字を忘れて
いるようなことが起きてきます。これを「基礎抜け」と最近私は呼んでいます。この「基礎抜け」があると、
高校や中学の勉強も実は非常に難しいということが分かってきました。頑張っても成績が上がらないと、自
信を喪失してきます。この自信が無い状態で勉強しても、意欲は出てこないし集中力もつかないわけです。
ですから、中学生や高校生になっても、小学校の内容まで堂々と戻ることです。

　実は私の知っているあるお母さんは、お子さんが麻布中を受験する小学校６年生のとき、成績が伸びなく
なくなりました。それで、基礎に戻ろうと百ます計算をさせました。しかも、その前の十ます計算まで戻っ
たのです。要するに、頭を働かすトレーニングというのが、行き詰った子ども達を伸ばしてくれるのです。

　ある中学の新入生１４４人中に、隂山方式で育った小学校の１１人のうち１０人が２０番以内に入りました。残り
１人もすごく上の方にいるのです。これぐらいに脳をトレーニングすることによって、２年、３年、４年、
５年と伸びてきます。要は、百ます計算みたいなものはとりあえず出来るという状態から、さらにさっと出
来るところまで高める必要があるのです。今は１年生でも目標は２分以内、中学年では１分半以内｡ 中学年
で２分半以上かかると、いわゆる分数とか小数の計算でつまづくことは増えてきます。高学年になって３分
以上の子は中学校へ行ったときに、方程式とかで必ずつまづいてしまいます。こうしたことになってしまう
大体はやはり１年生なのです。１年生で「８＋３」という繰り上がりを教えています。８はあと２足せば１０
になりますから、「１０－８＝２」という引き算をしています。そして、「３－２」をして、１残るので１０と１
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で１１になります。低学年の子ども達は、繰り下がらない引き算が苦手なのです。「８＋３」で繰り下がらな
い引き算を２回やって繰り上がりをやります。そして、「８＋３」の後に「８＋６」やって、「９＋４」に
なってきます。１ひくだけです。ところが、これが子ども達には分からない。翌日にはこれが７になります。
「８＋４」「９＋２」「７＋６」、出来るわけがないのです。今応用や活用が重要だということで教科書は分
厚くなり、応用問題、活用問題がいっぱい入ってきています。つまり、相対的に基礎・基本のところを定着
させる余裕がないのです。なおかつ、子ども達の苦手な理解という学習作業が入ってきます。理解は大事で
すが、小学校１年生の子どもというのは、残念ながら生活経験も多くないし、脳みそもそれほどパワフルで
はないので理解というのが大の苦手です。代わりに彼らが得意なものがあります。それは、単純な暗記です。
幼稚園児がたとえば論語を暗唱させたり、この時期の子ども達は得意です。意味は分かってないけれども、
音の良さでそれをどんどん覚えていきます。昔の素読です。それを活かすのに、十ます計算でやっているわ
けです。足す、引く、かけるの百ます計算が２分以内になれば、その後の分数計算や小数計算でつまづくと
いうことは、ほぼ無くなります。そして、１分半でこれができるようになってくれば、算数が得意になって
きます。

　さて東大に行くには年収１，０００万円が必要と言われますが信じないで下さい。地域によっては、県教委で
東大に何人行っているのかということがよく話題になるらしいです。そもそも東京大学は７割近くが関東出
身者で占められています。全国区ではないのです。調べてみると全体の１割少々は年収４５０万円以下の家庭
の学生です。逆に親の年収が１，５００万円を越えてくると学力が下がってきます。立命館小学校は年間の授業
料が１００万円という小学校です。所得の多い方って忙しすぎて子どもに関わる時間がないのです。また、今
は医者不足の時代になっています。ある私立の医学部は、なんと６年間の授業料は無料。さらに月額１０万円
の生活費も出るという奨学金があります。実はこれ順天堂大学です。山形大学も調べたら山澤さんという方、
年間６人は授業料を全部出してくれるそうです。きちんと学習すれば、今の制度の中でも道は開けて行きま
す。そもそも東京大学って国立大学ですから、指導要領の枠を越えた問題は出ません。ところが特別難しい
問題を解かなければいけないような錯覚に陥ってしまってます。重要なのは、その基礎的な問題とか、指導
要領の枠内の学習を淀みなく解けるかどうかです。
　それから、これからは筆記試験が重要という話がありますが、県立高校の入試って筆記試験です。セン
ター試験の得点と二次の筆記試験の得点って、だいたい同じような点がでます。ですから、センター試験の
得点で大体合格できるレベルが見えてきます。私が一番言いたいのは、基礎的なことがきちんとできるかど
うか、そこのところに注意をされた方が良いということです。
　しかし、学力はそう簡単に伸びるわけはないと思われるかもしれません。山口県の山陽小野田市というと
ころで、百ます計算的なことを１２の小学校、４，０００人の子ども達に一斉にやってもらいました。平成１８年５
月、平成１９年２月、同じ年度内の翌年の２月の結果です。４，０００人の子ども達の知能指数は９カ月間に９ポ
イント上がりました。そして、４．５ポイント算数の偏差値が上がっています。しかも、出来る子はより出来
るようになり、出来ない子も出来るようになっています。つまり、どの学級にも６％の学習障害児がいると
いわれていますが、この子たちも実は賢くなっているの
です。重要なのは、脳を活性化するために、簡単なこと
を高速にするということです。しかし、皆さんの中には
「賢い人」というのは「難しい問題をじっくりと時間を
かけてやる人だ」というふうに思っていないでしょうか。

　４月に、学級担任の当たりはずれが言われることがあ
りますが、これを見てください。福岡県の飯塚市は、
ずっと隂山メソッドをやってもらっています。その中心
校の飯塚小学校のデータです。短期間にぐっと成績が上
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がると同時に、それを続けることによって、その学力の向上の能力というのは蓄積されていきます。昔から
言われるところの「継続は力なり」ということです。学校が校長先生を中心として、きちっとした体制を
作ってくると、こういうふうに子ども達の学力というのは上がり続けるということができるということです。
世の中には、「こうやって無理に子ども達に勉強させると、子どもの心が荒れる」「百ます計算みたいな、子
どもを追いたてるようなことをすれば、子どもが荒れ切れしてしょうがない」なんていうふうなことを十数
年前には言われました。この飯塚市では、対教師暴力が３２件から４件に減りました。生徒間暴力も３３件から
９件に減りました。前頭前野と呼ばれる部分が読み書き計算を司りますけれども、これは、川島隆太先生の
解説にあるように、人間とサルとを分けるコミュニケーションであるとか、情緒などを司る部分です。だか
ら、百ます計算的なことをすれば、子ども達の心はむしろ安定し落ち着いてきます。その結果、飯塚市では
生活指導の加配教員の費用を、小学校をフィリピンの英語学校とオンラインで繋いでマンツーマンでの英語
指導の費用に充てています。年間１億円かかっているそうです。さらに、福岡県では、ペッパーくんを使っ
たロボットプログラミング授業も入れています。市内の全小学校に大体６台～９台のペッパーくんが入って
いて、プログラミング学習をやっているということです。市内には九州工業大学という情報系の国立大学が
あります。そのバックアップも受けているということで、手厚い指導が実際に行われるようになりました。
　現在は周囲から、多くの親御さんたちが移り住むようになり、子どもの数が増えてきたそうです。そうす
ると、税収も上がってきて、１億円の費用がかなり補填されるようになってきました。去年、５００人ぐらい
のある小学校に５０人の転入生があったそうです。

　現在は、アクティブラーニング、応用力、活用力の時代といわれています。先程の飯塚小学校のデータを
全国的に見てみます。算数だけ見ても、いわゆる基礎・基本を問う分野がプラス１５．８に対して、応用・活用
を問うＢ問題の方がプラス３０．７と、全国平均を大幅に上回っています。基礎・基本が応用力・活用力を伸ば
す結果がでています。これをスポーツに置き換えたら分かりやすい話になります。例えば、ホームランを応
用・活用とします。ホームランバッターは、ホームランを打つ練習はしません。ヒットを打つ練習をし、延
長線上にホームランがあります。スランプに陥ったときホームランバッターは、小学生でもやる素振りをし
ます。実は、基礎・基本を徹底することが、応用力を伸ばすということに直結するわけです。子ども達に
「読み・書き・計算」をさせると、「応用力・活用力」が上がってくるということです。

　飯塚市の隣の田川市でも頑張ってやりました。すると、基
礎・基本が確かに上がって来て、去年の４月に始めて、今年の
１月には算数の活用部分の得点の上昇が１番大きくなりました。
基礎・基本をやれば基礎・基本の力が上がり、応用力を高める
ためには、応用・活用が必要だという考え方には、落とし穴が
あるのです。

　「一斉画一の授業だから日本の学校はダメだ」っていうこと
も言われています。実はこういうデータがあります。田川市は
先程のような結果を出すために、「読み・書き・計算」の基本
については、基本的な授業パターンを作って、すべての学級に
強制をしました。すると、驚くような結果が出ました。９月、
全部の学校に漢字テストをやってみと、良い学校は９．１ポイン
ト、低いところは５．９ポイントと差がついています。その結果
をもとに、分析と対策を練る議論が出てきました。すると、１
月には１番低いところでも８．１、高い所は９．８と上がってきまし
た。全児童の漢字平均が８．９ポイントになりました。すごいこ
とです。良い指導方法で一斉画一にやることによって基礎力が
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つけば、いろんなことがやれる余裕もできます。
一斉画一が良し悪しは勉強の目的によって違って
きます。「基礎・基本」「応用・活用」「探究」「ド
リル」どれも大事で、それぞれの学習の目的に応
じて、きちんと配分していかなければなりません。
小学校の例えば漢字ドリルは、各学級担任が決め
ていると思います。だから同じ学校の中でも、教
材が異なる場合が多いです。すると皆指導がバラ
バラになります。漢字は、１年で２００字覚えれば
良いわけです。皆さん、漢字の量が多いと思って
いませんか。とんでもない錯覚です。間違った指
導法をしているから、大変だという錯覚に陥っているのです。２００字を原稿用紙に書くとします。原稿用紙
の半分です。原稿用紙半分を漢字で埋めるのに１時間かかりません。１行目空白にし、２行目に漢字を書い
て、原稿用紙２００字分を埋めていきます。これを１日１枚、１００回やったら漢字忘れられますか。でもそれを
するためには１つ条件があります。２００字を１番最初にドーンと教えてしまうことです。そして、覚えてい
ない漢字を中心にして練習すれば、ゴールデンウイークに始めても、夏休み前までには漢字は全部頭の中に
入っています。そして、秋以降は熟語を学習させるわけです。漢字は、まとめて学習してしまうことが一番
効果的です。

　ある小学校では、１２月２２日には３、４年生が４０点ぐらいしか取れませんでした。これを冬休みと１月を
使ってトレーニングすると、２月９日は全学級が９５点になりました。どうしたら覚えられるのか、ワンポイ
ントアドバイスをします。漢字は、子ども達に教えたら即テストです。「はい、じゃあ漢字を覚えなさいね、
即テストします。」と言ったら覚えないわけにはいきません。これを繰り返していると、不思議なぐらいに、
子どもは覚えられるようになってきます。覚えるコツをつかんでくるからです。

　岡山県の倉敷市のある小学校で、同じやり方を特別支援学級の子にもやりました。特に２年生の成果はす
ごかったです。５月は０点だったのが、７月に２４点、１２月には６０点になって、３月には１００点になりました。
知能指数の上がり方のグラフには、低かった子も上がったということがありました。漢字を２００字覚えるこ
とは、それほど子どもにとっては本来苦にならないもので、ちょっとしたことで覚えられると意識すると、
どのような子どもでも覚えられるものです。

　ただ、課題もあります。現在、この隂山メソッドはかなり広がってきました。実は、山形県・長井市でも
去年からやっていただき、今度は岩手県の一関市にも広がっています。糸魚川市のある２つの小学校が一生
懸命やってくれました。ところが、同じ学区でも他の小学校は一応やりましたけど、あんまり性根が入って
いなかった。その結果、中学校の新入生テストにおいて平均値ではそれほど変わってないのですが、一生懸
命にやってくれた地区の子ども達だけがその後ものすごく伸びたのです。やっぱり真剣にやることが、すご
く大事なのです。浸透と徹底、これが課題だと思っています。

　では、「隂山メソッド」を徹底するためにはどうしたら良いか。１つは、推奨教材を作ることです。子ど
も達に音読学習させるのに、やっぱり古文、漢文を使って下さい。意味が分からないからこそ、小学校１年
生でも論語や枕草子をどんどん覚えていきます。変に意味が分かると意味を考えてしまい覚えられなくなり
ます。実は難しい文章ほど意味が分からないうちに覚えさせてしまうのが有効です。ひらがなばっかりのよ
うな簡単な文章は、すぐに飽きてしまいます。だから、平仮名がたくさん入っている文章は、子ども達の脳
を鍛える教材としてはふさわしくありません。つまり、指導と教材は裏表の関係です。それを前提としたう
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えで、管理職の先生がきちんと見て回って指導
されているかどうかです。
　次に数字化です。漢字や計算にしてみても、
きちんとデータを出して共有をする。共有して
しまえば、あっという間に子ども達は伸びてい
きます。
　３つ目は、音読です。声の出し方とか出させ
方とかにポイントがあります。そのためには、
先生方にその様子を見てもらうのが大事です。
東北の場合は実践校が少なく、先程見ていただ
いたビデオで研修されたり、直接子どもに見せ
るのもすごくいいです。

　この間、岐阜県の梅林小学校というところに行ってきました。最近、新井紀子先生が、「最近の子ども達
は、読解力がついていない」ということを独自に作られた読解問題で指摘されてました。中学生が６３点、高
校生が７２点に対して、岐阜の梅林小学校の子ども達は９４点です。実はこの読解力も、音読や漢字がきちんと
出来ないといけません。新井先生は、「最近の子ども」と言っていますが、昔から読めませんでした。小学
校の高学年ぐらいの社会科の教科書をすらすら読む子の方が少数です。実は、漢字が読めないからです。漢
字の読み書きを徹底しておくことが重要です。
　
　最後に、生活習慣の話をします。昔は「４当５落」ということが言われてました。「４時間に睡眠時間を
押さえていれば合格するけど５時間寝たら落ちる」は嘘です。広島県の学力テストの結果を睡眠時間との関
係で調べました。睡眠時間が４時間の子は、５０点ぐらいしかとれません。５時間、６時間、７時間と睡眠時
間が増えるほど成績は上がり、７時間～９時間で安定してきます。何時に寝れば良いかというと、８時から
９時までに寝る子の成績が良く、寝るのが１時間遅くなるごとに成績が落ちてきます。実は、東大生、京大
生に受験勉強を何時までやっていたか聞いたら、ほぼみんなピッタリ同じ１１時です。受験勉強は１１時までで
す。

　次に食事です。実は１回の食事に使われる食材の種類と成績というのは、かなり強い相関関係があります。
１回に食べる食品の数と成績の相関関係を取ったものなのですが、食べている食材の種類が増えると成績が
上がります。「１日に３０品目を食べる」ことです。これを調べられた廣瀬正義先生が「１週間に７０品目以上
食べれば学力・体力・気力が充実した」とおっしゃってます。肉や魚では種類が取れないので野菜中心にな
ります。特に朝食は重要です。学校は小学校から高校まで、８時半から９時くらいに始まります。午前中に
主要教科が終わります。やっぱり勉強を始まる前に食べなきゃいけないので朝食は必須です。「朝ごはんを
食べると難関大学に合格します。行きたい大学に合格します。浪人しません。」と川島隆太先生はおっしゃっ
てます。
　侍ジャパンの合宿中に朝食をきちんと考えて食べる選手が２人いるそうです。１人は大谷翔平で、もう１
人はDeNAの筒香です。つまり、ピッチャーの柱とバッターの柱は、きちんと起きてきて、きちんと考え
た食事をしているのです。

　今、テレビやスマホのことが問題になっていますけども、実は、１時間以内であれば、私はそれほど問題
にしなくていいと思います。確かに、テレビ、スマホを見れば、見れば見るほど成績は落ちてきます。ただ、
０と１時間以内では、それほど差が出ていないのです。テレビ、インターネット、スマホ、ゲーム、１時間
以上することによって勉強しなくなり、寝なくなり、親子の対話が無くなる。こういうことが学力低下を招
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いているということも見えてきました。

　仙台市教育委員会と東北大の川島隆太先生が出されたデータです。「読書は大事だ」という話ですが、４
教科の平均偏差値を見てみると、読書時間が２時間を越えてくると成績が落ちてきます。次に睡眠時間で
チェックをしました。すると、よく寝ている子の方が良いのですが、１時間以上読書すると成績が落ちてき
ます。要は、睡眠とか読書とかの時間のバランスが重要なのです。

　最後に、結局脳の働きには、生活習慣が重要なのです。その生活習慣の中で、私達が注意しなければいけ
ないものに、緊張があります。私達は子ども達に集中させようとして、緊張させてしまうことがあります。
緊張すると、人は萎縮をします。萎縮すれば人は力を発揮することができません。最近のアスリートが、
「決勝を楽しみます」「オリンピックを楽しんでいきます」とか、よく言います。実は、人間が力を発揮す
るためには、リラックスすることがすごく重要だということも分ってきました。ですから、「勉強しなさ
い」と絶えず子ども達にプレッシャーをかけていると、学力がつかないのです。「将来こうなりたい、あん
なことをやりたい。だから、こういう勉強したら良い」と自分自身からやっていく。読み書き計算の基本の
後に「自分のやりたいこと」や「おもしろいこと」に繋げていく。基礎・基本を土台にして、より探究する
学習に移行することが、子ども達が楽しく伸びていくことに繋がり、ＡＩ時代の社会も切り拓いていく力に
もなると思います。東北各地において、今お話しをしてきたことが、今後どんどん広がっていきますことを
お祈りしまして、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

質疑応答
Ｑ：福島県立保原高等学校　小林　富士子
　隂山先生、今日は本当にありがとうございました。私は、１５年程前、部活動の子ども達４０人に対して、百
ます計算をやらせてみました。１学年２００人規模の学校でしたが、１００番ぐらいにいた男の子が１学期の中間
テストで３０番ぐらいになって、その後、地元の国立大学に行って小学校の先生になった事例を持っています。
今日は、是非先生にお会いしたいと思って足を運びました。
　自分が教えている子どもには、客観的にみて冷静に対応出来るのですが、自分の子どもになったときに、
どうしても甘えとかが出てしまいます。やっていることをチェックしたり、グラフをつけたりということは、
家庭ではなかなか出来ないというのが現状です。地方自治体や学校が組織的に取り組んでいるところは良い
のですが、個人的に、あるいは親として、やらせるよい方法があればと思い質問します。

Ａ：隂山　英男
　先程申し上げたＤＶＤをみて、子ども達がどうやったら伸びるかを知ることがよいと思います。「勉強し
なさい」「百ますしなさい」って言っても、引いてしまいます。子ども達が勉強に集中できない最大の理由
は、自信を失っていることなのです。それも早い段階
から自信を失っているものですから、「もともと自分
は能力が無い」と錯覚をしてしまうのです。ですから、
まず１つ目の段階として、こういうふうに百ます計算
をやったりとか音読をすれば伸びるのだということを
知ることです。次に、勉強時間を絞ることです。家庭
での宿題を１０分、１５分でやるように工夫している塾も
あります。１０分なら１０分で、１５分なら１５分で子ども達
に時間の感覚を習得させて、その時間内にどれだけ出
来るかというふうに子ども達に考えさせることが重要
です。子どもは、本当は伸びたいと思っているし、
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びっくりするぐらいに勉強好きになります。むしろ、大人の
ほうがそのことを知らない。「子どもは勉強を嫌がるもの
だ」という観念自体を大人が変えていかないといけないと思
います。

Ｑ：米沢興譲館高校　中村　紘二郎
　こんにちは、英語科の教員です。今日は、国語と数学の話
でしたが、小学校では英語も始まるということで、それに対
応した英語の学習の基礎は何かなということを教えて下さい。

Ａ：隂山　英男
　私自身が英語の指導というものをきちんとやったことがありませんが、私が隂山ラボを立ち上げたのは、
こういう新しい課題に対して皆さんの質問にお答えをしたいということがありました。今、英語の塾や教材
開発の準備をしていますので、突っ込んだことは申し上げにくいのですけれども、１つだけ間違いなくはっ
きり言えるのは、英単語をたくさん覚えることです。要は、英文を読んでいて、英単語の意味が取れれば大
体意味は分かります。そして、聞く方は繰り返しやっていると聞き取れるのです。日本人が英語が出来ない
のは話せないということです。だから英語が出来ないのではなく、英語が話せないのです。話す場面が無い
から話せない。オンライン英会話もできるようになってきましたので、あとは英単語さえ覚えればよいと思
います。
　先程の飯塚市のオンライン英会話では、フィリピン人の先生に対して、ネット上からパエリヤの写真を
持ってきて、「僕はパエリヤが好きで、パエリヤの作り方はね…」って英語で説明していました。子ども達
は早い段階で英語に慣れることによって、話すことも難しくない。
　講演で申し上げましたが、子ども達が勉強出来ないのは、脳が働いていないからです。脳が働く状態に
なっていないからです。それなのに算数や国語や文章題や英語など出来ないことを押しつけると自信喪失を
増幅させてしまいます。だから「読み・書き・計算」を先行して、出来ることをさっと出来るようにすると
ころから始めなければならない。恐らく英語も似たような形で伸ばしていくことが出来るのではないかなと
思っています。
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閉会行事�

次期開催県あいさつ
� 秋田県高等学校ＰＴＡ連合会会長　石嶋勝比古　

　山形大会、大変お疲れさまでした。そして、最後まで残っていただいた方々に感謝申し上げます。山形大
会、大成功だったと思います。これも、安食会長はじめ実行委員長、山形県高Ｐ連の皆様の力で大成功に
なったと思います。このような大会に来年もできたらなと思っています。昨日の情報交換会では山形のおい
しいお酒と郷土料理に舌鼓を打ちながら楽しい時間を過ごさせていただきました。また、今日の午前中の研
究協議では６校の紹介がありましたけれども、我々ＰＴＡ活動に参考になるところが沢山あったので、今後
活かしていっていただければなと思います。午後からの隂山先生のお話では子供たちを伸ばすためには常識
を破らなければならない。我々の頭の柔らかさが求められていると感じました。そして、高校生によるオー
プニングの独唱、またアトラクションや発表にはとても感動しました。同じような形で来年も頑張っていき
たい。このことを誓い、来年の秋田大会を引っ張って行っていただく根田達也実行委員長から来年の抱負を
述べていただきます。

� 第６９回東北高Ｐ連秋田大会実行委員長　根田　達也　

　皆様こんにちは。まずは今大会長時間にわたりお疲れさまでした。ご準備いただきました方々にも感謝申
し上げます。ただ今ご紹介にあずかりました、第６９回秋田大会の実行委員長を務めさせていただきます、秋
田県立秋田南高校のＰＴＡ副会長の根田達也と申します。よろしくお願いします。秋田といえば、美しい土
地、水が、美しい人や文化を育む土地であります。昨日いただきました山形の郷土料理やお酒を大変おいし
く頂戴いたしましたが秋田もその良さを負けずに発揮しておもてなししていきたいと考えていきます。ただ
今鋭意準備中でございますので、皆様にも有意義な大会となりますよう準備を進めていきたいと考えており
ます。来年は令和２年の７月、８月と東京オリンピックという国家的なイベントがあります。国家を担う高
校生、子供たちの未来を考えるオリンピックよりちょっと早めに皆さんと考える暑い夏にできたらと思って
おりますので、ぜひとも令和２年７月２日、３日は秋田においでいただきまして、一緒に勉強させていただ
ければと思います。
　来年７月２日、３日は美の国秋田に来てたんせ。よろしくお願いします。

閉会宣言
� 山形大会実行委員長　千場　義彦　

　本日は長時間にわたり本大会にご参加いただきましてありがとうございました。
　この大会が皆様の今後のＰＴＡ活動の一助になれば幸いでございます。
　それではこれで第６８回東北地区高等学校ＰＴＡ連合会山形大会を閉会いたします。
　ありがとうございました。
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編集後記�
　元号が平成から令和に変わって間もない７月４日（木）～５日（金）の２日間、第６８回東北地区高等学校
ＰＴＡ連合会山形大会が山形市総合スポーツセンターを会場に開催されました。今年度は安食克彦会長、千
場義彦大会実行委員長指揮のもと、多くの保護者や教職員の皆様のお力添えを賜り、大会を無事成功裏に終
えることができました。
　「一人ひとりの個性が奏であう未来へ」～自立・協働・創造をめざして～というテーマのもと開催された
本大会は、オープニングに山形北高等学校３年の櫻井紗花さんの柔らかさの中にも力強さがある県民歌「最
上川」独唱から始まり、各県の研究協議では、ＰＴＡ活動によって生徒や地域をつなぎ、自主性を育む力強
い取り組みが発表されました。
　アトラクションでは、全国大会で２連覇を遂げた山形市立商業高等学校産業調査部の地域と協働して取り
組んだ「ライトアップ」に焦点を当てた発表があり、また、村山産業高等学校�郷土芸能部による、祭囃子
に乗せ躍動感ある演舞が行われました。
　そして午後には隂山メソッドで有名な隂山英男先生より講演を賜り、「常識を破って子どもを伸ばそう」
という演題でシンプルな計算によって脳が活性化され集中力を高める様々な教育方法が提示されました。
　東北は東日本大震災による長期にわたる復興活動はもちろん、人口減少による地域活力の低下もあり、よ
り自主性を持って地域を活性化することが求められております。この度の大会では、今の時代に即したＰＴ
Ａ活動の大切さを学ばせていただきました。
　結びとなりますが、東北地区高等学校ＰＴＡ連合会の益々の発展を心よりご祈念申し上げますと共に、次
年度開催の秋田県へのエールを添えて、編集後記と致します。
　編集にご協力いただきました皆様、誠にありがとうございました。
� 大会実行委員（記録専門部会長）　　　　　　　　
� 山形県立山形西高等学校ＰＴＡ会長　井上　周士　

第68回東北地区高Ｐ連　山形大会　参加者数一覧
大　会　参　加　者

情報交換会 宿 泊 者
シャトルバス

県 一般参加者 受 賞 者 計 往　　路 復　　路

青　森 １５０ ２ １５２ １２０ ７７ ９５ ７７
岩　手 １９１ ３ １９４ ５１ １１６ １２０ １２６
宮　城 ２４３ ７ ２５０ ４９ ７３ ５５ ５９
秋　田 １００ ５ １０５ ９５ ６１ １５ １５
福　島 １１６ ４ １２０ ６９ ５７ ３０ ３１
山　形 ７０９ ３ ７１２ １７６ １００ ６ ３
来賓等 － － ８ １０ － － －
合　計 １５０９ ２４ １５４１ ５７０ ４８４ ３２１ ３１１
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20　　　来賓祝辞　　　　　　　　　　　　山形県副知事　　　　　　若　松　正　俊　
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53　Ⅶ　閉会行事　

　　　　次期開催県挨拶　　　　　　　　　秋田県高Ｐ連会長　　　　石　嶋　勝比古
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