
期　日 会　　場

担当校 参加者数

１ 開会行事

進行 

(1) 主催者挨拶

(2) 歓迎の挨拶

２ 研究発表

司会・進行 

記録 

研究発表

３ 講演

進行 

講師紹介 

講師 

演題 

内容 

４　閉会行事

司会・進行 

(1) 講評 阿部　　稔

【村山地区高等学校ＰＴＡ連合会】

平成３０年９月２２日（土） 山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）

山形県立山辺高等学校 １６０名

研究発表 １３：２５～１４：３５

講演 １４：４５～１６：００

閉会行事 １６：１０～１６：２０

日　程

受付 １２：２０～１２：５０

開会行事 １３：００～１３：１５

髙橋　吉明

②「生活指導とＰＴＡ」

①「家庭教育とＰＴＡ」

我妻　清弘

山形北高等学校ＰＴＡ会長 押野　隆一

谷地高等学校ＰＴＡ会長 中野　輝彦

助言者：霞城学園高等学校校長 浅黄　喜悦

助言者：山形東高等学校校長 佐藤　俊一

実行委員会副委員長

村山地区高Ｐ連会長

実行委員長

実行委員会副委員長

細谷　隆良

渡邊　弘章

佐藤　　正

実行委員会委員 廣谷　知行

実行委員会委員 日下部　秀明

「大切にしたいこと」

鈴木眼科　院長 鈴木　一作

村山地区高Ｐ連事務局長

(2) 次年度研修会事務局校挨拶 渡邊　市也

・大切なことは、自信、愛、志。

・大切にしたいことは、いのち、まなび、つながり。

・偉い人より、立派な人に。

・生きる喜び

・お願い、あなたが必要、頑張れ、ありがとう。

実行委員会委員 髙橋　哲也

・何のために学ぶのか？

・共感する力



　　　　



期　日 会　　場

担当校 参加者数

１ 開会行事

進行 

(1) 開会の挨拶

(2) 会長挨拶

(3) 祝辞

(4) 助言者紹介

(5) 諸連絡

２　研修会

３ 講演会

進行 

講師紹介 

講師 

　　　　　　演題

４　閉会行事

進行 

(1) 閉会の挨拶

伊藤　元昭

研修会 　９：５０～１０：４０

講演 １０：５０～１１：５０

閉会行事 １１：５０～１２：００

【最北地区高等学校ＰＴＡ連合会】

平成３０年１０月２８日（日） 新庄北高等学校　葛稜会館

山形県立北村山高等学校 １１７名

日　程

受付 　９：００～　９：３０

開会行事 　９：３０～　９：４０

荻原　圭子

最北地区高Ｐ連副会長 江口　知秀

海藤　敏之

小林　由美子北村山高等学校長

最北地区高Ｐ連事務局長

北村山高等学校　 荻原　圭子

北村山高等学校ＰＴＡ副会長

「変化に対応し、未来を拓く」
　　～プラス思考的生き方のすすめ～

(1)次期開催当番校代表挨拶　東桜学館高等学校ＰＴＡ会長　澤　和彦

事務局

株式会社Ｂマインド　代表取締役 関根　近子　氏

ＰＴＡ会長・副会長会　　１２：４５～

最北地区高等学校長会　会長 岸　　善一

最北地区高Ｐ連会長 桐原　孝幸

北村山高等学校　

最北地区高Ｐ連副会長

新庄市副市長

最北地区高Ｐ連会長

江口　知秀

　発表　  新庄南高校ＰＴＡ　　新庄神室産業高校真室川校ＰＴＡ

　助言者　山形県教育庁　生涯学習振興室長　木村　智行　様

桐原　孝幸



【置賜地区高等学校ＰＴＡ連合会】

期 日 2018（平成 30）年 6月 8日（金） 会 場 タス・パークホテル

担 当 校 長井高等学校 参加者数 222名（うち置賜地区 88名）

日 程 会場準備 10:30～ 12:15
研修会打合 12:00～ 12:30（発表者・ＰＣ担当者・司会・研修会運営担当者）
受付 12:30～ 12:55
開会行事 13:00～ 13:30
研究協議 13:40～ 15:10
講演会 15:20～ 17:00
大会宣言 17:10～ 17:20
閉会行事 17:20～ 17:45
教育懇談会 18:00～ 20:00

内 容 研修会テーマ 「私たちだからできること」

～生活に根ざした教育を学校・家庭・地域の支え合いで～

１ 開会行事

（１）挨拶 研修会実行委員長 早川 昭博（長井高ＰＴＡ会長）

県高等学校ＰＴＡ連合会会長 細谷 隆良（山形工業高ＰＴＡ会長）

（２）来賓祝辞 県教育委員会教育次長 柿﨑 則夫 様

県高等学校長会会長 佐藤 俊一 様

（３）来賓・助言者紹介 実行委員会事務局長 黒沼 收（長井高校長）

２ 研究会（進行 置賜農業高校）

（１）発表 「今どきの親子のコミュニケーションのあり方Ⅱ」

寒河江高等学校ＰＴＡ会長 佐藤 倫久

「”挑戦と変化”を目指して」

村山産業高等学校ＰＴＡ会長 大河原裕之

「子供達とともに歩む”庄農流”ＰＴＡ活動」

庄内農業高等学校ＰＴＡ会長 加藤 欣也

（２）助言 山形工業高等学校長 阿部 稔 氏

３ 講演会

演題 『社会の担い手として子どもが育つために』

―地域と共に歩む学校・教育、学校と共にある地域・家庭－

講師 早稲田大学名誉教授 増山 均 氏

内容 歴史に見る「地域と学校」の関係

改めて考える－地域とは、地域の教育力とは

今日もとめられている「学び」の内容と課題について考える

「地域と共にある学校づくり」（コミュニティ・スクール）の政策動

向

「なら－わせだ」調査研究の教訓の紹介

「地域と共にある学校づくり」が生み出す活力

学校が、「教える場所」から「学びの共同体」となり、地域コミュニ

ティづくりの拠点となる

４ 大会宣言 宣言文起草委員会委員長 早川 昭博

５ 閉会行事

（１）全体講評 県教育庁文化財・生涯学習課 生涯学習振興室長 木村 智行 様

※県高Ｐ連研修会を地区研究集会と兼ねて実施した。





期　日 平成３０年１０月１７日（水） 平成３０年１１月２８日（水）

会　場 ホテルリッチ＆ガーデン酒田 山形県立鶴岡中央高等学校　多目的Ⅰ室

担当校 山形県立酒田西高等学校 山形県立鶴岡中央高等学校

参加者 １１０名 １４０名

受付 16:50～17:20 受付 17:30～18:30

開会 17:20 開会 18:30

開会行事 17:20～17:30 開会行事 18:30～18:40

講演会 17:30～19:00 講演会 18:40～19:50

閉会行事 19:00～19:10 質疑応答 19:50～20:00

懇談会 19:10～21:00 閉会行事 20:00～20:10

１　開会の言葉　酒田光陵高PTA会長　佐藤知光

２　会長挨拶　　酒田西高PTA会長　山田政勝 １　開会の言葉　庄内総合高PTA会長　福原忠博

３　講師紹介　　酒田西高等学校長　五十嵐文彦 ２　会長挨拶　　鶴岡中央高PTA会長　田中宏矢

４　講演 ３　講演

　　演題『人として大切な事はディズニーランド 　　演題『高校生が元気になる生活習慣づくり』

　　　　　で教わった』 　　講師　静岡産業大学　副学長　経営学部

　　講師　香取感動マネジメント代表取締役 　　　　　教授　小澤治夫　氏

　　　　　香取貴信　氏 ４　質疑応答

５　質疑応答 ５　お礼の言葉　鶴岡南山添高PTA会長 　榎本真樹

６　謝辞　　　　酒田西高PTA会長　山田政勝 ６　閉会の言葉　加茂水産高PTA会長　本間ゆみ子

７　閉会の言葉　酒田東高PTA会長　土門馨樹

〇講演概要 〇講演概要

　　　　

内　容

【庄内地区高等学校ＰＴＡ連合会】

日　程

　軽い動機から始めたディズニーランドでの仕事
の経験を重ねる中で、来園者の期待や思いにどの
ように向き合えばよいかを、先輩の助言やお客様
の手紙から感じ取りながら変化してゆく香取氏。
その成長の過程をユーモアを交えて熱く伝えてい
ただいた。ラストのふたつの映像には、驚きと感
動が仕組んであり、参加者の涙腺を刺激させるし
めくくりとなった。子供にどのような成長を望む
のか再考するきっかけとなる９０分だった。

　平日の夕方にもかかわらず、地区内の保護者
140名の参加のもと、研修会を実施した。小澤先
生の講演は、生活習慣に関する膨大な調査結果と
生理学的分析データから生活習慣に関する独自の
考えを導き、高校生の学習意欲も生活習慣によっ
て高められ、ひいては学力アップにつながると説
くものであり、「早寝・早起き・朝ごはん」は生
活の活力を高め、体力アップ・学力アップの秘訣
であることなどをわかりやすく教えていただき、
とても有意義な研修会であった。

　　司会進行　　鶴岡中央高PTA副会長　吉住年正
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