
　兵庫県公立高等学校ＰＴＡ連合会は特別支援
学校を含む142校のＰＴＡ・育友会による学校教育
の振興に協力し、会員の研修並びに相互の連絡と
親睦をはかることを目的とする組織です。加盟の単
位ＰＴＡ会長・会員の皆様におかれましては日頃より
本連合会の活動に多大なるご支援とご協力を賜り、
深く感謝申し上げます。また副会長をはじめとする
役員・理事の皆様と事務局の力添えにも感謝申し上
げます。
　さて、昨年より世界中で猛威を振るっている新型
コロナウイルスの影響により日本中の教育を取り巻く
状況は一変してしまいました。各学校では今まで当
たり前に行われていた行事や部活動の発表の場が
失われ、そして、卒業式までもが制限を強いられまし
た。生徒達の心の動揺や、やるせない気持ちを考え
ますと、保護者の一人として大変心を痛めた１年で
ありました。
　しかしそのような困難な中においても、普段から
多忙を極めておられる教職員の方々が、休校時のリ
モート授業や振替授業、感染対策を行なった上で
の学校行事の開催等、ご尽力いただいていること
に対し、深く感謝を申し上げます。ＰＴＡの皆様にお
かれましても、思うような活動ができずに歯がゆい思
いをされた方もおられるとは思います。しかし今回の
コロナ禍は、従来の活動を見直す機会にもなったの
ではないでしょうか。私たち兵庫県高Ｐ連役員も、対
面での役員会を基本に、リモート会議やSNSを活用
しつつコミュニケーションを図り、ＰＴＡ活動のより一
層の活性化のために日々 努力しております。

　また、12月４日に予定しておりました令和３年度兵
庫県公立学校ＰＴＡ連合会研究大会は、コロナ禍
の社会情勢を考慮し、昨年同様に断念せざるを得
ず、ＰＴＣＡ活動支援事業の実践発表を誌上発表と
することとなりました。三木東高校をはじめとする大
会関係者の皆様には、それまでの会場手配や講師
選定など開催に向けてご尽力いただきました。誠に
ありがとうございました。
　先日、第69回全国高Ｐ連大会京都大会でご講演
いただいた、日本電産株式会社の永守重信会長が
ＮＨＫのニュース内でコロナ禍の対応についてのイ
ンタビューを受けているのを目にしました。コロナだけ
でなく、「今後も起こり得る自然災害等の試練の中
で、明日を信じ前向きに今できることを進めていく」、
そして「このような環境の変化をこれまでにない方法
でチャンスに変えていく必要がある」という趣旨の内
容でした。先行きが見えない現状を嘆くのではなく、
状況を俯瞰してとらえ、活動を推進していくことが重
要です。例えば、リモート授業をはじめとする学校教
育におけるＩＴの活用は今のような状況下だけ必要
なものではなく、教育の機会を広げる意味でも非常
に有意義だと考えます。ウィズコロナの時代の中で、
変化を恐れず様々な視点で取り組んでいくことが、
子どもたちの将来を守る上でとても重要なことです。
我々兵庫県高Ｐ連としても子供たちが安全安心の
生活を送り、社会人として巣立っていくことができるよ
う、サポートしていく所存でございます。今後とも、本
会の活動に一層のご支援とご協力を賜りますよう宜
しくお願い申し上げます。

「明日を信じ前向きに今できることを実践していこう」

原　田　康　成会  長

兵庫県公立高等学校PTA連合会

（県立姫路西高等学校PTA会長）
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県立夢野台高等学校県立夢野台高等学校

アフターコロナを見据えてアフターコロナを見据えて

　本校は、大正14年（1925年）に兵庫県立第二神
戸高等女学校として創立されました。昭和23年に
兵庫県立夢野台高等学校と改称され、その後様々
な歴史を経て現在に至る伝統ある高校です。
　「清く」「正しく」「優しく」「強く」を校訓
として掲げ、自主的、社会的、健全な人間育成を
目標とする学校で、「夢高生」の生徒の皆さんが
日々勉学に部活動に励んでいます。
　PTAは本部役員と「環境委員」「研修委員」
「広報委員」の３つの委員で構成され、各種行事
や環境整備のお手伝いを行って参りました。
　しかしながら昨年以来、コロナ禍における学校
行事の縮小や保護者の観覧禁止などで、活動が非
常に難しくなっております。また、委員会活動で
人が集まること自体が憚られる昨今の情勢等を鑑
みますと、従来通りのPTA活動を継続していく
のでなく、新しい形を模索していくべき時期では
ないのかと考えております。
　現在、委員会活動はほぼ休止し、本部役員ミー
ティングもオンラインで行うなど否応なしに
PTA活動は変化しております。この変化を否定
的にとらえるだけではなく、新しい種を蒔くこと
ができる機会だと思考を変えることはできないだ
ろうかと考えました。
　小中学校では既にPTAの任意加入や、活動の
見直し等、新しい形でPTAが学校と協力してい
る姿を見聞きしております。この変化を体験して
いる世代の保護者、生徒が「夢高生」になる前に
動き出す必要を感じています。このコロナ禍を耐
えるだけの時間とせず、生徒の皆さんがより良い
学校生活を送ることができ、保護者の皆様にご納
得いただき、ご協力いただける新しいPTAの形
を作るきっかけにするべく動き出しています。
� （PTA会長　三浦　由紀子）

県立神戸鈴蘭台高等学校県立神戸鈴蘭台高等学校

Now is the chance to change‼︎Now is the chance to change‼︎

　神戸鈴蘭台高校は、鈴蘭台高校と鈴蘭台西高
校が発展的統合により一つの学校となり、今年
で15年目を迎えます。『共生　優雅　創造』の

校訓のもと、魅力・特色のある学校への取り組
みとして、生徒たちには思考力やコミュニケー
ション能力を身につけさせるとともに①自己肯
定感（自分は大切な存在だ）②自己効力感（自
分はやればできる）を培い、自己有用感（自分
は人の役に立つことができる）を持たせグロー
バルな環境に適応し、国際社会で活躍、貢献で
きる人財の育成を目指しております。
　PTAの本部役員は
28名。『楽しみなが
ら・無理なく・出来
ることを・出来る人
が』をモットーに活
動しております。私
自身会長３年目。正
直申し上げますとコ
ロナによる感染症拡
大がこれほどまでに
続き、PTA活動が思うように出来ない日々が長
引くとは思っておりませんでした。昨年同様文
化祭への参加は出来ず、今年こそはと計画して
おりました研修旅行も中止にいたしました。そ
してこの状況下で感じたこと。それは『制度の
改革と変革』です。昨年はコロナ禍の中、模索
する１年間でした。PTAとしても学校・家庭・
地域を結ぶネットワークとしての役割を充分に
果たすことが出来なかった様に思えます。今後
は教育委員会・学校・PTAがしっかりと連携
を取り合い、また、それぞれが改革や変革を行
い、『子供たちが安心して学べること』を最優
先にそれぞれの役割を果たしていかなければな
らないと私は感じております。
　主役はあくまでも生徒たち。我々大人・保護
者はいかにしてサポートしていくか。今後も時
代や社会生活の変化に沿って対応できる様、力
を尽くしたいと思います。

（PTA会長　工藤　久恵）

県立神戸甲北高等学校県立神戸甲北高等学校

「新たなPTA活動の模索」「新たなPTA活動の模索」

　本校は昭和49年に全日制普通高校として開校
し、平成９年に兵庫県下で初めての総合学科とし
て改編されました。それ以降、本県に15校ある総
合学科のパイオニア校として活躍しています。ま
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た「自主・協調・創造」を校訓とし、国際交流や
ボランティア活動にも力を注いでいます。
　PTAは本部役員11名と広報・研修・総務・生
活の４つの委員会、各年次の委員で構成されてい
ます。昨年より新型コロナウイルス感染拡大防止
のためPTA活動の自粛や縮小を余儀なくされて
いますが、保護者が学校に足を運べない分、昨年
は体育祭をインターネットでオンライン中継をし
たり評議委員会をオンラインで行ったりと新たな
ことに挑戦しました。しかし今年度はオンライン
ではなくなるべく多くの方が参加しやすいように
評議委員会の回数を減らして開催しています。不
思議なもので昨年のオンライン会議より対面で会
議するほうが出席者が多かったのです。
　生徒たちの普段の様子が見られるのが毎学期実
施している「マナーアップ活動」です。生徒会、
生徒指導部の先生方、PTAが連携して朝の登校
時に生徒や近隣住民の方々にあいさつを行う活動
です。また歩きスマホ等通学マナーの意識向上も
目的としています。
　子供が高校生にもなると、もうすぐ親の役目が
終わりなのかと寂しい思いや、子育てのゴールが
見えてくればくるほどなにか共通の関わりを持ち
たくなります。PTAとして新型コロナウイルス
により今までのような活動とはいきませんが子供
たちに寄り添い、学校、地域と連携し、これから
も健やかな子供たちの成長を見守っていきたいと
思います。� （PTA会長　尾川　優子）

県立神戸北高等学校県立神戸北高等学校

コロナ禍でコロナ禍で

　神戸北高校は1973年に創立され来年度（令和４
年）に創立50周年を迎えます。
　本校は兵庫県教育委員会のひょうご学力向上サ
ポート事業および心のサポート事業の研究指定校
になっており、生徒達は素晴らしい環境の中で学
校内だけでなく、地域の皆さんにも見守られ交流

活動にも活発に取り組んでいます。特色類型と
して福祉ボランティア類型を備え、「誠実・規
律・信愛・実践」の校訓のもと充実した学校生
活を送っています。本校PTAは本部・愛護部・
保健環境部・進路研修部・広報部で構成され、
各部で話し合いながら生徒達を見守れる活動を
行っております。主な活
動として、例年は文化祭
への参加・通学時のあい
さつ運動・パトロール、
広報誌の発行通学路の花
壇の花の植替え、雑草取
りなど、各部協力しなが
ら出来る事を行っており
ます。今年はコロナウイ
ルス感染症の拡大防止対
策のため、活動の縮小や
総会の書面決議への変更
などPTA活動が思うよう
行えない状況にありますが、生徒たちの安心、安
全、PTA役員の皆さんの健康を願いながら、こ
れからのPTA活動を見直し、より良い学校生活
を送ることが出来るように支援していきたいと思
います。� （PTA会長　坂田　佳世子）

県立尼崎北高等学校県立尼崎北高等学校

創立200周年に向かい創立200周年に向かい

　本校は、大正11年（1922）３月31日に大阪市北
区玉江町に本校の前身である「中外商業学校」が
設立され、同年４月１日に尼崎市中在家西性寺に
「琴浦女学校」�が設立されました。その３年後
に「中外商業学校」を尼崎市塚口町５丁目に移
築、�昭和26年（1951）４月１日、それぞれ高等
学校になった「中外商業高等学校」と「琴浦女子
高等学校」が統合され「尼崎市立北高等学校」と
して設立されました。同年10月１日、兵庫県に移
管され、「兵庫県立尼崎北高等学校」として設立
され現在に至っています。
　学校の特色としましては、「自主・自律・愛
情・協調」を校訓とし、自主性を重んじ、環境類
型を中心にエコスクール「地球、地域とつながる
尼北」を目指しております。
　今年のPTAは執行部役員11名（100周年担当副
会長２名を含む）と各学年21名合計63名による５

美術部の生徒が校章をモチーフに作成した本校の
マスコットキャラクター「楓（ふう）ちゃん」
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つの委員会で成り立っておりまります。
　本校は今年100周年を迎える為、このコロナ過
という厳しい状況では有りますが、学校・同窓会
の皆さんと共に、100周年式典を開催すべく、
着々と準備を進めております。
　その100周年の年に花を添えるかのように、本
年当PTAが「優良PTA文部科学大臣表彰」とい
う素晴らしい賞を受賞させていただきました。
　これは歴代のPTAの方々が積み重ねて来られ
た活動が評価されたもので有り、改めて100年と
いう歴史の重さを感じるものと成りました。
　同じく現役PTA
役員の我々も、次の
100年に向かい、100
年後のPTAの方々
に「100周年の時の
人たち頑張っててん
なぁ」と言われるよう、地道に生徒の学校生活の
サポートをして行く活動をして行きたいと思いま
す。� （PTA会長　橋本　達夫）

県立伊丹西高等学校県立伊丹西高等学校

伊丹西高の応援団として伊丹西高の応援団として

　本校は、昭和54年に全日制普通科高校として
開校し、今年度で、創立43�年目を迎えます。
平成21年度からは、特色選抜「総合ヒューマン
類型」を設置し、校訓の「克己・協調・創造」
の理念に基づき、生きがいのある人生を切り拓
き、社会に貢献�できる人材育成を目指していま
す。また、校内は一年を通じて美しい花が咲く
緑豊かな学校です。�
　本校PTAは、執行部と学年委員会、広報委員
会、文化委員会、保健委員会の４つの委員会で
さまざまな活動を行っています。�
例年は、先生方と一緒に学年だよりの発行、広
報誌の年２回の発行、社会見学会、老人ホー
ムへの訪問、保健だよりの発行、食堂試食会な
どを行っていますが、本年度も新型コロナウイ
ルスの拡大もあり、書面での審議での総会とな
り、予定していた行事も活動の制限や中止した
行事もありました。�
　そのようは中ではありますが、皆さんと協力
し、PTAのホームページで活動を報告し、オン
ライン会議で意見交換するなど、生徒の皆さん

のためにできることを考えながら、活動に取り
組んでいます。�
　コロナ禍で活動が制約される中ですが、コロナ
に負けず、伊丹西高の子どもたちが、笑顔で前に
進めるように、先生方と保護者の皆さまと共に力
を合わせて頑張っていきたいと思います。�
� （PTA会長　松下　勉）

県立西宮甲山高等学校県立西宮甲山高等学校

「コロナ禍で出来ることを」「コロナ禍で出来ることを」

　本校は昭和58年に開校した自然豊かな六甲山
系の中腹に位置する全日制普通科高等学校で
す。本校は、西宮で最も小規模な公立高校です
が、だからこそ生徒一人ひとりの個性を把握し
生徒と先生がより密接に関わることができてい
る環境です。また、学校全体で少人数学級編成
を実施することで、よりきめ細かい学習指導を
通し生きる力の基礎基本と学習習慣の定着を
図っていただけています。「森の学校だからで
きることがある」「小さな学校でしかできない
教育がある」を合い言葉に四季折々の季節の移
り変わりを身近に感じながら活気のある学校生
活を楽しんでいます。本校の特色の一つである
教育総合類型は保育士、幼稚園教諭、小学校教
諭を目指す生徒のための類型です。３年間を通
して様々な取り組みを行うことで、地域の保育
や初等教育を支える人材の育成を目指していま
す。
　昨年に引き続きコロナの影響で思うような活
動ができていない状況の中で、先生方は生徒
と協力しながら文化祭の実施、オープンスクー
ルに向けた映像発信など新しい発想や工夫を盛
り込みながら今しか体験できないことを日々頑
張っています。「コロナだからできないではな
く、どうやったらできるのかを考え、生徒たち
に少しでも思い出に残る行事や活動をしていき
たい」と校長先生がおっしゃっておりました。
PTAとしても出来ることは何か、学校、生徒と
どう関わっていくべきかを話し合い、工夫しな
がらより良いPTA活動を模索し努力していくこ
とが必要かと考えています。多くの制限のある
中で、生徒たちがより充実した学校生活を送れ
るように力になっていきたいと思っています。
� （PTA会長　西田　真奈美）
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県立宝塚西高等学校県立宝塚西高等学校

視界良好視界良好
～世界に広がる未来への視野～～世界に広がる未来への視野～

　宝塚にある公立高校４校はすべて高台に立地
し、その中の私たちの宝塚西高校は阪急逆瀬川駅
からバスで10分上がった豊かな自然に囲まれたゆ
ずり葉台という位置にあり、中庭に生えている
ゆずり葉は校章のモチーフになっています。さ
て、本校は昭和52年４月に設立、校訓は『自立・
自律・捨身』私も好きな校訓です。自ら考え行動
し、自らを律し、社会・世界に貢献するを掲げ実
現するためにしっかりとした土台を形成できるよ
う導いています。クラスは普通科一般クラス、国
際教養コース（通称LAC）を設置。コロナ禍の
中で、いまだいつも通りの活動ができていない今
年ですが、台湾やオーストラリアの高校とオンラ
インで交流しました。部活動もさかんで17の運動
部10の文化部があります。今年の高校総体では女
子バスケットボール部が県大会ベスト４に入り、
近畿大会出場という成績を残してくれました。
文化部にキークラブが発足されて東北被災地訪問
も行っております。西高HPでは部活動の練習風
景をYouTubeで紹介しています。がんばってい
る様子がよくわかり楽しい映像となっていますの
で、ぜひ、一度ご覧になって下さい。
　タイトルの『視界良好～世界に広がる未来への
視野～』は生徒の中から選ばれた今年のキャッチ
フレーズです。保護者の代表という立場で学校と
の関わりを持つことになり、先生たちの真摯な姿
勢を身近に感じています。私たちはPTA活動を
通してタイトル実現に向けてのお手伝いをしてい
きたいです。� （PTA会長　榊　篤美）

県立柏原高等学校県立柏原高等学校

学校の伝統とともに次代へ学校の伝統とともに次代へ

　本校は、明治30年、県下４番目の中学校とし
て創設された旧制柏原中学校と明治35年に開校
した柏原高等女学校が昭和23年に統合、県立柏
原高等学校と改称され、創立124年目を迎える伝
統校です。
　令和元年、文部科学省「地域との協働による高
等教育改革推進事業（グローカル型）」に指定さ
れ、グローバルな視野を持ちながら地域活性化を

目指して探求的な学びを行い、地域の未来を切り
拓く人材の育成に取り組んでいます。
　今年度は「集い繋がろう！学校応援団柏高
PTA」をスローガンに、学校と深い連携のも
と、本校の伝統を継承し、生徒一人一人の健全な
育成を図り、活動を通して、自分を磨き互いに高
め合いながら親睦を図ることを目指しています。
残念ながら、昨年度同様、新型コロナウイルス感
染症の影響で体育大会への参加、文化発表会での
模擬店出店など学校行事に関わる活動はできませ
んでしたが、通学
交通指導や挨拶運
動、年３回の会報
発行や会員同士の
交流と親睦を目的
に地域活動活性化
懇談会等、生徒た
ちの安全と充実し
た学校生活を願い
ながら出来る範囲
で活動を行ってい
ます。
　本校では、ここ
20年余りで学年クラス数は半減、PTA会員数も
減少している現実があります。
　今年度、23年ぶりに規約の改正を行いました。
PTA活動をしっかり継続していくことは大前提
として、会員が無理なくPTA活動に関われるよ
うに来年度からの役員数削減と役員選出方法の変
更、活動部会の組織再編に取り組みました。
　学校と深い連携のもとで学校応援団としての
PTA活動も学校創立130年、150年に向け、学校
の伝統とともに次代に繋いでいきたいと思いま
す。� （PTA会長　粟野　善久）

県立篠山鳳鳴高等学校県立篠山鳳鳴高等学校

伝統と発展を遂げる伝統と発展を遂げる

　本校は、自然豊かな環境のもと、今年創立145
周年を迎えることになりました。篠山鳳鳴高校で
は「一以貫之（いつをもってこれをつらぬく）」
の志を掲げ、勉強や学校生活を通して自身を鍛え
るとともに、真心や思いやりの心を身につけ、共
に手を取り合って社会貢献ができる人間形成を目
指しています。
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　伝統的な校風の魅力を、地域社会との連携やイ
ンターネットを通して多くの情報を発信する取り
組みや、ICT利用における授業改善の強化、今後
よりグローバル化が進む国際社会において、国内
イングリッシュキャンプを計画するなど英語学習
にも力を注いでいます。
　丹波篠山市では歴史ある文化財などが多く、地
域探究の一貫として活力のあるまちづくりのアイ
デアを市に提言するなど、学内以外でも学ぶ機会
が多いことも特徴です。
　PTAとしては、学校側との連携をより綿密な
ものとし、篠山鳳鳴高校のさらなる発展に少しで
も力添えができるよう取り組む必要があります。
　しかし、昨年より続く新型コロナウイルスの影
響により、学校行事の中止もしくは縮小を余儀な
くされ、本校に通う子ども達にとって貴重な高校
生活に支障がでることが、保護者の立場としても
残念で仕方ありません。
　PTA活動も同様に、行事への参加中止や、一
同に会する役員会を実施することもできない状況
であり、オンライン上でのコミュニケーションに
限定されている現状です。
　ただ、こうした状況の中でもPTAとして何か
できることはないか、子ども達とふれ合いの場
を少しでも作ること
ができないのかを模
索し、役員少数での
あいさつ運動の実施
を計画するなど、コ
ロナ禍であっても可
能な取り組みをおこ
なっていきます。
　今後も篠山鳳鳴高
校がより良い発展を
遂げるよう、役員の
皆さんと一丸となり
PTA活動をおこなっていきたいと思います。
� （PTA会長　芦田　裕人）

県立明石北高等学校県立明石北高等学校

50周年を迎えて50周年を迎えて

　明石北高校は、令和３年度に創立50周年を迎え
ます。昭和46年の創立当初は体育館もなく、入学
式を他の場所で開催したそうです。それから50年

経った今、北高は先生方や生徒達、そしてPTA
の先輩方が築き上げた明るくのびやかな校風と、
開校当初から変わらない田園風景、そして地域の
方々の温かいご支援によって、生徒達が健やかに
のびのびと育つ環境に恵まれた高校であると自負
しているところです。
　さて、これまでPTAは、「会員相互の親睦を
図るための活動」や「生徒の成長を願って学校生
活を支援する活動」を様々な形で実施して参りま
した。
　50周年を迎えるにあたり、PTAでは記念事業
費を活用して記念キャッチコピーやロゴマークを
募集するにあたり、参加賞等の助成を行うととも
に、優秀作品を活用した懸垂幕や横断幕を作成
し、学校前や近隣商店街に掲示して50周年を内外
にアピールしました。

　また、「アカデミックルーム」の整備をしまし
た。従前の講義型授業とは異なり、アクティブ
ラーニングによ
る学習効果の向
上などを図り、
近年言われてい
るsoc iety5 .0や
SDGsという新たな概念の社会の担い手の育成を
願っています。
� （PTA会長　村上　哲章）

県立加古川東高等学校県立加古川東高等学校

PTAの存在意義PTAの存在意義
「スチューデントファースト」「スチューデントファースト」

　令和元年度末から令和２年度上半期にかけての
一斉休校、令和３年度になっても、猛威を振る
い続ける新型コロナウイルス。こうした社会情
勢において、「PTAとは何のために存在するの
か？」これをPTA活動に関わる全ての人々が自
問自答したのではなかろうかと思います。特に令
和２年度上半期は活動らしい活動がほとんどあり
ませんでした。コロナ禍において、子供達が学業
や部活動に取り組むことが制限され、進学やその
先の就職など、将来に不安を覚えている中で、
PTAは何ができたのか、暗中模索する日々が続
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きました。PTAとして、学校側とも話し合い、
書籍や什器等、子供達の学習環境を少しでも整え
るために工夫を凝らして予算を執行したものの、
本当に子供達の学力向上や、社会性の醸成、心身
の成長に寄与できたかを冷静かつ厳しい目をもっ
て振り返ってみると、ほとんど何もできなかった
という厳しい現実をつきつけられます。そんな中
でも、子供達は限られた環境下において、新しく
始まった大学入試共通テストに全力で臨み、例年
と比較しても全く遜色のない、素晴らしい進学実
績を築いてくれました。
　令和３年度においても、緊急事態宣言が繰り
返し発令され、子供達が安心して学業や文化体
育活動に取り組める状況であるとは、とても言
えません。
　本年度PTA活動を開始するにあたり、真に子
供達のために存在し活動するPTA、スチューデ
ントファーストを実現するPTAを目標に取り組
んでまいりましたが、今もってその成果が表れて
いるとはとても言えません。危機的な社会情勢下
において、少しでも子供達の力になれるPTA活
動、子供達が将来に夢を持てる社会の構築に寄与
できるPTA活動、最後までこれを模索し、PTA
はより良い方向へと変化していきたいと思います
� （PTA会長　桝田　泰広）

県立加古川西高等学校県立加古川西高等学校

今という時代を乗り越えよう！今という時代を乗り越えよう！

　本校は、明治45年に加古郡立高等女学校として
設立され、昭和23年の学制改革により兵庫県立加
古川西高等学校となり、令和４年には、創立110
周年を迎えます。「人格の育成」を教育目標に掲
げ、「責任・努力・友愛」を校訓として、「地球
規模で考えて、身近なところで行動する」力と
「身近なところで考えて、地球規模で行動する」
力の双方を兼ね備えた「スーパーグローカル人
材」の育成をめざして学校と育友会が連携してい
ける活動をしています。
　本校の育友会は、本部役員18名と広報・進路研
修・生活指導・人権保健の４つの委員会に属する
85名の幹事で構成されています。
　昨年より続く新型コロナウイルスの影響で学校
行事も軒並み中止となり、制限された活動を強い
られていますが、そんな中でも、例年の主な活動

であった制服リサイク
ル販売は、感染予防対
策の元、委員会の献身
的協力もありなんとか
実施できました。
　育友会としては、子
どもたちのために、学
校のために、何ができるかを常に考えながら決し
て悲観的にならずに、コロナ禍中での育友会活動
を「今という現実を見つめながらも、柔軟な発想
と取組で可能性に挑み続けるボランティア」とし
て取り組んでいけたらと考えています。
　子どもたちには大変不自由な思いをさせていま
すが、本校の長い歴史に鑑みても、二度の大戦、
戦後復興混乱期、高度成長期からバブル崩壊と
様々な試練があったはずであり、現在もウイルス
禍という歴史の渦中にあるだけであり、時代は静
かに我々の成長に迎合してくれません。
　臨機応変に応じていかなければならないＶＵＣ
Ａの時代でも、子供たちが強く成長していけるよ
うに育友会として暖かく見守っていけたらと考え
ます。　
� （育友会会長　今津　邦彦）

県立三木東高等学校県立三木東高等学校

友と共に明日を拓く友と共に明日を拓く

　本校は昭和50年に全日制普通科高校として開
校し、今年度で創立47年目を迎えます。またよ
り一層の飛躍を目指し、平成18年に総合学科に
改編し、今年度で16年目を迎えます。「課題
研究」をはじめとする「主体的・対話的で深い
学び」に先進的に取り組み、数多くの選択科目
を設置し、充実した教育に取り組んでいます。
「自治」「協同」「敬愛」という校訓のもと、
『友と共に明日を拓く』をスローガンに、生徒
の夢の実現に向けて、これまでの伝統を受け継
ぎながら、教育活動の一層の充実を目指してい
ます。また、『今日一日の努力』をキャッチフ
レーズとして、夢を叶えるために、今この一瞬
を全力で取り組むことを心がけています。
　本校PTAは90名で構成し、PTA総会を始め会
報「いぶき」の発行３回、研修旅行、文化祭の
協賛、体育祭の協賛、講演会への参加、学校保
健委員会への参加、とさまざまな活動を展開し
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ています。昨年度に引
き続き本年度も新型コ
ロナウイルス感染症の
感染防止対策のため、
活動規模の縮小や中止
の行事もありました
が、そのような中でも
子どもたちのために
PTAは何が出来るの
か、どんな支援が必要
なのかを相談しながら
の活動となりました。
現在のコロナ禍や社会
情勢はPTAを取り巻
く環境の変化を実感さ
せられますが、子ども
達により安全で楽しい
環境をつくってあげたいという思いは、私たち
親の共通の願いではないでしょうか。そのよう
な環境をつくるのは、やはりPTAの活動が重要
であり学校や先生方と協力して、子ども達を応
援し続ける活動組織でありたいと思っておりま
す。
� （PTA会長　田中　利樹）

県立香寺高等学校県立香寺高等学校

子供たちの未来のために子供たちの未来のために

　本校は、昭和24年に県立福崎高等学校神南分校
として開校、昭和49年には県立香寺高等学校（普
通科）として独立し、平成９年には県内で最初の
総合学科として改編され、今年で創立72年を迎え
ます。この間、多くの生徒がキャリア教育を通じ
「なりたい自分探し」をし、自らの進路を切り拓
いてきました。また、平成28年度からは、これも
県内で最初となる外国人生徒特別枠選抜を実施し
ており毎年３名の外国人生徒が入学し本校で学ん
でいます。外国人生徒、日本人生徒ともに異文
化、多様な価値観に触れることにより、これから
のグローバル社会で生きていく力を育む、そのよ
うな環境で日々学んでいます。
　部活動においては、13の運動部と15の文化部
があり、今年度はウェイトリフティング部、ギ
ター・マンドリン部が全国大会に出場、美術工
芸部が全国高校総合文化祭に出品しました。ギ

ター・マンドリン部は21回目、美術工芸部におい
ては22年連続となり、これら以外の部活動におい
ても熱心に活動しています。
PTAとしましては、本部役員14名と、各年次委
員会のほか、総務企画委員会、進路研修委員会、
生徒指導委員会、人権教育推進委員会、保健体育
委員会からなる42名で活動しており、クラブ後援
会、文化教育事業振興会も活用しながら、勉強や
部活動に全力で打ち込めるよう様々な形で支援し
ています。
　しかしながら、昨年からの新型コロナウイルス
による影響を受け、各種学校行事はもとより、
PTA各種行事も開催の見送り、規模縮小など大
きな影響を受けています。
　寺高フェスティバル（文化祭）においては、
今年度は開催はできたものの保護者の観覧及び
PTAバザーは無し、模擬店においても食品は扱
わない等の制約もありましたが、そのような中で
も生徒たちは寺高フェスティバルを目いっぱい楽
しみ思い出に残る一日になったようです。また、
体育大会においても保護者の観覧及びPTA参加
演技は無しとなりましたが、高校のご配慮により
当日の様子をライブ配信していただき、保護者か
らも好評の声を多数いただきました。
　まだまだ制約の多い中ではありますが、教職
員の方々とも連携を図りながら子どもたちが自
己肯定感、自己有用感を感じる日々を過ごし、
次のステージへ繫がる高校生活となるよう活動
を続けてまいります。
� （PTA会長　井上　英史）

県立相生高等学校県立相生高等学校

相生駅近く相生駅近く

　地域の厚い想いに応えて昭和52年４月に開校し
今年で45年目を迎えました。歴史ある高校にはな
い変化し続ける校風を感じるのが相生高校です。
　PTA活動に関しては新型コロナウイルスの拡
大により活動の縮小、中止。役員同士の交流もま
まならず先が見えない中、街頭指導、進路研修会
を実施しています。
　生徒達は検温、アルコール消毒の徹底、昼食は
黙食、行事はライブ参加。世間では「アフターコ
ロナ」と言われていますが、「Withコロナ」の
ほうが現実的に感じます。
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　私事ではありますが仕事での移動が激減し、身
近なコミュニティでの親睦は深まったと感じてお
ります。Net会議では、参加人員が増加し、発言
は明確になり時間もより大切に、打ち合わせの意
義も明確になったと感じています。
　今年はPTA全国大会もオンラインとなり、役
員だけでなくすべての保護者の方が参加できるこ
とは今までにない感覚です。ただ発信するだけで
なく広く討論ができる場になれば、より開催の意
義が深まると思います。
　校訓「自律・創造・敬愛」の精神を基調とし、
心豊かな人間性の涵養に努め、主体的に学ぶ意欲
や社会の変化に順応する能力を培い、自覚と責任
を持ち、たくましく生き、地域社会や国際社会に
貢献する生徒を育成する。とくに「自律」「敬
愛」は今のNet社会に必要なものであり、人とし
て大切にするべきものであります。
　「己所不欲　勿施於人」論語・顔淵第十二。
　海外語学研修については、41回生以降実施でき
ていませんが、拡大するグローバル化、豊かな語
学力やコミュニケーション能力、主体性や創造
性、感受性を育む一端になればと再開に向けて検
討しています。
　校舎は、駅から北へ徒歩10分の位置ですが、鹿
を目撃することもあります。教室からは相生湾が
見え、市街が一望できる開放感があり、緑あふれ
る環境です。よりよく変化を続ける相高に少しで
も役に立てるよう、また子供たちが全力を尽くし
て勉強に取り組めるように努めております。
� （PTA会長　堀内　邦彦）

県立上郡高等学校県立上郡高等学校

地域密着型PTAどうするコロナ禍で地域密着型PTAどうするコロナ禍で

　皆さんこんにちは、県立上郡高等学校のPTA
の中村です。名前は直通「ちょくつう」と書いて
「なおみち」です。小さいときよくいじめられま
した。名前は気に入っていてますが性格はまっす
ぐではありません。さて上郡「かみごおり」、
「かみぐん」ではないですよ。どこかわかります
か。兵庫県の西です。赤穂ってご存じですよね。
赤穂浪士、塩味饅頭、赤穂の塩、などで有名で
す。その大きな町の上流に上郡があります。町起
こしは、野菜のモロヘイヤ、鳳啓介、清流千種
川、緑豊かな町、産業廃棄物処分場の建設の賛否

で話題になってるところです。東にはスプリング
８があります。大変のどかで静かな町です。勉強
するにはいい環境の町です。余談になりますが、
以前、町の代表者の意見交換で、私が日ごろから
思っておりましたことを発言しました。上郡高校
の近くに大学を誘致してほしい意味の発言でし
た。「できません」の一言でした。幼稚園、小学
校、中学校と誰でもPTA活動に通じた人であれ
ば、町のために何か思うはずです。その代表は後
日かわられました。話を戻します。わが上高は、
今大きく変わろうと、しています。普通科、農業
生産科、地域環境科、からなる、総合的な高校で
高訓は「愛と誠」です。以前の農業設備等は古び
たものでしたが、最近になって、農業畜産では鶏
舎が最新鋭の設備になり、乳牛から肉牛の生産に
180度かわり、土木部門では最新機器の投入によ
り、一新し、時代に対応できるそしてリードでき
る内容になりました。若い力あふれる学校となっ
ています。コロナ禍で生徒、先生、PTAとも気
を抜くことできない厳しい環境の中、前へ、まえ
へ、一歩ずつ確実に進んでおられます。私ども、
痛感することは、PTAでは例年通りでしたら、
生活、文化、厚生、人権、研修、体育など、各部
門に分かれた、活発な活動がどうしても、うまく
普通にできないところです。総会にしても、集合
することができないので、書面ですし、どうして
も意思の疎通ができず、活動力を生かせないと
ころがあります。ご理解いただいた役員の方々の
顔もわからない。わからないまま日々が過ぎて
おります。県の理事会に出席しても、空気が違い
ます。高校のPTA役員は、今まで、多かれ少な
かれ、PTA活動に携わってきた人たちです。面
識がなくても、すぐ溶け込んで、和ができる、和
ができれば、前向きな活動ができ、生徒、学校、
地域に貢献できます。仲間です。みなさまのとこ
ろでは、どうですか。このような環境の中で、味
わった困難をいかに、みなさまと共有し前向きな
行動活動ができればと思っております。何か、知
恵をしぼりだして、交流するべきではと思いま
す。きっと何かいい手段があるのではと思いま
す。上高もPTAは珍しいと思いますが、地元の
小学校、中学校、などの連合PTAの一員となっ
ております。高校の県のPTCAフォーラムも直前
で中止となり残念ですがしかたありません。しか
しながら上郡では連合PTAがするPTCAフォーラ
ムはズーム方式による対コロナ対策としてリモー
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ト参加型で開催する方向で動いております。世代
の違うPTA世代の方々の前向きな発想と経験の
成果だとおもいました。これがPTAの力だと思
います。ぜひともみなさまと意見交換をし、ご意
見ご指導賜りたいと思います。
� （PTA会長　中村　直通）

県立姫路北高等学校県立姫路北高等学校

チャレンジ 個性輝く姫路北チャレンジ 個性輝く姫路北

　本校は、昭和23年９月、県立姫路東高等学校定
時制課程として誕生し、昭和43年４月に県立鷺山
高等学校として県立姫路東高等学校から分離独立
し、翌年１月に県立姫路北高等学校と校名を改
め、現在に至っています。
　本校の特色は、単位制普通科であり前期・後期
の２学期制の学校です。また、県立網干高等学校
通信制課程との連携等により３年間での卒業も可
能となっています。さらに、完全給食を実施して
おり、栄養バランスがとれた給食は、生徒からも
好評で学習意欲の源泉になっています。
　今年度の部活動では、陸上競技部、ソフトテニ
ス部、バドミントン部が全国大会へ出場し、演劇
部も地域での舞台活動を活発に行っています。
本校の生徒たちは、「チャレンジ　個性輝く姫路
北」をキャッチフレーズに、自分の夢の実現に向
けて日々の努力を続けています。
　また、個性を伸ばし自己実現を図る為、先生方
は生徒の意見を直接聴き、話し合い、前進してい
ます。学業では、多様な選択科目や少人数制を取
り入れ、働きながら学ぶという生徒も多い中、進
学・就職の実績も残しています。学校からの発信
も、広報を１回増やして下さり、保護者のメール
配信等も活用し、保護者も安心できる環境を作っ
ています。
　昨年中は新型
コロナウイルス
の影響で、当た
り前であった日
常が当たり前で
なくなり、ほと
んどの学校行事、PTA活動が中止となってしま
いました。その中で思い出の少なくなってしまっ
た生徒たちの為、リモートや動画等での発表会を
開催しました。今年度もコロナ禍の中、先の見え

ない活動となりますが、PTAと校長先生をはじ
めとする先生方、事務局と連携して安全対策を
しっかりとし、動き出した学校行事や部活動等、
生徒たちの為、PTAも楽しみながらできる限り
のサポートをしていきたいと思います。
� （PTA会長　相守　とし美）

県立日高高等学校県立日高高等学校

豊かなこころを育む活動豊かなこころを育む活動

　本校は、昭和25年に県立豊岡高等学校日高分校
として創立され、昭和44年、現在の日高高等学校
として独立しました。その後、時々の時代のニー
ズに応じた学科の改編を重ねながら発展し、現在
は、福祉科、看護科・看護専攻科（５年一貫教
育）という特色ある学科を有する、県下はもちろ
ん全国でも数少ない専門高校としての地位を築い
ています。将来、介護福祉士、看護師を目指す生
徒が県下全域から但馬の地に集い、日々勉強に、
実習に、励んでいます。
　生徒は、中学校卒業時に大きな志を持ってこの
日高高校に入学してきます。本校PTAとして
は、そうした生徒たちの夢の実現を支援すること
こそが使命だと考え、医療・福祉系の道へ進む生
徒たちに、豊かな心を育む教育を推進できるよ
う、地域と一体となって活動しています。具体的
には、地元夏祭りでの巡回パトロール、通学マ
ナー指導、学校祭でのバザー出店、奉仕作業、講
演会の助成など
様々なことに取り
組んでいます。一
方、生徒の約40％
が寄宿舎生という
現状を踏まえ、寄
宿舎保護者会も設
置し、遠方にお住まいの保護者とも交流する機会
を設け、親睦を深めています。
　本校PTAは、会員も少数かつ県下全域に広
がっているため、まとまった活動が難しく、また
近年は、新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、例年どおりの活動を行うのが困難な状況です
が、地域の福祉と看護を担う人材育成に、私たち
PTAが少しでも貢献できるよう、今後も活動を
続けていくつもりです。
� （PTA会長　土生田　雅之）
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県立生野高等学校県立生野高等学校

ゆめを育む生野高校ゆめを育む生野高校

　県立生野高等学校は1913年（大正２年）に生野
町立生野実科女学校（高等女学校）として創立さ
れ、現在は共学の全日制普通科高校として１世紀
を超える歴史・伝統ある高校です。
　普通科進学校としての伝統を引き継ぎつつ、次
世代を生きる生徒たちに必要な課題発見解決能力
やグローバル社会に適応できる人材を育成するこ
とを本校の責務とし、課題解決型の学びを「ゆめ
いくプロジェクト」と名付け、『ゆめを育む生野
高校』をキャッチフレーズとして、新たな取組に
挑戦しています。
　生野銀山や竹田城跡、天然記念物のオオサン
ショウウオが生息す
る黒川地区にある日
本ハンザキ研究所な
ど観光資源に恵まれ
た朝来市にある生野
高校では、多くの史
跡・名所等の教育資源を活用した探究活動を通し
て、地域の魅力を発信できる、語学力やコミュニ
ケーション能力、さらにはグローバルな視点を
持った未来を切り拓く人材を育成しています。
　さて、昨年度はコロナ禍によりPTA総会は紙
面決議となり、様々な行事も規模の縮小若しくは
中止を余儀なくされるという状況の中、本年度
PTA会長を受け継ぎました。今年もコロナ禍と
いう未曽有の状況に変わりはなく、入学式は新入
生とその保護者のみ、文化祭も生徒のみで規模を
縮小しての開催となりました。また、生野高校の
魅力でもある地域フィールドワークも規模の縮小
を余儀なくされています。
　PTAといたしましてもこのような状況下で何
が出来るかと検討し苦渋の決断で、毎年行われて
いた文化祭での模擬店出店・体育大会でのサポー
ト・通学マナー指導等は中止とさせて頂きまし
た。しかし、生徒達が思い出に残る高校生活の１
年間になるように出来ることを最大限行ない、子
供たちの夢を育むお手伝いを行って参りたいと思
います。
　今後はPTAとして保護者・先生・地域社会を
含めた組織が一丸となり生徒達の学校生活が楽し
くより充実したものとなるように、また活動する

私たちも楽しみながら様々な行事を行って参りま
す。� （PTA会長　髙橋　直也）

県立洲本高等学校県立洲本高等学校

この時代でこその新しい取り組みこの時代でこその新しい取り組み

　洲本高等学校は、淡路島の中心である洲本市に
位置しており、今年度で創立124年を迎え
る、兵庫県下では５番目に歴史と伝統のある高等
学校です。『至誠』『自治』『勤勉』『親和』
の４つの校訓のもと、個性豊かな、心身共にたく
ましい生徒の育成を目指しています。生徒の自主
性を重んじる自由な校風で、その象徴として昭和
50年に制服が自由化となり、式典等特定の日以外
は私服での登校が可能となっています。
　洲本高等学校育友会主催の行事の一つに『学年
懇談会』というものがあります。担任・学年団の
先生方と保護者が学年
毎に集まり、学校側か
ら生徒指導や進路指導
等について詳細に説明
していただきます。そ
の後、保護者からの質
疑に回答いただくことで、学校と保護者が緊密に
関わりあえる良い機会になっていました。例年は
会場を借り切って開催していましたが、コロナ感
染症対策として対面での集会を取り止め、学校側
の説明をweb配信にするという新たな取り組みを
行いました。多忙な保護者から配信期間内ならい
つでも視聴出来ると好評を得ています。
　また入場制限下で行われた体育会では、ドロー
ンを用いた撮影を行い、後日配信することで、観
戦できなかった保護者からも『臨場感があった』
等と喜んでいただけました。このように、普段通
りに出来ないことを悲観せず前向きにとらえ、み
んなでアイデアを出し合うことで、生徒にも保護
者にも喜んでもらえる新しい活動に取り組むこと
が出来ています。
　目まぐるしく変化する時代において、次世代の
淡路島を担う生徒たちには、かけがえのない青春
時代を大切に生き、どんな困難にも努力し自らを
高められるよう、育友会として全力でサポート
し、保護者も楽しみながら子育てできるような活
動を続けていきたいと思います。
� （育友会会長　坂本　佳隆）

学年懇談会風景
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　兵庫県公立高等学校PTA連合会の皆様におかれ
ましては、平素より、本県の教育行政の推進に御支援い
ただくとともに、コロナ禍においても、身近な存在として、
学校を支えていただいておりますことに、深く感謝申し上
げます。
　一昨年から始まった、新型コロナウイルス感染症の流
行は、現在も続いており、２年が経過しようとしています。
本県では、感染収束に向けた感染拡大防止対策や、ワ
クチン接種の円滑な実施による接種率の向上を図るた
めの取組を継続して進めているところです。
　県内の公立学校においては、生徒の学びの保障や
心身への影響等を考慮し、地域一斉の臨時休校は行
わず、「学校に持ち込まない、学校内で感染拡大させな
い」ことを基本に、教育活動を安心して継続できるよう、
子どもたちの心のケアや、ICTを活用した学習支援体制
の強化等に取り組んでいます。
　昨年度、小中学校においては、GIGAスクール構想に
より１人１台端末の環境整備が行われたところですが、
県立学校においても、「県立学校学びのイノベーション
推進事業」により、全校の校内通信環境をはじめ、大型
提示装置及び一部教育用コンピュータ端末の整備を行
うとともに、教育用クラウドサービスのアカウントについて
も全児童生徒分の整備を行いました。今後は、学校が
推奨する端末等を入学時に各自で用意していただき、
時間や場所に制限されず学ぶことのできる学習環境づ
くりを進めていきます。
　このような新たな時代の学びに対応するため、県教

育委員会では、昨年度、「新しい時代に求められる教育
への理解と、それを実現するための授業スキル・ICT活
用スキルを持つ教員（HYOGOスクールエバンジェリス
ト）」を養成しました。本年度は、エバンジェリストによる授
業実践研究や各種研修会への派遣、実践事例の周知
等、エバンジェリストによる啓発・普及活動を推進し、ICT
を効果的に活用した学びを強く押し進めていきます。
　特別支援学校では、生徒の就労に関する力を公的
に証明する「兵庫県特別支援学校技能検定」を実施し
ており、今年度は感染症対策を講じて会場校で技能検
定（①喫茶サービス部門、②ビルクリーニング部門、③物
流・品出し部門）を実施し、のべ821名が受検しました。ま
たパソコン部門を新設し、今年度は各校でプレ検定を
実施しています。この取組及び効果について、企業や
事業所、保護者に発信していくことで、障害者雇用や特
別支援教育への理解啓発を図り、生徒が自立して社会
参加できるよう、就労希望が実現することを目指していま
す。
　PTA活動については、PTAが核となり、地域住民が
参画・協働して行う、「ＰＴＣＡ活動支援事業」において、
家庭教育支援や学校支援の活動や子どもの安全・安心
を守る取組を支援することで、「地域とともにある学校」
づくりを進めてまいります。
　兵庫県公立高等学校PTA連合会の皆様には、学
校・家庭・地域を結ぶネットワークの要として、本県の教
育の推進に引き続き御理解と御支援をお願いするととも
に、皆様の益々のご活躍をお祈り申し上げます。

　兵庫県公立高等学校PTA連合会会員の皆様に
は、平素から各事業へのご支援とご協力をいただ
き、深く感謝申し上げます。
　さて、本年度もコロナ禍に見舞われ、予定して
いた年間行事の大部分が中止、延期となりまし
た。なかでも、例年７月に開催されている近畿高
P連大会大阪大会が中止、来年度に順延され、８
月の全国高P連大会島根大会がオンライン開催とな
りました。それぞれの大会に参加し、各都道府県
の方と触れ合うことを楽しみにされていた方もい
らっしゃることと思いますが、来年度はコロナも
収束し、元通りの大会が復活することを期待した
いと思います。
　また、既にご案内のとおり、12月４日に開催を
予定しておりました兵庫県高P連研究大会も、誠に

残念なことではありますが昨年同様、誌上開催と
し、PTCA活動支援事業研究指定校（３校）の研究
成果等を集めた大会冊子をこの「高P連ひょうご」
と同時に各会員校あて送らせていただきます。
　あらためまして、PTCA活動の研究成果を発表
いただいた指定校の各会長様、また「高P連ひょ
うご」に寄稿いただいた皆様に厚くお礼申し上げ
ます。

今 後 の 行 事 予 定
○令和４年１月21日（金）
　兵庫県公立高等学校PTA連合会第３回理事会
○令和４年７月18日（月・祝日）
　第47回近畿大会（大阪）　大阪府立国際会議場
○令和４年８月25日（木）～�26日（金）
　第71回全国大会（石川）　いしかわ総合スポーツセンター�他

兵庫県教育委員会　兵庫県教育委員会　

兵庫が育む　こころ豊かで自立する人づくり兵庫が育む　こころ豊かで自立する人づくり
～「未来への道を切り拓く力」の育成～～「未来への道を切り拓く力」の育成～

事務局だより
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