
　兵庫県公立高等学校PTA連合会は特別支援学
校を含む143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。
　PTA活動にもDX（デジタルトランスフォー
メーション）の波が来ています。今年開催され
た第47回近畿地区高等学校PTA連合会大会、第
71回全国高等学校PTA連合大会2022石川大会も
対面とオンライン併用のハイブリッドで開催さ
れました。単位PTAにおいても、これまでの紙
を配布することから、資料を電子化してメール
やアプリで情報共有、さらにはオンラインでの
打合せなど今の時代に合わせた工夫をされてい
るPTAも増えてきています。
　12月３日（土）兵庫県公立高等学校PTA連
合研究大会が３年ぶりに対面で開催されます。
PTCA活動支援事業の実践発表をされたPTA及
び実行委員会等大会関係者の皆様には、開催に
向けてご尽力いただきました。本当にありがと
うございました。
　先日、学校の先生から高校２年生は精神的に
不安定になる子が多いと聞きました。不安定に
なっている子供に気づけていない親が多いとも
言えます。あっという間の高校３年間の２年目
は進路を決める時期です。心が不安定になるの

も当たり前です。その不安定を安定させること
ができるのは親だけだと思います。
　最近、親子での会話をしていますでしょ
うか。今、子供たちは四六時中、スマホで
YouTubeやTikTokを見ている。親は親でスマ
ホのゲームをしていて、親子の会話があっても
視線はお互いスマホに。スマホを見ていると姿
勢は前かがみになり、呼吸も浅くなり、発する
声も小さくなりがちです。
　親子の会話もなく、会話があっても視線を合
わせることがないと、子供の心の変化に気づけ
ません。子供の目が輝いているのか沈んでいる
のか、姿勢よく胸を張っているのか、肩を落と
しているのか。会話をしながら、子供の様子を
観察してみてはいかでしょうか。毎日でなくて
も週末だけでもいいと思います。
　今年から成年年齢が引き下げられ18歳で成人
となります。今の時代、世の中は正解のない世
界と言っていいでしょう。あっという間の高校
３年を過ごした子供は、そんな世の中にでてい
きます。子供も親も不安でしょう。成人になっ
ても、離れても親は子供の良き理解者です。良
き理解者であるために、今からでもたっぷりの
愛情をかけて、子供の声に耳を傾けていきま
しょう。
　兵庫県高P連としても、子供たちが勉学に部
活動に安心して取り組めるよう、また社会人と
して巣立っていけるようサポートしていく所存
です。今後とも本会の活動に皆様のご支援とご
協力を賜りますようお願い申し上げます。

「 た っ ぷ り の 愛 情 を 」

眞　家　　　毅会  長

兵庫県公立高等学校PTA連合会

（県立加古川東高等学校PTA会長）
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県立長田高等学校県立長田高等学校

未来へつなぐ教育理念未来へつなぐ教育理念

　本校は1921年に第三神戸中学校として開校し創
立100年を超える歴史ある高校です。
　その教育理念となっているのが神撫教育で、
１、智・徳・体の調和的発達
２、一芸一才から職業的方向へ
３、生活の指導、原理の把握　　　　　です。
　人は智徳体どれかに偏ることなく、それぞれを
含めて総合的に身につけなければならない。自分
の能力を開花させ活躍するためには、智徳体のバ
ランスのとれた人格形成が必要である、というこ
とです。
　昨年度はコロナ禍においても、様々な行事が中
止されることなく、新しい形として変わりながら
も開催されました。その一つに「ようこそ先輩」
があります。「ようこそ先輩」とは、現役の生徒
へ様々な分野で活躍されている卒業生が仕事内容
などについて講演する、というもので毎年先生方
とPTA役員とで協力して開催しています。昨年
は７名の方には来校していただき、１名の方には
リモートで講演していただきました。こういった
行事も無事開催できたのは、先生方の努力はもち
ろんですが、卒業生にも浸透している神撫教育の
賜物だと実感しました。
　これからのPTA活動に関しても、新しい形を
取り入れながらより子供たちや地域のために、知
恵をしぼり、バランスを考えて全力でサポートし
ていきたいと思っています。
� （PTA会長　三輪　泰信）

県立星陵高等学校県立星陵高等学校

今しかないときに今できること今しかないときに今できること

　海が広がる高台に本校は昭和16年、兵庫県立神
戸第四中学校として創立されました。大学跡地に
立ち、現在では風光明媚な住宅街に囲まれ、地域
住民の方々から愛されて令和３年度に創立80周年
を迎えました。
　学校の教育方針として「品性と教養」・「自主
責任」・「健康有能」・「協力奉仕」を掲げ、家
庭や地域社会と連携して活力溢れる教育活動を展
開し、生徒自らが学び、部活動に励んで自由な校

風のもと高校生活という青春を謳歌しています。
　PTAは本部役員と学年員会と３つの専門委員
会（広報委員・研修委員・厚生委員）で構成さ
れ、子供たちの健全な育成をはかることを目的と
し、学校との緊密な連携につとめて各種行事や環
境整備等行っています。
　昨年、一昨年は学校行事の縮小や中止等により
PTAの活動らしい活動がほとんど出来ない日々
が続いていましたが、今年度は外部からプロアー
ティストをお招きするという形での芸術鑑賞会を
はじめ、生徒のみではありますが２年ぶりに「星
陵祭」を開催することができました。
　今できることを模索しながら、少しずつではあ
りますがコロナ禍でのPTA活動を展開しており
ます。今できることを探して、社会の変化にも対
応できるPTA活動を考え、よりよい方向に進め
るように我々親としても子育ての集大成として、
子供たちの学校生活を保護者の立場から支えてい
きたいと思います。
� （PTA会長　三宅　隆喜）

県立舞子高等学校県立舞子高等学校

今の子達も捨てたもんじゃない！今の子達も捨てたもんじゃない！
舞子祭に初参戦舞子祭に初参戦

　舞子祭（文化祭）
　テーマは「勇往舞進～未来への飛翔」
　会長３年目の来年は本校50周年、相応しいお祭
りに…と意気込む私！�と言ってもこのご時世、
全校生徒の前で挨拶した事も無く、恐らく生徒達
も、私を会長と知らずにいつも気持ちの良い挨拶
をしてくれているのでしょう。
　今年はやっと保護者も参加出来るようになり、
１人で様々な体験やゲームに挑戦しました。
　あるクイズコーナー（ハート５つから始めて、
残った数に応じた景品）での事。第一の関門は
キャラクターの写真を見て名前を当てます。ジャ
ンルはツムツムが好きなのでディズニーを選ぶ
も、１問目からフルネームを思い出せず早々に
ハートを１つ失ってしまいました。
　２問目は普段使わない脳をフル回転し何とか正
解！�３問目またド忘れ…次の順番を待つ生徒２
人組に助けを求め、辛うじて正解！
　そこで出題者から「一緒の組で回りますか？」
と聞かれ、生徒達と顔を見合わせ「はい」と答
えてくれるも困った事が…「１問目を間違えてる
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ので、２人からもハー
トを１つずつ取る事に
なりますが？」と出題
者。私が気楽に考えて
たせいで、ややこしく
してしまった…と内心頭を抱えていたその瞬間、
生徒達は「大丈夫です！」と快く即答。
　４、５問目も３人寄れば文殊の知恵で正解し、
第一関門を突破！�続く第二関門から最終関門も
世代を越えたチカラで突破し、そこそこの景品を
ゲットすることが出来ました。
　知らないおじさんと楽しく過ごしてくれた生徒
達は「ありがとうございました。」とカッコ良く
手を振り去っていきました。その姿はとても眩し
く、このような素晴らしい生徒達がいる舞子高校
のPTA会長をさせてもらっている事が私の誇り
です。
� （PTA会長　小田　真吾）

県立北須磨高等学校県立北須磨高等学校

創立50周年をむかえた創立50周年をむかえた
北須磨高校とPTA北須磨高校とPTA

　本校は1972年に普通科高校として神戸市の須磨
ニュータウンに開設され2002年に単位制普通科高
校に改編、現在に至っている。2022年には創立50
周年式典を、神戸文化ホールで行い、同窓会主体
の祝賀会を、ポートピアホテルで行った。
　開学当時、制服がブレザーに水色（サックスブ
ルー）のネクタイで制服を見ただけで一目瞭然、
本校の生徒とわかる程珍しかった様だ。単位制に
移行するにあたり、私服にする案もあったが生徒
アンケートで見送られ、創立50周年を迎えるにあ
たり、新制服へと変更された。伝統の風合いを残
した濃紺の新制服は、女子生徒もスラックスを着
用可能となった、2015年にはユネスコスクールの
加盟が承認されコロナ禍ではZoomによる交流が
主体となっている。オープンハイスクールは人気
で令和四年度２回の実施で約1,500名の中学生、
保護者の方々にご参加いただいた。
　現在、北須磨生は単位制である事を活かして
「自ら考え」「自ら選び」「自ら学ぶ」を実践
し、２.３年次は各人の目標に合わせた時間割と
なり、少人数制授業で、主体的に学習に取り組み
将来の進路へ繋げるべく日々励んでいる。部活動
への積極参加で本校のモットーである『文武両

道』を目指している。
　私たちPTAは、学校・生徒の助力になるべく
活動をしていく事を目的としている。主な活動と
して、本部会、運営委員会を定期的に開催し、各
委員会においては講師を招いての進路講演会の
開催や、広報誌「きたすま」の発行。進路のしお
りの作成や通学路清掃に参加し、北須磨祭（文化
祭）においては、生徒達に混じり模擬店を出店、
収益は生徒会へ寄付している。
　また、同じ須磨ニュータウンの高校として須磨
東高校PTA、須磨友が丘高校育友会と県立須磨
三校会を形成、昨年度からは神戸市立須磨翔風高
校育友会が加わり新たに四校会となり、今年度は
本校にて積極的な意見交換・情報交換も行った。
　他にPTAと別組織で生徒活動振興会があり文
化・教育・部活動の支援を目的としている。昨今
のPTAの存在意義を問う議題も多くある中、保
護者の方々に理解を頂き、質を落とさないPTA
活動を今後も実行していく所存です。
� （PTA会長　柴谷　雅也）

県立尼崎西高等学校県立尼崎西高等学校

子どもたちのために子どもたちのために

　本校は昭和38年に武庫川のすぐ横の現在ある場
所に開校しました。平成24年には創立50周年式典
を挙行し新校舎を設立、翌年平成25年には普通科
の中に特色類型として「スポーツ・コミュニケー
ション（S・C）類型」を設置し、スポーツで人
間力を磨くという理念に基づき、普通科の生徒た
ちを含め色んな所で活躍できる子どもを育成して
くれています。
　また少子化の中、１クラスの人数を減らして、
熟度別指導や複数教員等のきめ細やかな授業を
行ってくれていて一人一人にきちんと対応し、生
徒たちの多様な進路希望に対応できる体制を整え
てくれています。その中で生徒たちはいきいきと
学校生活を満喫し部活動にも頑張ってくれている
のが、たまに学校に伺うと感じられます。
　また地域の方々とも交流し絆も深めていってい
ます。
　本校PTAは、執行部と文化委員、広報委員、生
活委員の３つの委員会で活動をしています。ここ
数年はコロナウイルスの拡大もあり活動は縮小さ
れていますが、広報誌の発行や今年は２年ぶりに
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保護者と先生との交流も兼ねて研修旅行を開催す
る予定です。今後は食堂試食会などコロナ禍で出
来てないことも再開していければと思っています。
　また生徒たちには体育大会やマラソン大会、
S・C類型が設置されてからの毎年の行事として
50キロウォークに本当にささやかですがアクエリ
アスやウィダーインゼリーの差し入れを行ってい
ます。
　今後も生徒たちの為にどのような事が出来る
のかを模索しながら、活動に取り組めていけばと
思っています。
　本校は今年で60周年を迎えます。今、同窓会、
学校、PTAが１つになって11月に開催される周
年行事にむけて準備をしています。その中で感じ
た事は、本校から素晴らしい子どもたちが沢山卒
業していって、色んな方面で自分の持っている才
能を発揮して活躍してるということです。
　60周年を一つの節目として80周年、100周年と
尼西高校が歴史を刻んでいって、もっと素晴らし
い子どもたちが卒業して多方面で活躍していくの
をこれからも本校PTAとしてささやかながら裏
から支え見守っていけたらと思います。
� （PTA会長　原水　和美）

県立西宮北高等学校県立西宮北高等学校

Let's take home a little HappinessLet's take home a little Happiness

　「生活は質実素朴に心は高く豊かに」今年25周
年を迎えた本校の校是です。今年度の北高祭（文
化祭）では、制限や配慮は欠かせないものの、生
徒たちはもちろん保護者もこの特別な日を楽しむ
ことができました。そして生徒たちの成長を見せ
てもらえる日でもありました。「Let's�take�home�
a� little�Happiness�～one�day�one�smile　小さな
幸せを１つ持ち帰ろう～１日１笑い」生徒たちが
考えたこのテーマは、彼らがまさに“北高生ら
しく”成長している言葉です。Withコロナでも
「足元にある幸せを感じる心、笑いを忘れない」
これぞ質実素朴であり心豊かに成長した北高生の
意思の表れだと思います。
　PTAでは防災展示、そして本校をゆかりの地
とする「涼宮ハルヒの憂鬱」の展示を企画しまし
た。この作品はアニメやライトノベルで人気を博
しており、北高の校舎と通学路である坂道はハル
ヒ坂という愛称で呼ばれるようになり聖地として

知られています。合わせて北高祭では同作品のエ
ピソードにも登場する七夕の笹飾りをしました。
生徒たちそれぞれの願いが
書き込まれた短冊が笹を彩
りました。
　先日、「県立高等学校教
育改革第三次実施計画」に
より令和７年度に実施され
る発展的統合の１校として本校が発表されまし
た。これから大きな変動を迎えることになるわけ
ですが、本校PTAはどんな時も生徒たちが“北
高生らしく”成長し続けられるよう支える存在で
ありたいと思います。
� （PTA会長　土屋　香織）

県立宝塚高等学校県立宝塚高等学校

県宝育友会の活動県宝育友会の活動

　県立宝塚高等学校は、昭和38年４月に宝塚市内
初の公立高等学校として開校し本年で60周年を迎
えることとなります。
　県立宝塚高等学校育友会は、宝塚高等学校開校
とともに発足し、以来60年間、学校と歩みをとも
に進めてまいりました。
　現在の育友会は、会長１名、副会長２名、書記
２名、会計２名、会計監査２名の９名の役員と、
前任の役員若干名が顧問として参画するメンバー
で構成されています。
　また、役員の下に広報部、研修部、厚生部、選
考部の４つの部会が置かれており、広報活動や研
修活動の企画や実施に携わっています。
　現在の育友会年間活動は、育友会総会（５月
中旬）を皮切りに、「ガーデニング講習会」（６
月下旬）、広報誌「石ころ」発行（７月下旬）、
「育友会研修旅行」（９月下旬）、代表委員会
（10月初旬）、「フラワーアレンジメント講習
会」（11月初旬）、広報誌「石ころ」発行（３月
初旬）など年間を通じてさまざまな活動を実施し
ています。
　特に「ガーデニング講習会」と「フラワーアレ
ンジメント講習会」は育友会会員のみなさまには
非常に好評で、毎回抽選を行って参加をお断りす
るほど盛況ぶりとなっています。
　また、この３年間は新型コロナ感染対策の関係
で実施できなかった育友会研修旅行も今年度は開
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催できる見込みであり、育友会研修部が趣向を凝
らした企画を練っているところです。
　育友会主催事業だけではなく、文化祭や体育祭
などの学校行事にも積極的に参加していますし、
例年１月下旬に行われるマラソン大会では、紅茶
やココアなどの飲物提供などもこれまでには行っ
てきました。
　生徒たちの健やかな成長と、学校教育活動のさ
らなる発展、そして何より生徒たちを支える保護
者の連携をめざして、これからも育友会活動のさ
らなる充実を図っていきたいと考えています。
� （育友会会長　藤原　里美）

県立芦屋高等学校県立芦屋高等学校

コロナ禍を経験してのPTA活動とは？コロナ禍を経験してのPTA活動とは？

　本校は1940年に県立芦屋中学校として設立し、
現在に至っています。教育綱領として「自由・自
治・創造」の三つを掲げており、生徒の自主性を
尊重した単位制の学校です。県内全域から通学で
きることもあり西は龍野市、東は伊丹市から通う
生徒がいます。
　令和２年度・令和３年度はコロナ禍により
PTA活動もかなりの制限を受けてきましたが、
令和４年度に入り少しずつ活動の幅を広げつつあ
ります。６月に開催された記念祭では３年ぶりに
PTA�Caféを出店しました。感染症対策を心掛け
個包装されたパン４種類を仕入れ、紙パック飲料
とセットで販売。季節
柄、冷たいお菓子とし
て個包装されたゼリー
やプリンも用意しまし
たが、販売から２時間
ほどで全て売り切れてしまいました。
　また今年の夏は同窓会からの提案もあり、あし
かび会館（同窓会会館）のホールで、在校生へ向
けて自習室を夏休み期間中
に開催。（７/22から８/31
まで月曜･水曜･金曜の17
回。ただし８/15を除く）
　初めての試みで企画・運
営など手探りの事ばかりでしたが、受付・監督業
務を芦屋市シルバー人材センターに委託する事で
乗り切りました。快適な室温・静寂な環境など自
習するには申し分ない環境を提供する事ができ、

芦屋高校同窓会を含めた三位一体の事業になった
と実感しています。
　年々、PTA役員・委員の立候補が少なく抽選
でお願いすることが多くなってきました。女性も
男性並みにフルタイムで仕事をしている方が増え
ており、時間の都合をつけるだけでも精一杯な状
況の下、前に進むことが難しくなっていると感じ
ます。ボランティア組織としてのPTA活動への
理解と協力をどのように得ていくのか、今後の課
題と強く感じます。
� （PTA会長　木村　ゆり）

県立氷上西高等学校県立氷上西高等学校

輝く地域の星になれ輝く地域の星になれ
一人一人が主人公一人一人が主人公

　氷上西高等学校は今年で創立46周年を迎え�
ます。
　今でこそ、各学年１クラスで学校全体でも100
人少々の小さな高校ではありますが、その分生徒
同士も仲が良く、先生方も一人一人に目が届く良
い環境だと私は考えます。
　「輝く地域の星になれ　一人一人が主人公」の
スローガンの通り、地域と密接した関係を保ち、
住民の方々と連携し、地域全体で生徒を育てて社
会に送り出すのが、学校関係者や我々保護者の希
みです。
　そのために地域でゴミ拾いのボランティアをし
たり、時に近くのお寺で座禅を組んだりと、他の
学校ではする事の無いようなことが授業に組み込
まれたりしています。
　どれもこれも、全て少ない生徒数だからこそで
きる事だと思います。
　ここ３年はコロナの影響で、体育祭や文化祭に
修学旅行、必死に頑張って練習してきたクラブ活
動の大会に悔しい思いをした卒業生も多々いま
す。
　そんな中ではありますが、今年からは全ての行
事がコロナ対策をしながらではありますが行えて
います。
　生徒達が「あれは大丈夫かな？�これは無理か
な？」と自分達で考えて、それを先生方が全力で
サポートして下さっているからです。
　この先、コロナと共存していかないといけない
世の中になってきました。何をするにしても今ま
でより少し考えて回り道を進まないといけないで
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すが、回り道でしか見れない景色や出逢えなかっ
た人などとのつながりを自分の力に変えて、しっ
かり進んでいけるような社会人になってくれるよ
う全力で応援していきたいと思っております。
� （PTA会長　村上　誠）

県立三田祥雲館高等学校県立三田祥雲館高等学校

県立三田祥雲館高等学校の県立三田祥雲館高等学校の
育友会活動育友会活動

　最初に少し学校の宣伝
をさせてください。兵庫
県立三田祥雲館高等学
校は、兵庫県三田市の公
立高等学校で、2002年に
創立された全日制普通科
（単位制�課程）の県立の
学校です。当校は三田市
郊外のカルチャータウン
に広大な敷地を持ち、校内には自然の景観を活か
した観察用の里山や池があるイタリア初期ルネサ
ンス風建築でとてもオシャレな学校です。
　私たちはこの学校で育友会を組織し子供たち
の教育のため、日ごろから縁の下の力持ちとして
学校教育を支えています。育友会の主な活動は�
①進路・人権学習　②生活厚生　③国際交流・
研修　④広報　の４つです。①進路・人権学習で
は、３年次の保護者を対象とした進路説明会「最
新入試情報と受験生の保護者としての心構え」の
講演会と人権教育。②生活・厚生では、生徒たち
への登校指導。青少年健全育成連絡協議会にて情
報交換。③国際交流・研修では、国際色豊かな講
演会の開催。④広報部では、各種学校イベントを
取材。年３回の広報誌を発行して、子供たちの学
校教育風景を保護者にお知らせしています。
　他にも、学校の美化活動やPTCA活動に力を入
れており、地域住民の方々と交流を深め学校環境
をより良くする努力を行っています。PTCA活動
の一例ですが、学園小学校のお祭りに参加し出
店。本年はコロナの影響で中止だったため、「ま
ほろばマルシェ」に出店し、生徒たちによるウク
ライナ支援のチャリティドーナッツ販売を支援、
上野ヶ原特別支援学校のお魚Tシャツと保護者の
ハンドメイド作品をチャリティ販売しました。
　ご承知の通り育友会の活動には、苦労が伴いま
す。このため、育友会はどうしても敬遠されると

ころです。しかし、私たちは、こういったイメー
ジを払拭するため、「笑顔」と「笑い声」があふ
れる楽しい育友会活動を企画して、エンジョイし
ています。
� （育友会会長　和久田　努）

県立松陽高等学校県立松陽高等学校

夢に向かって！ 前を向いて！夢に向かって！ 前を向いて！

　本校は、昭和23年に「県立伊保高等学校」とし
て創立し、翌年に県立松陽高等学校として校名を
変更しました。当初は定時制のみだったところ、
昭和41年には全日制課程も増設され、今では普通
科・商業科・生活文化科からなる総合的な学校で
す。全日制課程では、「生徒の面倒見一番」の学
校を目指して、生徒の夢の実現を応援しています。
　ここ数年、新型コロナウイルスの影響でPTA
活動など、全てのことが思い通りに進められない
現状があります。また、親だけでなく、子供達も
今まで経験したことのない環境下での高校生活を
送っています。そのような日々でも学校、家庭、
地域が連携、協力をして、互いに模索しながら進
歩、進化をしてきております。
　本校の特色ある教育活動のひとつ“防災教
育”では、兵庫県教育委員会から「防災教育推
進校」の指定を受け、高校生等防災ジュニア
リーダーとして学習会などに参加しており、校
内外でボランティア活動を行い、校内では防災
講話をするなど、防災へ
の普及活動も行ってい
ます。また、子供達のア
イデアから生まれた災害
食「松の陽だまりパン」
については、販売実習を
地域の大型スーパー等
で定期的に実施し、地域
の方々とのつながりをも
ち、PTAも購入すること
により各家庭での防災意
識の向上にもつなげてお
ります。
　コロナ禍での活動を通じて、PTAの在り方
や会費などについて考えなおす時間がもてまし
た。これからも時代の変化に合わせて視野を広
げ、柔軟に対応しながら学校の活動を積極的に

防災避難訓練

山陽百貨店前での販売実習
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支援し、親子ともども成長できるPTA活動に取
り組んで行きたいと思います。
� （PTA会長　田淵　瑞穂）

県立東播磨高等学校県立東播磨高等学校

創立50周年に向けて創立50周年に向けて

　東播磨高等学校は、地元では「ひがはり」の愛
称で親しまれ、地域と連携した取組も多く、生徒
たちは、一生懸命に学習や運動に励んでいます。
令和５年度には、大きな節目となる創立50周年を
迎え、さらなる充実発展が期待されています。
　運動部、文化部ともに熱心に活動をしており、
平成29年には、演劇部が「アルプススタンドのは
しの方」という演劇で第63回全国高等学校演劇大
会最優秀賞文部科学大臣賞を受賞し、その脚本が
注目を浴び映画化され、全国の映画館で上映され
ました。また、野球部は、第93回春のセンバツ高
校野球に21世紀枠で初出場を果たしました。惜し
くも１回戦で敗れはしたものの大熱戦を繰り広げ
大きな足跡を残しました。今年度は、放送部が第
69回NHK杯全国放送コンテスト創作ラジオドラ
マ部門において、全国優勝、文部科学大臣賞を受
賞する等、輝かしい成績を収めています。
　本校PTAは、本部役員と総務委員会、広報委
員会、学校行事・進路委員会で構成され、環境整
備や広報誌作成、登校指導等に取り組んでいま
す。コロナ禍で様々な制限がある中ですが、「子
どもを通じて学校生活を楽しもう」という思い
をもって、「コロナを理由にやめるのは簡単なこ
と、大切なのはどうすればできるのかを考えるこ
と」という視点で、学校との対話を大切にしなが
ら活動しています。
　今年は、初の取組として「制服リサイクル」と
「選書会（図書室
に配架する図書
を生徒たちが選
ぶ会）」を実施す
ることができまし
た。いずれの取組も盛況で、次年度以降も継続し
て取り組んでいきたいと考えています。
　今後も、生徒達の健全な育成と充実した学校生
活を側面から支えていけるよう、知恵を出し合い
ながら支援していきたいと思います。
� （PTA会長　堀之内　健志）

県立小野高等学校県立小野高等学校

120周年を迎えて120周年を迎えて

　本校は、旧小野一柳
藩の藩校「帰生館」の
流れをくむ昌明学校、
組合立小野中学校を
その前身とし、明治35
年に県立小野中学校と
して発足しました。令和４年度には120周年を迎
え、卒業生は３万人を超えています。
　明き、浄き、直き誠の心の校是のもと、小野
高生は文武両道（運動部18・文化部17）を実践
し、グラデュエーションポリシー「次代を拓く
‘ONOProgress’～人間力を育む９つの力～」
と120周年スローガン「刻もう歴史に！�繋ぐよ未
来に！」のもと自己実現に向けて日々学校生活を
送っています。
　文部科学省「スーパーサイエンスハイスクー
ル」指定事業は４年目となり、高校３年間を見通
した「探究プログラム」を構築し、大学や教育施
設、海外の高等学校との連携もオンラインと対面
との「ハイブリッド形式」により充実しており、
今年度、その成果を全校的な取組として広げてお
ります。また、授業等で身につけた知識・技能を
活かし、思考力、判断力、表現力を育み、学びを
深める探究活動や、蜻蛉祭や体育大会などの学
校行事、部活動など、人との繋がりを大切にし仲
間と支え合い、切磋琢磨できる環境で学んでいま
す。
　小野高校PTAは本部役員12名、常任委員38名
の50名と学校職員16名の計66名で常任委員会を構
成しています。研修進路指導部、広報部、保健安
全部、環境生活部の部会活動に加え、図書館充実
委員会、国際交流委員会の活動や、課外活動の支
援を行っています。小野高校のPTA活動にも先
輩方が築きあげられた歴史があります。その伝統
をしっかりと引き継ぎながらも、急激な変化をし
ている社会環境へも対応できる新しい活動も組み
込んだ形にできればと思っています。子どもたち
のために活動するためのPTA、今年度は感染拡
大防止対策をしっかりと行いながらも少しでも多
くの行事が行えるような環境作りにご協力できる
ようにサポートしていきたいと思います。
� （PTA会長　山本　昭一）
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県立小野工業高等学校県立小野工業高等学校

PTA活動の今後の未来PTA活動の今後の未来

　本校は、東播磨地区のほぼ中央に位置している
小野市にあります。本校はものづくりを通して、
人間力を育み、高める学校です。地元小野を中心
に、ふるさと兵庫をつくり、貢献し、伝えていく
人材を育てる大切な使命を持った学校です。
　よりよいふるさとを未来につなげていくため、
生徒、PTA、同窓生、地域の方々。みんなが一
丸となって歩みを進めて参ります。
　さてPTAは、保護者・先生・組織の略で、保
護者、先生、地域が連携して子供達の為に活動す
る団体です。
　2007年には、PTAは本来自由に入退会出来
る任意の加入の団体であることを再提示されま
した。
　2016年１億総活躍国民会議では、PTAの任
意性の意味・PTA活動の負担を問題視されま
した。
　上記の内容は私も含め、PTA活動の役割をす
べて理解している人は少ないと思います。
　PTA活動は、形式的な活動が多く「なくても
よい」活動を「ずっとしてきたから」という理由
で続けている部分もあります。
　しかし、時代に合わせてPTA活動を変えてい
こうと改革にのりだすPTAが地域を問わず出て
きています。コロナ禍の今こそ、チャンスを転機
に変えるべきではないか。教師の働き方が問題に
なっている今、同時に、PTA活動の見直し、ム
ダを省き、効率よく運営していくことを考え改善
すべきではないでしょうか。
　近い将来、先生方にも、役員にも、地域にも活
動しやすい調和した関係を築くために…
　これからのPTA活動を見直し、子供たちがよ
り良い学校生活が送ることが出来るように力を尽
くしたいと思います。
� （PTA会長　小林　晃一朗）

県立福崎高等学校県立福崎高等学校

子どもたちに寄り添い子どもたちに寄り添い
「いきいきと輝く魅力ある人に」育む「いきいきと輝く魅力ある人に」育む

　本校は、大正３年に福崎村立実家女学校として
創立、昭和23年に兵庫県立福崎高等学校と改称、

本年で創立108年になります。「自治、公正、親
和」を校訓とし、「文武両道」を校是としてい
ます。
　「生徒がいきいきと輝く魅力ある学校づくり」
を教育目標として掲げ、「地域社会の力となる」
活動を実施して、高校生の地域社会に対する参画
意識を高めるとともに、社会性や自主性など豊か
な人間性を育んでいます。
　具体的には、吹奏楽部、ギター･マンドリン
部、コーラス部等による福祉施設訪問や地域の文
化行事への参加、地域の高齢者とグラウンドゴル
フ大会を行ったり、本校生徒が近隣小学校にて出
前授業を行ったりして、地域住民との交流を通し
て地域社会との連携を深めております。
　また、地域の方の中には野球部の応援を楽しみ
にされている方も多くいらっしゃいます。昨年・
一昨年はコロナの影響がありましたが、本年は球
場で「毎年応援してるんやで」と温かい声をいた
だいたりしております。部員もグランドが生活道
路に面していることもあり、地域の方が通られ
る度に必ず挨拶しお互いに心の交流を深めてい
ます。
　さて、本校PTAの活動はコロナ禍以降何もで
きていなかったのですが、ようやく本年６月に文
化祭において模擬店でカレーを提供し子供たち
や先生方の笑顔と触れ合うことができました。先
生方、PTA役員さんの協力を得て楽しいひと時
を過ごせました。心残りは、コロナ禍前は地域の
方々も来ていただいている文化祭が生徒・先生・
PTA役員のみになってしまったことです。しか
しながら、閉塞感・先の見えない不安を抱いた子
供たちの心に寄り添えたのではないかと思ってお
ります。
　主役は子供たち、地域の未来・日本の未来を担
い自分の意志・判断で行動できる「いきいきと輝
く魅力ある人に」育てるため、子供たちに寄り添
い、学校・地域・保護者のパイプ役として活動し
ていきたいと思っております。
� （PTA会長　　松田　恭典）

県立夢前高等学校県立夢前高等学校

子ども達のさらなる活躍を目指して子ども達のさらなる活躍を目指して

　本校は昭和49年に兵庫県立夢前高等学校とし
て独立し、２年後（令和６年）に50周年を迎えま
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す。本校の教育目標として、人としてのあり方、
生き方を常に考え、自主的精神に満ちた人間の育
成として「誠実」「健康」「敬愛」の３つの校訓
のもと、心身ともに健康で幅広い知識や教養を身
につけ、柔軟に思考し、社会に貢献する生徒の育
成を目指しています。校内は、時折聞こえるうぐ
いすの声に心を和ませることのできる、静かで緑
豊かな学校です。
　昨年度に引き続き、本年度も新型コロナウイル
ス感染症の影響で、総会が紙面開催となり、研修
旅行や地域の祭りのパトロール等が中止になりま
した。しかし、感染予防対策をとりながら、例年
通りとはいきませんが、文化祭や球技大会等の
行事を無事に開催することができました。また、
この２年間は実施できませんでした異年齢・異文
化交流やボランティア等の体験活動について、今
年度は１つでも多くの体験の機会を設けることを
目標に、準備しています。運動部の活動について
も、さらに積極的に他校との合同練習や練習試合
を行ったり、中学校との交流練習を行ったりして
います。文化部については、発表の場として文化
祭や「ゆめさきの魅力発表会」だけでなく、昼休
みの校内発表や校外の発表を実施予定です。
　PTAとして、朝のあいさつ運動（登校指導）
や「ゆめさきの魅力発表会」、体育大会等の行
事のサポートの機会に、子ども達が生き生きと活
動している姿を見ることができたらと願っていま
す。子ども達の安全と充実した学校生活を願いな
がら、できる範囲で活動を行っていく予定です。
　まだまだ制約の多い中では成りますが、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
ステージへつながる高校生活となるよう活動を続
けて参ります。
� （PTA会長　米光　さきこ）

県立伊和高等学校県立伊和高等学校

「第71回全国高等学校PTA連合会大会」「第71回全国高等学校PTA連合会大会」
に参加してに参加して

　本校は、1964年（昭和39年）に地域の強い要望
と期待の中、県立山崎高等学校伊和分校から独
立し「兵庫県立伊和高等学校」として創立しまし
た。第４学区に属し、現在は、３学年、全て１学
級の山間部にある小規模校であります。豊かな自
然に恵まれ、校訓「自主・敬愛・創造」のもと、

地域に根ざした高等学校として、日々成長し発展
してまいりました。
　PTA活動も、これまでは、学校行事などに参
加し盛んに進めてまいりましたが、令和４年度
も引き続きコロナ禍のため、５月のPTA総会以
降、９月現在、学校でのPTA活動は、出来てい
ないのが現状です。
　この様な状況の中、PTA事務局の勧めもあり
７月18日には「第47回近畿地区高等学校PTA連
合会大会大阪大会」に校長先生と参加しました。
また８月24、25日には「第71回全国PTA連合会
大会2022石川大会」に、保護者会代表の西村さ
んと参加させていただきました。会場、金沢市
「いしかわスポーツセンター」までの約５時間の
道のりは、決して近くではありませんが、この２
日間は、日頃、経験出来ない貴重な時間となりま
した。本大会のメインテーマ「輝く未来への礎」
サブテーマ～親から始める新時代の教育～特に印
象に残ったのは、大会２日目の記念講演、地元、
石川県出身の㈱ファミリーマート顧問（前副会
長・元社長）澤田貴司氏、演題「やりたいことを
やる」でした。いかなる時も、現場とのコミュニ
ケーションを重視し、さまざまな改革にとりくま
れたお話は、自営業を営んでいる私にとって、と
ても興味深く、勉強になりました。当たり前のよ
うで、なかなか出来ない「やりたいことをやる」
子供たちの未来は、是非そうであってほしいと強
く願いました。
　紙面をお借りして、それぞれの大会実行委員会
の方はもとより、この様な貴重な機会を与えてく
ださった方々に深く感謝いたします。と、共に、
この度の経験を、今後のPTA活動に、少しでも
生かせていければと思います。
� （PTA会長　藤原　正樹）

県立相生産業高等学校県立相生産業高等学校

未来を見抜く力未来を見抜く力

　こんにちは。相生産業高校でPTA会長を務め
ている宮田智治と申します。
　早いもので、今年も半分が過ぎてしまいまし
た。３年生にとっては、今後の未来を決めていか
なければならない時期に差し掛かっています。
　世界では、ウクライナとロシアが戦争をしてお
り、色々な物価の価値が上昇している状況です。
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また、まだまだコロナウイルスも猛威を振るって
おり、予断を許さない状況にあります。これらの
事は、テレビで毎日のように放送されています
が、マスメディアでは言論の制限などにより、す
べての情報を発信することは難しくなっていま
す。ネットニュースでも同様ですが、タイムリー
に発信されており情報を集めるには適しているの
ではないかと考えています。しかし、これらの情
報は局を通しての発信であるため、全てを鵜呑
みにして信じるのはどうなのかと私は思います。
そこで必要なのは「真実を判断できる」というこ
とだと考えます。色々な情報の中には、フェイク
ニュースも含まれており、混乱を招くこともあり
ます。どれが真実でどれがフェイクなのかを見極
めるには、自分で情報を集め、それに対して考え
るということが必要ではないかと考えます。これ
は、社会情勢だけではなく、他の事にも通ずるこ
とだと思います。例えば、仕事をする上で色々な
ことを指導されると思います。それは、その会社
で長年培ってきたことにより確立された業務内
容であり、それを代々先輩は指導してきたもので
す。しかしそれは、現在の社会情勢や環境など
色々な情報と照らし合わすと、はたして業績や収
益が上げられるのであろうか、ということを考え
ることが必要であり、それが情報を集めるという
とこに繋がてくると思います。指導された内容の
事をただこなすだけではなく、何故そうしている
のか、もっと他に効率よく行えることはないのだ
ろうかという疑問を毎日持つことで、考えるとい
う力はどんどん養えると思います。また、色々な
情報から様々なことを考えると、今後の社会がど
のように展開するのか、また何が流行するのかと
いうところに繋がり、事業の展開や起業など様々
な夢や目標に繋がってくるものだと考えます。
　未来を見据えて考え行動するということは、自
分の目標に向けて進むことに繋がるのではないか
と考えます。これから自分が描くビジョンに向け
て頑張って欲しいと思います。
� （PTA会長　宮田　智治）

県立豊岡高等学校県立豊岡高等学校

伝統ある豊高生として伝統ある豊高生として

　本校は、明治29年（1896年）兵庫県立豊岡尋
常中学校の創立以来、127年の伝統を有し、県

下有数の古い歴史を持つ学校です。「真理・正
義・敬愛・自律・実践」の教育綱領のもと、
幅広い知識と教養、品格と豊かな情操、道徳心
を培う教育を行い、知徳体の調和のとれた、し
なやかでたくましい生徒の育成を目指していま
す。平成18年度には文部科学省の「スーパーサ
イエンスハイスクール（SSH）」事業の指定を
受けて以来、３期16年間にわたり実践研究を積
み重ねてきました。昨年度は探究活動のさらな
る充実と研究発表会「豊高アカデミア」のICTを
用いたオンライン開催など、第３期の総仕上げ
を行いました。今年度からは第４期の決定を受
け、さらに深化・発展した活動を展開します。
また、一昨年、兵庫県教育委員会より「STEAM
教育実践モデル校」としても指定を受け、文理
融合型カリキュラムによる新たな学びの実践研
究にも取り組んでいます。
　さて、豊岡高校PTAでは毎年８月１日に開催
される柳まつりの豊岡おどりに生徒たちととも
に「豊高連」として参加していたのですが、昨
年、一昨年とコロナ
ウィルス感染拡大防止
のため、柳まつり自体
が中止となり残念なが
ら参加することができ
ませんでした。今年の
開催もギリギリまで検
討されていましたが、
規模を縮小して開催
されましたので生徒
98名、PTA10名、職員17名の総勢125名で参加
しました。生徒たちの元気に踊る姿をみて、沿
道からは大きな拍手と主催者であります豊岡商

工会議所からは感
謝の言葉をいただ
きました。参加し
た生徒たち、そし
て我々PTAにとり
まして思い出深い

夏休みになりました。コロナ感染拡大防止のた
めの行動制限も以前に比べるとだいぶ緩やかに
なってきました。これからも子どもたちに有意
義な高校生活が送れるようにPTAと校長先生を
はじめとする先生方、事務局と連携してサポー
トしていきたいと思います。
� （PTA会長　民野　浩司）
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県立但馬農業高等学校県立但馬農業高等学校

本分を尽くす本分を尽くす

　家庭教育と学校教育、果たすべき役割や方法に
違いがあるのは当然です。しかし、我が子あるい
は地域の子どものよりよい成長を願う気持ちに違
いはありません。
　会員の皆様からいただく、物心両面の助力に
よって、保護者と学校をつなぎ、連携を深めな
がら、子どもの「今」と「未来」を共に考え、子
どもの育ちを支える、頼れる応援団でありたいと
願っています。
　社会に目を向けると、コロナや戦争、SNSの進展
によって明らかとなってきた社会の分断傾向など、
重苦しい空気が漂っています。家庭では物価の高騰
や経済不況などが、家計に影響をあたえています。
　学校の先生の多忙さが広く知られるようにな
り、その解消が喫緊の課題として取り上げられる
ようになりました。
　子どもは生まれ育つ時代を選ぶことができま
せん。
　「子どもの利益」を最優先する立場にある、保
護者と先生が、それを最優先できない状況にある
とすれば、子どもの「今」も「未来」も小さいもの
になってしまう。そのことを最も恐れています。
　学校はPTAに対し、PTAは学校に対し、過度
な期待を寄せることなく、それぞれが子どもたち
のためにすべきことをきちんと行うこと。教育の
原点に返り、「家庭でしかできないこと」「学校
でしかできないこと」を見極め、それぞれの本分
を尽くすことこそが、この時代の保護者と学校
を、ひいては子どもたちの育ちを支えることにつ
ながるのではないでしょうか。
　校訓「汗をいとわず命を尊び日々髙きを志す」
を活動の指針として、４年後に迫った創立50周年
にふさわしい、新たなPTA活動に向けた、模索
を続けていきます。
� （PTA会長　石田　真子）

県立洲本実業高等学校県立洲本実業高等学校

コロナ禍でも前向きにコロナ禍でも前向きに

　本校は淡路島に位置する島内唯一の産業系高等
学校で、機械科・電気科・地域商業科の３科を設

置しています。今年、創立94年を迎えた伝統ある
学校で、地域の方々には「洲実」や「実高」の呼
び名で親しまれています。多くの卒業生が淡路島
内の各地で地域産業を支え、あるいは県内や全国
各地の産業界で活躍しています。
　本校PTAは地区別に３つのブロックからな
り、それぞれのブロックごとに広報誌の作成やイ
ベントのサポート、地域清掃活動の段取りなど役
割を分担しながら、子供たちの教育活動を積極的
に支援しております。
　さて、長引くコロナ禍の影響は本校生徒の学
びだけに留まらず、我々PTAの活動にも大きく
影を落としました。特に令和２・３年度は行事関
係が軒並み中止や縮小となりました。体育祭の
バックアップや文化祭のバザー、PTAの研修会
など、これまで普通にできていたことができなく
なり、PTA会員の皆様のつながりも希薄になっ
てしまいました。
　しかしながら、このような状況下でも広報誌の
作成や夏の通学路清掃など、出来る活動を模索
しながら役員の皆さんを中心に集まり、知恵を出
し合って活動を継続してきました。特に本年度
は夏の通学路清掃においてPTAの皆様だけでな
く、地域住民の方、生徒会や部活動に参加してい
る生徒、教職員など150名以上の人が集まりまし
た。軽トラックや刈払機など機材も持ち寄り、暑
い中、早朝からみんなで汗を流しながら清掃活動
を実施できたことは、コロナ禍においても前向き
に活動できること
を改めて実感する
とともに、PTA会
員の皆様が、心か
ら学校や生徒を応
援しようとする強い
絆を感じ取ること
ができました。
　徐々にコロナ禍も
収まっていくことを
期待しながら、どの
ような状況下におい
てもPTAが学校と
協力しながら生徒を
サポートできる強い体制を今後より一層構築でき
ればと思います。
� （PTA会長　瀬尾　誠）

令和４年８月７日 通学路清掃活動
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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ご支援いた
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。
　本県では、今年３月に「県立高等学校教育改革第三
次実施計画」を策定し、社会の変化に柔軟に対応し、自
らの力で新しい社会を切り拓く力を育成できる県立高
等学校であり続けられるよう、改革の基本的な考え方と
方向性を示しました。少子化等の社会変化に対応した
県立高等学校の魅力と活力を維持するための方策を
推進するとともに、それを実現するための適切な学校の
規模と配置等を推進するなど、今後も一層、魅力と活力
ある高校づくりを進めていきます。
　その一つとして、Society5.0時代において未来を創
造する力を備えた人材を育成するため、異なる分野を
総合的に学習し、文理の枠を超えて教科等横断的な視
点に立ち、創造力や課題解決能力を高める「STEAM�
教育」を、モデル校を中心に展開しています。取組内容
については、「STEAM教育実践モデル校事業」として
高校教育課ホームページで公開していますので、ぜひ
ご覧ください。
　国の「GIGAスクール構想」により、県内の小中学校に
おいては、１人１台端末環境が実現しており、小中学校
で行ってきた新しい学びを継続し、将来必要となる情報
活用能力を育成すべく、高等学校においても、校内の無
線LAN整備や、各教室への大型提示装置の配備など、
１人１台端末環境下で教育活動を展開する準備を進
めてきました。
　このような環境の下、今年度の入学生からは、個人
所有端末を学校での学習に活用するBYOD（Bring�

Your�Own�Device）を導入し、ICTの効果的な活用に
よる「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指します。
　今後は教員のICT活用指導力のさらなる向上に取り
組み、１人１台の学習端末を効果的に活用した学びを
展開してまいります。皆様には引き続き、ご理解とご協力
を賜りますようお願いします。
　また特別支援学校においては、「心のバリアフリー」
推進事業として、児童生徒の自立と社会参加に向け、
地域社会の一員として生きる力を育むため、地域との交
流や体験活動を実施しています。
　さらに県立高等学校においては、発達障害やその可
能性のある生徒を対象とした「通級による指導」を導入
し、学校の特色と生徒の教育的ニーズに応じた特別の
教育課程の編成や指導方法の工夫・改善について研
究を進めてきました。
　通級による指導では、障害による学習上又は生活上
の困難の改善・克服を目的とした指導を生徒の教育的
ニーズに応じて行っています。これらの指導により、生徒
の自己理解、自己肯定感が高まることにつながり、教科
等の授業においてもその指導の効果が大いに期待され
ます。今後も一層、高等学校における通級による指導に
ついての理解促進を図ります。
　PTA活動については、「PTCA活動支援事業」にお
いて、PTAが核となり、地域住民（Community）が参
画・協働して、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より昨年度から順延
された近畿高P連大阪大会、第71回全国高P連石川
大会が、現地参加およびオンライン参加の両方を
実施するハイブリッドでの開催になりました。来
年度こそはコロナも収束し、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、ご案内のとおり、12月３日に兵庫県高P連
研究大会は、３年ぶりに和田山ジュピターホールで
開催されます。今年の担当は但馬地区で、主管校
の香住高校をはじめ実行委員会のPTAの皆様及び
先生方には大変なご尽力をいただいております。�

ありがとうございます。
　大会において、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５年１月20日（金）
　兵庫県公立高等学校PTA連合会第３回理事会
○令和５年７月１日（土）
　第48回近畿大会（滋賀）YMITアリーナ
� （くさつシティアリーナ)
○令和５年８月24日（木)～�25日（金）
　第72回全国大会（宮城）　場所：未定

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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