
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

(3) 日程説明

進行 

研究発表１

助言 

研究発表２ 　山形東高等学校ＰＴＡ会長

助言 

３ 研修会講演

進行 

講師 

演題 

謝辞 

４　閉会行事

講評 

次年度事務局挨拶

開会行事

講演会

【村山地区高等学校ＰＴＡ連合会】

令和元年９月２１日（土） 山形市国際交流プラザ大会議室

山形県立山形中央高等学校 ２００人

閉会行事 １６：１０～１６：２０

内　容

研究発表 １３：２５～１４：３５

講演 １４：４５～１６：００

日　程

受付 １２：２０～１２：５０

開会行事 １３：００～１３：１５

片山　純子

安食　克彦

米田　　謙

山形東高等学校ＰＴＡ役員　　　　　

村山地区高Ｐ連会長

　実行委員長（山形中央高校ＰＴＡ会長）

井上　聡子　さとこ女性クリニック院長

安食　克彦

　「大人こそ考えよう！　～君たちはどう生きるか～」

山形中央高等学校ＰＴＡ役員 今井　弘之

村山地区高Ｐ連会長

　発表題「子どもの未来を切り開く生活指導」

大沼　　明

　左沢高等学校ＰＴＡ会長

山形商業高校ＰＴＡ会長　　　　　　

菊地　大成

令和元年度　各　地　区　研　修　会

講演会講師

発表への質問

　山形中央高等学校校長 　齋藤　和哉

　寒河江工業高校ＰＴＡ会長 遠田　恵信

２　研究発表

　寒河江高等学校校長 柏倉　昭夫

　左沢高等学校校長 青柳　敦子

　発表題「本校における生徒のスマートフォン利用について」

三浦　祥子



期　日 会　　場

担当校 参加者数

受付 １３：３０～１３：５５

開会行事 １４：００～１４：１０

研修会 １４：１０～１５：１０

講演会 １５：２０～１６：２０

　 閉会行事 １６：２０～１６：３０

　 ＰＴＡ会長会・副会長会

１ 開会行事

進行 　　　 　　

(1) 開会のことば 最北地区高Ｐ連　副会長

(2) 会長あいさつ 最北地区高Ｐ連　会長

(3) 当番校校長あいさつ 東桜学館高校　校長

２ 研修会

進行 

記録 

事例報告 

討議 

３ 講演会

進行 

講師紹介 

講演 

（元 ＹＢＣ山形放送 アナウンサー）

質疑応答 

お礼のことば 

４　閉会行事

進行 　　　 　　

(1) 次期開催当番校あいさつ 新庄神室産業高校　ＰＴＡ会長

(2) 開会のことば 最北地区高Ｐ連　副会長

新庄北高校　ＰＴＡ副会長

新庄北高校　ＰＴＡ副会長

石垣　有一

　演題　　～笑顔の声で　話しましょう～

最北地区高Ｐ連　会長 矢口　雅彦

菅　　淳

齋藤　雄一

東桜学館高校　校長　　　 官　　宏

　講師　　壽屋　代表取締役　　　　　　　　横尾　友栄　氏

菅　　淳新庄神室産業高校　ＰＴＡ会長

新庄南高校金山校　ＰＴＡ会長 渡部　昭仁

石垣　有一

新庄北高等学校　総務情報課長　　　　　　　齋藤　雄一

日　程

齋藤　雄一

矢口　雅彦

官　　宏

佐藤　卓也

１７：３０～

佐々木養記

【最北地区高等学校ＰＴＡ連合会】

令和元年１０月１９日（土） 山形県立東桜学館高等学校　大講義室

山形県立新庄北高等学校 １０８名



【置賜地区高校 PTA 連合会】 

期 日 令和元年 12 月 1 日（日） 会  場 熊野大社 證誠殿 

担当校 山形県立南陽高等学校 参加者数  ９０名 

日 程 

受  付   ９：００ ～ ９：１５ 

開会行事   ９：１５ ～ ９：３０ 

講 演 会   ９：４５ ～１１：１５ 

研究集会  １１：４５ ～１２：３０ 

閉会行事  １２：３０ ～１２：４０ 

内 容 

１ 開会行事        進行 南陽高校ＰＴＡ役員 今野かおり 

  （１）開会の挨拶      置賜地区高Ｐ連副会長 青木  睦 

代理 南陽高校３学年役員 山木 由美 

  （２）会長あいさつ    置賜地区高Ｐ連合会会長 伊賀 正憲 

  （３）事務局校校長あいさつ 

               置賜地区高Ｐ連事務局長 曽根 伸之 

２ 講 演 会 

  進  行          南陽高校ＰＴＡ副会長 菊地 雅章 

  講師紹介         置賜地区高Ｐ連事務局長 曽根 伸之 

  講  演   

講師 水谷 修 氏（花園大学 教授 など） 

   演題 「どこまでも生き抜いて －夜回り先生いのちの授業－」 

  謝  辞           置賜地区高Ｐ連会長 伊賀 正憲 

 

３ 研 修 会 

  座  長           置賜地区高Ｐ連会長 伊賀 正憲 

  事例報告 

① 荒砥高等学校            ＰＴＡ会長 赤間 泰宏  

「地域社会と連携する荒砥高校」 

② 米沢興譲館高校         教育振興会会長 鈴木 弘樹  

「生徒と共に学び成長するＰТＡを目指して」 

  討  議 

 

４ 閉会のあいさつ         南陽高校研修部長 土屋 一成 

 



期　日

会　場

担当校

参加者数

　受　　付 17：10～18：00 　受　　付 16：50　～　

　開会行事 18：00～18：10 　開会行事 17：20　～

　講 演 会 18：10～19：20 　講 演 会 17：30　～　19：00

　閉会行事 19：20～19：30 　教育懇談会 19：10　～　21：00

演題 演題

講師 LINEオフィシャルインストラクター 講師  ㈱リクルートマーケティングパートナーズ

　 一ノ瀬　史子　氏 　 税所  篤 快 (さいしょ あつよし)　 氏

　5 閉会の挨拶

　

　

　鶴岡南高等学校

　８５名

進行：庄内農業高校ＰＴＡ会長　押井 一之　

   

　4 講演

　鶴岡南高校ＰＴＡ会長　村岡　一法 　酒田光陵高等学校ＰＴＡ会長　三浦　えみ

　酒田光陵高等学校校長　鈴木　和仁

　3 講師紹介

　鶴岡工業高ＰＴＡ会長　工藤　規行 　酒田東高等学校ＰＴＡ会長　安食　　仁

【庄内地区高等学校ＰＴＡ連合会】

　講演会１４３名　　　教育懇談会６６名

進行：酒田光陵高校ＰＴＡ副会長　大川 和彦　

日　程

田　　川 飽　　海

内　容

　令和元年１０月１６日（水）

　ホテルリッチアンドガーデン酒田

　酒田光陵高等学校

　令和元年　9月26日（木）

　鶴翔会館(鶴岡南高校内)

　1 開会の挨拶 　1 開会の挨拶

　2 主催者挨拶　（講師紹介） 　2 主催者挨拶

「最高の授業を世界の果てまでとどけよう」

～アイディアと行動ひとつで世界はここま
で動かせる～

子どものネットトラブルを防ぐための３つの
対策～家庭での対話編～

　3 講演　

　現在、スマホ利用者の9割以上が利用しているLINEを
題材として、青少年の利用の実態から、安全に使うため
の対策やルールの作り方、トラブルにつながる原因につ
いてなど、『ワークショップ』形式も取り入れて、体験的に
問題点を認識し、課題意識の醸成につながる講演で
あった。

「楽しいコミュニケーション」を考えよう！

　〇講演内容　〇講演内容

　深刻な教師不足に悩む途上国に、ネットやDVDを
駆使して「最高の授業」を届けつづける税所氏
は、失恋と一冊の本をきっかけにバングラデシュ
に渡り、同国初の映像授業 e-Educationを立ち上
げ、9年連続で貧困地域の高校生を国内最高峰ダッ
カ大学に入学させます。
　2014年世界銀行本部イノベーションコンペティ
ション最優秀賞を受賞する等教育分野でのNGO活動
に邁進しています。
　かつて偏差値28の「おちこぼれ」だった彼は、
なぜバングラデシュ、ルワンダヨルダン、ガザ地
区など世界各地の教育危機を次々と救うことがで
きたのか?悔しさを「行動」に変える勇気、そして
各地で成し遂げた予想を超える成果の数々…。
　現在はリクルートマーケティングパートナーズ
に勤務し一年間の育休から復職。父なった最近の
心境の変化についてもお話しいただきました。

　5 お礼の言葉　4 お礼の言葉

　鶴岡南高等学校ＰＴＡ副会長　佐々木 美佳 　酒田光陵高等学校ＰＴＡ会長　三浦　えみ

　鶴岡北高等学校ＰＴＡ会長　飯野　裕也

　6 閉会の挨拶

　酒田西高等学校ＰＴＡ会長　堀　　宏一


