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静岡県立富岳館高等学校
PTA広報委員会
印刷

代のことですo 宮農学校と呼ばれていた時 立から三二年後の､県立大 た｡校歌ができたのは､創 い間校歌がありませんでし

校歌を作りたいと'一人 が､学友の士気を鼓舞する 卒業の第二七回卒業生たち

として創立しましたが､長 三 年に郡立富士農林学校 いと思います｡本校は明治 てこの場を借りて紹介した 生徒に話をしました｡改め 中で'本校の校歌について

きっかけは昭和五年三月

陳)きうちいんさつ

一学期の終業式の式辞の

子供達を見守りながう
pTA会長

金

田

橡恕晦惑:i;守

稔

今年度富岳館高校pTA会長を務めさせて頂いておりま
す金田稔ですC

会員の皆様に棟､日頃よりPTA専管動に対して,ご理解

昨年度に前pTA会長声高さんより 新年度会長の話を頂きま
当初は私のような者が保鰻者を代表するPTA会長を務め

を結んだと言えましょう｡ しいという熱い思いが､実 当時の生徒たちの校歌を欲 作成の運びになりました｡ き'合計百円をもって校歌 ら七一円を援助していただ 年に校友会 (現同窓会) か ました｡その結果､昭和六 を各方面に熱心に働きかけ の志を受け継ぎ'校歌制定 かし､残った在校生が先輩

音楽の先生の力を借りたよ 学校(現富士宮東高校) の 校歌作成については大宮女 の先生がいなかったので､

いなかった為､戸惑いました｡

く卒業していきました｡し れだけでは足りず'やむな 円) が集まりましたが'こ 在のお金にして約十五万 でした｡この時'二九円(覗 五十銭の寄付を募ったこと

ところで､本校には音楽

ですが､ 2年前より本部役員の活動に加わった際pTA の先輩方にとで海親切

でやさしい青葉を朝､けて頂き和気あいあいな楽しい雰囲気の中で色々な行事を
体験させてもらいました｡

どんな行事でも準備計画から始まり実廃の幸吉動まで決して楽とは音えません
が一生懸命打ち込んでい資した｡

そんな先輩方が頑張っていた理由はやはり活動を通じて保護者が学校､先生
方､生准達､親同士のふれあい情報交換などを頻繁にできる場所を少しでも作
りたいという願いがあっての革だと息いましたo

それならこれを引き継ぎ､次の僻護者の方々をら継承していかなければという
ことで､大役を引きジ受けさせてもらう事になりました｡

年度が始まりすぐに業容祭での餅つき､ }亨ザ‑､昼食作りの計画そして実施,
それから生青書参負会をとまる磯捗寒動､市内巡視をして堪絡研修義兵会紅塵
擬面接などとても盛んな活動で,特に初めて参加をされた牽

ます｡ 日本の方が有名になってい 今では本国アメ‑カよりも 多くの日本人の心を打ち' の空の ｣ で始まる歌詞が

して ｢更け行く秋の夜 旅

しい表現を用いましたo そ

日本語らしい詩情豊かな美 先生は英語の直訳を嫌い､ 日本に入ってきた時'犬童 ことで有名です｡この歌が した ｢旅愁｣ の訳詩をした オードウェイが作詞･作曲

したo 中でも､アメリカの

多くの作詞を手掛けていま 等女学校に勤務する傍ら､ 学)を卒業し'熊本県の高 京音楽学校(現東京芸術大 頼しました｡犬童先生は東

(いんどう) 信臓先生に依

主菜, I.伸㌍也
うです｡まず'歌詞を犬童

さて､犬童先生は昭和七

惑いもあったと思いますが､どれ‑く}取っても少人数でで湧

して頂ける保護者の皆さん為っての事だと思いますb
皆さんのお蔭で哲勅が一つ砂とつ着実に実施されています

年度の落動態半分を墳えたところです汎

私もこの役臥

PTAの方々と顔を合わす考幾会が多kあります｡
話を聞いてみると他の高校でもPTAき寿動を少しでも盛んに
取り組んでいます｡
どの高校もこのような傾向をこあるの壮子供達を取り囲む現
がとても不安があるからな成)ではと愚lいますo
子供も.高校生くら
ばかり頼りにせずど沌ノ

初めて全校生徒が揃って校 で校歌制定式典が行われ､ 昭和七年三月1四日に講堂 うして'今から八二年前の ものと言えるでしょう｡こ 作られた'とても由緒ある 音楽家の先生の手によって 校の校歌は､二人の有名な 成しました｡このように本 けてわずか二か月で曲を完 ります｡先生は'依頼を受 に採用された曲も数多くあ み出し'当時の音楽教科書 合唱曲など多くの作品を生 たo また､童謡や独唱曲' く親しみ易いのが特色でし く手がけ'その曲調は明る の学校の校歌の作曲も数多 くされた方です｡兵庫県内 など'音楽教育の発展に尽 西を中心に西洋音楽の導入 しましたo 田中先生は､関 いた田中銀之助先生に依頼 県の高等女学校に勤務して 京音楽学校を卒業し'兵庫 した｡次に作曲を同じく東 年t月に歌詞を書き上げま

私達保護者は､壷だまだ親とし
なる行動を見せて行かなくてはなりません｡
ですが､自分の歩んできた道だけが安心だと教える訳にタを
とは違う道を歩む子がいた場合､親としてもアドバイスし
思います｡

そんな時に同じ境遇の人と情報交換するのは大事なんです
PTAもそんな場として利用して]貫けたらと思います｡

‑
生徒達も一生で最も楽しい時を過ごしている時期なので,
見守れるような活動を引き続き頑張っていきたいと恩S2てL･
お顔いします｡

時は､学校が閉鎖した後､ が第1なので､今年の大雪

な地区です｡ は'不通になってしまう様 数も少なく'雪や大雨時に スでの登校になりますo 本 有り､通学手段も電車かバ

自慢の地区です｡ 豊かな自然と澄んだ空気が
しかし､学校へは距離が

親としては､子供の安全

の場などではへ気概を表す す｡また'高校野球の応援 帯感を高めることができま への帰属感や生徒同士の連 みを感じると もに､学校

中で行われました｡ 和気あいあいしたムードの 問題になっている事など' 方々から､困っている事や 参加して下さった'父母の

私達の住んでいる地区は

芝川･山梨地区会では'

うことで'学校の伝統の重 す｡また､生徒は校歌を歌 校風などを歌にしたもので その学校の教育理念へ理想､ は何でしょうか｡校歌とは'

十｡

定の日として記されていま 今も生徒手帳などに校歌制 歌を歌いました｡この日が

ところで'改めて校歌と

地区憩儲食に虜でて;. +･灘. : !. i･宣廿.) i

#

なっている事だと思いま

が'やはり大きな負担に と言って受けてくれました 方は､｢子供の為だから｡｣ 年間'役員を受けてくれた 名出てしまっています｡二 二年間役員を行う人が､数 く､役員決めの時､1人で の地区の子供の人数が少な

だと思います｡ と父母で話し合う事が必要 困難者にならない様'学校 噴火の恐れがある中､下校
もう1つの問題点は､こ

たo

帰る事が出来ませんでし 電車やバスが不通になり'

りを感じる､すなわち自己 それは生徒自身が自分に誇 言えるでしょう｡そして' 校に誇りを持っている証と 大きな声で歌うことは､学 活動に取り組んでいます｡ で'校歌を大きな声で歌う

どの学校行事の様々な場 が中心となって'始業式な 度から'運動部の生徒たち いかということです｡本年 り｣を共有するものではな は､校歌は自校に対する｢誇 しかし､私がT番感じるの こともできると思います｡

この先へ 大地震や富士山

L

す｡

を考え直す時期だと思いま の負担を減らす為ー地区割

す｡

少子化傾向の中'家庭へ

宗二言̲二｢

と願っています｡ 歌える学校になってほしい 以上に'大きな声で校歌を

とによって自己を高め'今

｢心をみがき身を鍛ふ｣ こ

う時ではないでしょうか｡ 共有できる場が'校歌を歌 います｡その誇りと喜びを も素晴らしい成績を上げて や様々な活動に励み'とて 学は勿論のこと､スポーツ ます｡今､本校の生徒は勉 有用感を感じる時だと思い

生徒が校歌にあるように

蛋
しく進行する二しかでき

ある丁と2人で本番を楽 もう1i人も同じ執行部で も務めさせていただき､ 私はオープニングのMc

りにできました｡そして

岳

も好評で､和風らしい踊 きました｡生徒から に成功することがで えてくれ本番は無事 難しい振り付けも覚

だ

鰭

よ
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うになり短い期間で 人も全員､集まるよ た｡ですが日に日に のかすごく不安でし やっていけるものな も集まらなく本当に 踊りです｡初めは人 くれたのは有志の男 グのメインを飾って つであるオープニン 考えましたoそのi さんのアイディアを テーマに沿ってたく れてましたo そして たくさんの意味がこめら 羽を意味する ｢羽｣など 笑いの｢笑｣､話しの ｢話｣､ 風の｢和し､輪っかの｢輪｣､

ただきました｡今年のテー や多くの事を学ばせてい までにない以上の大変さ 祭実行委員長を務め'今

マだった ｢わ｣ には'和

私は第1 T四回の文化

いです｡ げられた事に感謝でいっぱ

力で最高の文化祭を作り上 たと思います｡皆さんの協 の文化祭は成功してなかっ 本当に ｢わ｣がなければこ
先生､友達の存在です｡ てくれたのは､執行部､ た｡でもその時に支え いと常に焦ってまし にあわないかもしれな

ありがたく感じました｡

ト作り'オープニング'エ ニュメント作成や階段アー れたからだと思います｡モ 皆さんが暖かく見守ってく

実行委員で協力して素晴ら ないものを執行部と文化祭 影､どれも文化祭で欠かせ ンディングで流す写真撮

ザーに参加することができ 不慣れな私でも'楽しくバ た かく接していただき' 高校の先生方にも､終始あ

穫だったように思います｡ が出来たことが'一番の収 和気あいあいと過ごすこと

くおしゃべりをしながら､

ど楽しくできたのは生徒の ました｡緊張もあったけれ

とても辛かったです｡ 文化祭までの道のりは していただきました｡ ントを作るのにも協力 方や生徒にもモニュメ 行委員の皆さん､先生 考えをだしてくれた実 にとりかかり､色々な いなくても進んで準備 とができました｡私が しいものを完成するこ

りましたo 本番まで間 泣いた時もたくさんあ

わすだけだった方とも楽し 方たちで'今まで挨拶をか

り､みなさん'とてもい 疲れでした｡そして､何よ 持ちよく売れて､心地い

加えて､本部役員の力､

日から準備したものが､気 少し忙しかったけれど､前 ぼ完売してしまいました｡

うに売れ､一〜二時間でほ た｡バザ‑用品は'飛ぶよ

ザー用品の販売を行いまし づくり等をやり'当日はバ 品の陳列､値付け'ポスター 蓉祭の前日には､バザー用 することになりました｡芙 芙蓉祭では､バザ‑を担当 せていただくことになり' 時に'私もPTA役員をさ 鬼学させていただくのと同 黙い斧年､娘が富岳館高校に

6月ーnU

堀口明美

がとうございました｡

をさせて頂きました｡あり

た様で､とても貴重な体験

･"媚.I '[

あまりない様にも思いますo んなにお手伝いするのは､

出来､とても良かったですo が､楽しく'そしておいしく

高校の文化祭で､pTAがこ

ですが'舞台裏を見られ

品ごとの陳列､値段付け' バザー晶の搬入や､同じ商 ました｡三十7日は準備で

加する事が出来ました｡

大福は､とても大変でした
PTAの皆さんと作った

陽地区で二日間参加し 年のバザーの担当は鷹

の文化祭｡初めて参 の高校生活最後とな
三年 保 護 者

作業となり､楽しい時間で

はありましたが'精気ある

たC 皆様知らない者同士で 〇個へ挑戦させて頂きまし

り上げる為'大福作り五〇

したo 子供達の文化祭を盛 めその文化祭参加となりま

くれたことへの感謝です｡ 我が娘が'富岳館を選んで 労感と共に思ったことは'

過ごすことができました｡

怒年生として入学し'初

毎年続く事を願います｡

心温まる時間を皆さんと

嬉しく思いました｡ 形成に参加できたことを'

と餅を丸めながら､伝統の 力です｡多くのお母さん達 他校にはない､富岳館の魅 みのイベントです｡それは

片付けも終り､程良い疲

改めて感じたことでした｡ だな｡餅つきに参加して' て毎年引き継がれているの

しみにしている'地域ぐる

芙蓉祭は､地域の方も楽

㍉肯∵十.

変でしたが楽しい時間を過 も声をかけ合いながら'大 ら会場作りをしたり､レジ 前日の準備も話し合いなが の方達もとても協力的で' ても楽しかったです｡役員 言ってくれた方もいて'と 安く買えてよかったoJと い感じでしたが ｢良い物が あり､レジも息つく間もな を入れて買ってくれる方も い物カゴにたくさんの商品 が売れてしまいました｡買 ない内に'ほとんどの商品

した｡始まって1時間もし

さんのお客様がきてくれま 九時半の開場と共に'たく 会場作りをしましたC当日､

土屋典子

ますC 一年 保 達 者

ができたことを嬉しく思い 以ヒに楽しくて貴重な経験 労感はありましたが､それ て参加してみて大変さと疲 とができました｡今回初め

ら終始楽しんで作業するこ 和気あいあい笑い合いなが 詰まっています｡皆さんと が'愛情と笑顔がいっぱい 餅は確かに大小様々です た｡パックに入れられたお の平は真っ赤になりまし たてのお餅はとても熱く手 している為'手は蒸れ出来 作り担当o ビニール手袋を めは不安でした｡私はお餅 千八百個という未知数に始 作りは経験があるもの 四 ても初めての文化祭.お餅

㌢ 息子にとっても私にとっ
した｡ 保 護 者

事ができ良い体験ができま 気の富岳館の校風も感じる

もありました｡

ても楽しかったです｡ ない経験ができて'と

に感じ'普段ではでき げる大切さを久しぶり

る事ができたり'協力 員さん達の大変さを知 した｡今回は､pTA役 ので良い勉強になりま 家で作る事が無かった 作りも手伝いました｡ バザーの前後には大福 もおいしかったです｡ 食べたカレーも､とて ひと仕事終えて一緒に ごす事ができました｡

して一つの事を成しと

和気あいあいとした雰囲

佐野知亜季

待ってる程でした｡お父さ 早さにお餅の出来上がりを 素早く作業をし､あまりの

もはずみながらも'みんな ん達との楽しい交流o会話 めた作業｡知らないお母さ ループに別れてのお餅を丸 状態でした｡それぞれのグ

した私は言われるがま の さに初めてお手伝いに参加 次へとこなしていくその早 準備の手際の良さ｡次から

の餅つき二番驚いたのは' 敷儀めての高校での文化祭

私は,文化祭のお手伝いをしてくださった父兄の皆様にr賄い料理｣としてお出しするカレー作
りのお手伝いをさせていただきました｡初めての参加でしたが､皆手際が良くてびっくり｡ちゃん
と分担されていて､あまりおろおろすることも無かったです｡

家庭では手馴れたカレー作りも､これだけの大人数を作るとなると結構大変!大量の玉ねぎに疾
しながら､化粧の崩れを心配しつつ切り終えると､大鍋に子供の背丈ほどある杓文字でかき混ぜな
がら,材料に火を通します｡火を使うと厨房の温度は上昇し､火の近くの方は汗だくになって作業
していました｡煮込みの工程に移ると,ひと段落｡先輩方のご指導の下無事完成することができま
したo配膳･片付けも問題なく終了し､楽しく一日を終えることができましたoみんなで作ったカレー
ざいました｡.

ていただき､ありがとうご たです｡貴重な体験をさせ ることができ本当によかっ 手をかりて段取りよく進め 福作りまで'大勢の方々の いきました｡餅つきから大 上手に作れるようになって にだんだんコツをつかんで

た｡数をこなしていくうち ながら大福を完成させまし 人のやっているのを真似し ど潅験がないので､周りの

:I.H7

しいと思いました｡ の伝統をこの先も続けてほ 頼もしいと思いましたC こ

撃は初めて参加させてい

ん達のお餅を杵でつく姿も

ライスはとってもおいしかったですo

l年

保

護

者

入学してから初めての行事となる芙蓉祭をとても楽しみにしていました｡
私はカレー作りを担当しお手伝いさせていただきましたが､みんなをまとめ的確に指示をしてく
ださった責任者の方々のおかげで､とても手際よくカレー作りからかたづけまで行うことができま
した｡みんなで協力し合い作ったカレーはとてもおいしかったです｡そして何より楽しかったと思

ました｡大福作りな
一年 保 護 者

一年 佐野

いました｡

子供が高校生になり.今までと比べ学校の事に関わる事が少なくなりましたがpTA活動を通し､
学校行事に関わり参加できる事をうれしく思うと同時にありがたく思います｡いい経験をさせてい
ただき､ありがとうございましたo

l年

保

護

者

岳

富
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と間違えてしまうため､冷 んo 少しでも焦ってしまう

きで行わなければなりませ 委員長は'皆さんと逆の動 スをしてもらいました｡副 をし､先生方にもアドバイ 許されないので何回も練習 ても緊張'しました｡失敗は 体操をすることでした｡と

は'全校生徒の前でラジオ

まれ予定通りに開催されま
副委員長としての役割り

Li,... ''..i,l･･千･=･

ように頑張って下さい｡ 来年もよい体育祭が行える を果たせてよかったです｡ く'副委員長としての役割 出来ました｡達成感が大き

ことなく成功させることが した｡本番では'間違える

ように慌てないようにしま

だ

館
期待しました｡ 出ていなかったので本番に であったり校歌の声がまだ

いますG

ることができました｡ 意識が高くスムーズに進め

そのような か'皆さんの ならず'とても大変でした｡ を短い時間で行わなければ 体操･校歌･集合場所の確認

しかし､行進がバラバラ

体育祭当日｡天候にも恵

なので自分を追い込まない ん｡人前で話すことが苦手 静に行わなければなりませ

hリ

よ

して､行動しました｡ させるために体育委員長と

したいと思いました｡成功

さんの思い出に残るものに

三年生最後の体育祭o 皆

予行では'行進やラジオ

りあげられることを望んで とって充実した体育祭が作 ました｡来年も皆さんに らご協力ありがとうござい 育祭となりました｡練習か ていました｡とてもよい体 体が団結し､正々堂々戦っ では､クラス全体'学年全 持っていきたいです｡競技 と思いますo 校歌に誇りを ら声を出して歌って欲しい す｡人任せでなく､自分か と声を出して欲しかったで した｡校歌斉唱では'もっ り'とてもきれいな行進で ときよりも全体が揃ってお した｡入場行進は'練習の

柿‑一軒岳

思います｡ 三年 保護者 いさつを続けて欲しいなと ぜひ､これからも元気なあ つは不可欠だと思います｡ める為には､元気なあいさ

一日の始まりを元気に始

た｡ で､すぼらしいと思いまし

さつを返してくれましたの に3年は気持ちの良いあい

残念だなぁ､と思いました｡ を下げるだけの子もいて､ ポソッと言う子や､軽く頭

しいのか､下を向きながら あいさつ‑が､少しはずか

ですが､大体の生徒､特

た｡

動に参加させて頂きまし

高校生になると､元気に

〜"j

動させて頂いて.;ます｡ とも交流が持て､楽しく活 謝しています｡役員の方達 顔に出会えなかったなと感 なければ､こんな元気な笑 できました｡生活部役員で もすがすがしく見守る事が たり前の言葉ですが､とて

に参加していきたいです｡

∴∴.一､一,̲̲..⊥ ̲̲..帆̲̲

はようございます｡｣ のあ 徒一人一人の顔を見て､｢お 変な時もありましたが､生 ただいています｡朝早く大

これからも積極的に活動

今年初めて､あいさつ運

の挨拶運動に参加させてい

す｡

が気持ちよくスタートしま れる会話｡この言葉で一日 毎日朝起きて必ず繰り返さ

昨年､今年と生活部の朝

｢おはようございますo｣

一年 山下

校にしたいですね｡ いお手本になるような､学

声をかけていたし､身なり 生徒の名前を呼びながら､ 楽しくなりました｡先生も せ､顔を見て､笑顔があり､ さつがきました｡目を合わ ようございます｡｣ のあい 生の生徒の方から､｢おは が返ってくることや､三年 が､生徒から必ずあいさつ の前でのあいさつでした いました｡三年生の駐輪場 つ運動の経験をさせてもら 徒を持ち､初めてのあいさ

す｡

に､少しでも協力したいで 携しながら､あいさつ運動 学校･家庭･地域を含め連 安全で安心できるように､ 全体が良くなる事が大切｡ た学校生活を送るには学校 ように声を掛けた.充実し

ようにイヤホンは､はずす ては､皆が事故にあわない う生徒｡登校の状況につい

そうでない子もいる｡

しっかりできる子もいれば 掛けなくても､あいさつが もいるし､こちらから声を 正しく着こなしている生徒 が乱れている生徒もいれば つ 指導にあたった｡服装 生徒も大変だな〜とおもい

でも､皆富岳館高校に通

最後に､先輩が後輩の良

富岳館高校の一年生の生

物が見えました｡ 加して今まで見えていない

朝の登校指導､先生方も

初めてあいさつ運動に参

二年 保護者

護者の方が参加しました｡ にもか わらず､大勢の保 ました｡夜の忙しい時間帯 を三班に分かれて巡回をし は､イオン､浅間大社付近 間巡視を行いました｡今回

当する事になり､二班に分
私は､イオンの巡回の担

なりました｡ 安堵感を覚えつ ､解散と 巡視が終ったことに小さな に遭遇することなく無事に 談を交しながら､トラブル

七月二十三日(水)､夜

思いますが･｡ 勢の人が集まっていたとは もしました｡イオンには大 うにも感じ､少し淋しい気 る反面､街に活気がないよ やかであることにホッとす 外に思いました｡静かで穏 徒も出会うことがなく､意 していましたが､他校の生 はないかもしれないと予想 ているので街中で会うこと 間巡視の予定を事前に知っ た.富岳館高校の生徒は夜 上に人気がありませんでし い富士宮の街は､思った以
他の保護者の方たちと雑

ていただきました｡ 八日の夜間巡視に参加させ 妻に代理を頼まれ､七月十

オンに戻りました｡ 富士宮駅周辺を見回り､イ た｡浅間大社の境内を通り､ 市街を徒歩で巡視しまし 女性はイオン内を､男性は

普段あまり歩くことのな

うございますの声かけは' 目と目を合わせて､おはよ つ運動､はずかしさの中､ く姿が見えました｡あいさ

ろを直しへ校舎に入ってい てもなお'笑顔で直すとこ

した｡生徒達も注意をされ 認していたようにも感じま 生徒の顔を見て元気さを確 の注意等していましたが､

生活委員会の役員である

富士宮イオンに集合し､

加藤 学

を持ちたいと思います｡ まれない様に話し合う時間 ながら事故､事件に巻き込 コミュニケーションを取り ので毎日の生活を送る中で 生徒にとっては､魅力的な に楽しく過ごせる場所は､ て思った事は'イオンの様

ました｡

又今回の巡回に参加させ

里道寿美

には､会わず無事に終わり

してあると言う事で､生徒 の巡回の事は､生徒にも話

た｡

と少し､うれしく思いまし に見守られているかな｣

こう言う配慮の出来る先生 わず､｢富岳館の生徒は､ を巡回して頂きました｡思 一人のお客様として､店内 つけている腕章をはずし､ らない様に､配慮し､腕に に入る時は､店に迷惑にな した.担当の先生も､店内 など先生と役員と巡回しま のロビー､電器店､飲食店 ティングセンタ‑ / 映画館

な､ゲームセンタ‑ ､パッ

かれ生徒の興味がありそう

思います. よく過ごすことができたと その日r Rがとても気持ち

今回は､前もって､今回

吉野やよい

な声であいさつを交わし､ とだと実感しました.大き と思い､続けていくべきこ ミュニケーションの一つだ 生徒と先生､保護者とのコ

第

22

岳

富

号

鰭

だ

職場で大勢の人と係ってい は､清々しい物があります｡ て話してくれる生徒の姿 の目を､まっすぐに見つめ ですが'面接官である我々 いでしょうか.毎年思うの 高める事になったのではな なり､生徒達の緊張感も' 実際の面接に近い雰囲気と

hリ

よ

平成26年12月19日

.,:･T5割7革&I;!'{*実庵E]

のPTAで行いました｡ 1〇六名の生徒'三十一名 ただき､早'三回目｡今年は' ★模擬面接に参加させてい

の数には驚きました｡より 女性ばかりだったので'こ 様方であった事｡今までは 三十丁名中'10名がお父
例年と違っていたのは'

6月5日､静銀ホールにて行われた､県PTA連絡
協議会に参加させて頂きました｡
県P連の会長などのあいさつの後､感謝状贈呈式
があり､富岳館高校の戸高宗紀前会長様をはじめと
した方々が表彰されました｡
その後､行事報告､会計報告などの総会が行われ､
続いて研修会としてフェリス女学院大学音楽部講師
の畠山さち子さんのトークコンサートがあり､久し
ぶりに素敵な音楽に触れ楽しい時間をすごすことが
出来ました｡
そして､会場を移し他校のPTA役員の方々との
情報交換会にも参加させて頂き､他校の役員さんや､
一緒に参加した校長先生､先輩役員さんなどか

さまざまです｡それを短い 方､立ち振る舞い性格は' 十色と言われるよう､考え

事でした｡ も先にも'これが初めての

をやった｡というのは後に ★私の人生の中でも面接官

た｡ 三枝芳香

方､ありがとうございまし 様､御協力いただいた先生 して下さったご父兄の皆 ように｡お忙しい中､参加 の本領発揮の種になります 事'失敗した事が'本番で

場面が､何度もありました｡ かきびしさを出しきれない 強くなってしまい､なかな ですが'どうも身内目線が こちらも身を正して臨むの せてもらっているようで､ 達の'まっさらな初心を見 えこれから社会に出る生徒 なっています｡練習とはい

自己をふり返るよい機会に

うとしているだろうかと､ をあわせて､相手に伝えよ

る私ですが'こ まで視線

この模擬面接で'掴んだ

服装は皆同じでも'十人

ら､いろいろなお話を伺えて､本当に有意義な
時間を過ごせました｡

加藤伸和

盛蛮地漣墜如dして
平成26年6月20日､青木校長､金田PTA
しい発見がある｡ 新しい自分新しい出会い新 歩踏み出し声にしてみると

会長と､東海地区高p連愛知県大会に行って参

大切です｡

ミュニケーション｡これが 中でも皆が言っていたコ

なってしまいます｡面接の

どんな場面においても一

私もこの面接を通して自

りました｡

と'仕事へ行くのも嫌に

付いてまわるのが人間関係｡ から｡でも'どこへ行っても

なりのお給料を頂くのです れは仕方ありません｡それ

これがうまくいかない

ですね｡ 間に感じとるのが面接なの
仕事はキッィ､大変｡こ

基調講演では､吉田沙保里､伊調馨を育てた､
栄和人氏のユーモアあふれる熱いお話を聞きま
した｡又､研究協議では､ pTA活動として就

職面接､進学面接指導を行っている学校の研究
発表がありました｡富岳館高校でも､就職模擬
面接だけでなく､進学の子供たちのために､進
学面接指導も行っていっても良いのではないか
と恩いました0

枚野茂典

接は厳しくお願いしますと た｡研修の時に公務員の面 は公務員志望の皆さんでし

した｡

私も真剣に臨ませて頂きま と練習を重ねてきたと伺い までに生徒さん達も先生達 感しました｡当日を迎える ると凄く大変な役目だと痛 すがいざ私達も研修を重ね まりピンと来なかったので 委員の役割を聞いた時はあ ればならない時､進路研修 pTAの役員を選ばなけ ★娘が高校に入学して

応援しています｡ 頑張っていただきたいです｡ する場所に､就職出来る様に､ 顔を武器にして､自分の希望 んも､並昆挟通りに'自然な笑 感を持てました｡どの生徒さ

さ､礼儀正しさが'.とても好

でしたが､富岳生の人柄の良 ★緊張感あふれる面接練習

に入れるよう応接します｡

私の担当した生徒さん達

ガンバレ!富岳館生!

出す事ができました｡ 分を振り返り'初心を思い

皆さんが希望した就職先 ありがとうございました｡

悔琵渡島穣蒸萎拳馳して
8月22日から23日まで､福井県､鯖江市の

福井サンドームをメイン会場として全国高等学校
PTA連合大会が｢教育と考福｣というテーマで開
催され､風間教頭先生､金田会長と共に三人で参加

二年保護者

金子富士子

して来ました｡

下村文部科学大臣等を来賓に迎えた開会式の後､脳
科学者の茂木健一郎氏による基調講演がありました｡

そこでは人が持っている短所や欠点を自分の個
性として受け入れると,欠点のすぐそばにすぼらし

ませんでした｡ て良いものかと疑問が拭え 不慣れな親たちが指導をし

のご父兄も同様に ｢親の方 緊張しておりました｡周り

くへプロでもない'面接に 三年生を相手に'責任もな

した｡大事な就職を控えた 覚えずにはいられませんで ましたが'どこか戸惑いを を得ているとのお話を聞き 岳館高校の特色として好評 ました｡この取り組みが富 ★初めて模擬面接に参加し

います. 保護者

感謝とお礼を言いたいと思 い出になり生徒さん達にも て来ましたがとてもい 思

模擬面接当日は､朝から

けたらい と思いました｡ 取り組みで今後も続けてい この模擬面接は素晴らしい 感じ感動させて頂きました｡ た｡私も生徒さん達の思いを 意と決意が伝わってきまし 問させてもらいましたが熱

く聞きたいと突っ込んで質 したがそれでも っと詳し た通りの返事が返ってきま

動機を厳しく伺いました｡ 言われていたので私は志望

途中､スズメ蜂が乱入し

生徒さん達も練習してい

い長所を見つける事が出来る｡

苦手な事に挑戦すると脳が成長し､出来た時に
ドーパミンという物質が出て脳が学び喜びを感じる｡
小さな事に挑戦すると､人間の脳は一生成長するo
などとても楽しく興味深く聞く事が出来ました｡
昼食をはさみ午後からは､ 7ヶ所の分科会会場に
分かれ全国のPTAが活動報告などの発表を行いま
いになりました｡上手い指 応援したい気持ちでいっぱ の皆さんが愛おしくなり､

LfCo

れないと感じました｡ た指導にあたれるのかもし に､親身になって愛情込め るからこそ'ご父兄も真剣 にわが子を重ねて向き合え せを願う親｡目の前の生徒 館高校に通わせ､将来の幸 の皆様もわが子を同じ富岳 たかもしれませんoご父兄 た疑問は取り越し苦労だっ なりました｡当初抱いてい の方が襟を正される思いに 素直な生徒さんにふれ､私

短い時間でしたが､生徒

翌日はメイン会場で福井県立恐竜博物館特別館

しゃっていましたo が緊張する｣ と口々におっ

面接が始まると'純粋で

長の東洋一教授による記念講演があり2日間の日
程が終了｡
大会前夜の21日には､宿泊地の金沢で静岡県高
P連の情報交換会があり､平成29年の全国高p連
大会が静岡県で開催されることが正式に決定した
ことが伝えられましたo

■研めての参加でしたが､み
した｡

出自で協力して出来上がりま

tなにもできませんでしたが

■広報作成に参加して三年巨へ
勉強になりました｡

毎年字数割が大変ですが､

■新聞を作るって大要だなっ
て実感しました.

■初めて参加し意見を出し合
い楽しく出来ました｡

顧問

■初めて広報誌作成に参加しま
したが､協力して出来ました｡

■細かくて大変でしたが､楽

■新聞をつくるのが､けっこう
でした｡ 頭をつかい思ったより大変

しくできました｡

りやすく発表していました｡その中で

も地区会や行事への参加率が低迷して
いるという事が､どこの学校も同じな

戸高宗紀

■字数を割り当てるのが大変

■思ったより細かい作業で､
大変でした｡

塑蜂鉱毒ho･し‑{
■初めてこの研修会に参加させて頂
きましたo 他校の発表会では､学校紹
介やPTAで取り組んでいる事をわか

んだなあと思し､ました｡そして､ ｢子

むしろ驚きました｡ い先進的な実践だと聞き､ は当然で､他校には例のな 向け模擬面接に取り組むの 富岳館高校のように就括生

んが非常に緊張しているの 加してみると､生徒の皆さ

でしたo

実際に面接官役として参

る自治体もあるそうです｡ 面接試験の比重を高めてい に置き換えた上で､さらに 学力試験をspI総合検査 ています｡公務員試験でも

が重要視されていると聞い ★近年の企業採用では面接

りました｡ 宮津 努

したくなる貴重な経験とな 徒の皆さんをますます応援 ませんが､富岳館高校の生 導はできなかったかもしれ

そうした傾向を見れば､

供たちが生きるネット社会の現状｣ 〜
スマホとネット依存〜という講演会を

聞かせて頂きました｡改めて知った事
が沢LLJありました｡便利だけど怖いス
マホ｡今一度､スマホやネットの使用

にあたってのルールを家族で話し合い
たいと思いました.

保護者

■初めてPTA研修会に参加させて頂
き､学ノ3ミ事が多く大変勉強になりまし

■見易さを考慮しながら､計
せて頂きました｡ ましたぐ とても良い経験をさ 久し振りに頭をフル回転させ 算機片手に字数をほじいて､

■初めて広報作成に参加しまし

■昨年の紹騒者を中心に､富
めを行いました｡ 岳館だよりのレイアウト決

たoとても勉強になりました.

■今まで読むだけだったけれ

●初めて参加させて頂きJ 広報

誌作成の大変さを感じました｡

が出来ました｡ ど'作成の大変さを知る事

■細かい作業が多かったので
すが､楽しくできました｡

■初めて参加させて頂きまし
楽しくできました｡ た♪ 皆さんが協力し合って

した｡ 保護者

きました｡ んなの助けがあり楽しくで

ます｡ありがとうございま 良い取り組みだったと思い る自覚を持つ契機としても

く､保護者も積極的に関わ に全てお任せするのではな 響を与えることを､先生方

良いと思います｡ を始めるきっかけになれば 面接に向けて主体的な準備 ようでした｡今回の経験が れでもリラックスできない 繰り返し伝えましたが'そ ち着きに繋がります｡｣ と

我が子の将来に大きな影

らかになるLt本番での落 とって何が必要なのかが明 失敗した方が､ご白身に の場では'むしろたくさん が伝わってきました｡｢こ

た｡数多くの学校行事に､父兄が積極
的に参加することが低迷している中､
出席率を上げるために､地区会を二度
に分けて行い､出席率を上げるとり組
みを行っている学校もありました｡

どの学校も､ PTA活動の参加率を上
げることを考えている様でした｡

生徒との交流だけではなく､父兄同
士の交流の広がりを多くもつことによ
り､学校側との連携もとれ､ PTA活動

と学校行事が､円滑なものになって行
くのではないかと思いましたo
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