高等学校

第六十六回福島県高等学校ＰＴＡ連合会会津大会

飛翔け
この大地から未来へ

会報

による発表が行われました。Ｐ
ＴＡ活動の概要や現在抱えてい
る問題点などを中心に発表が行
われ、熱心にその後の意見交換
が行われました。分科会での内
容が今後の各校のＰＴＡ活動に
大いに良い影響を及ぼすものと
考えます。
分科会一覧
総務委員会
◎第一分科会 

「本校のＰＴＡ活動の現状と課題」
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「 本校の進路指導上における課
題と取り組みについて
～福島県立新地高等学校の現状
報告と将来展望～」
新地高等学校
 ＰＴＡ会長 櫻井 恵美
「 夢を叶えるために ～チーム
学鳳の取り組み～」
会津学鳳高等学校
 ＰＴＡ会長 松本 栄一
◎第四分科会 健
 全育成委員会
「福島高等学校〝健全育成委員
会活動〟
」
福島高等学校
 ＰＴＡ会長 半澤 裕介
「 会津工業高等学校の現状と課
題について」
会津工業高等学校
 ＰＴＡ会長 森田 哲郎
◎第五分科会 調
 査広報委員会
「 定時制高校における広報活動
のありかた」
いわき翠の杜高等学校
 ＰＴＡ会長 一條 早苗
「ＰＴＡ会報『明浄』の歩み」
若松商業高等学校
 ＰＴＡ会長 吉田 恵三
調
 査広報委員長 吉田 泰子

福 島 県 高 等 学 校
Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会

（新役員等）
会 長
田 中 清 美
（橘）
副会長
二階堂美由紀
（福島明成）
穐 元 時 宗
（郡山商業）
岩 本 光 正
（葵）
佐 藤 一 也
（勿来工業）
猪 狩 浩 孝
（相馬東）
青 山 修 身
（橘）
監 事
山 内 和 也
（会津）
大和田 清
（いわき総合）
顧 問
湯 淺 大 郎
（元会長）

平成二十八年度県高Ｐ連 定例総会を開催

勿来工業高等学校
 ＰＴＡ会長 佐藤 一也
「 喜多方高校ＰＴＡ総務委員会
活動状況報告」
喜多方高等学校
総務委員 平田 憲一

◎第二分科会
進路対策委員会（就職）

「 修明高校における進路指導の
取り組みについて」
修明高等学校
 ＰＴＡ会長 坪井 裕治
「 生徒一人一人の進路希望実現
に向けた本校の取組について」
只見高等学校
進
 路対策委員長 渡部 憲司
◎第三分科会
進路対策委員会（進学）



会長に田中清美会長を再任

◎分科会
五つの分科会に分かれ、各校

第二日目

次にアトラクションとして、
会津高校合唱団の生徒による演
奏が行われました。総勢八十名
の生徒による歌声は、美しく、
迫力があり、
また楽しさもあり、
会場全体を魅了してくれました。
講演では、講師に朝倉玲子氏
をお迎えし、
「 イタリアの大地
の恵を日本の人々に！ ～食を
考えるメッセージ～」の演題で
感性を研ぎ澄ます大切さ、子ど
もの頃から本物に触れる必要性
をお話しいただきました。
教育懇談会には、各地域から
百七十名を超える方々が参加し、
地域を越えて交流を深めました。

～共に歩もう希望を胸に～
第六十六回福島県高等学校Ｐ
ＴＡ連合会会津大会は、平成二
十八年六月二日（木）三日（金）
の二日間にわたり、
東山温泉
「御
宿東鳳」を会場として開催され
ました。大会テーマ「飛翔けこ
の大地から未来へ～共に歩もう
希望を胸に～」のもと、ご来賓
七名のご臨席を賜り、県内各地
域から三百九十名を超える方々
が集まり、講演や分科会での発
表や討論を通して大変充実した
大会となりました。
会津地区の大会実行委員や参
加者の皆様のご協力により、盛
会のもと全日程を終了すること
ができました。会員の皆様をは
じめ関係諸機関のご理解・ご支
援・ご協力に対し厚く謝意を表
したいと思います。
第一日目

一
二
三
四
五

平成二十七年度事業報告
平成
 二十七年度決算報告・
監査報告
平成二十八年度事業計画案
平成二十八年度予算案
平成
 二十八年度役員・専門
委員の選任及び顧問の推
戴並びに派遣役員の選出
なお、当日熊本地震に係る義
援金コーナーが設置され、多く
の浄財が寄せられました。県と
して総額二百二十三万五千四百
二十八円を全国高Ｐ連を通して
熊本県公立高等学校ＰＴＡ連合
会に振り込み、御礼の挨拶を頂
戴しました。

相双地区の被災会員校へ
全国からの義援金贈呈

県南地区の高等学校PTA活動の中心としての功績顕著による。

義功 磐城桜が丘高等学校

継続と強化並びにエアコン設

置の促進

なお、
参加者は、
田中清美会長、

二階堂美由紀副会長、佐藤一也

て佐野元彦会長から田中清美会

が行われ、全国総会会場におい

東日本大震災に係る義援金募集

今年度も全国高Ｐ連において

会長から鈴木淳一県教育長に直

る要望活動を行いました。田中

に」について、県教育長に対す

後の高等学校教育の充実のため

会長が参加して、
「東日本大震災

に田中清美県会長始め各地区会

高校生東北被災地
視察ツアー

正人事務局長が同行しました。

副会長、猪狩浩孝副会長。髙橋

長に第八次配分として二百七十

接要望書を提出し、趣旨を説明
望しました。

し今後の教育活動への支援を要
【要望事項】

これを受け、平成二十八年八
月十日（水）に、田中清美会長

四 新たな統合高校の開校に向
けた支援の充実

三 サテライト校における教育
環境の整備

二 放射線に関わる諸調査及び
除染対策の継続

施設・設備の整備

一 地
 震により破損・損壊した

がいわき明星大学内の双葉高等
学校を訪れ、相双地区の代表と
して同校の夏目陽子会長及び双
葉翔陽高等学校の高橋均ＰＴＡ
会長に義援金を贈呈いたしまし
両校の会長からは全国高Ｐ連

た。

に、休校に向けた取組み並びに

めた安全・安心確保のための

・生徒の登下校に係る治安を含

加盟会員への感謝の思いととも
生徒の活動のために有効に活用

支援

させていただきたい旨の御礼の
言葉が述べられました。

費など保護者負担への配慮

・部活動のユニフォームや通学

五 ふたば未来学園高等学校の
教育環境の整備並びに教育内
容の充実

ために必要な予算措置等への

・特色ある教育活動を継続する
支援

めた保護者負担への配慮

・各種大会参加に係る費用を含

六 平成二十九年三月新規高等
学校卒業予定者、特に相双地

区卒業生に対する求人確保

等、就職促進対策の充実

七 施設・設備の耐震化対策の

平成二十八年七月三十日
（土）
から三十一日（日）の二日間に
わたり東京都公立高等学校ＰＴ
Ａ連合会主催の「高校生東北被
災地視察ツアー」が開催されま
した。本視察ツアーは、東京都
公立高等学校ＰＴＡ連合会が東
日本大震災以降継続して行って
いる取組みであり、今回初めて
福島県を訪れることとなったも
のです。
東京都の生徒十五名（男子三
名、女子十二名）と災害対策委
員会の保護者十七名の総員
三十二名が参加し、被災地の実
情をつぶさに体験し防災対策に
関する知見を深めるとととも
に、相双地区の小高工業高等学
校と小高商業高等学校の生徒と
の交流を通して、被災から現在
に至るまでのそれぞれの経験を
確かめ合い、今後の歩みや一人
一人の将来への夢や希望を再確
認することができるなど意義深
い研修となりました。
なお、東京都公立高等学校Ｐ
ＴＡ連合会からは池本義信会長
及び青木真佐枝事務局長が同行
し、小高工業高等学校からは山
岡芳裕会長、同副会長三名及び
鈴木稔校長先生、関根毅教頭先
生、渡邊民江先生、片岡美穂先
万円の浄財目録が手渡されまし

県高Ｐ連は、
十月二十八日
（金）

東日本大震災後の高等学
校教育の充実に関して県
教育長に要望

福島県高Ｐ連顕彰者
●表彰状
橋本 博之 郡山東高等学校
た。

全国高Ｐ連から
二百七十万円

理
事（県高P連事務局次長）
理
事
副 会 長（県北地区会長）
理
事（県北地区会事務局校長）
理
事
理
事
理
事
監
事
県南高P連副会長
理
事（県南地区会事務局校長）
理
事
理
事
副 会 長（会津地区会長）
理
事
理
事
理
事
監
事
副 会 長（いわき地区会長）
理
事（いわき地区会事務局校長）
理
事
理
事
副 会 長（相双地区会長）
理
事（相双地区会事務局校長）
理
事
理
事
理
事（県高P連事務局長）

橘高等学校
〃
福島北高等学校
〃
〃
福島明成高等学校
〃
川俣高等学校
白河高等学校
〃
〃
郡山商業校等学校
葵高等学校
〃
喜多方高等学校
〃
喜多方東高等学校
湯本高等学校
〃
〃
勿来工業高等学校
相馬農業高等学校
〃
〃
相馬東高等学校
事務局

生が、さらに、小高商業高等学
校から金子豪樹先生が学校説明
を含めた諸準備を行いました。
また、本会からは、田中清美
会 長、 関 根 英 樹 元 会 長（ 平 成
二十四年県高Ｐ連会長・全国理
事）
、青木崇郎前事務局長及び
髙橋事務局長が参加しました。
研修を通して、東京都の参加
生徒からは、東日本大震災発災
以来五年を過ぎて、一定の復興
の兆しは感じるものの、いまだ
厳しい現実を突きつけられてい
る実情を直接体験することがで
きたことに関して感慨を新たに
したとの感想などが述べられま
した。
また、東京都の保護者と小高
工業高等学校の保護者との意見
交換においても、福島県に実際
に足を運ぶことにより復興の様
子を体感できてよかったという
意見や、福島の現状を発信する
ことが重要であるとの意見など
が出されるとともに、風評に関
連して情報を受け取る側の見
方・考え方・感じ方に迫ること
の困難さなどについての意見が
出されるなど、意義深い時間を
過ごすことができました。
今後、本視察ツアーに参加し
た高校生や保護者の皆さんの交
流の輪が大きくなることを期待
するとともに、東京都公立高等
学校ＰＴＡ連合会と福島県高等
学校ＰＴＡ連合会とが連携しな
がら情報発信等に努めていくこ
とが課題解決の一つの方途であ
ることを実感させられた研修で
した。

吉村
淳
仲野 雅彦
高橋 祐樹
髙野 成一
伏見 昌益
佐藤 運喜
佐藤 規義
高橋 正明
近藤
通
髙橋 正人
植村 美洋
辻
儀昭
吉田 博之
片寄 悦弘
鈴木
守
栗城 一郎
原
秀明
染谷 昌彦
遠藤雄二郎
村田富美恵
佐藤 一也
和田 浩一
大和田範雄
鈴木 千尋
猪狩 浩孝
青木 崇郎

●感謝状
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平成二十八年度総会は、六月
二日（木）
、会津東山温泉御宿
東鳳を会場に、県内各地から約
三百九十名を超える会員が参加
して開催されました。
総会は、染谷昌彦副会長の開
会のことばによって開会され、
田中清美会長のあいさつの後、
会長を議長として議事に入り、
平成二十八年度事業計画案など
の議案を慎重審議の上決定する
とともに、田中清美会長を再任
し、穐元時宗副会長の閉会のこ
とばによって終了しました。
総会において承認・決定され
た議案は以下のとおりです。

いわき地区の高等学校ＰＴＡ活動の中心としての功績顕著による。

林

福島県
◎開会
 式・表彰式・講演・教育
懇談会
開会式では、田中清美県高Ｐ
連会長、並びに岩本光正大会実
行委員長があいさつを述べまし
た。
表彰式では、表彰状が橋本博
之郡山東高等学校ＰＴＡ会長と
林義功磐城桜が丘高等学校ＰＴ
Ａ会長に、そして感謝状が高橋
祐樹前高Ｐ連副会長以下二十五
名の方々の多年にわたるＰＴＡ
活動への功績に対して贈呈され
ました。また、県高Ｐ連広報紙
コンクールで県代表となった修
明高校ＰＴＡ・福島南高校ＰＴ
Ａ・磐城桜が丘高校ＰＴＡが表
彰されました。

全国高Ｐ連顕彰受賞者
●団体表彰
福島北高等学校ＰＴＡ ＰＴＡ活動の活性化（第65回福島大会）
東北地区高Ｐ連顕彰受賞者
●表彰状
副 会 長 県南地区会長
近藤
通 白河高等学校
副 会 長 いわき地区会長
染谷 昌彦 白河高等学校
●感謝状
高橋 祐樹 福島北高等学校 副 会 長 代議員（調査広報委員）
副 会 長 代議員（健全育成副委員長）
吉田 博之 葵高等学校
和田 浩一 相馬農業高等学校 副 会 長 代議員（進路対策副委員長）
事務局長 代議員（総務委員）
青木 崇郎 事務局
左から：田中清美県高Ｐ連会長、
高橋均会長、
夏目陽子
会長、
矢内夕希副会長、
小島稔双葉高校校長
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総務委員会

地域が共に学校行事を通して共
通理解を深め、創立記念行事に
取り組む活動の実践例を紹介・
報告しました。発表の中で、二
階堂会長は、
「 創立から現在ま
で百二十年という歴史の中で七
十代以上の方々がまだ農業に従
事しているということが、自分
や自分のまわりの小さな世界の
中で悩んだり、将来への漠然と
した不安を持ったりしてしまい
がちな青年時代、高校生活にお
いて大きな励みになり、ＰＴＡ
として生徒たちに関われる行事
を彼らと共に楽しみ祝うこと
が、生徒の心の豊かさや安定に
結びつき健全な育成への手助け
になると信じ今後活動していき
たいと思う。
」と力強く述べま
した。
また、印象に残ったのは、平
成二十九年度に福島、宮城、山
形三県において開催される「は
ばたけ未来へ 南東北総体二〇
一七」を宮城県内の高校生アス
リートの皆さんが元気に紹介し
てくれたことです。
そして、仙台南高等学校合唱
部の透き通るような声が響き渡
る中、東北各県の千四百名を超
える多くの会員の胸に深く残る
素晴らしい大会が成功裡に終了
し、次年度開催県である岩手県
の渡辺正和会長にバトンが手渡
されました。

学園高校の教育環境の整備・充
実など七項目について、要望内
容を確認しました。
なお、十月二十八日に会長、
副会長、事務局長六名で県教育
委員会を訪問し、鈴木淳一教育
長へ要望書を提出しました。
二 全
 国高Ｐ連からの義援金の
取扱について
全国高Ｐ連から寄贈を受けた
第八次義援金について、全額を
相双地区の各高校並びに地区会
へ寄贈することとし、配分額を
決定しました。
三 団
 体保険について
今後の団体保険の募集にあた
り、契約内容等について保険会
社から資料の提出を求めること

県高Ｐ連専門委員会報告

二十八年七月七日（木）
・八日
（金）の両日にわたって、仙台
サンプラザにおいて盛大に開催
されました。
第一日目夕刻からのレセプシ
ョン（江陽グランドホテル）に
続く二日目は、九時三十分から
宮城農業高校生徒による復興太
鼓によって幕を開け、主催者あ
いさつ、来賓祝辞に続いてＰＴ
Ａ活動功労者の表彰が行われま
した。
基調講演では、宮城教育大学
の田端健人教授が「地方創生の
主役となる子どもを守り育てる
ために」と題して東日本大震災
の学校災害を教訓とした多くの
事例を振り返るとともに、地方
創生に向けてすべての世代が活
躍するコミュニティづくりに関
する提言を行うなど意義深い講
演となりました。
研究協議では、六名の各県代
表による研究発表をもとにシン
ポジウムが行われ、活発な意見
交換が行われました。本県から
は、福島明成高等学校の二階堂
美由紀ＰＴＡ会長が「子ども達
と供に楽しむ学校行事～笑顔の
文化祭、そして創立記念行事へ
～」と題して、学校、保護者、

全国高Ｐ連大会・
東北高Ｐ連大会報告

全国大会報告

会長 田中清美

第六十六回全国高等学校ＰＴ
Ａ連合会大会が、八月二十五日
（木）
、二十六日（金）の二日間
にわたり千葉市幕張メッセを会
場として開催されました。
「再
発見！愛 ～今こそ信じよう愛
の絆～」の大会テーマの下、全
国各地から会員一万人が集結
し、各会場では千葉県高等学校
ＰＴＡの方々による心のこもっ
た温かい運営が行われました。
残暑が残る中での開会式には、
馳浩文部科学大臣、森田健作千
葉県知事があいさつに駆けつけ、
真摯な議論の中からＰＴＡ活動
の発展激励を受けました。
その後、千葉敬愛短期大学学
長・明石要一氏による「高校生
の自立を支援するＰＴＡ活動の
在り方 ～今こそ信じよう高校
生を～」と題した基調講演があ
り、会場を巻き込んだテンポの
良い講演に参加者が引き込まれ
ていました。
特別分科会では、リクルート
進学総研所長・小林浩氏から、
「 第 七 回 高 校 生 と 保 護 者の進路
に関する意識調査」に関する報
告があり、その後のパネルディ
スカッションでは会場から多く
の質問や意見が出されるなど活
発な意見交換が行われ、各地域
での今後の活動の充実に向け期
待が持たれる内容となりました。
閉会式では、第六十七回大会
の開催地である静岡県高Ｐ連を
代表し、
杉浦政紀会長が登壇し、
「有徳の人づくり」をメインテ
ーマとして未来のために行動す
る一人を育てることを目指した
静岡大会への多数の参加を呼び
かけ、第六十六回大会が盛会の
うちに閉じられました。

東北地区高Ｐ連仙台大会
「復興から創生へ集え！
伊達の地に」
～子どもたちの夢を
応援するＰＴＡ活動～

委員長 田中 清美
（橘高等学校）
平成二十八年度第一回総務委
員会を八月二日に福島県青少年
会館で開催し、次の議案につい
て協議しました。
一 東
 日本大震災への対応につ
いて
東日本大震災とそれに伴う福
島第一原発事故により、本県を
取り巻く状況は一変し、事故後
丸五年経過した現在でも、高校
生の学習環境や日常生活は事故
以前の状況までには至っていま
せん。新たな統合高校の開校に
向けた支援の充実、ふたば未来

について確認を得ました。

進路対策委員会
委員長 猪狩 浩孝
（相馬東高等学校）
今年度の県高Ｐ連進路対策委
員会の活動報告をいたします。
六月の県総会で二十七年度の活
動報告を受け、二十八年度の活
動方針が、
①新規卒業生の雇用促進対策
②高校生の進路についての調査
③進路指導と家庭教育の抱える
諸問題の調査 この三項目に決
まり、これを軸として、八月に
第一回進路対策委員会を開催し
ました。席上、
委員の方々から、
それぞれの学校の活動状況を報
告していただき、話し合いを持
ちました。各校とも、進路講演
会の開催や、大学・企業訪問な
どを行っており、保護者も高校
生の進路対策について研究調査
を深めていました。
今後は、年明け一月に第二回
進路対策委員会を開催し、
進学、
就職に関するリーフレットを作
成し、保護者の進路に対する意
識を高めていきたいと思ってお
ります。
また、東北地区高Ｐ連の進路
対策委員会の活動として、六月
に仙台市で第一回委員会、十月
に福島市において、リクルート
マーケティング進路サポート部
の方による講演会を含めた、第
二回委員会を開催しました。十
二月には第三回委員会を開催す
る予定です。
また、東北地区進路対策委員
会としても、リーフレットを作
成し配布する予定になっており
ます。
最後に、高校生の希望進路実
現の為には、学力向上はもちろ
んですが、思考力や判断力、表
現力、情報収集力が必要だと思
います。
これらの力を養うことができ
るよう、親のサポートが重要だ
と考えています。

調査広報委員会
委員長 岩本 光正
（葵高等学校）
今年度一回目の調査広報委員
会は、平成二十八年八月二日に
福島県青少年会館にて、総務委

員会、合同委員会終了後に行わ
れ、年間活動計画、第三十三号
ＰＴＡ会報についての協議、Ｐ
ＴＡ広報誌コンクールについて
のスケジュール等について話し
合いが行われました。
今回の会報は平成二十九年度
から休校になる双葉郡の双葉、
富岡、双葉翔陽、浪江、浪江津
島の各学校に原稿依頼し特集と
させていただきました。
コンクールについては、
県北、
県中、会津、いわき、相双の各
地区から代表三紙を選出いただ
き、その中から福島県代表の三
紙を平成二十九年一月十八日の
調査広報員会で選定し、平成二
十九年二月十日に秋田県秋田市
で行われた東北ＰＴＡ広報誌コ
ンクールに出品いたしました。
今回、調査広報委員会として
各高校の広報誌を読みましたが、
ＰＴＡ活動の内容や生徒たちの
取組、また、広報誌の構成や特
集等素晴らしいものばかりでし
た。来年度から相双地区の広報
誌は減ってしまいますが、今後
とも各単Ｐでより良い広報誌作
りをお願いいたします。
最後になりますが、活動にあ
たりご協力いただきました各単
Ｐ、県高Ｐ連調査広報委員会の
皆様に深く感謝を申し上げます。

健全育成委員会
委員長 佐藤一也
（勿来工業高等学校）
健全育成委員会の東北高Ｐ連
における活動は、六月に仙台市
で第一回委員会が開かれ、平成
二十八年度活動方針等について
協議しました。九月に山形市に
おいて第二回委員会が開かれ、
各県の健全育成委員会の取組状
況について意見交換をしまし
た。
県高Ｐ連における活動は、八月
に第一回委員会を開催し、本年
度の活動計画等について各地区
委員の皆様と協議しました。ま
た、全国高Ｐ連や東北地区高Ｐ
連と連携した活動として「登校

時一声運動・マナーアップ運動」
を各単位ＰＴＡの皆様方のご協
力のもと、実施いたしました。
この活動は、各地区において定
着していると思われ、数年間に
わたる活動の成果が認められる
と確信いたしております。
なお、
本年度も活動報告書をとりまと
め、後日リーフレットを作成す
る予定でございます。
本県の子供たちを取り巻く環
境は、震災から五年あまりを経
てもまだまだ厳しい状況にあり
ます。未来ある子供たちの「大
切な生命」を守るという観点か
らも保護者と学校が連携し、さ
らには地域の皆さまのご協力を
得ながら、子供たちの成長を見
守りたいと考えております。
最後に、今年度もご尽力いた
だきました、各単位ＰＴＡなら
びに県高Ｐ連の皆さま方に感謝
申し上げます。

福島商業高等学校
三年 新関 綾太

私は、第八回全国高等学校情
報処理選手権に情報処理部の仲
間とともに出場しました。今回
の大会は部員全員で参加するこ
とのできる最後の大会だったた
め、三年間部活動で仲間たちと
ともに勉強したことをフルに活

全国高等学校情報処
理選手権に参加して

全国大会
栄光を称えて

平成28年度

第六十五回東北地区高等学校
ＰＴＡ連合会仙台大会は、平成

平成
28年度

（2）
平成 2 9 年 3月1日
よ り
だ
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葵高等学校のＰＴＡ活動の現状

として生徒への声かけを行って
います。最後の四つめの調査広
報委員会は年三回のＰＴＡ会報
の発行を通して学校行事やＰＴ
Ａ活動を各方面にＰＲしていま
す。
ＰＴＡ活動は、保護者と学校
が相互に協力し合いながら、心
身ともに健全な子どもたちの成
長を手助けすることであり、そ
のためにそれぞれの委員会の活
動を少しでも実りあるものへと
改善する必要があると考えてい
ます。その活動が、学校と保護
者との連携、
保護者同士の交流、
そして最も大切な保護者と子ど
ものつながりを再確認し、新た
なものを再発見させてくれます。

ＰＴＡ会長 岩本 光正

本校は、平成十四年に男女共
学化されて、葵高等学校となり
ました。葵高校発足時には普通
科一学年三百二十名定員でした
が、現在は一学年二百四十名定
員です。そのうち女子が約六割
を占めており、生徒のほぼ全員
が上級学校進学を目指していま
す。
本校のＰＴＡ活動は、四つの
常設委員会で構成されています。
一つめの総務委員会は、ＰＴＡ
活動全体の統括を行い、ＰＴＡ
研修の企画・運営を担っていま
す。二つめの進路対策委員会は
学年ごとに開催される進路講演
会の実施に向けた準備を行って
います。三つめは健全育成委員
会です。朝の挨拶運動をはじめ

ましたが、改めて自分は沢山の
人に支えて頂いていることに気
づかされました。
今後は支えてくださった人た
ちへの感謝の気持ちを忘れるこ
となく日々の練習に取り組み、
更に良い結果を残せるよう頑張
っていきたいと思っています。

福島西高等学校
三年 梅津 沙妃

八月に広島で行われたインタ
ーハイで、ベスト８に入ること
ができました。しかし、自分た
ちの掲げていた目標はベスト４
だったため、悔しさも残る大会
になりました。
私は高校で、こんなに素晴ら
しい経験ができるとは思っても
いませんでした。三年間のバス
ケットボール生活は、つらいこ
とや苦しいことがたくさんあり
ました。しかし、試合に勝った

三年間を通して
得たもの

かしながら、悔いの残ることの
ないよう全力で大会に臨みまし
た。結果、全国で団体二位とい
う順位に入賞することができま
した。
苦しい時も何度もありました
が、仲間同士での協力や信頼が
あったからこそ今回のような結
果を出すことができたのだと思
います。また、三年間指導して
くださった顧問の先生、陰なが
ら支えてくれた家族への感謝の
気持ちを忘れないようにしたい
です。
これからは、部活動で学んだ
知識を生かし、情報社会のため
貢献していけるよう努力したい
と思います。

国民体育大会を終えて

福島工業高等学校
三年 宍戸 大輔

私は、第七十一回国民体育大
会ウエイトリフティング競技少
年男子七十七㎏で優勝すること
ができました。
今大会は腰に痛みがある状態
のまま大会に臨んだため、大会
期間中毎日トレーナーの方にマ
ッサージして頂きました。その
おかげで腰の痛みもだいぶ和ら
ぎ、万全ではありませんでした
が良い状態で試合に臨むことが
できました。この度、優勝とい
う最高の結果を残すことができ
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そして迎えた大会では、念願
のプロップ部門優勝を果たしま
した。この目標を成し遂げるこ
とができたのは、励まし合い高
めあった仲間達、厳しくも愛の
あるご指導をしてくださった先
生、見守ってくれた両親のおか
げです。これからも感謝の気持
ちを忘れず、次の夏の大会はさ
らに強いチームを目指して頑張
ります。

高文連専門部全国大会 等

栄光の記録

105kg超級スナッチ
8位
●自転車競技
鵜沼 利久 白河実業高等学校
個人ロード・レース
2位
●ソフトボール競技
少年男子
5位
●バドミントン競技
山澤 直貴 富岡高等学校
金子 真大 ふたば未来学園高等学校
久保田友之祐 ふたば未来学園高等学校
少年男子
1位
仁平 菜月 富岡高等学校
吾妻 咲弥 富岡高等学校
高橋明日香 ふたば未来学園高等学校
少年女子
1位
●冬季大会スキー競技 （平成28年１月～２月開催）
渡部 大輝 猪苗代高等学校
スペシャルジャンプ
5位
コンバインド
5位
高橋 海里 猪苗代高等学校
ジャイアントスラローム 9位
●冬季大会スケート競技 （平成28年１月～２月開催）
古川徹、 増子建紀、鈴木瑞騎

●第４０回全国高等学校総合文化祭広
島大会放送部門
安積黎明高等学校

ビデオメッセージ部門 優秀賞
●第７回国際ナノ・マイクロアプリケ
ーションコンテスト
郡山北工業高等学校

世界大会 Third Prize（３位）

Special Prize(特別賞)

国内予選（２位～ 5位）
●全国簿記電卓競技大会
（電卓部門）
郡山商業高等学校

(全経）団体競技 準優勝
●全国高等学校珠算・電卓競技大会
郡山商業高等学校

(全商）団体総合競技 優勝
●全国高等学校情報処理選手権
福島商業高等学校
団体２位

磐城高等学校
銀賞
●第12回 高校生スピーチコンテスト
齋藤 奏

会津高等学校 審査員特別賞
●第63回国際理解・協力のための高
校生の主張コンクール
和田 奈那

安積高等学校 外務大臣賞
●第67回日本学校農業クラブ全国大会
五十嵐智美 耶麻農業高等学校
農業鑑定競技会 分野 農業

最優秀
佐藤真未子 福島明成高等学校
意見発表 Ⅲ類ヒューマンサー
ビス 最優秀(文部科学大臣賞）

舞台まで導いてくださった顧問
の先生方には心から感謝してい
ます。今後も福島県の放送部の
さらなる活躍と発展を願い、応
援し続けたいと思います。

濱津 花恋 郡山商業高等学校

（電卓の部）伝票算競技 2等
●全国高等学校珠算・電卓競技大会
全国簿記・電卓競技大会
水野 雄斗 郡山商業高等学校
（電卓の部）個人総合競技 ２等
応用計算競技 優勝

伝票算競技 ２等
 (電卓の部)個人総合競技 準優勝

小説「アビシニアン」
。昨年秋
の県大会では最優秀賞、東北大
会では優良賞をいただき、福島
を背負うつもりで一言一言に思
いをのせて朗読しました。
広島総文は三年間の集大成で
あり、もっとも思い出深い大会
となりました。私をこの大きな

●水泳競技
佐藤隆之介 会津工業高等学校
A50m自由形
6位
●陸上競技
浜尾 京太 平工業高等学校
A400ｍH
5位
馬場 竜矢 会津農林高等学校
Aやり投
  8位
●ホッケー競技
修明高等学校
5位
●バスケットボール競技
福島西高等学校
5位
●レスリング競技
阿久津裕人 田島高等学校
グレコ７４㎏級
5位
壽松木勇貴 喜多方桐桜高等学校
グレコ１２０㎏級
5位
●ウエイトリフティング競技
宍戸 大輔 福島工業高等学校
77kg級スナッチ
1位
77kg級  C&J
1位
長谷川 達 勿来工業高等学校

馬と共に。
チームと共に。

岩瀬農業高等学校
三年 髙橋 宇宙

馬術競技はその名のとおり
「馬」という生き物をパートナ
ーとして成立するスポーツで
す。自馬を持つ私たちに休みの
ない毎日は当然であり、正直、
毎日が必死です。そんな私たち
は「全国大会優勝。高校馬術団
体戦日本一」という目標に対す
る情熱の他には何もない、とい
うところからの始まりでした。
しかし、私たちの想いを「かた
ち」にしようと、本当に多くの
方々から様々な愛情を頂きまし
た。だからこそチームのみんな
でひとつひとつを乗り越えるこ
とが出来たのです。高校馬術団
体戦日本一をつかみ取り、そし
て、卒業を控えた今、どんな時
も投げ出さず、どんな事からも
逃げず、岩農馬術部を続けたこ
とが、いかに大切な日々であっ
たのか改めて気付かされていま
す。そして何よりも、
「 馬たち
に感謝」です。ありがとうござ
いました。

した。出場にあたってご支援く
ださった皆様に感謝申し上げま
す。ありがとうございました。
大会を通して一人ひとりが心身
ともに成長し最後までベストを
尽くすことができました。国体
出場において印象に残っている
ことは、国体出場を決めた東北
総合体育会代表決定戦です。前
半戦を終えて一対三と、相手の
宮城県代表に二点のリードを許
す厳しい試合でした。しかし、
猛暑の中の練習をこなしてきた
私達には試合終盤でも走り勝つ
自信がありました。また、メン
タルトレーニングを取り入れる
ことにより、どんな状況にでも
対応する精神力を身につけてき
ました。これまでの練習を自信
にし、自分たちの持ち味である
粘り強さで同点に追いつき、Ｓ
Ｏ戦の末、勝利することができ
ました。
福島県ホッケーチームとし
て、二十一年ぶりに国民体育大
会に出場したことを誇りに思い
ます。また、今回の私達の国体
出場をきっかけに多くの人がホ
ッケー競技に興味を持ち、これ
から福島県のホッケー競技がよ
り一層盛り上がってほしいと思
います。

広島総文に出場して

会津学鳳高等学校
三年 冨田 夏芽

私は八月二日から三日にかけ
て行われた広島総文放送部門に
朗読部門で出場し、全国一位に
相当する優秀賞をいただきまし
た。
この大会では、郷土出身の作
者か郷土にゆかりのある作品を
選定することが定められていま
す。私が朗読した作品は、郡山
市出身の古川日出男さんによる

栄光の記録

●第40回全国高等学校総合文化祭
広島大会放送部門
冨田 夏芽 会津学鳳高等学校

朗読部門 優秀賞
●第40回全国高等学校総合文化祭
広島大会小倉百人一首かるた部門
片桐 沙都 安積黎明高等学校
（団体）
 読手コンクールの部 全国優秀賞
●全国高等学校ダンスドリル選手権
西牧真凛、古川唯夏、増子未夕、
大会2016
馬場智大、田村優樹、阿部麻莉奈、
郡山商業高等学校
宇佐神奏子、菊地信吾 安積黎明

プロップ部門 優勝
高等学校
競技の部 優良賞
●全国高等学校ダンスドリル選手権
●第64回全国高等学校家庭クラブ
大会ウィンターカップ
研究発表会
郡山商業高等学校
我妻 美紅 湯本高等学校

ポン部門 優勝
ホームプロジェクトの部
郡山高等学校
福島県教育委員会賞

リリカル部門 第３位
●全国高等学校情報処理選手権

ジャズ部門 第３位
南澤 義幸 福島商業高等学校
鈴木 梨奈 郡山高等学校

個人 ３位

学年別ソロの部 第１位
●全国高等学校珠算・電卓競技大会
●第６３回NHK杯全国高等学校放送
佐藤 有美 郡山商業高等学校
コンテスト
 （電卓の部）個人総合競技 ２等
安積黎明高等学校
弟子丸 遥花 郡山商業高等学校

創作ラジオドラマ部門 優勝

（電卓の部）伝票算競技 優勝
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時や、課題を克服できた時に、
それまでの苦難が自分の自信や
財産になっている事に気づき、
常に上を目指している自分がい
ました。
このように頑張ることができ
たのも、先生や保護者の方々の
おかげです。三年間で学んだこ
とを、今後の人生に活かし、さ
まざまな場面で活躍できる人間
になっていきたいです。
そして、
応援して下さった方々に恩返し
をしていきたいと思います。

郡山商業高等学校
二年 吉田
栞

全国大会までの道のりは、決
して平坦なものではありません
でした。なかなか皆の気持ちが
一つにならず、学年の壁を越え
て意見がぶつかり合うことが多
くあり、
何度も涙を流しました。
また、三年生ではなく、私達二
年生がチームをまとめる役割を
担っていたため、見えないプレ
ッシャーに負けそうにもなりま
した。しかし、そんな中でも共
に頑張っている仲間達が支えて
くれましたし、日々、チームの
成長を実感することがやりがい
につながりました。

国民体育大会を終え
～更に前へ～

修明高等学校
三年 菊池 拓哉

私達は二十一年ぶりに出場を
果たした第七十一回国民体育大
会ホッケー競技を五位で終えま

平成28年度高文連専門部全国
大会
（個人）

よ り

ダンスドリル全国大
会を振り返って
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●第８３回ＮＨＫ全国学校音楽コンク
ール全国大会
安積黎明高等学校
銅賞
●第69回全日本合唱コンクール
会津高等学校
金賞
郡山高等学校
金賞
安積黎明高等学校
銀賞
●第64回全日本吹奏楽コンクール
湯本高等学校
銀賞

国体・高校総体・定時制通信制体育大会
郡山商業高等学校
鈴木 大地
安積高等学校
少年男子スピード 2000ｍR ８位
木田 綾音 郡山商業高等学校
少年女子スピード ５００ｍ ８位

平成28年度全国高等学校総合
体育大会

●陸上競技
布川
輝 小高工業高等学校
男子砲丸投
８位
●バスケットボール
福島南高等学校 男子
３位
福島西高等学校 女子  ５位
●バドミントン
富岡・ふたば未来学園高等学校
女子団体
１位
男子団体
２位
山澤 直貴
 富岡・ふたば未来学園高等学校
男子シングルス
１位
仁平 菜月
 富岡・ふたば未来学園高等学校

女子シングルス
１位
高橋明日香
 富岡・ふたば未来学園高等学校
女子シングルス
２位
金子 真大

富岡・ふたば未来学園高等学校
男子シングルス
３位
山澤 直貴・本田 大樹

富岡・ふたば未来学園高等学校
男子ダブルス
  ３位
金子 真大・久保田友之祐

富岡・ふたば未来学園高等学校
男子ダブルス
３位
●剣道
白河高等学校 女子団体 ５位
●柔道
島貫
蓮 田村高等学校
男子66㎏級
５位
遠藤 公太 若松商業高等学校
男子81㎏級
５位
●ボート
石塚慎之助 田村高等学校
男子シングルスカル
５位

●自転車競技
鵜沼 利久 白河実業高等学校
ポイント・レース
４位
石井 洋輝 白河実業高等学校
１㎞タイム・トライアル ６位
白河実業高等学校
  ４㎞チーム・パーシュート ６位
●ウエイトリフティング
宍戸 大輔 福島工業高等学校
77㎏級スナッチ
１位
77kg級クリーン＆ジャーク１位
77kg級トータル
１位
坪井 大樹 田村高等学校
62kg級クリーン＆ジャーク ３位
62kg級トータル
８位
●フェンシング
髙橋 七美 川俣高等学校
女子サーブル
３位
●第５０回全日本高等学校馬術競技大会
岩瀬農業高等学校
馬術団体
１位

謝

浪江高等学校 
ＰＴＡ会長 深谷 浩光
今、双葉郡は復興に向けて、
国、県、各町村、地域の方々が
一歩一歩前に向かって進んでい
ます。浪江町も、役場の前に仮
設商業施設「まち・なみ・まる
しぇ」がオープンするなど、前
進する確かな足音が聞こえてき
ています。浪江高等学校の在校
生、卒業生、同窓生にはどんな
にか嬉しいことかと思います。
去る十一月十二日に、現在浪
江高等学校仮設校舎のある本宮
市「サンライズもとみや」にお
いて、
創立九十周年記念式典が、
多くの来賓の方々と同窓生の見
守る中、
盛大に挙行されました。
生徒会長の菊池あすみさんのあ
いさつの中で、
「 何年かかって
も愛する浪江、美しい浪江を取
り戻したい」という言葉に胸を
打たれました。私自身が休校イ

を貫き、日々精進していきたい
と思います。そして福島のみな
さまに夢や感動を届けられるよ
う頑張りたいと思います。

全国家庭高等学校クラブ
研究発表大会に参加して
湯本高等学校
三年 我妻 美紅

平成二十八年八月に福島県郡
山市で開催されました、第六十
四回全国高等学校家庭クラブ連
盟研究発表大会、ホームプロジ
ェクトの部に、東北ブロック代
表として、Ｆａｍｉｌｙ Ｓｈ
ｉｐ～大好きな父の為に～と題
し、本校家庭クラブ員九名と共

コール浪江高校の終わりを意味
するものととらえていました。
しかし、平成二九年三月末をも
って休校になる母校が、浪江町
と共にまた再開することを信じ
て疑わないその清らかな思いを
痛切に感じ、そうではないのだ
と気付かされました。あきらめ
始めているのは、実は大人なの
ではないか、子ども達の「故郷
に戻りたい」という願いを家族
が、地域が叶えていく努力をし
なくてはいけないのではないか
と、菊池さんの言葉を聴いて感
じました。
本宮高等学校の敷地をお借り
して平成二十四年四月にサテラ
イト校として再開した浪江高等
学校ですが、休校が決定し、生
徒募集停止となり、年々ひとク
ラスずつ減少していく中で、残
された子どもたちは後輩のいな
い寂しさや不安もあったのでは

に参加させて頂きました。大変
緊張しましたが、本研究を実施
するにあたり、専門的なアドバ
イスを頂いた、先生方（かしま
病院 今泉女子専門学校 ）
、顧
問の先生、本校家庭クラブ員の
友人、そして、大切な家族に向
けて、感謝の気持ちを込め、発
表させて頂きました。
結果は、福島県教育委員会賞
（全国三位）でした。嬉しさと
感謝の気持ちと同時に、悔しさ
もありました。今後は、内容を
発展させながら、家族全員で、
Ｆａｍｉｌｙ Ｓｈｉｐを合言
葉に、本研究を継続していきま
す。

ないかと思います。休校前の学
年としての重圧も感じていたの
ではないかと思います。
しかし、
子どもたちは様々な場面で「こ
の少人数だったからこそ勉強で
きたことがたくさんある。浪江
高校で本当に良かった。
」とい
うメッセージを残しています。
音楽部・進路研究部と本宮高校
との合同仮設住宅訪問、報道で
もたくさん取り上げられた公開
文化祭「青浪祭」など、この厳
しい学校生活の中で、この様に
喜びを持って日々を送ることが
できたのは、細やかにそして温
かく導いてくださった先生方、
本宮高校の先生方のおかげだっ
たと、保護者一同心から感謝し
ております。
休校を迎えるにあたり、各学
校関係者の方々、本宮市・浪江
町両地域の皆様、
同窓会の皆様、
これまでのＰＴＡの方々のご支

相 双 地 区５校
「休校」と「サテライト」への思い

富岡高等学校
三年 吾妻 咲弥

八月に岡山県で行われたイン
ターハイで団体戦優勝、十月に
岩手県で行われた国体少年女子
で優勝することができました。
インターハイでは富岡という
看板を背負って戦う最後の試合
でした。苦しい試合が続きまし
たが、富岡という名前を全国に
広めたい、そして優勝して富岡
町のみなさんに恩返しがしたい
と思い全力で戦い、最後に優勝
できて良かったです。
国体では福島という看板を背
負って戦う試合だったので、一
戦一戦責任感をもってコートに
立ちました。福島県チームが一
つになり、そして会場のみなさ
んが福島県の応援をしてくださ
っていて本当に嬉しかったで
す。たくさんの応援や支えがあ
ってこそ優勝できたと思います。
このような結果を残すことが
できたのも、支えてくださった
すべての方々のおかげだと思い
ます。富岡高校は休校となって
しまいますがこれからも富岡魂
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援に深く感謝申し上げるととも
に、
浪江高校が再開する際には、
子ども達の安全安心を第一に考
える地域であり、学校であるこ
とを願っております。
浪江高等学校津島校
 ＰＴＡ会長 柴田 明範
忘れる事の出来ない あの平
成二十三年三月十一日の東日本
大震災に襲われてしまった、あ
の日でしたが津島校は、幸い大
きな被害もなく一安心をしてい
た矢先の福島第一原発事故が起
きてしまい…原発から三十キロ
の位置にあった津島校は、避難
所となり大勢の浪江町民が身を
寄せる所となりました。教室も
体育館も津島地区の学校は全て
が避難所となり、沢山の人で溢
れたのでした。あの時には、直
ぐに自宅へ戻れるはずでしたが
…残念ながら原発の暴走はコン
トロールする事が困難となり、
恐れていた最悪の事態となり放
射能が拡散する事故となりまし
た。浪江町は、残念ながらどこ
からも避難指示等の連絡も無い
まま、三月十五日まで高線量の
津島地区に当時の在校生やこれ
から津島校に入学したであろう
後輩達に被ばくをさせてしまい
ました。
全国に避難した生徒達や春に
入学するはずでした新入生は辛
い日々でしたでしょうね。県が
出した答えは、サテライト校と
して再開しますと言う話でし
た。子供達は津島校で学べると
の思いから二本松市に集まって
くれましたね。まずは文化セン
ターでの勉強から始まりプレハ
ブの仮設校舎へ移ると言う、誰
も経験しない事をしましたね。
私は親としてその校舎を目にし
た時に愕然としました。プレハ
ブその物でした。もっとしっか
りした建物で勉強させてくれる
ものと思いましたが、福島の将
来を担うであろう高校生の学び
の場としては最悪の環境しか県
は準備できなかったのです。原
発事故が無ければ立派な校舎で
学べたはずの子供達に申し訳な
い気持ちでいっぱいになりまし
た。しかし子供達は、あの環境
の中でしっかりと学び立派に成
長をする姿を見て胸が熱くなり
ました。
津島校の良さが繋がり、

長い歴史が続く事は親としても
喜びでした。この度の休校措置
には心から残念の言葉しかあり
ません。避難後の子供達の母校
となる校舎は休校後に撤去され
てしまいます。子供達には、校
舎が無くても津島校で学んだ卒
業生として堂々と胸を張って社
会の役に立つ存在であって欲し
いと心から願います。
双葉翔陽高等学校
ＰＴＡ会長 高
均

  橋
今年度末で双葉翔陽高校は休
校になります。現在サテライト
校で学んでいる生徒は十二名、
休校前最後の生徒たちです。そ
のサテライト校で学ぶ生徒たち
が双葉翔陽高校を選んで良かっ
たと思ってもらえる学校生活を
送らせよう！を役員の合言葉に
ＰＴＡ活動を行ってきました。
四月にＰＴＡ総会を開催し今年
度の活動をスタートさせ、衣替
えや長期休業明けの登校日にあ
わせ行う登校指導や、生徒たち
の進路実現のために保護者も参
加しての面接指導など、少人数
の役員ではありますが協力して
行ってきました。また、ＰＴＡ
広報紙の作成も役員が放課後の
学校に集まり、生徒たちの学校
生活やＰＴＡ活動などをわかり
やすく紙面で伝えようと活動し
てきました。
生徒たちは、休校前最後の卒
業生として様々な形で双葉翔陽
高校をアピールしてくれました。
部活動においては、人数が少な
く活動自体が大変な状況にあり
ながらも、ソフトテニス部は同
じサテライト校の双葉高校とチ
ームを組み、地区大会で上位入
賞を果たし県大会に出場しまし
た。陸上競技部は部員が一人と
いう中でもコツコツと練習を積
み重ね、県大会出場などの活躍
をみせてくれました。ＰＴＡと
しても頑張っている生徒たちに
色々な経験をさせてあげたいと
研修旅行を支援し、六月には屋
久島研修旅行、十二月には東京
研修を実施しました。その東京
研修の際に、全国高等学校ＰＴ
Ａ連合会の事務局を生徒たちは
訪問し、これまでの支援に対す
る御礼と休校の報告をさせてい
ただきました。また、近隣にあ
る楢葉町サポートセンターへの

グリーンカーテンの設置、大熊
町のふるさとまつりへの出店や
国道六号線の清掃ボランティア
活動など、相双地区の方々との
つながりも大切にし、交流も積
極的に行ってきました。その際
に、今年度末での休校を惜しむ
声もたくさん聞かれました。
サテライト校という通常の学
校生活とは違う環境の中でも生
徒たちは仲間と一緒に学べるこ
との喜びをかみしめ、サテライ
ト校だったからこそできた経験
もあり、充実した学校生活を送
ってくれたと思っています。
最後になりますが、サテライ
ト校の生徒たちに寄り添い支え
てくださった校長先生はじめ諸
先生方に感謝いたします。
また、
多くの方々にご支援、ご協力を
賜り、学校生活並びにＰＴＡ活
動ができたことに感謝申し上げ
ます。
ありがとうございました。

富岡高等学校
ＰＴＡ会長 設楽
力
県立富岡高等学校（以下「富
高」
）は昭和二十五年に県立浪
江高等学校富岡分校として開校
され、平成十八年に普通科から
連携型中高一貫の「国際・スポ
ーツ科」に改編されました。
公立校としては特色のある取
り組みで、
全国的に注目を集め、
真の国際人として社会をリード
する人材の育成を目標とした双
葉地区教育構想のもと、国際・
スポーツ科に設置された国際ス
ポーツコース、
福祉健康コース、
国際コミュニケーションコース
での学習を通し、生徒の努力は
着実に実を結び、部活動におい
ても多方面での活躍が見られ、
全国大会出場はもとより、日本

代表として世界で活躍する生徒
や卒業生も多数輩出してきまし
た。
その歴史ある富高に未曾有の
地震と津波、原発事故という惨
禍が悲劇をもたらしました。生
徒たちはバラバラになり、学校
に通うことが出来なくなって富
岡町の校舎を離れることを余儀
なくされました。その後、県内
外五つの高校の協力のもとに五
カ所にサテライト校を設置し、
学習を継続でき、今年で六年目
を迎えました。
平成二十七年度からは生徒募
集を停止し、現在は三年生六十
二名が三カ所のサテライト校
（県立福島北高等学校、県立猪
苗代高等学校、静岡県立三島長
陵高等学校「ＪＦＡアカデミー
福島 」
）で学習活動を行ってお
ります。この三年生たちは自分
たちが休校前最後の生徒になる
ことを知りながらも富高で学び
たいと夢を持って門をたたいた
生徒たちです。
母校が休校になる寂しさ、後
輩がいない辛さを胸に、
「 富高
魂」をもって残り少ない学校生
活を一日一日大切に過ごしてお
ります。そして、バラバラにな
ってしまった生徒たちは「富高
の集い」で年二回一緒になれる
ことで、富高の伝統と生徒同士
の絆を深めております。また、
部活動では先生方の熱心なご指
導と卒業生の温かいご支援をい
ただき、サテライト校になって
も各競技で全国レベルの成績と
活躍を継続することができ、こ
の活躍は学校関係者のみならず
富岡町民の方々にも勇気と希望
を与えていることでしょう。
富高は創立から六十六周年を
迎え、国際・スポーツ科として
は九期生での「休校」となりま
すが、サテライト校でありなが
ら生徒たちは他校と変わらぬ幸
せな学校生活を送ることができ
ていることに、先生方や学校関
係者の方々へこの場をお借りし
て感謝申し上げます。この九期
生たちが富高の基本目標にある
「国際人として社会をリードす
る人材」として素晴らしい社会
人になってくれることを期待す
るとともに、富高がいつの日か
また、あの夜ノ森の桜のように
美しく華やかに開花してくれる

ことを祈念いたします。

双葉高等学校
 ＰＴＡ会長 夏目 陽子
今、双高九十三年の歩みが止
まろうとしている。来年三月末
でこの学校は休校になる。子ど
も達はどこへ帰ればよいのか？
思いおこせば、双葉高校（以
下双高）とのつきあいは長い。
仕事のために生後間もなく双高
裏の親戚宅に長女長男を預けた
頃から身近な存在だった。放課
後、吹奏楽部の練習音を聴き、
野球部、テニス部、陸上競技部
の練習を観戦し、校門外に喫煙
していた先生方との語らい等、
慣れ親しんだ双高へ進路選択す
ることを子ども達は全く迷いも
しなかった。
平成二十三年三月、東日本大
震災の発生で長女はその希望と
おりに双高へ通学することが適
わなくなったが、県内四箇所に
双高サテライト校が開設され
て、翌年いわき明星大学に集約
されても、双高を卒業したい一
心で通い続けた。私も学校生活
や今後の情報を得るためにＰＴ
Ａ活動に参加してきた。
平成二十六年十月、長男が入
学したこの年に次年度の募集が
停止された。長男には二年間後
輩がいない。部活動は柔道部、
ボランティア部を除き、軟式テ
ニス部、硬式野球部はすべて合
同チームで頑張ってきた。この
サテライト校で経験できたこと
は決して無駄ではなく、将来親
子で笑って話せることを願って
いる。
終わりに、サテライト校を受
け入れくださった各高校（福島
南、あさか開成、葵、磐城）関
係の皆様、いわき明星大学の皆
様、県ＰＴＡ関係の皆様、そし
て最後まで尽力いただいた先生
方、ＰＴＡ各位、同窓会の皆様
に紙面をお借りして御礼申し上
げます。どうもありがとうござ
いました。

