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３年生の皆様、
ご卒業おめで

私が、学年ＰＴＡ代表として３年間活

「こんなに楽しい活動に参加しないの

娘がどうしても安城学園がいいと入

動できたのは、時 間を共にしてくれた

はもったいない。」娘の担任の先生から

学して早３年、
もう卒業だなんて…私は

「Team AIMELO」の仲間のおかげで

の一言に心が動き参加した学年ＰＴＡで

学年ＰＴＡと学校ＰＴＡを同時に受けてし

す。決して順風満帆ではありませんでし

した。
ＰＴＡ活動を通して個性的で素敵

まい、学年ＰＴＡは１年限りと思っていま

た。仕事で活動に参加できない私をい

な仲間に出会え、楽しい３年間を過ごす

した。気付けば３年も続けてしまいまし

つも笑顔で協力しサポートしてくれた仲

ことができました。学園祭、
オータムフェ

た。楽しかったんです！この年になってこ

間がいたので、
いくつもの行事を成功し

スティバルで気分は学生時代に戻り、

んなに仲の良い友達ができるなんて。模

て終える事ができました。

私学助成金活動では、助成金について

擬店・ＰＴＡ１日研修・署名活動、歌やダ

く街中でも見かけることがあり、

またこの活動を通じ、先生方の本気・

考える良い機会となりました。
ＰＴＡ１日

ンスまで練習して挑んだ1泊研修の宴

とても感心しています。

情熱・愛情を間近で感じる事ができまし

研修、署名提出など様々な体験ができ

会余興では、納得した評価が得られず、

た。子供が学校が楽しいと言い、
いつも

たのも良い思い出です。多くの方々の

悔しい思いをしました。
まるで部活動の

笑顔で過ごせるのは先生方のおかげだ

協力があってこそのＰＴＡ。支えてくだ

ようでした。娘だけではなく私も学校生

と本当に感謝です。

さった皆様に心より感謝いたします。素

活を思いっきり楽しませてもらいました。

この３年間、仲間と先生方と過ごし、
積み重ねた時間があったからこそ、私達

敵な出会いと楽しい時間をありがとうご
ざいました。

は“ONE TEAM”に
「Team AIMELO」

最後にＰＴＡ活動をサポートして下さっ
た先生方、親しくしていただきありがとう
ございました。安城学園は最高でした！

とうございます。
生徒の皆さんと触れ合うたび
に、高校生は、
こんなにもすごい
力を持っているのか！
と驚かされ
ます。部活動や自主活動はもち
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しいことにもチャレンジしていき
たいと思っておりますので、今
後ともＰＴＡ活動にご協力お願
いいたします。

時間をありがとうございました。

安城学園高等学校PTA

やりや行動力は、校内だけでな

の出会い、ふれあいを大切にし

なれました。本当に貴重な経験・楽しい

学校法人 安城学園

ろんのこと、他人に対する思い

PTA役員会

秋のPTA一日研修（
徳川園）
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PTA役員座談会

3年間の
PTA活動を
振り返って

神谷

では最後に、1・2年の保護者の皆さんに、卒業する
PTA役員としてメッセージをお願いします。

お子さんとともに、安城学園高等学校で
活動されてきたPTA役員の皆さん。

神谷

子どもの学校生活を知ることができ、
自分も学校行
事に参加することで、子どもと一緒に思い出づくり
に参加できると思います。

近藤

学校へ来る機会が増え、学校
や子どもたちの様子がよくわか
ります。子どもと学校の話がで
き、役員をやってよかったと思い
ます。

「卒業」にあたって、
この3年間を振り返り
さまざまな思い出や感想を

（和喜子）

語っていただきました。
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岡山 直樹先生（10名）

まず、3年間のPTA活動を振り返り、楽しかったこと苦
しかったことなど感想をお願いします。
山本

近藤

（和喜子）

天野

杉浦

（陽子）

長いようで短かく、
一生懸命青春し
たという感じです。皆さんと仲よく
なって、
とてもよかったと思いました。
みんなで活動することの良さや大
変さを感じました。学校の様子もよ 山本 千枝子さん
くわかり、
もう一度学校生活を体
験するような楽しい3年間でした。
出られない集まりなども多く、皆さ
んに負担をおかけして申し訳な
かったです。忙しくも楽しく、充実し
た日々を経験させていただきまし
た。
天野 顕子さん
先生方や皆さんが頑張っているので、
できるだけ参加
しようと思っていました。自分自身も成長でき、貴重で
楽しい3年間でした。卒業がさみしく感じます。

杉浦

（修二）

皆さんがしっかり活動してくださっ
て、私は何の心配もなく対外的な
活動に集中できました。反省もあり
ますが、やらせていただいてよかっ
た、
いい皆さんと巡り合えたと思い
ます。

杉浦

（修二）

杉浦 修二さん

次に、お子さんが安城学園高等学校に入学して、
どの
ような感想をお持ちですか。
娘は女子サッカー部に入部し、厳し
さや環境の変化に悩んだこともあり
ましたが、辞めることなく続けられ大
きな財産になりました。苦しくても頑
張る強い心を得られ、
とてもよかっ
たと思います。

鈴木 弘子さん

近藤

弦楽部でいろいろな経験をさせていただき、東北の
ことや災害のことなども考えられるようになったと思
います。

加藤

吹奏楽を続けるために入学を決
め、全国大会にも出場し、満足して
いると思います。
「ここで過ごした3
年間ほど、充実した生活はない」
と
言う言葉を聞いて、
とてもよい時間
を過ごしたのだなと思いました。

（和美）

加藤 嘉津代さん

息子は、
保育士の夢を叶えるために入学しました。公
立の高校とは違い、
専門的な授業を受けられること、
そして夢に向かうための具体的な道すじや進路を示し
てくださったことで、
夢に一歩近づけたと思います。最
高の高校にお世話になったと思っています。

近藤

3年間の自主活動でたくさんの方に出会い、大学も
そうした経験を活かすような専攻を選び、一生の進
路の準備となったのかなと思います。

山本

実行委員として活動し、友だちもでき、
自分で考えて
行動できるようになりました。周囲を見てみんなの考
えを理解するなど、集団行動の中で得ることが多
かったのではと思っています。

（和喜子）

鈴木

安城学園高等学校には、子ども
たち一人ひとりの個性を伸ばす
環境があると思います。自分は
どう行動するべきか、
自分らしさ
を見つけて歩き出した子どもを
見て、成長したなと感じていま
神谷 奈己さん
す。

天野

近藤 和喜子さん
かけがえのない仲間ができまし
た。気負わず、楽しむつもりで、積極的に参加する
人が増えるといいなと思います。

加藤

自分にできることはすべてやろうと思って引き受け
ました。できるときには頑張る、
できないときには助
け合う、楽しみながら活躍できるので、
なぜ皆さん参
加しないのかなと思うほど
（笑）
。参加すれば楽しい
よ！
と言っています。

杉浦

高校生の息子というのは、父親とそれほど会話もな
い年頃。PTA役員をしていると共通の話題ができ、
コミュニケーションが密になるなどメリット盛りだくさ
んです。お母さん以上にお父さんも、
ぜひご参加く
ださい。

（修二）

