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開催スローガン

子どもたちとこの国の未来のために
～附属がこれまでやってきたこと、これからやっていくこと～

拝啓 初秋の候、貴校園におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は全附Ｐ連の活動に格別のご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。
先般よりご案内しております第 13 回全国大会におきましては、集合型への参加募集は９月９日に
締め切らせていただきました。多数の参加登録をいただき誠にありがとうございました。
本年度も昨年度同様、会員全員にご視聴いただけるオンラインでの配信を予定しております。
つきましては、当日の受付時間のご案内、オンライン配信の概要および大会内容を下記のとおりご
案内いたしますので、貴校園ＰＴＡ会員の皆様にご案内いただきますようお願い申し上げます。
子どもたちとこの国の未来のために、今こそ、国立大学附属学校には地域に根差した教育活動が求
められています。参加者が共に学び、情報を共有するとともに、保護者としてなすべきことを再確認
し、附属学校の新たな可能性についても考察いたしたく、より実りあるプログラムを計画しておりま
すので、皆様方の多数のご視聴による参加を心よりお待ち申し上げます。
尚、集合型でご参加の方々におかれましては、別紙注意事項をご参照の上、当日お集まり頂きます
ようお願い申し上げます。
また、当会のホームページ（ https://www.zenfuren.org/ ）、Facebook、Twitter で最新情報を
随時公開しておりますのでそちらもご確認いただきますようお願い申し上げます。
敬具

校園長、副校園長先生におかれましては、当案内を保護者の皆様全員にご案内いただきま
すよう（紙での配布、各学校園の Web 掲載・メール配信など形式は問いません）、お願い
いたします。何かとお手数をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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記

１．開催日程

令和４年９月 30 日（金）10 月１日（土）
会場より ＬＩＶＥ配信
令和４年 10 月 10 日（土）～10 月 31 日（月） 編集後オンライン配信

２．受付時間

会場でのご参加の皆さま・・・１１：３０分～１２：３０分
※１１：３０～１２：３０の間に受付をすませて、１２：４０分には必ずご着席
をお願いします。１２：４０分以降、会場には入室することが出来ません。
オンライン開始予定時間・・・１４：４０～
創立７０周年記念式典の配信はございません。

３．主
協
後

催
力
援

一般社団法人 全国国立大学附属学校ＰＴＡ連合会（全附Ｐ連）
全国国立大学附属学校連盟
文部科学省
日本教育大学協会
全国国立大学附属学校教育後援会連絡協議会

４．参加対象者

国立大学附属学校園の保護者および教職員

５．開催目的

⑴
⑵
⑶

日本の公教育を国立大学および附属学校と共に支える全国規模のＰＴＡ
組織として、その社会的な責任と役割を対外的に強く表明する。
日本の将来を背負って立つ子どもの健やかな成長のために、附属学校の
あり方を構築していく。
全国の附属学校関係者が一堂に会して、直面する全国共通の問題を
認識し解決への道を協議するとともに、さまざまな事例や取り組みを
共有する。

６．開催場所

ハイアットリージェンシー東京

７．参加方法

会場での参加申し込みは締め切らせていただいておりますが、
ＬＩＶＥ配信、後日配信での参加は可能となっております。
詳しくは所属する学校園へお問い合わせください。
（リンク先一覧へアクセスするＵＲＬまたはＱＲコードなど）
参加費・事前登録などは必要ありません。
また、アンケートへの回答もご協力をお願いします。

８．リンク先一覧 （参考）
大会要項ＵＲＬ
・・・ ９月 27 日掲載予定
会場座席図ＵＲＬ ・・・ ９月 27 日掲載予定
ＬＩＶＥ配信ＵＲＬ ・・・ ■１日目 記念講演 ■１日目 特別分科会 ■２日目
後日配信ＵＲＬ
・・・ 大会終了後、一週間を目安に配信いたします。
参加者アンケートＵＲＬ ・・・ 会場参加者アンケート
・・・ ＬＩＶＥ配信参加者アンケート
・・・ 後日配信版オンライン参加者アンケート
９．お問い合わせ

全附Ｐ連研修委員会

kensyu.zenfu@gmail.com
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全日

■ 配信表

■

第１日目 ９月 30 日（金）
14：50～16：10
16：30～18：00
70 周年記念講演
テーマ別分科会
岸 博幸 氏
△
✖
〇
特別分科会のみ
視聴できません
視聴できます
視聴できます
△
✖
〇
特別支援分科会のみ
視聴できません
視聴できます
視聴できません

13：00～14：30
開会行事
70 周年記念式典
ＬＩＶＥ配信
※９月 30 日（金）
リアルタイムのみ
編集後オンライン配信
※10 月 10 日（土）～
10 月 31（月）

第２日目 10 月１日（土）
9：00～10：00
10：00～10：55
11：15～12：55
全国大会基調講演
省庁行政説明
パネルディスカション
齋藤 孝 氏
全附 P 連活動報告
閉会行事
ＬＩＶＥ配信
※９月 30 日（金）
リアルタイムのみ
編集後オンライン配信
※10 月 10 日（土）～
10 月 31（月）
■ プログラム概要（予定）

〇
視聴できます

〇
視聴できます

〇
視聴できます

✖
視聴できません

〇
視聴できます

〇
視聴できます

■

【大会１日目】
Ⅰ．創立 70 周年記念式典 （ 13：00 ～ 14：30 ）
・開会行事
・創立 70 周年記念式典
・文部科学大臣表彰式（ＰＴＡ功労者表彰）・ＰＴＡ団体活動表彰式
Ⅱ．記念講演 （ 14：50 ～ 16：10 ）
演題：「ＳＤＧｓ入門 ～ＳＤＧｓと日本の未来、今教育に求めること～」
講師：岸 博幸氏（慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授）
Ⅲ．テーマ別分科会 （ 16：30 ～ 18：00 ）
校種を超えた５つのテーマに分かれた分科会を開催します。
各分科会では、講演や内容説明、シンポジウムを予定しています。
ａ）＜特別分科会＞ 「ＧＩＧＡスクール構想 ＩＣＴを活用したＰＴＡ活動事例」
全国国公立ＰＴＡ４団体による合同事業として、ＧＩＧＡスクール構想時代のＩＣＴを活用し
たＰＴＡ活動事例と先進的な取り組みの発表を行う ※（ＬＩＶＥ配信予定）
ＰＴＡ活動の現状と未来を見据えた今後の展望を考えるパネルディスカッションを４団体の
代表者をお招きして行う。
ｂ）＜分科会１＞ 「学校の働き方改革と今後の地域部活動の在り方」
～「スクール・コミュニティクラブ ひらの倶楽部」のチャレンジ～
発表者 松田 雅彦氏 （大阪教育大学附属高等学校平野校舎 主幹教諭）
学校の働き方改革の観点から部活動の地域移行についての考え方や、部活動が地域移行すると
何がどう変わるのかについて、ひらの倶楽部を設立するに至る経緯とともにお話しいたします。
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ｃ）＜分科会２＞

感染症から未来を守る ～コロナだけではない感染症の話～
講師 具 芳明氏（東京医科歯科大学 教授）
新型コロナウイルスに加え、ぜひ知っていただきたい感染症のトピックについてお話します。
感染症のリスクをどのように下げていくのか、そして感染症から未来を守るにはどうすれば
よいのか、一緒に考える分科会です。

ｄ）＜分科会３＞

幼稚園部会
講師 佐々木 晃氏 （鳴門教育大学教職大学院 幼児教育コース 教授）
附属幼稚園の現状の課題を共有し、わが子とのかかわり方や、健やかな成長のために保護者が
理解するべきことなどを楽しいエピソードを交えながらお話いただきます。
これからの附属幼稚園やＰＴＡが、どのような活動が望まれるのかを考えていきます。

ｅ）＜分科会４＞

特別支援部会
講師 児玉 千賀子氏 （特定非営利法人 アジェンダやまがた 代表理事）
小学部から高等部まで学齢が幅広く、お子さまの個性もさまざまな特別支援学校・学級の保護
者にとって悩みはそれぞれあります。部会では、「放課後（余暇）の過ごし方」や「誰もが
暮らしやすい地域」つくりについて、ご自身も附属特別支援学校の元ＰＴＡ会長でおられた
お話も交えたご講演で、わが子との関わりにプラスになるパワーを届けていただきます。

【大会２日目】
Ⅳ．基調講演
（ 9：00 ～ 10：00 ）
演題： 「生きる力を育てる学力」
講師： 齋藤 孝氏 （明治大学文学部
Ⅴ．省庁行政説明及び全附Ｐ連活動報告
・文部科学省、財務省、金融庁
・全附Ｐ連活動報告
・カンガルー保険の紹介

（

教授）

10：00

～

10：55

）

Ⅵ．パネルディスカッション （ 11：15 ～ 12：35 ）
「ＳＤＧｓから考える ～附属のこれまでとこれから～」
・活動事例発表
①北海道教育大学附属釧路義務教育学校 後期課程
「自分事として自らの意識を高める持続可能なＳＤＧｓ活動への取り組み」
②兵庫教育大学附属小学校 文化部セミナー教育講演会「性の多様性について」
・パネルディスカッション
文部科学省、附属学校連盟、ＰＴＡ連合会、活動発表学校の代表者をパネリストにお迎えし、
意見交換をいたします。
Ⅶ．閉会行事

（

12：35

～

12：55

）
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