
第66回日本PTA九州ブロック研究大会北九州大会

～ひらこう未来のとびら・やっぱPTAっちゃ～
「じりつ、創造、尊重、調和、そして成長」

日本PTA全国研究大会
第　 回

【時　間】13時開始 16時50分終了予定
【会　場】北九州国際会議場（オンライン）
【参加者】全国小・中学校PTA会員及び関係者
【参加人数】8,000人
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　公益社団法人日本PTA全国協議会は全国約800万人の会員の皆様とともに子どもたちの健全な育成
を願い活動を続けてまいりました。昨今は新型コロナウイルス感染症という世界的規模の難局があ
り、子どもたちを取り巻く環境だけでなく私たちの生活様式も大きく変化しています。そうした中で
も子どもたちは成長を続けています。
　私たちも「学びの歩み」を止める事なく子どもたちの成長を見守っていかなくてはなりません。全
国研究大会は日本PTAが実施している事業の中でも内容、開催規模共に最も重要視している事業であ
ります。学校教育、家庭教育の質の向上につなげ、子どもたちの健全育成を見守る環境作りの上で本
大会は大変貴重な機会と考えています。
　参加した皆様がそれぞれのPTAの今後の活動の一助になるべく大会スローガン『じりつ、創造、尊
重、調和、そして成長　～ひらこう未来のとびら、やっぱPTAっちゃ～』のもと実行委員会と日本
PTA役員が一丸となって準備を進めて参りました。
　８月21日、北九州の地で開催される第69回日本PTA全国研究大会北九州大会により多くの皆様のご
参加を心よりお待ちしております。 会長　清水 敬介
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北九州大会開催概要北九州大会開催概要
大会趣旨
　私たちを取り巻く環境は日々目まぐるしく変化しています。さらに昨今は新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、新しい生活様
式を求められるなど、誰も想像しなかった環境の中に臨むこととなりました。
　しかし、今後どのような環境の変化が訪れたとしてもその中で子どもたちは成長し続けています。その時々に柔軟に対応するには生きる力
を身に付けること、そして心身の成長と自立のため、家庭、学校、地域が一緒になって積極的に子育てをおこなっていく共育が更に重要にな
ります。
　これまで全国大会は、昭和28年（1953年）に第１回の大会が三重県宇治山田にて開催されて以降、一昨年の兵庫大会まで毎年途切れるこ
となく開催されてきました。毎年各地で開催される全国大会は、会員に対する大きな成果を生み出し、家庭、学校、地域にポジティブな変化
を起こしてきましたが、昨年の富山大会は新型コロナウイルス感染症の影響を受け止む無く中止となりました。このような状況下で開催する
本大会は、参加される会員の皆様にとって、PTA活動への更なる意識の高揚と、各地域が抱える様々な問題を解決するための鍵を見つけ出す
絶好の機会ととらえています。コロナ禍において多くの事業が中止をされている困難な状況の中にあっても、私たちが学びの歩みを止めるわ
けにはいかないのです。
　明治維新以降、日本の多くの産業がこの地で生まれ、その後深刻な公害問題など様々な困難を経験し、現在では世界に羽ばたく環境未来都
市となった北九州市。2018年６月にSDGs（持続可能な開発目標）未来都市に指定され、気持ちも新たに、家庭、学校、地域が一体となり、
SDGsの理念である「誰一人取り残さない」という思いを共有し、日々の活動に取り組んでいるところです。
　その北九州市にて開催される本大会で、「じりつ」、「創造」、「尊重」、「調和」から生まれる素晴らしい未来をめざして、私たちPTA
は学び合い、語り合って協働し、心から笑い合い、成長し続けるPTA活動に挑戦していきましょう。
　昨年度、中止になった富山大会の熱い想いを引き継ぎ大人の学びを実践し、北九州市から日本全国へ、笑顔とエールを発信します。

※「じりつ」とは＝自分を立たせ（自立）、律する（自律）人間をめざす。
※「共育」　とは＝ともに学び成長すること

大会スローガン

「じりつ、創造、尊重、調和、そして成長」
～ひらこう未来のとびら・やっぱPTAっちゃ～

メインテーマ

●一人ひとりに寄り添い誰一人取り残さないPTA活動
●どんなときも「歩みを止めず進み続ける」PTA活動
●未来を見据え、次世代に伝えつなげるPTA活動

参加予定人数

全国小・中学校PTA会員及び教育関係者8,000人

期日・会場

●全体会：８月21日（土） 北九州国際会議場

大会日程

●８月21日（土）

記　念　講　演
（トークセッション）

受　付
11：30 12：15 13：00 14：00 16：35 16：50

受付 九州ブロック大会
閉会行事全　　体　　会

参加費
一人　2,000円（各協議会で取りまとめをお願いします）
※　参加費は１日での金額です。
※　大会の一部または全部に不参加の場合でも参加費の返金はいたしません。

北九州大会

トークセッション

テーマ

提言者

子どもの生きる力を育む学校教育とは

グローバル化や人工知能・AIなどの技術革新が
急速に進み、予測困難なこれからの時代。

子どもたちには自ら課題を見つけ、自ら学び、
自ら考え、自ら判断して行動し、よりよい社会や
人生を切り拓いていく力が求められます。トーク
セッションでは学校での学びを通じ、子どもたち
がそのような「生きる力」を育むために、事前に
集めた先生・保護者・子どもたちの意見を織り交
ぜながら、各界でご活躍の有識者の皆様を交え、
議論を展開します。

ゲスト：宮地勘司氏・木村泰子校長・
　　　　工藤勇一氏・合田哲雄氏

スペシャルトークセッション①

テーマ

提言者

子どもの生きる力を育む子育てとは

定時制高校を中退して以降、家計を支えるため
に10代で働き始めた兼近大樹さんと、対照的に何
不自由なくやりたいことをやらせてもらい、大学
を卒業している相方のりんたろーさんのユニット
であるお笑いコンビのEXIT。「教育格差」の問題
について、『ABEMA Prime』にて討論したお二人
と、「未来をつくるのは、子どもたちの創造力・
表現力」と考え、NPO法人CANVASを設立、精力
的に活動されている石戸奈々子氏を迎え、今ある
べき教育とは、「生きる」ことを子どもたちにど
のように伝え、共に成長していくためにはどうす
るかを考えていきます。

ゲスト：EXIT・石戸奈々子氏
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スペシャルトークセッション②

テーマ

提言者

令和新時代におけるPTA活動の可能性と未来像について

北九州市出身で歌手、俳優など多方面で活躍し
ながら、「イクメン」の代表的な存在で知られる
タレントのつるの剛士さん、そして小学校PTA会
長を経験され、「レモンさん」の愛称で知られる
ラジオDJの山本シュウさんに日本PTA顧問の東川
勝哉氏をお招きし、今後のPTA活動において取り
くむべき課題や、PTAの持続可能性と未来像につ
いて議論を展開します。

ゲスト：宮地勘司氏・つるの剛士氏・
　　　　山本シュウ氏・東川勝哉氏
　　　　村上綾野氏・齋藤眞人氏

北 九 州 大 会

第69回日本PTA全国研究大会北九州大会 出演候補者プロフィール第69回日本PTA全国研究大会北九州大会 出演候補者プロフィール

●トークセッション

大阪府生まれ。
2006年に開校した大阪市立大空小学校の初代校長を９年間務める。
大空小学校では「すべての子どもの学習権を保障する」という理念のも
と、教職員や地域の人たちとともに障害の有無にかかわらず、すべての子
どもがいつもいっしょに学び合っている。2015年には大空小学校の１年間
を追ったドキュメンタリー映画「みんなの学校」が公開され、大きな反響
を呼んだ。この映画は文部科学省の特別選定作品にも選ばれ、現在も全国
各地の教育現場などで自主上映されている。2015年春に、45年間の教員生
活を終え、現在は講演やセミナーで全国の人たちと学び合っている。
著書
学校の未来はここから始まる（教育開発研究社）
「ほんとのこと」は親には言えない（家の光社）
「見えない学力」の育て方（青春出版）
「ふつうの子」なんて、どこにもいない（家の光協会）
「みんなの学校」が教えてくれたこと（小学館）
「みんなの学校」をつくるために（小学館）
「みんなの学校」から「みんなの社会」へ（岩波ブックレット）
「みんなの学校」から社会を変える（小学館）
21世紀を生きる力（水王舎）
「みんなの学校」流　自ら学ぶ子の育て方（小学館）
タテマエ抜きの教育論（小学館）

木村　泰子　氏
き　むら やす　こ

●トークセッション

株式会社教育と探求社代表取締役社長。
17年間にわたり実社会と教室をつなぐ学びに取り組む。
アクティブ・ラーニング型の教育プログラム「クエストエデュケーショ
ン」を全国の中学・高校に提供し、年間約200校、３万人以上の中高生が学
んでいる。
2015年一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ設立メンバーの一人
となり、代表理事に就任。
著書に「探求のススメ」「この先を生む人（共著）」

宮地　勘司　氏
みや　じ かん　じ
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ン」を全国の中学・高校に提供し、年間約200校、３万人以上の中高生が学
んでいる。
2015年一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ設立メンバーの一人
となり、代表理事に就任。
著書に「探求のススメ」「この先を生む人（共著）」

宮地　勘司　氏
みや　じ かん　じ
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北 九 州 大 会

●トークセッション

文部科学省科学技術・学術総括官。1992年旧文部省に入省。
福岡県教育庁高校教育課長（2000年）、国立大学法人化（2004年）や学習
指導要領改訂（2008年）の担当、NFS（全米科学財団）フェロー（2011
年）、高等教育局企画官（2012年）、研究振興局学術研究助成課長（2013
年）、初等中等教育局教育課程課長（2015年）、内閣官房内閣参事官
（2017年）を経て、2018年から現職。目黒区内の区立小・中学校のPTA会
長を６年経験。

合田　哲雄　氏
ごう　だ てつ　お

●トークセッション

学校法人堀井学園 横浜創英中学・高等学校 校長（2020年４月から現職）
東京理科大学理学部応用数学科卒業、公立学校教員、東京都教育委員会、
新宿区教育委員会教育指導課長、千代田区立麹町中学校校長（2014年４月
～2020年３月）
麹町中学校在職中、学校運営に全教職員、生徒・保護者を当事者として巻
き込みながら、形骸化した教育活動をスクラップし、再構築した。宿題や
定期考査の全廃、固定担任制の廃止、服装頭髪指導の廃止などを行う。
内閣官房教育再生実行会議委員
経済産業省「未来の教室と EdTech」研究会委員
主な著書
●学校の「当たり前」をやめた。―生徒も教師も変わる！（時事通信社）
●麹町中学校の型破り校長 非常識な教え（SB新書）
●麹町中学校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること

（かんき出版）
●きみを強くする50のことば（かんき出版）
●学校の未来はここから始まる 学校を変える、本気の教育論議（共著 教育

開発研究所）
●最新の脳研究でわかった！自律する子の育て方（共著 SB新書）

工藤　勇一　氏
く　どう ゆう いち

第69回日本PTA全国研究大会北九州大会 出演候補者プロフィール第69回日本PTA全国研究大会北九州大会 出演候補者プロフィール

北 九 州 大 会

●SP トークセッション①

お笑いコンビ
2017年12月コンビを結成。2018年７月に出演した
「ゴッドタン」をきっかけに注目を集め、同年11月
には吉本興業所属芸人で最速となる結成11か月でル
ミネtheよしもとでの単独ライブを開催。2019年には
全国ツアーおよびパシフィコ横浜での単独ライブを
成功させている。地上波番組でMCを務める一方
で、アパレルブランド「EXIEEE」のプロデュー
ス、オフィシャルファンクラブ「entrance」のオー
プンなど芸人の枠に留まらない活躍を見せている。

EXIT

第69回日本PTA全国研究大会北九州大会 出演候補者プロフィール第69回日本PTA全国研究大会北九州大会 出演候補者プロフィール
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北 九 州 大 会

●SP トークセッション②

福岡県北九州市出身
「ウルトラマンダイナ」のアスカ隊員役を熱演した後、2008年に“羞恥
心”を結成しリーダーとして活躍。一躍時の人として人気を博す。
将棋・釣り・楽器、サーフィン・バイクなど趣味も幅広く、好きになった
らとことんやらなければ気が済まない多彩な才能の持ち主。
二男三女の父親

つるの　剛士　氏

●SP トークセッション②

ラジオDJ
TBSラジオの『全国こども電話相談室・リアル!』、NHK Eテレの『きらっ
といきる』、ニコニコ動画の『ミュージックボンバー』などの番組に出演
している。合言葉は「We are シンセキ!」。
教育関係にも造詣が深く、自らの子供が通う小学校で、大きなレモンの被
り物をし、「レモンさん」というキャラクターで、PTA会長を５年間務め
た。その後もPTA顧問を続けている。そのほかに、山梨英和大学、大阪大
学の非常勤講師も務めている。

レモンさん（山本　シュウ）氏

●SP トークセッション②

公益社団法人日本PTA全国協議会顧問
第10期中央教育審議会委員。
中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別会前委員
など兼任。
2013年公益社団法人日本PTA全国協議会理事、以降、同副会長、専務理事
を経て、2017年６月より会長就任２年間。
1968年生まれ。
2007年よりPTA活動に参加。
2013年長崎県PTA連合会会長（４年間）。

東川　勝哉　氏

第69回日本PTA全国研究大会北九州大会 出演候補者プロフィール第69回日本PTA全国研究大会北九州大会 出演候補者プロフィール

北九州大会

会場のご案内会場のご案内

●北九州国際会議場

〒802-0001　福岡県北九州市小倉北区浅野 3丁目 9-30
TEL：093-541-5931　FAX：093-541-5928
（JR 小倉駅新幹線口（北口）より徒歩にて７分）

若松区

八幡西区

　当社は今回の大会お申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡に利用させて
いただくほか、お客様がお申込みいただいた運送・宿泊機関等の提供サービス受領のための手続きに必要な範囲内
でのみ利用させていただきます。あわせて大会運営に伴い、情報共有のため大会運営事務局に情報を提出し利用さ
せていただきます。それ以外の目的で利用することはありません。個人情報の管理には当社個人情報保護方針に基
づき適切な体制で臨んでおります。お申込書のＥメール到着後の個人情報の管理には充分注意をしておりますが、
Ｅメールを送信される際はくれぐれも誤送信等にご注意ください。

個人情報の取扱いについて
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振込口座

@2,000円×申込人数（各協議会で取りまとめをお願いします）
【店名】みずほ銀行 十五号支店　【口座番号】（普通）3105803

【口座名義】株式会社日本旅行　【口座名義ヨミ】カ）ニホンリョコウ
※振込手数料は参加者の負担となります

※大会参加費につきましては、大会規定により、入金後の返金はできかねます。

参加費のお申込み先・お問合せ先

【旅行企画・実施】株式会社日本旅行　九州法人営業部
【第69回日本PTA全国研究大会北九州大会】デスク宛　担当/渡邊・三宅
TEL 092-451-0606　FAX 092-451-0550
E-mail kitakyushu-pta69@nta.co.jp

〒812-0011福岡市博多区博多駅前3-2-1日本生命博多駅前ビル5階
営業時間：９時30分～17時30分（平日）、土日祝日休業
観光庁長官登録旅行業　第２号（一社）日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者：天野　泰三
承認番号 九販21-6

お
申
込
・
入
金

都道府県・政令指定
都市PTA事務局宛

日本旅行九州法人営業部
北九州大会デスク宛

申込及び入金集約完了

・参加要請数の案内
・参加申込書送付
　（データ配信）

・参加登録受付
・大会参加費受付

７月26日までに
・参加申込書にて
　メールで申込
・大会参加費入金

北九州大会
実行委員会事務局より

https://kitaq-pta-zenkoku.com/
ホームページをご参照下さい。

オ
ン
ラ
イ
ン
入
室
方
法

※申込・入金後の変更は受け付けできません。

全体会のお問合せ先

第69回日本PTA全国研究大会　北九州大会実行委員会事務局
〒803-0811 北九州市小倉北区大手門１丁目6-43 北九州市立生涯学習総合センター２階

TEL 093-581-7268　FAX 093-581-9198

https://kitaq-pta-zenkoku.com/
北九州大会ホームページ

北 九 州 大 会

申込方法について申 込 方 法 に つ い て


