
平成22年度　第1回　学校運営協議会議事録
平成22年5月11日（火）19：00～20：30

於：秋津小学校　2階　会議室
司会：山口，鮎川　　記録：白鳥

＜参加者＞
◇桐生庸介（秋津／トPTA会長）
◇鮎川由美（秋津まちづくり副議長，地域住民）
◇原田靖久（社会福祉協議会秋津支部長，地域住民）
◇山口喜弘（秋津小教頭，学校教職員）
◇白鳥了（秋津小研究主任，学校教職員）
◇辻利信（教育委員会指導課長，行政機関職員）
◇麻生美智子（人権擁護委員・報支援ボランティア代表，校尉購）

◇橋村清隆（秋津コミュニティ代表，校長推薦）

◇滝口恵（秋津小PTA副会長）
◇山田成雄（学校体育施設利用団体代表，地域住民）
◇菅久（秋津／ト校長，学校教職員）（欠）
◇山田芳実（秋津小教務主任，学校教職員）
◇天笠茂（大学教授，学識経験者）
◇寄主義之（教育委員会青少年課長，行政機関職員）
◇竹林輝夫（学校支援ボランティア代表，校長推薦）

I　習志野市教育委員会から
1　指定書辞令交付
2　教育総務部長より

Ⅱ　学校運営協議会委員　自己紹介

Ⅲ　第1回学校運営協議会会議
1　役員選出

会長…鮎川由美さん，　副会長…桐生庸介さん

2　報告事項

（1）平成21年度第3回学校運営協議会議事録
資料1に基づいて山田（教務主任）が報告。

3　協議事項
（1）平成21年度学校経営の基本方針について

資料2に基づいて欠席の校長に代わり山口（教頭）が提案。
天笠　学校教育目標は昨年度と同様ですね（確認）学校経営の全体構想が整理されて

きた。なぜ学校経営方針を昨年と変えなかったのか？しっかりと皆から意見を
とっていくともっと良くなると思います。

橋村　育てたい子ども像の3つの柱のうち2つの成果が出てきた。運動はまだ成果が
出ていないと解釈しています。

津田沼や屋敷の体育科の研究をしている学校のメリットとデメリットを教えて
欲しい。

天笠　なぜ体育科に研究を変えたのか？秋津の持ち味がなくなってしまうのでは？
教頭　育てたい子ども像に対して話します。高学年になるにつれて、挨拶ができなく

なってくる。自己評価も厳しい。しっかりと指導したいので今年も同じにした。
「自分の言葉を表現する」では調べたことをポスターセッションにするなど、
自分の意見を少しずつ言わせるようにしている。体育の面では防衛体力に関わ
るが、インフルエンザやノロウイルスなどの集団発生があり、運動の興味も二
極分化している。人間関係も希薄。以上の3つを職員の中で検討し、体育科を
通して仲間作りを行っていく事になった。また、体育は子どもが取り組みやす
い。体育を研究している市内の学校は技能中心であるが、本校は技能ではなく
仲間作りを重点としていく。子ども達が勝利を目指して仲間と作戦を立てる等
の話し合いなかで支援できたらと考えている。あくまで総合的な学習は残して
いく。

辻　　体育科を研究していく上で「ともに生きる力を育む」ことを狙っていくのが楽
しみ。コミニュティ・スクールだから学校運営委員会（地域）の方々がどの様

な視点で評価して良いかその観点をはっきりとしていかないといけないので



教頭　　地域の方々と今まで通り、総合的は学習や生活科で関わっていって頂きます。
子ども達が新たな体育の研究の中で変容していく姿を総合的な学習や生活科
の活動の変容で評価して頂けるのではないかと考えています。

天笠　　習志野市では研究はなかなか変わらない。秋津小では大きな方向転回となっ
たのでは？地域の方にしっかりと言葉での説明を用意しなくは。

原田　　学校経営の全体構想が細かい。シンプルにして欲しい。どこの学校でも細か
いの？

天笠　　全体構想は見やすくすることが大切。教務主任を中心に行っては？経営の重
点がまわりに来たりと課題は様々。誰が見ても分かるように見やすく改善が
必要。

原田　　企業では10箇条程度。学校の全体構想は丁寧だけど見づらい。
麻生　　研究が体育へ変わったが、生活科や総合でやってきたことが残る

ので安心した。公開研究会がない。体育の研究発表会は行われるのか？
山口　　寒いですが、2月に市内の教員を招集し、研究発表会を行います。
辻　　　様々な日程を考えて2月となりました。全国にはこの期間にやっている学校

もありますので大丈夫だと思います。

鮎川　　校長先生は子ども達に体力をつけさせたいと考えているようです。子ども達
は外で遊んでいる習慣が少なくなってきた。何をするにあたっても体力がな
いと始まらない。体力は生活の基本では。

橋村　　体育の研究の各学年の取り組みを早く地域に知らせてくれると、こちらは評
価しやすい。

教頭　　研究主任を中心に取り組んでいきたいと思います。全体計画を次回公開する。
滝口　　体育は小さな子にも分かりやすい。クラブ活動等でも子どもの変容を見させ

ていただければと思います。

天笠　　要望ですが、小中連携に取り組んでい？て欲しい。地域の人の方が小中連携
になっている。体育の指導を中学校の教師が行ったり、子ども達を中学へ連
れて行ったりと様々なことが考えられる。

鮎川　　今年度の運動会は、中学のブラスバンドが演奏を行う。良いきっかけとなれ
ばと思います。

承認

（2）今後の活動方針について

資料3に基づいて山田（教務主任）が提案。
竹林　　学校評価の時期が早くなる事に賛成です。
教頭　　第1回の評価後に、改善策を教員が考えるには期間が短かった。従って、1

学期終了時に評価を出すことによって改善策を実行できる期間ができた。第
2回は2月頃が妥当かと。

桐生　　正味2ケ月の期間で評価ができるか？一年間の評価ができるのでは？

教頭　　地域の方々に評価していただくには、9月が良いが、教師側が厳しい。
竹林　　評価するのはよいが改善するのに時間がないよ。
天笠　　先生方が評価をまとめたもの提示していただいて協議会ではそれを評価して

いくシステムが大切。

辻　　　学校の改善策だけではなく、地域の視点からも改善策を出して欲しい。
天笠　　あくまでも協議委員は地域と学校のキャッチボールをすること。
鮎川　　第2回の協議会までに、必要な資料を集めていただいてできることは行う。
原田　　地域の住民は学校の中が意外と見えない。学校からの要望があると動ける。
橋村　　学校が情報の発信をしていけばよい。

4　その他

次回開催日　10／19（火）19：00～



資料 3

平成22年 度 第 2回  学 校運営協議会議事録
平成 22年 10月 19日 (火)19子 00～ 20:30

於 :秋 津小学校  2階  会 議室

司会 :出 日,鮎 川  記 録 :白 鳥
<参 加者 >

◇相生庸介 (秋津小 PTA会 長)         ◇ 滝日恵 (秋津小PTA副 会長)

◇鮎川由美 (秋津まちづくり言」議長,地 域住民)  ◇ 山田成雄 (学校体育施設利用団体代表,地域住民)

◇原田靖久 (社会福祉協議会秋津支部長,地域住的    ◇ 菅久 (秋津小校長,学 校教職員)

◇山口喜弘 (秋津小教頭,学 校教職員)(欠 )   ◇ 山田芳実 (秋津小教務主任,学 校教職員)

◇白鳥了 (秋津小研究主任,学 校教職員)    ◇ 天笠茂 (大学教授,学 識経験者)(欠 )

◇辻利信 (教育委員会指導課長,行 政機関繊員)   ◇ 寄主義之 (教育委員会青少年課長,行政機関職員)

◇麻生美智子 υ(麟鷲韻 ギ携賑ボランティ刀転,校離闇   ◇ 竹林輝夫 (学校支援ボランティア代表,校長推薦)

◇橋村清隆 (秋津コミュニティ代表,校 長推薦)

I 学 校運営協議会委員挨拶

Ⅱ 秋 津小学校長挨拶

III 第 2回 学校運営協議会会議
1 報 告事項

(1)平 成 21年 度第 3回 学校運営協議会議事録

資料 1に 基づいて白鳥 (研究主任)が 報告。

(2)こ れまでのパー トナー会議及び教育活動について

資料 2に 基づいて白鳥 (研究主任)が 報告。

2 協 議事項

(1)平 成 22年 度第 1学 期学校評価について

資料 3に 基づいて山田 (教務)が 提案。

原 日 先 生方の学校評価 に対する受 け止め方は ?

仕1田 資 料 3の 結果に書いてあるところが職員の意見が書いてあるところです。

鮎川 学 校の経営方針の伝わ り方が薄い場合の対策は ?

山田 学 校便 りを通 して行 つて行 きたいが、現在では未定です。

鮎川 PTAの 方々の理解は どうですか ?

桐生  コ ミニュテ ィースクールだ とい うことを知 らない人が多い。

鮎川 た くさんの人に知 らせ るための方法は ?

桐生 保 護者の認識は地域 と関わる事が当た り前になつている。 コミニュテ ィースク
ールに指定 されていること、何のために協議会が開かれているのか等の他校 と
の違いを知 らせていかな くては ?文 部科学省が作成 しているパ ンフ レッ トの配

布 したいが 30部 しか もらえない。

鮎川 地 域の方はコミニュテ ィースクール については どう考えていますか ?

麻生  コ ミニュテ ィースクールになる前か らボランティアをや っているか ら指定 され

た違いが分か らない と思 う。

鮎川 地 域や保護者 にコミニュテ ィースクール と知 らせ るべきか ?

原 田 子 どもを持 つている人にはなかなか伝わ らない。難 しい。だか ら、先生方が こ

んなに頑張っているのが伝わ らないのも分かるよ うな気 もする。

高学年 は低学年 と比較 して 自己評価がや つぱ り厳 しい。書 くとか話す とかは特
に、そ う。他校でもそ うなのか。

校長 書 くとか話すは基準がはっき りしていないことと、恥ずか しさか らどうしても

良い評価ではな く普通 と評価 しがち。

原 田 漢 字 とかは どう?自 信 をつける手段になるのでは ?

山田 県 平均 よ り書けます よ ?

保護者 は原稿用紙が 2枚 や 3枚 書けた ら評価す るが、教師は、 しつか り学習指

導要領 を元に評価 しているか らどうしてもギャップがでる。



資料 3
辻  書 く、発表す るで、保護者の約半数がそ う思つていない事に対 して学校は重 く

受 け止 めなければいけない。 この評価 を 2学 期以降の中で授業の中で どのよ う
に位置づけなければいけないか考 えな くてはいけない。
地域の方の評価の 9名 しか回答がない事について どう考えているのか ?

鮎川 ア ンケー トを配つた範囲が狭かつたのではないか ?前 は学校支援ボランティア

全員に配布 していた。本 当にこれで良いのか地域側 も考えなくてはいけない。
麻生 ボ ランテ ィアは学校 に一回 しか来ていないのに評価できない。評価 しやすいも

のを作成 して欲 しい。

鮎川 今 回は評価のタイ ミングを早 くして行 う予定。地域のアンケー トも一
緒に した

のがいけなかつたかも。

奇主 秋 津の高学年は生き物 を大切 に していない とい う子の割合が多い。現在が子 ど

もの殺人事件が多い。生命の大切 さを どう教育 してい くかが大切。

滝 日 学 校だけではな く子 どもは、半分家庭で生活 している。家庭でもしつ こい くら
い教 え無 くてはいけない。保護者 の中で も学校 に (人)任 せて しま う雰囲気 を

感 じる。毎 日楽 しく学校で生活できない低学年がた くさんいる時点で大人 と子

どものギャ ップがあるのでは。保護者が安心 して しまってもいけない。

寄主 話 す、書 くについて、家庭での話を レポー トや 日記に書 く等を して、家庭関係

や話す、書 く力がつ く切っ掛けになるのでは。

鮎川 分 か らない とい う回答は ?

菅  子 どもに聞いてみて、伝わつていない。悪いよ うに受け止 めています。

質問の項 目自体が伝 わ らない。現段階で代わ りの言葉 も見つか らない。保護者
の中には自分の子 どもか ら聞いてそれが正 しい と判断 している事がある。教師
のことが伝わ らないことがある。

辻  保 護者 の視点は拡散 している。そのよ うな保護者に結果だけではだめ。例 えば

保護者や子 どもはい じめ られていると思つているのに対 して教師はそ う思って
いない。そ うい うことが問題。

菅  職 員会議では早期発見す るよ うに話は しているが、具体策は検討 していない。
辻  以 外に子 どもは楽 しく学校に行 つている。全てがそ うでない。高学年になると

い じめ と楽 しく通つている事に対 してパーセ ンテージが同 じくらい。

菅  教 師は受け止めよ うとしている。悩みでもある。授業の充実にも努めます。

竹林 雰 囲気はある程度分かることがある。 1日 の間に嫌なことがあっても次の 日に

1まケロッとしている。

挨拶は良くなっていると思います。

原 田 こ の設間で地域 は返答できない。 「学校 は困つたことを親身 になつて相談 して

くれ る等は分か らない。 「学校は地域の要望を伝 えている」な どは分かる。

山田 作 成の際には、授業に入つているボランテ ィアの方 を対象 としたためこのよ う
な設間に した。

原 田 ア ンケー トは空気をつかむ ことしかできない。 あてにな らない。

書 く、読む、挨拶 をす るを 6年 間で腰 を据 えて取 り組まない と成果はない。

鮎川 今 後の実践結果 もよろ しくお願い します。

(2)パ ー トナー会議運営要項改訂について

資料 4に 基づいて山田 (教務主任)が 提案。

鮎川 今 まであった要項 との違いは校長の リーダーシップが発揮できるよ うにとい う

点です。

竹林 学 校があつて会議があるのだか ら、これで良い。

鮎川 学 校支援ボランテ ィアの 4点 も明確に してあ ります。

麻生 良 い と思います。

桐生 学 校支援ボランテ ィアも現在 5名 とい うのは ?

鮎川 遊 び支援ボランテ ィアを学習支援に吸収 して 1つ に したのです。

麻生 遊 び支援 も学習支援の うちです よね。

山田 来 年度か ら4名 にな ります。

鮎川  1年 任期なのですね。

辻  学 校運営委員会は法で定め られている。パー トナー会議 とは違 う。



資料 3
菅  人 員はしつかりと文書で表すが、委嘱状はでない。
原回 公 募による委員に (各秋津小学校卒業生)は いらないのでは。

削   除
鮎川 各 ボランティアの代表は名前を入れておいた方がいいのでは。
山田 人 数は明記 してあるのが基本です。
麻生 委 員の選出は校長にしないといけないのでは ?

変 更 :委員の選出③委員長→校長

Ⅳ そ の他
1 体 育研究進歩状況について

校長 授 業研究がスター ト。低 。中 ・高に分かれて行っている。ボール領城やゲーム

領域を通 して仲間作 りをしている。子 どもは大人とは関われるが、子 ども同士

は未だできない、チームでやる運動を行っています。    、
1年 間に 1人 1人 の教師が 1回 行 う。2月 8日 に市内の体育主任をお招きして、
授業研究を行 う。私も他校の講師をしていますが、本校 も見なくてはいけない。
子 ども達は、勝利に向かつて取 り組む。その中で喧嘩することがある。そこに

教師が支援 していき人間関係づくりを支援 していくつもりです。

※次回開催 日 1月 下旬予定 (火)19:00～



資料３ 

平成２２年度 第３回 学校運営協議会議事録 

平成２３年３月７日（月）１９：００～２０：３０ 
於：秋津小学校 ２階 会議室  
司会：山口，鮎川  記録：白鳥 

＜参加者＞   
◇桐生庸介（秋津小ＰＴＡ会長）  ◇滝口恵（秋津小ＰＴＡ副会長） 
◇鮎川由美（秋津まちづくり副議長，地域住民）  ◇山田成雄（学校体育施設利用団体代表，地域住民）                
◇原田靖久（社会福祉協議会秋津支部長，地域住民）                 ◇菅久（秋津小校長，学校教職員） 
◇山口喜弘（秋津小教頭，学校教職員）（欠）  ◇竹林輝夫（学校支援ボランティア代表，校長推薦）                
◇白鳥了（秋津小研究主任，学校教職員）  ◇天笠茂（大学教授，学識経験者）（欠） 
◇辻利信（教育委員会指導課長，行政機関職員）                 ◇寄主義之（教育委員会青尐年課長，行政機関職員）                
◇麻生美智子（人権擁護委員・学校支援ボランティア代表，校長推薦）                 
◇橋村清隆（秋津コミュニティ代表，校長推薦）                
 

 
 

 
Ⅰ 学校運営協議会委員挨拶 
  コミニュテースクールは千葉県内になかなか広まっていない。昨年度は県の方も広めよう 
 と努力していたが・・。天笹先生に伺ってみたい。よろしくお願いします。 
 
Ⅱ 秋津小学校長挨拶 
  学校運営協議会について秋津は秋津の姿で周りは気にしないようにしていこうと考えてい 
 た。他の学校から来る参観者からは「秋津ならできますが・・」という感想が多い。 
 
Ⅲ 第２回学校運営協議会会議 
  １ 報告事項 
    （１）平成２２年度第２回学校運営協議会議事録 
         別冊資料にもとづいて山口（教頭）が提案。 
 （２）これまでのパートナー会議及び教育活動について 
         別冊資料にもとづいて山口（教頭）が提案。 
 
 ２ 協議事項 
  （１）平成２２年学校教育目標重点項目への取り組みについて 
    別冊資料２に基づいて山口（教頭）が提案。 
         
   （２）平成２３年度の学校評価計画について 
    資料に基づいて山口（教頭）が提案。 
 
   天笠 学校評価は内容を絞られてきた。項目を１０項目でも良い。極論は学校教育目標 
     ３つでも良い。地域との関わりを入れて、項目を５つ位でも良い。５つ位なら年 
     間２回でもできる。不都合が出てきたら修正を加えていただきたいが、おおむね 
     システムはできている。 
      自己評価はパートナー会議と学校運営協議会で行えばよい。 
      外部評価を教育委員会からの評価をえるなら第三者評価という項目名にした方が 
     よい。 
 
    （３）平成２３年度の学校経営重点について 
     資料に基づいて菅（校長）が提案。 
 
    辻   反省を生かしていてくれればと思います。 
   橋村   教師評価と子どもの自己評価があっていない。年度初めに子ども達に基準を伝え 
     られているのかが分からない。伝えていることを地域にも分かるようにしていた 
     だきたい。年度始めにも保護者と地域を集めて話をしていただければと思います。 
   桐生 クラス毎にはっきりと評価の差が出ている。それに対して学校はどう対応してい 
     るのか教えて欲しい。 
   教頭 いじめは、本人が「いじめられている」と判断した時点で、教師は手立てを打っ 
     ている。子どもにアンケートをとったり、相談週間を設けたりしている。管理職 
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     から見て、落ち着きのないクラスがアンケートの結果が良くなっていることもあ 
     る。大人の見る目と子どもの見る目のギャップがある。みんなが楽しいとまとま 
     っているクラスほどはじかれる子に目を向けて行かなくてはいけない。 
   竹林 今年のアンケートは地域の絶対数が尐ない。支援ボランティアだけで１００人い 
     る。もっと書いて欲しい。 
   教頭 支援していただいて満足して帰っていただいているが、アンケートのタイミング 
     を逃してしまうことがある。 
   麻生 単発的な支援については関しては書けるが、経営については分からない。年度始 
     めよりも後半の方がしやすい。 
      挨拶は大人の模範が必要。 
      いじめについては、地域と学校側での受け取り側では違う。人権擁護の授業は１ 
     回では分からないので、結果がどうなったか知りたい。 
   原田 考察の結果１～８まで見る結果よくまとまっている。次年度の重点や具体化が見 
     えている。 
      小学生は本を読むのか？読書は人格形成に役に立つ。ボキャブラリーも増える。 
     共通の本を読み、感想交流を行って欲しい。表現力の育成になるのでは。 
   天笠 今の意見は繋がっている。次年度の３つの目標を継続することが決定。読書なら 
     表現する力に繋がる。自分の言葉で表現できるは教師は音声言語をイメージする 
     が文字言語も重視する必要がある。どの程度の量を書いているのか？読み書きに 
     繋がる。バランスをとって行かなくてはならない。教育課程に対しての期待する 
     意見です。 
   桐生 他の学校の図書は子ども達に投票して人気が高かった本を仕入れている。そのよ 
     うなことが本を読むことに繋がる。秋津の購入方法は？ 
   教頭 習志野の司書ボランティアと担当の教諭が本の種類のバランスを考慮し、購入し 
     ている。秋津は調べ学習の本が尐ない。専門的な観点で仕入れている。 
   鮎川 学校評価アンケートの項目を尐なくして、教育目標をさらに本・作文など１つに 
     具体化して年間で取り組んでみては？小さなことをプログラミングして、学年毎 
     に変えて取り組んでいった方が評価していった方も分かりやすいのでは？ 
   天笠 学年の重点で具体化して、評価も学年毎に具体化されたものを提示した方が評価 
     しやすい。現在のはまだ抽象度が高い。 
   麻生 例えば、２年生はおじいちゃんおばあちゃんに手紙を書く。始めは何を書いて良 
     い分からない。教師が例題を出すことで、書けるようになったということですか。 
     天笠 各学年の先生が考えて行います。 
   鮎川 欲張りすぎず、１つをやってみた方が良いのでは？項目が広すぎる。 
   原田 字の上手い、へたが学年によってはっきりと別れている。先生の指導によるなの 
     か。 
   教頭 丁寧に書こうと声かけをしているクラスはきれいになる。 
   原田 子どもの吸収力はすごい。一年間は大きい。 
   麻生 自分の言葉で書けている。内容はまちまち。 
   天笠 緻密すぎると結果的に何を目指すかが分からなくなるのも悪い。協議会では秋津 
     小の児童の成長を確かめることができればよい。 
      保護者の３０人が学校と接点を持ちたいと考えている。その方達にどう対処して 
     いくか考えなくてはならない。 
   橋村 地域だけアンケート項目を変えることはできるのか？同じだと比較できるのは分 
     かるのが？ 
   天笠 アンケートでやる必要は無い。雑談の言葉を学校側が記載すればよい。 
   鮎川 ミニ集会のようなディスカッション形式でも良い。 
   天笠 テーマを与えたうえでの話し合いが必要。ただの雑談ではだめ。 
         コミニュティースクールでは、香取市が続くのではないかと思う。千葉県では高 
     等学校が続く。コミニュティースクールではなくても地域に根付いている所もあ 
     る。秋津は秋津で育てていくのがよい。学校評価も様々なスタイルがあって良い。 
   麻生 地域の要望で秋津っ子祭りが無くなったのは残念。まとまりをどうやって作って 
     いくのか。 
   校長 意見があることは承知している。今までの行事をそのままやっていくことは不可 
     能。行事の見直しをしなくてはいけない。秋津祭りに「統合してみよう」という 
     こともある。教師は復活しようということは考えていない。新学習指導要領の改 
     訂に授業時数との関わりもあるので厳しい。 
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Ⅳ その他 
      １ 平成２３年度学校運営協議会の大まかな開催について 
      
     ※次年度 ５月 １０月 ２月の予定 


