






平成２５年度 第２回 学校運営協議会議事録

平成２５年１２月 ５日（木）１９：００～２１：００

於：秋津小学校 ２階 会議室

司会：首藤，小関 記録：川井

＜参加者＞

◇小関秀夫（学校支援ボランティア代表、校長推薦） ◇桐生庸介（秋津小 PTA会長）
◇鮎川由美（秋津まちづくり議長，地域住民） ◇斎藤 いづみ（秋津小 PTA副会長）
◇原田靖久（社会福祉協議会秋津支部長，地域住民） ◇山下 晃（学校体育施設利用団体代表，地域住民）

◇橋村清隆（秋津コミュニティ代表，校長推薦） ◇麻生美智子（学校支援ボランティア代表，校長推薦）

◇伊坂淳一（千葉大学教授，学識経験者） ◇小松﨑修男（教育委員会指導課長，行政機関職員）

◇菊地 清（教育委員会青少年センター所長、行政機関職員） ◇小宮 健（秋津小学校長，学校職員）

◇首藤啓介（秋津小教頭，学校職員） ◇川井由紀（秋津小教務主任，学校職員）

◇渡辺雅和（秋津小生徒指導主任，学校職員）

Ⅰ 会長挨拶

本日は、伊坂先生にも出席いただいているので、知恵を吸収し私自身も勉強していきたい。より

充実した学校運営協議会にしていきたい。（小関）

Ⅱ 伊坂先生挨拶

地域にお手伝い出来ることがあれば、と思い引き受けた。

学校長挨拶

伊坂先生のご紹介

千葉大学教育学部教授、千葉大学教育学部附属中学校校長を兼任されていて大変お忙しい中、

秋津小学校に関わってくださることとなった。津田沼在住で市内の中学校の講師もしていただい

ているので、習志野の事についてもよくご存じです。

地域の方のご協力の下、大運動会・秋津まつり公開研究会と行事を行うことが出来た。

Ⅲ 報告

（１）平成２５年度 第１回学校運営協議会議事録について

別紙資料にもとづいて首藤（教頭）が報告

（２）平成２５年度 第 1回～第７回パートナー会議の内容
別紙資料にもとづいて首藤（教頭）が報告

（３）２学期土曜参観保護者及び地域の方のアンケート集計結果

別冊資料にもとづいて川井（教務主任）が報告

原田 学校運営協議会の規約に「７日前までに議案を示す」ということがある。今、たくさんの資

料を頂いて読んでも中々全てを理解することは難しい。次回から事前に配布していただきた

い。

小関 一週間前に資料を全てそろえるのは、大変でないか。

首藤 前の学校運営協議会はどうなっていたのか。

鮎川 議題は、お知らせいただくようにしていた。学運協の前に事前にパートナー会議で話し合っ

てからという事が多かったが、今回は日程がそうは出来なかったのでは。

橋村 この資料を見ると、「読む・聞く・話す・書く」について保護者の方からも評価を頂いている

のではないか。

渡辺 どの教科でも、一日の生活の中の全てで、特に「聞く・話す」は常に意識させている。



橋村 ５年生は、おもしろい試みで、それぞれの子がしっかり説明できていた。

鮎川 調べたことを発表するでも、グループの中で役割を決め、どの子も人前で話すチャンスを作

って、指導してくれている。

渡辺 何事も経験で、ポスターセッションを行ったが、子ども達に発表したいという気持ちがあり、

充実感があった。保護者の方からも自分の子どもが発表する姿を見ることができ、良かった

という感想を頂いた。

首藤 プレゼンテーション力をつけていくということが大切になってきている。いろいろな教科で

「話す・聞く」を指導している。

原田 「先生に元気がない・笑顔がない」という意見が気にかかる。子どもを元気にさせるには、

教師が元気でないといけない。

小関 教科によって、先生のやり方が違うのではないか。

原田 あいさつが前よりできていないと感じている保護者がいるが、後退しているのは良くない。

桐生 私は、前より良くなっていると感じることが多い。

原田 全体的に良くなってきていると思うが、この意見は、気にかけておいた方がよい。

齋藤 知らない人に挨拶しづらいのではないか。

桐生 仕事で近くに行ったことのある実花小・袖西小の子どもは知らない私にもよく挨拶をしてく

れた。

麻生 ２年生の学習支援で関わっているが、２回目の時にはとても良く挨拶をしてくれる。関わる

学習では、子どもの司会、自分でお礼を言うなど、自分の言葉で出来ている。２年生は生活

科があるからだろうか。

原田 挨拶は辛抱強くこちらもしていかなくてはいけない。

小関 私は、交通指導を行っているが、挨拶する子としない子が決まっている。相対的に良いとは

思えない。低学年は良くするが、高学年はあまり挨拶をしない。教頭先生など先生方がいら

した時には先生方にはしっかり挨拶をする。”先生”という形あるものに対しては挨拶をする。

誰にでも挨拶できると良いと思うので、ご指導よろしくお願いします。

桐生 授業参観中に「保護者の廊下での世間話が気になる」とあるが、ＰＴＡの方でも注意を呼び

かけていきたい。

首藤 今日の音楽集会では、保護者の方のおしゃべりは少なかった。良いものはしっかり聞くとい

うことではないか。

桐生 前々任の音楽専科の先生が、海辺のコンサートでの吹奏楽部のレベルが上がっていると、お

っしゃっていた。

首藤 授業を見たいと思わせるような教師と子どものやりとりがある授業づくりもしていきたい。

鮎川 地域でも挨拶を奨励するようにしている。地域をあげて、挨拶が大切と思えるようにしてい

きたい。挨拶からいろいろなものがつながって行くので。

小松﨑 授業を見る時は、教師の表情・笑顔・子どもの意見をどう取り上げていくのかを見る。

授業参観の時は、教師は「子どもを活躍させたい。」と思うもの。「子どもが静かに作業して

いる」という場面は、子どもが一生懸命に思考をしているということになる。そういったと

ころも見ていただければ、と思う。

菊地 道徳を保護者や地域の方に見てもらうのはとても大切。家族・地域・学校で同じように指導

していくと良い。挨拶も大人の方からどんどん声をかけると子どもも慣れていく。繰り返し

挨拶してあげることが大切。

（４）体育科研究について

別紙資料にもとづいて首藤（教頭）が報告

小松﨑 体力の伸びを考える時に、偏差値を使ったらどうか。



Ⅳ 協議事項

（１）「学校評価の実施と教育活動の改善」について

教職員、児童、保護者、学習支援ボランティアのアンケート集計結果（別冊資料）

にもとづき川井（教務主任）が説明

桐生 高学年が上がっている。

鮎川 地域の方の数値が随分昨年度と違っているのは、集まった数にもよる。

全体として見ている方と部分として見ている方がいる。

橋村 他の学校でも地域のの方にもアンケートを取っているのか。

小松﨑 取っている。

首藤 アンケートを取ることで、関心を持っていただけるのではないかと思う。

小松﨑 年度の初めに評価項目を伝えておくと、そのつもりで見ていくので、良いと思う。

鮎川 授業参観の時も先生方が頑張っていることを書いて知らせてくれるので、そのことについて

見ることができてきた。

伊坂 アンケートは、数値に多大な意味を持たせない方がよい。秋津小ならではのアンケートを「こ

の学校の取組についてはどうですか？」などの項目を入れると良い。せっかくコミュニティ

ースクールとして活動しているのであるから。この学校の持っている意義をどう理解してい

るのかを聞くとよい。対象によって項目を考え変えて良いのではないだろうか。負担を掛け

ずに効果的なアンケートにするために考えると良い。

原田 子ども達とたくさん接している私でもよく分からないで、感覚的に書いてしまっている。

山下 子ども達の内面を捉えるのは難しい。

橋村 パートナー会議でも検討したが、もっと考えないといけない。

鮎川 前のアンケートよりもわかりやすいように随分減らしたが・・・。

伊坂 白紙の状態から、新しく５項目を考えようと発想すると良い。地域の方が答えやすいもので

よい。それが、学校の 改善に繋がる。

鮎川 データーにとらわれ過ぎかもしれない。アドバイスを頂いたので、考え直してもよいかもし

れない。

首藤 記名と無記名では、どちらがいいのだろうか。

桐生 無記名の方が書きやすいのではないか。

齋藤 話せない方もいるので、アンケートに書けると良いのではないか。

伊坂 私もアンケートを行うが、自由記述のその部分だけは、アンケートを行っても、職員の間だ

けで見ている。無記名で出したものについては回答しない。一人の意見が全体の意見のよう

に捉えられてしまう可能性もある。

原田 学習支援で子どもから手紙をもらっているが、子どもが字を丁寧に書いたりするするのは、

とても大変なこと。こういうもので、先生がどうしたいのかがわかる。おじいちゃん、おば

あちゃん達にとっては、子どもと関わることで、自分自身に宿題を出し、用意してきて、元

気になっている。

小宮 聞きたいこと、書きたいことをそれぞれの立場で書いていただけるといい。

秋津小独自のミニ集会を是非やりたい。学校評価にもなるので。

原田 先生方に言いたいのは、「引き継ぎが悪い」ということ。どうにかしてほしい。

伊坂 授業参観と公開研究会は、目的が違うので見えてくるものが違う。

授業参観では、「めざすよい授業のイメージ」を考えていくべき。めざす学力が今までと違う

から、授業が変わってきている。何でこんな授業をしているのかをしっかり伝えるべきであ

る。

それから、「今の子ども達が抱えている現状」を考えていくべき。挨拶を例にすると、挨拶

ができない子は、その子の人間関係の作り方に課題があり、複雑で多様な要因があるかもし

れない。”できないからできるようにさせる。”という現象のところだけを見て指導してはい

けない。その子の奥にあるところに触れてあげ、見守っていかなければいけないこともある。

そのような個々の子どもの抱えている現状を見ながら指導していくことが大切である。

Ⅴ その他

第３回学校運営協議会は、３月３日（月）



平成２５年度 第３回 学校運営協議会議事録

平成２６年３月 ３日（月）１９：００～２１：００

於：秋津小学校 ２階 会議室

司会：首藤，小関 記録：川井

＜参加者＞

◇小関秀夫（学校支援ボランティア代表、 ） ◇桐生庸介（秋津小 会長）校長推薦 PTA
◇鮎川由美（秋津まちづくり議長， ） ◇斎藤 いづみ（秋津小 副会長）地域住民 PTA
◇原田靖久（社会福祉協議会秋津支部長， ） ◇山下 晃（学校体育施設利用団体代表， ）地域住民 地域住民

◇橋村清隆（秋津コミュニティ代表，校長推薦） ◇麻生美智子（学校支援ボランティア代表， ）校長推薦

（ ）◇伊坂淳一（千葉大学教授，学識経験者） ◇小松﨑修男 教育委員会指導課長 行政機関職員，

◇菊地 清 青少年センター所長 ◇小宮 健（秋津小学校長，学校職員）（ 、 ）教育委員会 行政機関職員

◇首藤啓介（秋津小教頭，学校職員） ◇川井由紀（秋津小教務主任，学校職員）

◇渡辺雅和（秋津小生徒指導主任，学校職員）

Ⅰ 会長挨拶

先日、セミナーに参加してきた。杉並区の初の民間校長先生の話を聞いてきた。

・ベテラン教師が１０年で抜けてしまう。→教育の質が低下するだろう。

・学力は、二極化してきている。分布が、まん中が少なくなり、できる子はできる。できない

子はできなくなってきている。

色々なことを勉強しないと、学運協委員として恥ずかしいと思った。みなさんもセミナーに参加

してみてはいかがでしょうか （小関）。

Ⅱ 学校長挨拶

１年間を通し、いろいろな行事でみなさんにお会いした。地域のみなさんに支えられていること

がよくわかった。先日の大雪の時も地域の方々に雪かきでお世話になった。本日の議題で大切な事

は学校運営の成果と課題である。今年１年充実はしていたけれど、先が見通せなかった。来年度は

見通して学校運営をしていきたい。

Ⅲ 報告

（１）平成２５年度 第２回学校運営協議会議事録について

資料にもとづいて首藤（教頭）が報告

（２）平成２５年度 第 回～第９回パートナー会議の内容1
資料にもとづいて首藤（教頭）が報告

Ⅳ 協議事項

（重点１ 「地域の風がいきかう学校づくり」について、首藤（教頭）が別紙資料にもとづいて説明）

（ ）「 『 』」 、 （ ）重点２ 基礎的・基本的な知識や技能の定着を図る わかる授業 について 川井 教務主任

が別紙資料にもとづいて説明

（重点３ 「心豊かな児童を育む教育の充実」について、川井（教務主任）が別紙資料にもとづいて）

説明

（重点４ 「体育及び健康教育の総合的な推進」について、川井（教務主任）が別紙資料にもとづい）

て説明

桐生 子どもの姿勢が悪いので姿勢について低学年」のうちからしっかりと指導してほしい。

小関 書写の時間に指導することは無いのか。

川井 書写の時間は丁寧に姿勢を確かめるので、しっかりできている。



麻生 家庭でも姿勢を教えるべき。２年生のお手紙がだんだん上手になってきている。敬語も使え

るようになってきている。成長を感じる。

小松﨑 教室に姿勢のお手本となる写真は貼っていないのか。

・姿勢を良くするには、椅子と机が合っているのか、体幹が鍛えられているのか、鉛筆の

使い方は正しいのか、集中できているのか、などいろいろな要素が関わってくる。

いろいろな学校を見て回るが、鉛筆の持ち方の悪い子はとても多い。ぜひ、低学年の頃に身

に付けさせたい。

原田 箸の持ち方も同様。

山下 家庭でやらないと。

教頭 左ききが多くなった。

原田 昔は直したが。

校長 下敷きをさせるように３学期に先生方に言った。先生方にも教えるべき価値観がないことが

ある。学校が教えるべきこと、家庭に協力を頼むことがある。

原田 学校と家庭の両方でやっていくべき。

桐生 幼稚園の頃から書き始めるので、幼稚園の頃から必要かもしれない。

原田 小関さんが先生の質を言っていたが、学力分布のグラフと関係あるのか。

小松﨑 今、二極化になっているとよく言われる。

原田 パートナー会議は、他の学校には無いでしょう。

教頭 無いです。是非続けていきたい。

原田 ミニ集会、参加人数、秋津はたくさん参加したと思う。内容も良かった。

今回の学運協の資料は事前にもらえて良かった。８，９ページの指導項目には、感心した。

ずっと続けて頂きたい。

朝の会のスピーチは、自分で順番がわかっているのか。

川井 日直が話すことが多い。

原田 書いたことを読み返すことが必要。低学年のうちからやらせて頂きたい。

原田 縦割り掃除はすごく良い。今の時代に必要。

橋村 パワーアップスキルの取り組みが何年なのかよくわからない。

齋藤 朝読書で何ページ読んでいるのかという記録がなされているのか。

千葉県一周マラソンの評価につながるような。

原田 子ども達は、よく読んでいるのか。

川井 低学年は、ごろ図書に行って、高学年もよく読んでいる。

山下 積極的に目標を持たせて、読書に取り組ませていくのはよいと思う。手の届くような目標を

持たせても良い。ノルマ的なもの。

齋藤 中学生の子が、今読んでいるものは、マンガのようなもの。しっかりとした本（文学作品）

を読めるようになるとよい。

伊坂 読書をさせていれば学力が伸びるならいいが、通常の国語の授業で言語の力を付けないと力

は伸びない。国語の時間でつけたい力、国語以外の時間でつけたい力を明確にしてく必要が

ある。国語の時間につけさせたい力を活用して、他教科の学習を進めていく。全ての教科で

言語力を付けていくことは、うまくいかなかった。国語の教科でつけるべき力をしっかり入

れていくべき。話し合うという観点（力）があったらいい。系統性をしっかりさせることが

大切。例えば、１年の読む力をこの教材で、４年の話す力をこの教材で、というように。

学力の二極化。秋田、富山は高い。平均値で比べている。平均値を上げようと思えば、下の

層を上げると上がったように見える。平均値だけで評価してはいけない。下の層の子をよく

見ていることにつながる。

小関 低、中、高をつなげていくのは大変でしょうが、よろしくお願いします。

菊地 縦割り清掃、普段から一緒にいる仲間が関わるのはよい。掃除だと指示をして聞く関係。他

学年と遊びの中で関わることもやって頂きたい。

小関 前からいろいろやられていたと思う。地方はなどは、学校に一緒に行く。他学年の関わりに

ついては、今後いろいろ考えていって頂きたい。

教頭 先ほど話題になった読書のことは、お話会の方や保護者の図書ボランティアの方がいろいろ

行ってくれている。



（重点５ 「安全教育と防災教育の推進」について、首藤（教頭）が別紙資料にもとづいて説明）

重点６ 学級経営力の向上によるいじめ０・不登校０を目指した教育の推進 について 川井 教（ ）「 」 、 （

務主任）が別紙資料にもとづいて説明

（重点７ 「安全でうるおいのある環境整備の推進」について、首藤（教頭）が別紙資料にもとづい）

て説明

（重点８ 「教職員の資質や指導力の向上を図る研究・研修の充実」について、首藤（教頭）が別紙）

資料にもとづいて説明

鮎川 防災・防犯について学校と手を組んで行っている。地域として、あいさつに重点的に取り組

んでいる。標語がたくさん集まった。学校のフェンス沿いに掲示する。心温まる作品がたく

。 。（ ） 。さんある あいさつができる 友だちとあいさつをかわすことで いじめが無くなるとよい

防災についていろいろな話し合いがなされている。秋津は良い町である。

原田 標語を飾るのにひもや針金はよくない。津田沼高校にもやってもらって、津田沼高のフェン

スにも飾れるといい。

麻生 施設内に入ってきた人はどうなっているのか。気になっている。

教頭 子どもが入ったら、門を閉める。

菊地 向山小には、防犯カメラがある。

原田 防犯カメラは教師は見られない。地域の人が出入りしていることが防犯によい。

麻生 不登校０はいいこと。相手の気持ちを考える。自分の伝えたいことを伝える、ということは

。 。 。大切な事 集会でいじめについて取り上げたこともとても良い 子どもと親子の会話も大切

齋藤 いじめについて、家庭に連絡を取るのか。

山下 ４の１の特定の子に対してのいじめがまだある、というのは？

川井 誰が、いつ、いじめられていると感じているのかということについては、複数の教師が話を

、 、 。聞いたり 指導したりする中でわかってきているので 気を付けて指導してしていっている

麻生 同年代との関わりがうまく持てない。話す活動って大切。小グループでの話し合いは、とて

もよい。

伊坂 いじめ対策防止法が施行された。保護者に協力してもらう。子どもは、いじめをしてはいけ

ない。習志野市はどう依頼しているのか。

小松﨑 学校の方に提供している。

、 。 。伊坂 地域の方がガイドラインを作ればよい学校ではないか 秋津小は 地域の誰かが入ればよい

スクールカウンセラーはいるのか。

小松﨑 今後、増やしていく。

伊坂 いじめがないを目指すのはいいが 「解決したよ 」を目指すのが一番である。いじめられて、 。

いる子は、親にも言えない。話すことが屈辱的なのだ。学校は大変である。子どものトラブ

ルが動いたら、対処している。モンスターペアレンツなることがあり、解決が大変。

校長 いじめ対策防止法案に関連して、学校としての基本方針を教育委員会に出さなければいけな

い。組織にパートナー会議の方を入れさせて頂きたい。いじめの指導は、家庭には気を付け

て言わなくてはいけない。

鮎川 親御さんも教育しなくてはいけないから大変。

小関 協力できるものは、パートナー会議の方もしていく。

Ⅴ その他

２６年度 第１回学校運営協議会は、５月２日（金）４月２８日（月）が候補日。


