
平成２６年度 第１回 学校運営協議会議事録 
平成２６年５月 ２目（金）１９：００～２０：３０ 

            於：秋津小学校 ２階 会議室 

            司会：首藤，小関 記録：川井 

＜参加者＞ 

◇横山智子 (秋津小 PTA 会長) 

◇鮎川由美 (秋津まちづくり議長，地域住民) 

◇原田靖久(社会福祉協議会秋津支部長，地域住民)(欠) 

◇橋村清隆(秋津コミュニティ代表，校長推薦) 

◇伊坂淳一(千葉大学教授，学識経験者) 

 

◇菊地 清(秋津小学校長，学校職員) 

◇川井由紀(秋津小教務主任，学校職員) 

◆辻 利信(教育委員会学校教育部部長) 

 

◇小西亜紀子（秋津小 PTA 副会長） 

◇山下 晃 （学校体育施設利用団体代表，地鮭民） 

◇麻生美智子（学校支援ボランティア代表，校長推薦） 

◇小関秀夫  （学校支援ボランティア代表、校長推薦） 

◇小宮 健  （教育委員会指導課長,行政機関職員） 

◇佐久間繁美（教育委員会青少年センター所長, 

                                     行政機関職員) 

◇首藤啓介  （秋津小教頭，学校職員） 

◇渡辺雅和  （秋津小副教務主任，学校職員）（欠） 

◆加藤孝順  （教育委員会指導課） 

Ｉ 習志野市教育委員会から 

 １ 辞令交付 

 ２ 学校教育部部長より 

   コミュニティースクールは、地域、家庭、学校が知恵を出し合いながら、子どもにとってより 

   よい教育課程を組んでいこうというものです。これからもよろしくお願いします。 

 

Ⅱ 自己紹介 

  校長挨拶 

   みなさんと共に学校運営をしていきたい。よろしくお願いします。 

 

Ⅲ 第１回学校運営協議会会議 

１ 役員選出 

    会長  小関 秀夫さん  副会長 横山 智子さん 

２ 報告事項 

 （１）昨年度の活動について 

    別冊資料にもとづいて，首藤（教頭）が提案。 

 

３ 協議事項 

 （１）平成２６年度学校経営の基本方針について 

     別冊資料にもとづいて、菊地（校長）が提案。 

     １ 学校経営の基本 

     ２ 学校教育目標について 

     ３ 基本方針 

       （１)「地域の風がいきかう学校づくり］の一層の推進 

       （２）基礎的・基本的な知識や校能の定着を図る「わかる授業」の推進 

       （３）心豊かな児童を育む教育の充実 

       （４）体育及び健康教育の総合的な推進 

       （５）安全教育の充実と防災教育の推進 

       （６）学級経営力の向上によるいじめＯ・不登校Ｏを目指した教育の推進 

       （７）安全でうるおいのある環境整備の推進 

       （８）教職員の資質や指導力の向上を図る研究・研修の充実 
 



４ 本年度の指導の重点と評価（◇＝具体的な活動 ○＝数値目標） 

①「自ら学び考える子（知）」について 

  ◇秋津小パワーアップスキル「読む・書く・聞く・話す」低・中・高学年でそれぞ 

   れ培っていく力を示し、全校で取り組んでいく。 

  ○漢字の習得率が毎学期末に全員が８０％を越える。 

  ○学カテストの結果が国語・算数とも国の平均値以上をめざす。 
②「思いやりのある子（徳）」について 

   ◇あいさつの励行「オアシスサ運動」を犬切にしていく。 

   ◇いじめ防止・早期発見・早期対応 

     教育相談アンケート，教育相談週間の実施。 

   ○自分からあいさつができる子「おはようございます｡］の自己評価が良くなるよ 

    うにする。 

   ○５月と１０月に学級力の児童アンケートを行い、学級力がアップするようにして 

    いく。 

③「たくましい子（体）」について 

   ◇サンタイムと体育授業を通じて，多くの運動に触れさせる。 

   ◇５・６年生の陸上練習、サッカー部・ミニバスケットボール部の活動に充実 

   ◇秋津つ子マラソンの継続。 

   ○千葉県体カテストでＡ評価・Ｂ評価の獲得率を昨年度より増やしていく。 

      （Ａ評価を全児童の３０％  Ａ・Ｂ評価を全児童の６５％） 

 

（２）今後の活動方針について 

   別冊資料にもとづいて、首藤（教頭）が提案。 
 

 

伊坂  規則の４条に運営協議会が学校経営方針を決めていくとあるが，学校は，実際に４／１ 

から経営していただいているが，校長先生はどのように校長先生が考えながらやってき 

たのか。 

校長  ４／１に先生方にお願いしてスタートレてきている。この場で，修正することが出てき 

たら，修正してやっていくのだろうと考えている。 

伊坂  教育委員会の方で，「暫定的に運営できる｡」と規則に入れておいた方がいいのではない 

か。 

鮎川  昨年度の引き継ぎがなされて，今年の経営方針がこのようになってきているので，地域 

の声も反映されたものになっている。 

小宮  規則に入れていくべきなのかもしれない。 

麻苧  規則の見直しを今までしてこなかったので，するべきかもしれない。 

伊坂  自主的に協議していけると良いのだと思う。価値のある，意義のあるやり方を考えてい 

ただきたい。 

小関  教育課程や学校運営については，我々は協議できないかもしれない。実態に合わないと 

ころがあれば，１年間かけて検討していくと良いのではないか。やりやすい方法で変更 

していくというのはどうであろうか。 

首藤  規則を改めて見直していきたいと思う｡。 

伊坂  明確に輪郭をしていくという段階。全国からも視察にこれると良い。 

橋村  習志野市のコミュニティースクールは，こうであると発信できるようにするとよい。 

菊池  ４条をできれば変えていくとよい。内容については、子ども達にとってよりよくなるよ 

うに協議してもらえたらよい。 

橋村  昨年の意見を取り入れていただいて，考えていっていただければよい。 

山下  昨年度とだいたい同じメンバーで協議しているので。 

小関  １年かけて規則を変えていく。経営方針の内容についてご質問は？ 

伊坂  いじめ防止の対策は設置者が学校と同様の責任を持っていると明確にした。事案が起き 

た時にすぐ対応していくのが学校。 

校内組織・相談窓口・いじめ防止対策プラン・重大事態が起きたときの対応など，保護 

者に公表していくべき。 



小関  具体的にどのように出すのか。 

伊坂  基本方針について公表していただく。 

菊池  学級の実態を取り，子ども達の関係の変容を見ていきたい。 

首藤  ５月１４日に学校説明会があるので，いじめ防止基本方針も説明したい。 

小関  授業参観に積極的に出ていただいて，学校を見ていただきたい。 

小西  いじめている側がしっかり正直に答えているのか。 

川井  いじめていると答えた児童の割合が昨年は５％ぐらいだった。ただ，このアンケートで 

いじめの早期発見をしようとしているわけではない。早期発見のためのアンケートは別 

に行っている。 

伊坂  学校評価アンケートと学校評価は違う。学校評価アンケートをもとに学校は自己評価を 

していかなくてはいけない。どこに改善点があるのかを考えるために。 

アンケート自体が評価ではない。保護者に説明していかないとわかりにくい。 

麻生  地域のボランティアの方は，これに答えられるのか。 

川井  昨年度，事前にアンケートを渡してぽしいというご意見をいただいた。その方が，アン 

ケートに答えやすくなると。 

麻生  ボランティアには、方針がわからない。 

川井  関わっていただいている学習で子ども達にどのような力を付けたいかでよろしいですか。 

鮎川  前は，学校経営方針を回覧していた。しないのか。 

橋村  学校だよりを読むと，校長先生の考えもわかる。もっと地域の目に付くようにすると良 

いのかもしれない。 

鮎川  情報発信は尻つぼみかもしれない。 

首藤  人がいないので，これ以上は大変。 

鮎川  前は，パートナー会議の中の情報のメンバーがやっていた。今後やっていくのか。 

小関  検討させてください。現状把握をしてこれからどうやっていくのか考えたい。 

小宮  まちづくり会議の時に学校だよりを配布している。全戸配布をするのも一つのやり方か 

もしれない。 

首藤  コミュニティールームの所に置いておく手紙がなかなか減らない。 

鮎川  慣れてきて回覧の方がよいかもしれない。 

麻生  人事として，教員の１名増をお願いできないのか。 

伊坂  市長に意見を言えるのが学運協。 

鮎川  小関さんの名前で県と市の教育長に伝えたらどうでしょう。 
 

この後，学校経営基本方針は，承認された。 

 
 

４ その他，次回は，１２月４目（木）で調整する。 
 

 

 

 

 









平成 26年 度 第 3回  学 校運営協議会議事録

平成 27年 3月  5日 (木)19:00～ 20:30

於 :秋津小学校 2階  会 議室      ゴ

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、版幡)
◇伊坂淳一 (千葉大学教授,学 識経験者)

◇小宙 健 (教育委員会指導課長,行政機関職員)

◇菊地 清 (秋津小学校長,学 校職員)

◇首藤啓介 (秋津小教頭,学 校職員)

◇渡辺雅和 (秋津小生徒指導主任,学 校職員)

◇横山智子 (秋津小 PTA会 長)

◇山下 晃 (学校体育施設利用団体代表,蹴 住D

◇佐久間繁美 (締豪舗舛センター廠、徹欄服)

◇麻生美智子 (学校支援ボランティア代表,服 艦)

◇川井由紀 (秋津小教務主任,学 校職員)

I 会 長挨拶

学校は、明日6年 生を送る会でまとめの時期になっている。この協議会も今年最後であるので、
是非実のある会にしたい。(小関)

I 学 校長挨拶

大きな事件、事故、怪我もなく1年 間が終わろうとしている。職員も子どもと共に成長できた 1

年間だつたと思う。本 日もいろいろなご意見をいただいて、来年の学校運営に生かしていきたい。

皿 報 告

(1)平 成 26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 26年 度 第 1回～第9回 パー トナー会議の内容

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)「 ,い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

小関  環 境整備のクリーン運動に参加する人数が少ない。周りの方にもう少し呼びかけていく。

地域への情報発信をうまく行つていけないだろうか。回覧という案も以前出ていたが ・・・。

ミニ集会に参加 したが、他の分科会のことももう少し詳しく知りたい。また、分科会の時間

が少なかつたと思う。もう少し時間がほしい。

横山  今 年は、4年 生で命の授業を行つたが、子ども達の反応はどうであつたのか。学力の面は、

みんなが算数が苦手なのか。

川井  命 の授業の反応は良かつたと開いている。教員の中でもとても子ども達にプラスになるので、

またできれば良い、という話をしている。



渡辺

小宮

川井

渡辺

首藤

伊坂

首藤

菊地

山下

伊坂

麻生

刀ヽ関

6年 生の学力分布は、ふたこぶになっている。できる子と者手な子の差が激 しい。
5年 生の時から、少人数の先生に来てもらって 3つ に分けて、なるべく少人数にして学習で

きる時間を作 り、対応 してきた。

算数は個人差がある。特に、苦手な子に個別に対応できれば全体の平均も引きあがる。秋津

小は、算数嫌いをなくそ うと、これまで取り組んできたと思 う。

他校では、放課後の取 り組みをしているところもある。

秋津小でも来年度は、 5時 間授業の木曜 日に月 1回 、補習の日を作る。苦手な子の指導や 2

年生の九九の時期には、九九の勉強が少人数でできるような指導ができればよいと考えて検

討中である。

今年の夏休みに2日 間だけであつたが、津田沼高校の生徒が来てくれて、 5・ 6年 生で算数

教室を行った。ほとんどマンツーマンで教えてもらつていたので、良かつたと思 う。

津田沼高校は、キャジア教育の一環として行つた。本校は、学校にも子 ども達にも先生以外

の地域の方を受け入れる体質があるので、子ども達も抵抗なく教えてもらつていた。

学力の平均値を上げようとしたら、下の児童の トレーニングをすればあがる。その トレーニ

ングで、算数がおもしろくなるかとい うと違 う。中学 1年 で、数学で扱 う内容が、具体から

抽象になっていくので、小学校では、算数の考え方を教えておくことが大切である。

平均値を過大評価 し過ぎてはいけない。点数だけを引き上げることを考えるのではなく、一

人ひとりの学習状況が大切になつてくる。 どのような人間関係の中で学んでいるのか、家庭

での学習はどのようにされているのか、等である。

千葉市では、高校生と一緒に学力向上を行つている学校もある。

本校にも千葉工大の学生が授業に来た。小学生にロボットを見せ、どんなことを学んでくれ

るのかということで、行つていた。

学生ボランティアも本校には来ている。

千葉工大の学生の中に、地域の町づくり、地元に貢献 したいと思つている人材もいる。

学生がボランティアを行つたら、単位が取得できる。 とい うように形に残るようにすると良

いのかもしれない。証明書などをあげると、学生にとつても行つた証が残せて良いのではな

い,めヽ。

ボランティア講座を開いたが、小中学生が家族で参加する方が多かった。学生はいなかつた。

秋津小の方もいた。           デ

学校中心にいろいろな取 り組みをして行ければいい。この間、授業参観で算数の授業を参観

したが、教え方が昔とちょつと違つていたので、教えられないかもしれない。高校生や大学

生の方が良いのかもしれない。学校の方でいろいろ考えていただきたい。

(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)「 いじめ0・ 不登校0へ の取り組み」について首藤 (教頭)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)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」首藤 (教頭)に もとづいて説明

佐久問 青 少年センターでもパ トロールを行つている。安全支援のボランティアがたくさんいること

は、大切にしてほしい。PTAの 方も協力するということもとても良いと思う。補導委員を

されている方も七中学区にもいる。集会などで紹介していただけると、子ども達もこの人達

がパ トロールをしてくれていると、安心できるのではないか。

伊坂  い じめの重大事態の定義だが、前回言つたことが少し違つていたかもしれない。保護者が言

つてきた場合は、すぐに重大事態と捉えるということは、ファジーな部分があり、必ずしも

絶対にそうであると決めてあるわけではない。

いずれにせよ、いじめ0・ 不登校 0と いう状況は、どういう事なのかをはつきりさせておく

と良い。子どもがアンケー トに書いてきた場合、詳しく聞いた後、校内組織で検討して認知

するかどうかを決めるべきである。何か トラブルが起きたら対応し、それでも解決しなかっ

たら、カウントしていく。いじめが起きたが、対応し、沈静化できたら良い学校なので花井

か 。



小関  伊 坂先生から、いじめについて、3段 階に分けると前回聞いて、どれをどこまで認知したと

言えるのか、今後とも検討していく必要があると思った。

小宮  市 の教育委員会内のいじめ対策の組織を作らなくはいけない。国から基本方針を各学校で作

るように指示があり、県が作り、各学校が作つたので、いじめ対策については動き出してい

る。いじめの認知を誰がするのか、アンケー トに慣れてしまうと、だいたい解消したと書い

てきた事をしっかり追跡しなくなってくることに気をつけなくてはいけない。

秋津小のように平和な学校は、大丈夫だろうという意識が働 く。各担任にだけに任せておく

のではなく、認知の仕方を組織でシステム化してしまう事も大切かもしれない。

小関  引 き続き、学校中心で行って行ってほしい。

伊坂  こ れからは、①小中連携②土曜授業③ ICT教 育 を どのように行つていくのかが問われて

くる。地域と連携して、21世 紀型の能力をどのように付けていくのかが大切である。

小関  品 川では、 1～ 9年 生ある学校もある。良いところも悪いところもあるようだ。土曜寺子屋

のような事を行つている学校もある。秋津はどうするのか。 ICT機 器はどうなっていくの

か、今のふたこぶの算数の学力分布のとくに苦手な子の学習に ICT機 器を使 うと変わつて

いくのではないか、と思う。

伊坂  先 進的な取り組みを国から依頼され行っている学校には、補助金が出る。今は、普通の学校

で、お金を掛けずにどう行つていくのかという時代になってきている。

V そ の他

27年 度 第 1回学校運営協議会は、4月 30日 (木)。


