
平成２０年度 第１回パートナー会議議事録 
日時：平成２０年４月１７日（木） 

１９：００～２０：３０ 

場所：秋津小学校 ２階 会議室 

司会：山田芳 鮎川 記録：井桁 

 【出席者】 

 １ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 11 秋津小PTA副会長 小野 千亜希
 ２ 秋津コミュニティ代表 橋村 清孝 12 秋津小PTA副会長 中村 崇 

 ３ 学校体育施設利用団体 沖田 智信 13 公募による委員 伊藤 知通

 ４ 社会福祉協議会秋津支部支部長 小倉 延介 14 公募による委員 山田 哲夫

 ５ 民生委員・児童委員 高松 敦子 15 秋津小学校校長 菅  久 

 ６ 民生委員・児童委員 麻生 美智子 16 秋津小学校教頭 恵藤 公男

 ７ 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 17 秋津幼稚園教頭 興津 温子

 ８ 学校支援ボランティア代表 原田 靖久 18 秋津小学校教務主任 平山 宣尚

 ９ 学校支援ボランティア代表 車 育子 19 秋津小学校研究主任 山田 芳実

10 学校支援ボランティア代表 川名 和夫 20 秋津小学校研究副主任 井桁 淳子

 

 １ 委員長あいさつ 

    ・平成２０年度また、新たなメンバーを加えてスタートしたいと思います。 

  ・忌憚のないご意見を学校と子ども達のために反映できるように皆様ご協力お願いいたします。 

 

 ２ 校長あいさつ 

    ・地域の話を前校長から引き継ぎましたが、まだ十分に理解していない部分があるかと思います。 

   ・このパートナー会議と学校運営協議会とが両輪となって学校を引っ張っていって下さることを  

    引き継ぎました。 

   ・皆様を引っ張っていく立場ですが、早く皆様に追いついて前の方に出られるようにしたいと思  

    います。 

 ３ メンバー近況報告 

     鮎川 まちづくり会議の副議長をやっていて、その代表としてこの会のメンバーに出ています。 

  橋村 秋津コミュニティーの代表です。 

     皆勤賞がもらえるように、全出席できたらいいなと思います。 

  沖田 学校体育施設利用団体の体育指導員をしています。 

     校長先生とは、生涯スポーツ課でお世話になっていました。 

  高松 民生委員・児童委員の代表ということで民生児童委員をしています。 

     学校支援ボランティアもしています。 

  麻生  民生委員・児童委員の代表ということで民生児童委員をしています。 

      今年も２年生にかかわるのでしょうか。 

      うれしい話ですが、市長が堂本知事から『習志野市で秋津小学校がコミュニティスクール  

       として活動してくれて、ありがとう』とお礼を言われ喜んでいました。 

  車    昨年度までは公募による委員でしたが、地域で遊ぼうという組織の代表として皆さんに承  

       認をいただきました。そのため忙しくなるので、代表として私と川名さんの２人代表とし  

       て、私が出られないときは川名さんがこの会に出ます。 

      私が行っているお絵かき教室が新年度とした始まり、１５名の子ども達とお母様、お手伝  

       いのお父さんが入ってくれました。 

  川名 本日初めて参加します。所属は秋津コミュニティですが、地域で遊ぼうの岸さんのサポー  

       トで参加します。 

     去年は休んだようなので、皆勤賞とれるようにしたい。 

  山田哲 去年一年参加したことで、寝に帰ってくる秋津でしたが、地域のことがわかり有益な一   

         年でした。 

      近況報告として、１０日間かけて東南アジアを回り、初めてボルネオ島に行ってきました。 



     日本全国の学校でも英語教育がはじまることでいろいろと意見が言えたらなと思います。 

     国際交流協会というところで活動していましたが、ALTとの交流をもっているので、彼ら  

       の意見が聞け、それを役立てられたらと思います。 

  恵藤 うさぎの餌を皆さんにたくさん協力していただきました。あるところから定期的に餌をい  

       ただけることになり、餌代がだいぶ楽になるかと思います。 

  山田芳 今年は研究主任として、６年から５年の担任となり、心機一転がんばりたいと思います。 

  井桁 津田沼小学校からこの４月に異動して来ました。わからないことだらけですががんばります。 

  平山 この場をお借りしてお礼を言いたいと思います。本来ならば、クラスをもって教務主任と  

       いう仕事になるはずが、学運協の方々のご協力により、１人増ということで担任をはずれ  

       クラスを持てず淋しいような気持ちでもあります。教員生活２８年でずっと担任をしてき  

       ましたが、担任をはずれどうしたらいいのか戸惑っています。 

  興津 秋津地域は、地域の方に支えられて成り立っていると聞いています。今年もまた、お力をかし

ていただけたらと思います。 

     入園して一週間がたちましたが、どたばたつかみ合いの姿が見られる状態です。 

     本日参加した、子育てふれ合い広場打ち合わせ会議でお見かけした方がこちらにもいらっしゃ

るので、そちらでもお力をかしていただけたらと思います。 

  伊藤 情報ボランティアに属しています。今年は何かできたらなと思います。 

  竹林 学校支援ボランティアに所属しています。特に安全支援ボランティアに力を入れてやって  

       います。先日七中の５００人の人の前で話をしてきました。 

  小野 去年に引き続き副会長となりました。新しい副会長さんに中村さんがなりました。 

     お母さん達は、お手伝いをしたくてもいろいろな状況があり、できない方がたくさんいます。

     その中で皆さんが手をかしてくださったことがありがたいなと思いました。 

     お母さん方の中には、やる気があってもできない方、やる気のない方もいます。去年一年  

       間やり感じたことは、人はやってもらって初めて誰かにやってあげる気持ちになるのかな  

       ということです。 

     PTAの井上会長ですが、夜仕事をしているのでこの会に出席したいとのことですが、かわりに

私たちががんばります。 

  中村 PTA副会長となりました。よろしくお願いします。 

  原田 秋津支部の支部長ということになっています。昨年までは、学校環境支援ボランティアと  

       して出席していました。３年生に秋津ばか面踊りの指導をしています。 

     学校の敷地にある畑１２面のお世話をしています。学校の果樹園のお手伝いをしています。 

  菅    昭和４４年から習志野にいます。ここ秋津を埋め立てる前から知っています。みなさんのよう

な方々がいらっしゃって、すばらしい街づくりが進んできているのだなと思いました。 

           自分の住んでいる街づくりのための勉強もしていきたい。 

 

    鮎川 市教育長と県宛に加配のお願いの文書を３月２５日に出し、一週間後に決定しました。 

  平山 ４月１１日に正式に加配の吉野千代美先生が、２年２組の担任になりました。 

 

 ４ 委員長・副委員長選出 

  山田芳 留任ということで、声がありましたので鮎川さんにお願いします。（満場一致） 

            ここからは司会が鮎川さんに変わります。 

  山田哲 秋津まちづくり会議ということについて説明していただきたい。 

  鮎川 最後に時間があればその時に。 

        副委員長は２名選出ということとなっています。昨年度は、橋村さんと阿部さんでした。  

橋村さんにお願いできれば。（満場一致） 

  車  もう一人は、小野さんにお願いできれば。お子さんは何年生？ 

  小野 子どもは５年と３年にいます。 

  車    病気の時は、中村さんに出ていただくということで。                     （満場一致） 

  鮎川 では、小野さんの名前にしておいて、無理なときは中村さんいうことでお願いします。 

 



 ５ 事務局からの報告 

 （１）平成１９年度第１１回パートナー会議議事録、および第３回学校運営協議会議事録について 

  平山 昨年話題となったこととして、運営要項訂正箇所について。車さんが公募による委員としての

参加でなく、地域のボランティアとしての参加となる。よって、公募による委員を１名増やす。

卒業生も公募の中に入れるということで、１９名から２２名という事で今年度スタートしてい

ます。 

     学校運営協議会における学校評価をどう学校運営に生かしていくかということの見直しに 

ついて。 

          本校の講師である天笠先生のご指導では、いろいろな項目を網羅して評価していっても、ただ

の評価で終わってしまう。実態把握で終わって評価につながっていかないのではということで

した。 

     重点にするものをその課題として、それを行うために、我々教員がどう手立てを立てていくか、

それがどうだったかということを皆さんに評価してもらうというのがよいのでは。 

 

 （２）年間学校行事予定について 

  山田芳 年間行事予定一覧にそって説明（資料２） 

  鮎川 １２月のパートナー会議は１８日です。手紙の訂正お願いします。 

 

 （３）学社融合授業等の活動について 

  山田芳 （資料３）をもとに説明。 

     プリントの日程の通りにグリーン＆クリーン活動を行っていきます。 

     交流としては、１年は、幼保小の関連、地域の方と，２年は高齢者との関わり 

     ３年はばか面踊りでの関わり、４年は幼稚園との交流、５年は米作りを通しての関わり 

     ６年はボランティアでの関わり、５，６年は、ソーラン節の踊りを教えていただく。 

     また、音楽での関わりもあるかと思います。 

     学年の計画でもしかしたら変更があるかもしれません。あくまで予定ということで。 

  麻生 クリーンの日に、のぼりやポスターがなかったために３名しかこなかった。皆さんに知ら  

       せるために掲げて欲しい。ポスターは必要であればつくります。 

 

 （４）昨年度の校内研究の概要と今年度の研究の重点について 

  山田芳（資料４）をもとに説明。 

     公開研究会中心に各学年取り組んできました。３年生はばか面踊りの取り組みと保護者の  

        方を呼んで道徳の学習を行いました。また、６年生は、お米作りからおまつりに発展という 

       学習の流れで取り組みました。 

     課題として、関心を向けてくださらない保護者の方に学校に目を向けさせたい。 

                 広い地域に広げて安全・健康を考えていきたい 

                           授業の内容の改善や評価について取り組んでいきたい。 

           学校とボランティアの方々との考えの食い違いを何とかしていきたい。 

  山田哲 仮説検証授業とはどういう事ですか？ 

  山田芳 仮説にそって授業を組み、その授業を行った後に子どもの表れが教師が立てた仮説にあ   

       っていたかどうかということを検証する授業です。 

  車  理科の仮説実験授業とはどう違うのですか？子どもが予想を立てて、実験をして確かめて  

       いくという学習の仕方がありますが。 

  平山 それとはまた違い、教師側が仮説を立てます。 

     仮説の立て方が昔と違ってきています。 

  山田哲 ゆとり教育ではだめだということで、授業時間が増えるようですが移行期ですか？ 

  菅  平成２１年度からです。 

  山田哲 カリキュラムにはまだ現れてきていないということですね。 

 

 



 ６ 協議事項 

 （１）平成２０年度学校経営方針について 

    菅  去年とは変わっていません。学校教育の限界として様々な子どもの姿がある。そこで地域  

       の皆さんの知恵をお借りしていきたい。 

     秋津の子どもが、誰とでもコミュニケーションをとれるように、あいさつし、自分の言葉  

       で伝えられるようにしたい。さらに、運動を推進していきたい。 

  原田 全体構想は、細かくてわかりにくい。もっとシンプルにしてほしい。 

  鮎川 大きな重点目標３つが大切ととらえて。 

  沖田 前年と同じということでよい。 

  山田哲 国際社会とはどういうことか。 

  菅  今というよりは、未来を見据えたことで、どんな社会になっても大切な力をつけていこう  

       ということです。 

 

 （２）『パートナー会議』運営要項について 

     平山 委員について、要項と動向が違ってきている。車さんは学校支援ボランティアとして、１ 

        人増える。会長さんのお仕事の都合で、この会議に参加できないが、３人参加。 

  鮎川 PTAのお２人が交代で出る形で。人数のことで何かありますか。 

 

  小野   PTAの役員でなくても、小中学生をお持ちの保護者の方が出ていただけるといいと考え   

        ている。 

  車  現役のお子さんをお持ちの方に来ていただきたいが、子どもの健康上のことで欠席するの  

       は心苦しい。お父さんは会社の都合上会に出ることは大変。子育てしているのはお母さん。 

     PTAの役員は、２～３人として、会長さんが出られる時には参加していただいては。 

  鮎川 パートナー会議には、一般の方の参加はOKとなっている。 

  小野 いろんな方がこの会で、話をしてくださるのがよい。親も広い目で見られるようになる。 

  鮎川 公募したが、保護者の反応がなかった。気長に待ちましょう。 

     きっちり数を決めないで自由にしておけばよいのでは。 

  車  学校支援ボランティア代表４名として１名欠員としておけば。 

  鮎川 今直さずに、最後の見直しの時に考えましょう。 

 

 （３）議事録作成の当番について 

  ・４月…事務局 ５月…山田哲さん ６月…伊藤さん ７月…高松さん ８月…橋村さん 

   ９月…車さん 10月…鮎川さん  11月沖田さん  12月原田さん  １月中村さん 

   ２月…小野さん 

 

  平山 議事録を次週の木曜日あたりまで学校平山へお願いします。 

  沖田 近況報告は手短にしましょう。 

 

 ７ その他 

  車  『学校と地域の融合教育研究会』千葉フォーラム 第６回研のお知らせ 

  鮎川  クリーンとグリーン活動のポスターづくりの予算について 

      ５万円ぐらいの予算が付いているはずです。 

           パートナー会議の前身がポスターを作り始めたので、学校側でなく、こちら側で作製。     

ラミネーターの機械が学校にある。A４よりA3の方が大きく目立つので、A3版で作製。 

           ９カ所の掲示板があるのでそこに掲示する。 

 

以上 





 
 
 

２００８年５月１５日 

H２０年度第二回パートナー会議録 

                       記録 山田哲夫 

 

１）恒例通り鮎川委員長挨拶で始まる。 

特記事項：6月21日（土）船橋市西部公民館で、県および葛南地区の呼びかけ（？）で「タウ

ンミーティング」があり、秋津小学校についての発表をしたいので（パートナー会議の）協力

を仰ぎたい。 

  官校長挨拶。 

特記事項：１．最近習志野でも硫化水素騒ぎが起きている。 

２．大人（教員）が子供を注意指導するポイントはすべての大人（教員）が同じレ

ベルの反応をすることである。注意する大人としない大人がいると、注意の効

果はその場限りになってしまう。 

 

２）続いて、恒例通り出席委員より挨拶をかねた近況報告。 

特記事項： 

原田委員： 6月12日（木）１２：１５より秋津小をカバーしたNHKの実況放送があると聞い

ているが、そのテーマは何か？ 

      私にはばか面をやってほしいと言ってきているが、やることは問題ない。 

      官委員：（NHKは）学校と地域の関係を撮りたいようだが、まだはっきりしていな

い。 

平山委員： 現時点では内容は確定していないが5月23日に決まる予定。 

車委員より遊びボランティアの近況報告あり。卒業生の中学、高校生数名の参加

もあったとのこと。 

 

３）恒例通り、すでに武運章で各委員に配布されている前回「議事録」、本日５・１５までの一か月

の「学校行事と学者融合授業等の活動について」の文章再確認。 

 

４）協議事項： 

秋津小学校のホームページが長い間更新されていないため、不合理な個所が出てきている件等

をとりあえず更新にかかわるテクニカルな面を後日速やかに伊藤、小関、山田（哲）の3委員

が担当し処理する。 

遊び支援システム（遊びボランティア）の見直の件：５・１５＜資料５＞には遊び支援システ

ムの一環として「夏休みラジオ体操」が入っているが、沖田委員より「市民スポーツ指導員が

従来担当している季節行事なので」、遊び支援システムの一環としてリストされているのは意

外との旨指摘あり。担当団体に相談してから対応したいとのこと。 

また、「サロンあきつ」についても、もともと子供を対象にしたものでないとの指摘もあり。

検討継続となる。 

 

 

 



学校重点目標の件：質疑応答ののち提示通り了承。但し、伊藤委員より「人の話を最後まで聞

く」の「聞く」を「聴く」にして欲しいと意見あり。 

学校評価システムの件：協議の結果、9 月中に学校側より評価項目を決めて提示することにな

った。 

「授業評価及び学校・担任への要望アンケート」書式の件：父母に対し記名式でお願いするこ

とを勧めるに決した。 
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 20 年度 第 3回パートナー会議議事録 

日時：平成 20 年 6 月 19 日（木）19：00～20:30  

場所：秋津小学校 ２階会議室 

司会：山田 鮎川   記録：鮎川 

【出席者】 
１ 秋津まちづくり会議副議長 鮎 川  由 美 12 秋津小ＰＴＡ副会長 中 村    崇 
２ 秋津コミュニティ代表 橋 村 清 隆 13 公募による委員 伊 藤 知 通 
３ 学校体育施設利用団体 沖 田  智 信 14 公募による委員 小 関 秀 夫 
４ 社会福祉協議会秋津支部支部長 原 田 靖 久 15 公募による委員 山 田  哲 夫 
５ 民生委員・児童委員 高 松  敦 子 16 秋津小学校校長 菅   久 
６ 学校支援ボランティア代表 竹 林  輝 夫 17 秋津小学校教頭 恵 藤  公 男 
７ 学校支援ボランティア代表 麻生  美智子 18 秋津幼稚園教頭 興 津 温 子 
８ 学校支援ボランティア代表 車  育 子 19 秋津小学校教務主任 平 山  宣 尚 
９ 学校支援ボランティア代表 欠 席 20 秋津小学校研究主任 山 田 芳 実 
10 秋津小ＰＴＡ会長 欠 席  21 秋津小学校研究副主任 井 桁 淳 子 
11 秋津小ＰＴＡ副会長 小野 千亜季 22   
 
１．委員長あいさつ 

12日のＮＨＫ生放送では、学校支援ボランティアの皆様に協力いただき、ありがとうございました。 
お蔭様で、秋津小学校と地域の協力をアピール出来ました。 
 また、情報支援メンバーに、ホームページの更新をしていただき、ありがとうございます。 
（６月上旬に、更新いただいた。） 
 公募委員の枠が、残っております。年度途中での受け入れについて、後ほど協議いただきたい。 
 

２．校長あいさつ 

ＮＨＫの生放送では、大変な反応が良く全国各地より、訪問依頼・問い合わせが多数ありました。 
撮影までの準備に協力いただき感謝します。当日は、秋津の良さを皆さんに見ていただけたと思います。 
 毎日、子どもたちの安全指導にも感謝します。 
 水泳指導が、始まりました。特に、安全に努めながら指導していきます。（プールの条件：水温＋気温 
５０℃以上）毎回、水泳指導支援ボランティアの方に参加いただいています。 
 

３．メンバー近況報告  

橋村  ５月末に秋津コミュニティ総会を開催した。ビオトープ周りで、子どもたちが楽しそうに遊んでく

れている。（特に土・日の休みは、非常に多くの子どもたちがいてくれて、うれしい。） 
    ７月に予定しているワンディーキャンプは、今年は思考を変えて行う。子どもたちには、自分で食

べるご飯は、自分で作らせる。おかずは、カレー等を用意します。 
    ２１日、葛南教育タウンミーティングで秋津の事例発表をやります。応援をお願いします。 
沖田  特になし。 
原田  ＮＨＫ生放送では、５・６年を引き合いに、ばか面おどりを披露。気軽に誰でも踊れそうと、反響

があり、驚いている。是非、やりたいという希望で、お囃子のテープ・お面・ＤＶＤを発送した。

（町会関係・個人の施設支援ボランティアの方達） 
高松  生放送出演予定が、家庭の事情で参加できなかったが、写真が使われただけで、反応あり。 



６月２４日に民生・児童と学校との打ち合わせ予定。幼稚園と、２回目の子育て支援を予定。 
 竹林  募集呼びかけにて、安全支援ボランティア新規４名登録、３名が都合がつかずお休み。 
     ＮＨＫ生放送出演により、旧友からの連絡、ご近所の方々・登校指導時での反応が多い。 
 麻生  ＮＨＫ生放送出演依頼の高齢者は、朝からの緊張で大変だったが、結果的には大変喜ばれた。 
     26 日より、仲良し給食を開始。２年生の授業での支援も始まるが、絵手紙と千切り絵の講師が未

定。詩吟は準備ＯＫ。 
 車   2000年に岸氏が、取り組んだＮＨＫ生放送がきっかけで、今回の秋津小紹介の生放送が決まった。 
     全国の融合研仲間からは、地域の仲間が広がる展開がなされている事の喜びメッセージが、よせら

れた。 
遊びボランティアの集まりを持つ予定でいるが、メンバー欠落のため、仕切りなおしを行う。 
原点から、見直したい！ 

 鮎川  ５月に行った、秋津ウォークラリーは、例年の開催時期に戻したため、たくさんの参加者で終わっ

た。６月 21日は、まちづくり会議総会（議長交代予定）。６月 21日の葛南教育タウンミーティン
グは、橋村さんに事例発表をしてもらうので、ご協力をおねがいしたい。 

 小野  ベルマークの活動に地域の方から、ご協力をいただいた。ＰＴＡは、校長先生を招いて話をした。

細かくなく好印象だった。 
 伊藤  谷津干潟まつりでは、金管クラブが出演。保護者の目での印象は、成長が窺えた。 
 小関  グリーン・クリーン活動支援をしている。ホームページの更新をしたので、後ほど意見を伺う予定。 
     （情報支援の方々と文明の力を利用して、やり取りを行った。）シンプルにまとめました。 
 山田  谷津干潟まつりで、三番瀬で取れた貝（トンビノス）を始めて食べた。ホームページの更新を手伝

った。学校運営協議会議事録を読み、パートナー会議の役割としてやるべき内容・協議を改めて見

直した。 
 興津  地域の工作クラブの方々に、遊具（汽車）の修理をしていただいた。感謝している。園児と地域の

高齢者のふれあいを今年度もやっていく予定。 
 恵藤  ホームページへ学校だよりを直ぐに更新してもらい、感謝している。前回、話し合われた事項が、

直ぐに行動に移していただけて、とてもうれしい。 
 平山  ＮＨＫの生放送は、秋津小をアピール出来て良かった。自分は 30秒程の出演だったが、母親から

は、『お前は、良い学校にいるな！』との感想。学校には問い合わせの電話が、どんどん来ていて、

すごい反応だ。（学校関係者・地域のかた・全国より）手紙も届いているので、資料として添付し

た。 
 山田芳 ＮＨＫ生放送中に高学年は、研究授業が行われていたが、出演以外の子どもたちは、通常通りの日

程をこなした。 
４．事務局からの報告 

(1)第２回パートナー会議議事録について 

山田芳  ―資料１に基づき報告― 
 (2)学校行事・学社融合授業等の活動について 

山田芳 ―資料 2に基づき報告― 
５．協議事項 

(1)秋津小のホームページの更新について 

 小関 ・・・パソコンとプロジェクターを使っての映像説明 



 感想：シンプルにまとまっていて良い。 
 修正：パートナー会議の議事録が、広報誌『地域のかぜ・学校のかぜ』裏面になっている。 
 追加：学校運営協議会のコーナー新設 ・“学校と地域の新しい関係づくり”の構造図と議事録 
(2)学校評価について 
平山 ―資料３―に沿って説明・・・・教職員・保護者の評価は、学校側にて、集計。 

結論：記載のスケジュールで進めて行く。 
 鮎川  地域住民（学校支援ボランティア・パートナー会議メンバー）による、学校評価の案検討と集

計は、前年度のようにパートナー会議メンバーにお願いしたいので、その節はご協力下さい。 
６．その他 

鮎川  市役所より、市民参加型補助金事業設立の案内が、届いた。この制度を使わない手はないので、

今後検討していきたい。（資料あり） 
皆さん これは、本当に対象となるのか？ 
校長  内容からすると、パートナー会議は、対象になるようだ。学校側の要望・地域側の要望を検討

して、パートナー会議として申請できると！（この会は、補助をもらっていないので。） 
鮎川  公募委員の件・・・公募したい方がいます。枠が残っているが、取り合えず締め切りは過ぎて

いますが、受け入れは？ 
橋村  まだ年度始めなので、今の時期なら良いのでは。 

結論：学校側の面接をクリアーすれば、次回からメンバーに加える。 
鮎川  21日に葛南地区教育タウンミーティングがある。習志野より秋津小（橋村さん）・屋敷小（池

田さん・・・ＰＴＡ会長）が事例発表する。場所は、船橋西部公民館（学童保育・福祉施設の

複合施設）。今年度は、習志野市の学校支援ボランティアに年間 400万円の補助金が支給され
る予定（23 校・・・1 校当たり 16 万円）、この関係も県から説明がある。事例の他、県の戦
略的ビジョンの説明もあり、勉強になる。是非、参加していただきたい。 

 
以上 敬称略 



平成２０年度 第４回パートナー会議議事録 
日時：平成２０年７月１７日（木） 

１９：００～２０：３０ 
場所：秋津小学校 ２階 会議室 
司会：山田芳 鮎川 記録：井桁 

 【出席者】 

 １ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 12 秋津小PTA副会長 中村 崇

 ２ 秋津コミュニティ代表 橋村 清孝 13 公募による委員 伊藤 知通

 ３ 学校体育施設利用団体 沖田 智信 14 公募による委員 小関 秀夫

 ４ 社会福祉協議会秋津支部支部長 原田 靖久 15 公募による委員 山田 哲夫

 ５ 民生委員・児童委員 欠 席 16 公募による委員 浦嶋 裕 
６ 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 17 秋津小学校校長 菅  久 

 ７ 民生委員・児童委員 麻生 美智子 18 秋津小学校教頭 恵藤 公男

 ８ 学校支援ボランティア代表 車 育子 19 秋津幼稚園教頭 興津 温子

 ９ 学校支援ボランティア代表 欠 席 20 秋津小学校教務主任 平山 宣尚

 10 秋津小PTA会長 欠 席 21 秋津小学校研究主任 山田 芳実

11 秋津小PTA副会長 小野 千亜希 22 秋津小学校研究副主任 井桁 淳子

 
 １ 委員長あいさつ
     ・公募による委員浦嶋さんが今回より参加します。 
 
 ２ 校長あいさつ
     ・明日より夏休みを迎えます。 
 
 ３ メンバー近況報告（抜粋）
  橋村 菊田公民館にて子ども祭りが行われました。 
  沖田 夏休みの朝６：３０よりラジオ体操を行います。 
  原田 ばか面の山車が出来上がり、入魂式を行います。 
     PTA会議室に扇風機を取り付けます。 
  竹林 安全ボランティアの人数が増えがんばっています。 
  麻生  なかよし給食会に参加。２年生にスズムシの配布をしました。 
  車    水彩画、算数・数学・科学など取り組んでいます。 
  鮎川 秋津祭り事務局をがんばっています。 
  山田哲 予算について等、大人が十分に考えていきたい。 
  浦嶋 秋津小３０周年記念事業準備委員会の委員長をやっています。 
  恵藤 HPの更新で，反響がある。 
  原田 子ども達の「あいさつ」がとてもいい！！ 
 
 ４ 報告事項
 （１）第３回パートナー会議議事録 
    山田芳 （資料１）をもとに報告。 
 （２）学社融合授業等の活動について 
  山田芳 （資料２）をもとに報告。 



 
 （３）秋津小ホームページの更新について 
          更新しました。もう少し内容を整理していき、次回お見せします。 
    「風」の資料データを送って下さい。 
  平山 子どもの活動が出ていないので、８月のパートナー会議で提案したいと思います。 
   
 （４）安全ボランティアについて 
  平山 安全ボランティアの方の連絡網を作りました。（資料３） 
           下校指導ならできますというお母さん方も入っています。 
  鮎川 学校支援ボランティア アンケートよりの要望については、連絡を密にし、文書などでして 
      欲しいことなどきちんと伝えたい。 
           雨具一式と防寒服の支給については、予算のこともありますが麻生さん平山先生、 

出席者で考えていただけたらよいかと思います。 
 
 ５ 協議事項
 （１）学校評価 
  平山 学校目標の３つの重点(あいさつ、自分の言葉で表現、運動が好きになる）に合わせて 

考えてみました。言葉については校内でもう少し考えていきますので、大まかなことについて

     何かありましたらご意見いただきたいと思います。 
           コミュニティースクールに関わることをカットしてしまっていいのかどうか…。 
  鮎川 コミュニティースクールに関わることをカットしていることは賢明だと思います。 
  山田哲  保護者のアンケートの中に教え方ということがはいらなくてよいのか。 
  橋村 このアンケートの目的は、教育目標だからそれはまた別では？ 
  恵藤 教え方を学力と捉えれば、２つめの自分の言葉で表現として捉えればよいのでは 

ないでしょうか。また、教え方については、授業参観の後にアンケートをとっています。 
  菅  教育活動として、様々なことを全部行っていますが、ここのアンケートでは、教育目標の  

     ３つに絞っています。３つに絞っていくという方向でよいかどうかということについて 

いかがでしょうか。 
    鮎川 順番や気になる文言があれば。 
   平山 具体的な手だてをアンケートをとるなどして、はっきり分析していきたいと思います。 
    鮎川 平山先生が気になっていることは特に入れず、３つに絞ってよいのではないでしょうか。 
   橋村 もっと地域にコミュニティースクールだということを伝えていかなければならないですね。 
 
 ６ その他
    ・卒業式と地域の記念行事が一年ずれている？  
   ・準備委員会では、お金を積み立てています。秋津祭りを中心に据えてやってほしい。 
・学校と地域の記念行事を一緒におこなって問題はありません。その一年の中でいろいろな行事を 

するのもよし、一緒におこなってもよし。どうするかは、一度持ち帰って考えてみて、 

また持ち寄ればよいでしょう。  
 



＜資料１＞ 
平成２０年度 第５回パートナー会議議事録   

日時：平成２０年８月２１日（木）     
１９：００～２０：３０   

場所：秋津小学校 ２階 会議室      
司会：山田芳 鮎川 記録：橋村（事務局） 

 【出席者】 
 １ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 12 秋津小PTA副会長 中村  崇
 ２ 秋津コミュニティ代表 橋村 清孝 13 公募による委員 伊藤 知通(欠)
 ３ 学校体育施設利用団体 沖田 智信 14 公募による委員 小関 秀夫(欠)
 ４ 社会福祉協議会秋津支部支部長 原田 靖久 15 公募による委員 山田 哲夫(欠)
 ５ 民生委員・児童委員 高松 敦子(欠) 16 公募による委員 浦嶋  裕

６ 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 17 秋津小学校校長 菅   久
 ７ 民生委員・児童委員 麻生美智子(欠) 18 秋津小学校教頭 恵藤 公男

 ８ 学校支援ボランティア代表 車  育子 19 秋津幼稚園教頭 興津 温子
 ９ 学校支援ボランティア代表 川名 和夫(欠) 20 秋津小学校教務主任 平山 宣尚

 10 秋津小PTA会長 井上  仁(欠) 21 秋津小学校研究主任 山田 芳実
11 秋津小PTA副会長 小野千亜希(欠) 22 秋津小学校研究副主任 井桁 淳子(欠)

 
 １ 委員長あいさつ
 
 ２ 校長あいさつ
 
 ３ メンバー近況報告（抜粋）
 
 ４ 報告事項
 （１）第４回パートナー会議議事録 
     ・山田芳 （資料１）をもとに報告。 
 
 （２）学社融合授業等の活動について 
   ・山田芳 （資料２）をもとに報告。ただし、夏季休業中なので、９月の予定。 
 
 （３）秋津小ホームページの更新について 
 
 
 ５ 協議事項
 （１）学校評価の項目比較について 

・すっきりしていてよい。 
・結果をどう使うかが大切。 
・公表することによって「家でもこうしているのか」と理解してもらえる。 
・各項目が連動している。 
・指導の改善にも役立つ。 
・昨年度はフリーのコメント欄があったが、今年はないのか。 
・今年もある。昨年度は目標を教師にだけ質問しているが、地域などに質問することは必要か。 
・必要ない。 

 
 （２）公開研究会について 

・パートナー会議のメンバーも参加する。役割分担を、PTAとの兼ね合いも考えて。 
・分科会にはボランティアの方も参加する。 
・「３ 全体協議会、（２）内容、②学校運営協議会から」に「パートナー会議」を書き足す。 

 
 ６ その他
 
 



平成２０年度 第６回パートナー会議議事録 
日時：平成２０年９月１８日（木） 

１９：００～２０：３０ 

場所：秋津小学校 ２階 会議室 

司会：鮎川 山田芳 記録：車 
 
【出席者】 
1 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 12 秋津小ＰＴＡ副会長 中村  崇 

2 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 13 公募による委員 伊藤 知通 

3 学校体育施設利用団体 沖田 智信/欠 14 公募による委員 小関 秀夫 

4 社福協議会秋津支部支部長 原田 靖久 15 公募による委員 山田 哲夫 

5 民生委員・児童委員 高松 敦子 16 公募による委員 浦嶋  裕 

6 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 17 秋津小学校校長 菅    久 

7 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 18 秋津小学校教頭 恵藤 公男 

8 学校支援ボランティア代表 車  育子 19 秋津幼稚園教頭 興津 温子 

9 学校支援ボランティア代表 川名 和夫/欠 20 秋津小学校教務主任 平山 宣尚 

10 秋津小ＰＴＡ会長 井上 仁 /欠 21 秋津小学校研究主任 山田 芳実 

11 秋津小ＰＴＡ副会長 小野千亜希 22 秋津小学校副研究主任 井桁 淳子 

 
１．委員長あいさつ 
台風が近づいていて，明後日の運動会が心配です。 

２．校長あいさつ 
同じように運動会が心配だが、２１日（日）は大丈夫でしょう。夏休み中，特に事故

等なく無事に新学期を迎えられて喜んでいます。 
３．メンバー近況報告 
 橋村：運動会のポスター掲示は終了しています。地域競技の参加者の人数が足りないの

で，当日に募集します。 
 原田：「環境支援」…，果樹園の手入れに２名必要ですが、土・日の作業になります。   
 高松：ワクワク広場（幼稚園）に参加しました。 
 竹林： 安全ボランティア 34 名全員が，通学指導にあたっています。稲刈りは９月９日

（火），無事に終了しました。今年は豊作です。 
 麻生：２年生のつくしんぼ体験に、ボランティア 11名で参加しました。ご長寿会へ２年

生に参加してもらいました。 
 車 ：20日，岐阜県多治見市から秋津コミュニティの視察に来ます。 
 鮎川：秋津まつりの準備に入ってます。「ちいきの風～」毎月発行します。 
 小野：運動会の係の役割分担が済みました。 
 伊藤：迷惑メールに気をつけて下さい。 
 小関：ラジオ体操に参加しました。手をぬく子がいるがやはりそのような時には指導し 



    た方が良いと思いました。パソコンクラブの手伝いに参加しました。クラブ活動

について考えている所です。 
 山田：３丁目の山車の準備をしています。 
 浦嶋：迷惑メールの件。まつりの準備の件。 
 興津：ご長寿会に参加しました。樹木の消毒をしました。 
 学校：児童達は元気に２学期を向かえました。夏休み中，地域に見守られて元気に過ご

せたお陰ではないでしょうか。11月の公開研究会に向けて各学年励んでいます。 
４．報告事項 
（１）第５回パートナー会議議事録について（山田芳） 
・資料１をもとに報告。 

（２）学社融合授業等の活動について（山田芳） 
・資料２をもとに報告。 

（３）遊び支援ボランティアについて（山田芳） 
・資料３をもとに報告。全戸配布にしたい。 

（４）秋津小ホームページの更新について（平山） 
・子どもの写真を入れ、各学年の活動内容を盛り込みたいが、肖像権の問題がある  
ので注意したい。大多数の保護者には承諾していただいている。 

（５）学校評価の項目の比較について（平山） 
・12月に教師と児童の自己評価結果が出るので、それを受けて地域からの評価作業 
に入る。10月 20日頃，具体的になる。 

５．協議事項 
（１）公開研究会（役割分担）について 
・資料４をもとに平山より役割分担の割り振り決定。 

６．その他 
・習志野市より防犯講演会へ 10名の参加要請があり、参加者を確定しました。 
・クラブ活動は年に９回だが，回数が少ないのではないか。 
・学習指導要領の規定により、特別活動の時間を一部割き，クラブ活動に充ててい

る。秋津小は他校に比べ，多い方である。 



 
平成20年度 第7回パートナー会議議事録

日時：平成20年10月16日（木）19:00～20:35 
場所：秋津小学校 ２階 会議室 
司会：鮎川 井桁 記録：伊藤 

 
【出席者】 
１．委員長挨拶 
  運動会・秋津まつりとも開始時に晴れてよかった。また、児童の一芸大会での演技がとても

上手になり今後が楽しみだ。佐倉市でコミュニティスクールの推進ということで二年間の

指定になったところに話をきいたが、東京都等の悪い例が耳に入ってきて、コミュニティ

スクールが本当に良いものかという話が会議で出され、心配しているとのこと。 
２．校長挨拶 
  教頭は都合により、また山田研究主任は発熱のため欠席。運動会は台風には勝てず次の日に

なった。午後雨となってしまったが、やるだけやろうと決め実施した。11月7日の公開研究

会にお世話になるがよろしくお願いします。 
３．メンバー近況報告 
 橋村：運動会の地域種目は全部行うことができた。コミュニティとしては次週の七中フェステ

ィバルに参加、そして秋津まつりに参加をした。お化け屋敷の入場者は523名、秋津っ

子バザーは41組が出店した。 
高松：運動会では敬老席を手伝った。改善する事柄について学校・PTAと話し合いを持ちたい

と考えている。 
 沖田：秋津まつりの後、体育館のワックスがけを行ったが、マットが多いのに閉口した。 
 竹林：体を悪くしてしまい、運動会は玉入れのみに参加した。朝の登校指導は順調に実施して

いる。まつりの下校指導で五丁目に帰るとき、高学年がみこしを担ぎたい一心で走って

帰るのを止めきれなかったが怪我もなく子ども達を届けることが出来た。 
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 麻生：7月29日に2年生のつくしんぼ体験に地域の方11名が参加して行われた。すごくいい体験

をしてきた、おじいちゃん、おばあちゃんになると手が効かなくなる、目が見えなくな

る、耳も聞こえなくなる、大変だねということが帰ってから親子で話されたようで反響

があってよかったと思う。今月は23日と29日になかよし給食会がスタートし地域の人た

ちと関わっていくことが始まっている。子ども達が各家庭に手紙を持って行くが、一回

目の手紙と今回の手紙では字も文章も上手になっており子ども達の成長がみえる。 
 車 ：遊び支援ボランティア募集用紙が山田先生により作成完了し、全戸配布する予定。 
 川名：原田さんが担当していた果樹園の世話を引き継ぐこととなった。 
 鮎川：まちづくり会議では、地区要望の取りまとめをおこなってる。 
 小野：秋津まつりでは駐輪場を受け持った。いつも「楽しいからやるんだ」と聞いていた。忙

しいと本当にそうかなと思うときもあったが、今回のまつりでのいろいろな人の笑顔や

活動からすごく感じ取ることができた。秋津小学校にいろいろな人たちが足を運んで子

ども達に接してくれて、子ども達も、人間ってみんなが同じではないんだということを

一緒に活動していく中で感じ取ることもできる。こういった環境の中で子ども達が育っ

ていけるのはとてもすばらしいと感じた。 
 伊藤：秋津小学校ホームページの公開研究会の案内が早めにされていたので安心した。 
 小関：秋津まつりに息子や孫が来て楽しんでくれてよかった。秋津はまた行きたいと思わせる

良さがあるように感じる。 
 浦嶋：音楽亭の準備に入っている。 
 興津：これが秋津まつりだという経験をした。子ども達も十分楽しんだようだ。明後日は幼稚

園の運動会なのでよろしくお願いします。 
 平山：運動会、秋津まつりでは地域の方々のパワーを感じた。修学旅行をはじめ、各学年の校

外学習が目白押しとなっており、子ども達のいろいろな様子が見られて充実している。

公開研究会にむけて各学年がふれ合い活動をすすめている。 
 
４．報告事項 
（１）第6回パートナー会議議事録について（平山） 
  ・資料１をもとに報告 
（２）学社融合授業等の活動について（平山） 
  ・資料２をもとに報告。グリーン運動 10月16日の参加人数 5名、  
   学校行事に追加：10月14日(火）4年市内史跡めぐり 
（３）来年度の教員増置について（平山） 
   教育委員会から、加配要望をだしてはどうかという提案があった。加配要望は、いじめや

特別指導、あるいは不登校の子どもで困っているときに出すが、秋津小学校の場合は、そ

の他のコミュニティスクールということで要望を出した。 
   12月に臨時学校運営協議会を開いて増員についての話をする予定だったが、この加配要望

にて対応できると考えている。（鮎川） 
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５．協議事項 
（１）第2回学校運営協議会への提案事項について ～学校評価を中心として～(平山） 
  ・資料３をもとに説明 
  ・タイトルを「平成20年度学校評価計画」と変更したい。 
  ・自己評価を皆が行うようにしたい。 
  ・流れについては表「平成20年度学校評価システム」を参照 
  ・教職員は12月、地域は1月となっている意味はあるのか（小野） 
   →天笠先生の指導もあり、教職員の評価を見て地域が評価を行う（平山） 
  ・1月に保護者の評価が行われるが、目標の周知はされているか（高松） 
   →学校便り等で周知されているが継続して知らせてはいない（平山） 
   →前説明をつける必要がある（菅） 
  ・なぜこのようなアンケート項目かを明確にする必要がある（小野） 
   →資料にある「学校重点目標の具体的姿」をつけてはどうか（鮎川） 
   →説明が長いと読まないし、難しいところだ（小野） 
   →アンケートの目的と、その結果からどうしたいかという説明をつける（菅） 
   →「地域のかぜ、・・・」にも載っていたのではないか（橋村） 
   →昔の資料は見ないから、一緒に説明があった方がよい（菅） 
  ・このような形で、20日の学校運営協議会にもっていく（鮎川） 
（２）安全ボランティアからの要望事項について（平山） 
  ・資料４をもとに説明 
  ・助成金に関して市の承認は得ているが入金は確認していない。確認してみる（鮎川） 
（３）公開研究会での地域関連プレゼン内容について（鮎川） 
  ・発表時間は10分 
  ・学校運営協議会、パートナー会議のプレゼン内容（未完成）の紹介 

→秋津小学校の最大の特徴はコミュニティがあるということなので、それをプレゼンに

含めて欲しい。写真は「地域と遊ぼう」も入れたい（車） 
   →どのような形や文にするかを車さんに考えてもらう。 
  ・秋津小学校のホームページの変更についてのプレゼン内容の紹介（小関） 
６．その他 
（１）秋津まつりで子ども達に配られる金券について 
  ・配られる金券が多い。配らなくてもいいのではないか（橋村） 
  ・以前はノートや筆記用具を配っていた（鮎川） 
  ・登校日としているのに金券を配るのはおかしい（橋村・麻生） 
  ・一芸大会に出て金券をもらうのはかまわない（橋村） 
  ・前夜祭（の一芸）に出れば金券がもらえると子ども達も楽しみにしている。(小野） 
  ・もらえるものだと思っていることに問題がある。来年にむけて検討して欲しい（橋村） 
  ・金券をお金と思っていない（川名） 
  ・秋津まつり中央実行委員会の反省会で金券についてとりあげる（鮎川） 
（２）公開研究について 
  ・11月7日 集合時刻：8時15分 場所：2階和室 上履き持参       以上 
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平成 20 年度 第 8回パートナー会議議事録 

日時：平成 20 年 11 月 20 日（木）19：00～20:30  

                      場所：秋津小学校 ２階会議室 

                          司会：渡邉 鮎川 記録：沖田 

【出席者】 
１ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川  由美 12 秋津小学校 PTA 副会長 中村 崇  /欠 
２ 秋津コミュニティ代表 橋村  清隆 13 公募による委員 伊藤 知通 
３ 学校体育施設利用団体代表 沖田 智信 14 公募による委員 小関 秀夫 /欠 
４ 社会福祉協議会秋津支部支部長 原田  晴久 15 公募による委員 山田  哲夫 /欠 
５ 民生委員・児童委員 高松 敦子 /欠 16 公募による委員 浦嶋   裕 
６ 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 17 秋津小学校校長 菅    久 
７ 学校支援ボランティア代表 麻生 美智子 18 秋津小学校教頭 恵藤  公男 
８ 学校支援ボランティア代表 車  育 子 19 秋津幼稚園教頭 興津  温子 
９ 学校支援ボランティア代表 川名 和夫 /欠 20 秋津小学校教務主任 平山  宣尚 
10 秋津小学校 PTA 会長 井上  仁  /欠 21 秋津小学校研究主任 山田  芳実 
11 秋津小学校 PTA 副会長 小野 千亜希 22 秋津小学校研究副主任 井桁  淳子 
 
１．委員長あいさつ 

・「公開研究会」も盛大で無事に終えました。ご協力・支援に感謝の辞。 
・「公開研究会」での参加人員が減少しているのが気がかりとの所見。 

２．校長あいさつ 

・「公開研究会」のご協力・支援に感謝の辞。研究会参加人数に関して所感を述べた･･･････「教員も団塊

の趨勢で，30代の教諭が少ないことが減少の一因である。」 
３．メンバー近況報告  

 橋村  11 月 15 日「ふる里芸能文化交流会」を観劇してきた。参加した当校 6年生の「どんつく」には感

動した。 
 沖田  11 月 24 日：千葉国際駅伝に監察員として協力する。 

 原田  「公開研究会」：全体会議での質問が以外に少なかった。 

 麻生  「公開研究会」：分科会（低学年）で秋小前任の先生にお会いした。秋小を離任して地域住民との

交流が子供達に良い影響があることを知った旨の前任の先生の感想を披露。 
 竹林  11 月 11 日：6年生の防犯マップの作成に協力。 
 車   「公開研究会」：分科会（中学年）でのバカ面踊りが上手で感動した。5年生収穫祭に参加。 
 鮎川  恒例の「音楽亭」開催について。安全支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの雨具支給要望に関わる予算についての経過と

事後対応を報告。 
 小野  収穫祭に参加。餅つきをお手伝いしたが CS の浸透を実感した。保護者に CS の良さを浸透させるに

は当分時間を要するが，その努力についての所感を述べた。 

 浦嶋  「公開研究会」には初参加であるが，大変感動した。今後一層の協力と地域に CS の理解・協力の

輪を広げる努力をしたい。 
 伊藤  特になし。先日，私事であるが新交通「ゆりかもめ」初乗車の感想を披露。 
 恵藤  「公開研究会」の謝辞。12 月の「餅つき」「音楽亭」についての協力を述べた。 
 平山  「公開研究会」：参加者人数 300 名で教員関係者は昨年の約半分との報告。地域の方々と子供のか

かわりが良くなってきている（卒業生達の意見），CS に係わる先生達の課題も把握した旨の所感。 



 山田芳 遊び支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの支援者応募に 1名の申込者。貴重な申込者とのﾚｸﾁｬを深め，遊び支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ構
築には 2～3年要する旨の所見。 

４．事務局からの報告 

(1)第７回ﾊﾟｰﾄﾅｰ会議議事録について 

山田  ―資料１に基づき報告― 
 (2)10～11 月の学校行事と学社融合授業等の活動について 

山田  ―資料２に基づき報告― 
 (3) 第 2 回学校運営驚異会議事録について 

山田  ―資料 3に基づき報告― 
 

５．協議事項 

(1)学校評価について（資料なし） 

 平山  －下記の事項の説明・提案－ 
・ アンケート実施日程について，天笠教授の提言の 2学期までに実施その結果を年度内に取組

む手法について 

    【協議内容】 

・ｱﾝｹｰﾄ実施変更については，来年度からとする。 

・日程及び手法については，次回のﾊﾟｰﾄﾅｰ会議で集中的に討議することとする。 

・次回のﾊﾟｰﾄﾅｰ会議までに，日程・手法等の提案資料を作成，準備する。（事務局） 

 
（２）公開研究会について（反省） 

 ・参加人数の減少：地域住民の参加が多かったので約 300 名の参加数となるが，学校関連者の参加は減

少した。 
           他校に比べ参加者は多く盛況と受けとめている（校長） 
           遠方からと学生の参加が評価できる。 
 ・講演会の内容 ： 講演内容は地域住民の立場からすると次元がﾐｽﾏｯﾁにとれた。 

                教育者の立場を主体とした講演内容としているので，地域住民には理解しがたい傾
向にある。 

            昨年に比べ内容は分かりやすかった。 
 ・午後の時程  ： 分科会と協議会を一緒にして時間を多くしてはどうか? 
 

６．その他 

  鮎川  秋津祭りの子供達への金券配布について，秋津まちづくり会議ではﾈｰﾐﾝｸﾞを変更することで

検討中。 
  橋村  ﾈｰﾐﾝｸﾞの変更する次元の問題ではない，無作為に子供達全員に与える是非を問うているので

今後検討する必要あり。 
    鮎川  市の防犯会議からﾊﾟｰﾄﾅｰ会議宛に防犯会議の出席の要請がありました。都合で竹林さに代理

出席をお願いしました。 
 

 
以上 敬称略 



＜資料１＞  
平成２０年度 第９回パートナー会議議事録   

                                                      日時：平成２０年１２月１９日（木） 
                                                          １９：００～２０：３０ 
                                                       場所：秋津小学校（２階・会議室） 
                                                       司会：鮎川・山田芳，記録：原田 
 【出席者】 
 １ 秋津まちづくり会議副議長 鮎川 由美 12 秋津小PTA副会長 中村  崇○欠

 ２ 秋津コミュニティ代表 橋村 清孝 13 公募による委員 伊藤 知通○欠

 ３ 学校体育施設利用団体 沖田 智信 14 公募による委員 小関 秀夫

 ４ 社会福祉協議会秋津支部支部長 原田 靖久 15 公募による委員 山田 哲夫○欠

 ５ 民生委員・児童委員 高松 敦子○欠 16 公募による委員 浦嶋  裕

６ 学校支援ボランティア代表 竹林 輝夫 17 秋津小学校校長 菅   久

 ７ 民生委員・児童委員 麻生美智子 18 秋津小学校教頭 恵藤 公男

 ８ 学校支援ボランティア代表 車  育子○欠 19 秋津幼稚園教頭 興津 温子

 ９ 学校支援ボランティア代表 川名 和夫 20 秋津小学校教務主任 平山 宣尚

 10 秋津小PTA会長 井上  仁○欠 21 秋津小学校研究主任 山田 芳実

11 秋津小PTA副会長 小野千亜希 22 秋津小学校研究副主任 井桁 淳子

 
１．委員長挨拶  
  秋津小学校のホームページに関していくつかのご意見をいただいている。 
 
２．校長挨拶  

インフルエンザが蔓延しているが，秋津小学校には今のところインフルエンザにかかって 
いる子どもはいない。終業式まで，あと２日もって欲しい。秋津小は無理なく余裕を持ってや

っていることがよいのかも知れない。  
 
３．メンバー近況報告 
橋村   秋津コミュニティへの参加者がちょくちょくある。  
沖田   11月17日マラソン大会あり。  
竹林   市の防犯意見交換会に出席したが，学校関係がおらず，ためにならなかった。安全支援  
      用の帽子を要請したが，市では用意していないとのことであった。  
麻生   幼稚園のクリスマス会に出席した。  
川名   子どもの居場所で1月18日に凧揚げ教室を行う。 
小関   安全支援ボランティアで毎日元気な子ども達を見守るのが楽しみ。  
浦島   12月20日音楽亭を行う。玄関前にクリスマスイルミネーションを設置した。  
鮎川   地域運営学校…，他の地域の方の話を聞くと，秋津小の恵まれていることが再認識させ 
      られる。  
恵藤   ご協力頂いたＰＴＡやボランティアの方々には申し訳ないが，テレビ放送は中止となっ  
      た。  
興津   幼稚園のもちつき，おたのしみ会に協力いただいた。感謝している。  
小野   もちつき，マラソン大会…，子ども達が楽しそうに参加していたのが嬉しかった。とて 
      もマラソンを苦にしている子が，「今年は一人抜いた」と嬉しそうに話していたのが印  
      象的だった。  
原田   果樹園の剪定を少し行った。幼稚園のもちつき，おたのしみ会に出席した。  
 



４．報告事項  
（１）第８回パートナー会議議事録について 
山田 （資料1に基づき報告）  

 
（２）学社融合授業等の活動について  
山田   （資料２に基づき報告）  
原田   授業参観，懇談会で何か父兄からの反応は…。  
平山   授業参観のあとは，毎回アンケートをとっている。  

 
（３）秋津小ホームページ修正の報告について  
小関   （パソコンを使用して報告）  
鮎川   ホームページに対して，複数の意見が寄せられた。専門の方らしく，センスやソフトに  
      難があるとの指摘だった。 
小関   ウエヴデザイナーが勝手に内容を作るのは本筋ではない。ホームページの件でメンバー  
      の中で話があったが，記録上は省く…。要は子どもの映像が悪用される対策が甘いとの 
      指摘が主なことであった。 
 
５．協議事項  
（１）平成21年度学校評価について  
平山   （資料４に基づき提案）  
      評価アンケートを2ケ月前倒しして実施し，方針に修正の必要がある事項があれば見直 
      す。  
沖田   アンケートは，学校の方針について行うのか。  
平山   そうだ。  
沖田   授業参観アンケートも同じ内容か。  
平山   そうではない。授業参観の感想が主体である。  
沖田   アンケートは一つでよいのではないか。  
小野   質問項目の数，内容ともに異なる。  
平山   参観時のアンケートはクラスの事柄が主体となる。  
校長   方針は理念である。参観アンケートは現場で実践されているかの感想を聞く素材である  
      と考えている。 
全員   （納得）  
 
（２）公開研究会について  
山田   （資料５に基づき提案）  
鮎川   低学年分科会への参加者が少ない。分科会で意見交換が活発に出来るような工夫が必 
      要ではないか。公開研究会に来る人は積極的に参加しているのか。  
校長   色々である。  
 
（３）学校支援地域本部事業にかかわる消耗品の検討について  
平山   （資料６に基づき提案）  
 
 

       ～消耗品希望調査は平山先生に一任～  
 

以上 
 



平成 20 年度 第 10 回パートナー会議議事録 

日時：平成 21 年 1 月 15 日（水）19：00～20:30  

場所：秋津小学校 ２階会議室 

司会：山田芳 鮎川   記録：小野 中村 

【出席者】 
１ 秋津まちづくり会議副議長 鮎 川  由 美 12 秋津小ＰＴＡ副会長 中 村    崇 
２ 秋津コミュニティ代表 橋 村 清 隆○欠 13 公募による委員 伊 藤 知 通 
３ 学校体育施設利用団体 沖 田  智 信 14 公募による委員 小 関 秀 夫○欠
４ 社会福祉協議会秋津支部支部長 原 田 靖 久 15 公募による委員 山 田  哲 夫○欠
５ 民生委員・児童委員 高 松  敦 子○欠 16 公募による委員 浦 嶋  裕 
６ 学校支援ボランティア代表 竹 林  輝 夫 17 秋津小学校校長 菅   久 
７ 学校支援ボランティア代表 麻生  美智子 18 秋津小学校教頭 恵 藤  公 男 
８ 学校支援ボランティア代表 車  育 子 19 秋津幼稚園教頭 興 津 温 子 
９ 学校支援ボランティア代表 川名 和夫○欠  20 秋津小学校教務主任 平 山  宣 尚 
10 秋津小ＰＴＡ会長 井上 仁○欠  21 秋津小学校研究主任 山 田 芳 実 
11 秋津小ＰＴＡ副会長 小野 千亜希 22 秋津小学校研究副主任 井 桁 淳 子 
 
１．委員長あいさつ 

先日、火災がありました。風邪もはやってきています。 
 

２．校長あいさつ 

朝の寒い中、安全ボランティアの方々にはお世話になります。よろしくお願いします。 
 

３．メンバー近況報告  

  鮎川 音楽亭では、踊りあり歌ありでした。けっこう多くの方に来ていただきました。 
  興津 幼稚園児も有志で音楽亭に参加しました。 
  原田 果樹園に金柑がたくさんなっているので、採って届けます。 
４．事務局からの報告 

(1)第９回パートナー会議議事録について 

山田芳  ―資料１に基づき報告― 
 

 (2)学校行事・学社融合授業等の活動について 

山田芳 ―資料 2に基づき報告― 
安全ボランティア用の雨合羽については特別に支払いを認めてもらう。 
 

５．協議事項 

(1)平成 21 年度学校評価について 

平山 （資料 4に基づき提案） 

   12 月 19 日までに評価を行う予定。 

アンケート内容については必要があれば変更も可能。 

 原田 挨拶について、1～3年の子供は素直にしていると思われるが、4～6年生については「照

れ」があるため、しっかりと指導する必要を感じている。 



小野 挨拶については良く指導されているようで気持ち良いあいさつを子供達の方から出来

るようになってきていると思います。高学年は特に男子の方が出来ている気がする。 

   運動について子供は目標があるとマンネリ化せず一生懸命取り組めるので引き続きお

願いしたい。高い割合で「運動が好きな子」がいるので良い傾向だと思う。 

   表現力については思っていることを口に出すと自分の気持ちや考えをより具体的にと

らえ、改善や不足点など次への課題にもつながっていくので表現力には何度も繰り替え

す訓練が必要。 

 中村 子供と直に接していて、以前と比べ運動好き（マラソン）になってきていることを実感

している。学校での指導のお蔭だと思う。また、挨拶については地域の子供とサッカー

を一緒に行う時に挨拶がきちんと出来ていると実感している。 

 伊藤 表現力をつけるには口頭より作文の方がよいのかもしれない。 

 車  率直な先生方の言葉が並んでいてよいと思う。パソコンを使用していると漢字を忘れて

しまう。小学生は辞書を利用する授業をお願いしたい。 

 麻生 挨拶については中学生になるともっとはずかしくなり出来なくなってきている。 

    他の学校に比べるとスピーチがうまいと思う。学校内でたくさんの人が出入りしている

からかもしれない。 

 竹林 挨拶について元気があるのは低学年である。中学生になると悪くなる。積極的にこちら

から挨拶を続けていきます。 

 沖田 内容がマラソンにかたより過ぎているように見受けられる。 

 原田 表現力についてただ「楽しかった」ではなく、何が楽しかったのかと言うことを子供達

に引き出せるように指導して頂きたい。 

 鮎川 集団でいれば子供から先に挨拶をしてくれる。挨拶についてはしつこく指導する必要が

ある。地域全体で取り組めるといい。子供達の字がきれいだと思う。良く指導して頂い

ているようだ。 

 菅  表現力とは「知育・徳育・体力」を狙っている。中身を絞って来年も検討していきたい。

アンケートに使用される言葉は難しく、実際のところは分からないが、このアンケート

により傾向は掴める。 

原田 まちづくり会議でも挨拶の推奨をお願いしたい。 

 
６．その他 

   
恵藤 子供 110番への登録のお願い。（原田邸、浦嶋邸の追加） 
 恵藤 ビオトープ脇の木を消防署の指導により伐採したいが、問題がないか確認をと

りたい。 
 井桁 秋津っ子祭り招待状の案内：2月 5日（木）9時～11時 40分 
      

以上 



平成 20 年度 第 11 回パートナー会議議事録 

日時：平成 21 年 2 月 19 日（木）19：00～20:30  

場所：秋津小学校 ２階会議室 

司会：山田 鮎川   記録：小野 中村 

【出席者】 
１ 秋津まちづくり会議副議長 鮎 川  由 美 12 秋津小ＰＴＡ副会長 中 村    崇○欠
２ 秋津コミュニティ代表 橋 村 清 隆 13 公募による委員 伊 藤 知 通 
３ 学校体育施設利用団体 沖 田  智 信 14 公募による委員 小 関 秀 夫 
４ 社会福祉協議会秋津支部支部長 原 田 靖 久 15 公募による委員 山 田  哲 夫 
５ 民生委員・児童委員 高 松  敦 子 16 秋津小学校校長 菅   久 
６ 学校支援ボランティア代表 竹 林  輝 夫 17 秋津小学校教頭 恵 藤  公 男 
７ 学校支援ボランティア代表 麻生  美智子 18 秋津幼稚園教頭 興 津 温 子 
８ 学校支援ボランティア代表 車  育 子 19 秋津小学校教務主任 平 山  宣 尚 
９ 学校支援ボランティア代表 川名 和夫 20 秋津小学校研究主任 山 田 芳 実 
10 秋津小ＰＴＡ会長 井上 仁○欠  21 秋津小学校研究副主任 井 桁 淳 子 
11 秋津小ＰＴＡ副会長 小野 千亜希 22   
 
１．委員長あいさつ 

 
 

２．校長あいさつ 

寒い中、皆さんにご協力いただきありがとうございます。 
習志野市では卒業式に新しい試みとして小学校、中学校間で若い先生を派遣いたします。 
今年は 7中学区と 4中学区で実施予定。 
 

３．メンバー近況報告  

  橋村 工作教室で「たこづくり」をしました。1月の茜浜でのたこあげ大会で賞を２つ受賞しました。 
3月 7日のフェスティバルに参加するのでよろしくお願いします。 

  沖田 2月 1日に市民駅伝がありました。 
  原田 先日、小学校の果樹園の剪定をしました。 
     幼稚園の剪定については進行中です。 
     3月 17日に市川市民生委員・児童委員の方の訪問がありました。 
  高松 秋津っ子まつりに参加しました。子供達の成長ぶりに驚きました。 
  竹林 2月に 3年生と消防署見学、6年生と防犯パトロールで干潟センターに行った。 
  麻生 秋津っ子まつりで子供の成長ぶりに驚いた。 

24日の「ありがとうの会」で今年の 2年生の支援は終了。 
     市川の民生委員の訪問の際言われた事。“小学校に入ったら温かさを感じた。”“防犯面ではどのよ

うな対策を講じているのか？” 
  鮎川 今年の大きな行事は終わりました。 

4月に 30周年実行委員会を立ち上げる予定。 
3月 7・8日に「さくらまつり」が「さくらの家」で行われるが出店を予定している。 

  小野 今日の授業参観でも子供達が伸びやかに生活している姿が印象的でした。 



日ごろの尽力に感謝します。 
     3月 7日新習志野公民館フェスティバルに「コーヒー・紅茶」を出店します。 
  伊藤 ブログ作りの時に特に「誰が見るのか？」を意識して作成する必要があると感じた。 
  小関 クラブ活動（パソコン）に参加している。 

子供達のスキルには差があるようで、もう少しスキルアップできるよう努めて頂きたい。 
  浦島 4月に 30周年実行委員会を立ち上げます。 
  興津 樹木の伐採をしていただきありがとうございました。 
  恵藤 寒い中、いろいろと子供達のために支援して頂いてありがとうございます。 

先日から呼びかけしていた「こども 110番」の家が何件か増えそうです。（ＰＴＡ・地域） 
  平山 クラブ活動については、最近活動員の方が固定化しているようです。 

新しいメンバーの応募をしています。 
「教える」のではなく「一緒にやる」という気持ちで望んで頂きたい。 
 

４．事務局からの報告 

(1)第１０回パートナー会議議事録について 

山田芳  ―資料１に基づき報告― 
 

 (2)学校行事・学社融合授業等の活動について 

山田芳 ―資料 2に基づき報告― 
 

５．協議事項 

(1)平成 21 年度学校評価について 

 

 麻生 表が見づらい。コメントが載っていて良い。子供、保護者、地域などを別のページにす

ると見づらいので、同ページに載せた方がよいのではないか。 

   
６．その他 

   
 パートナー会議お疲れ会を下記日程にて行う予定 

 
日程：3月 19日（木）19時～ 
      


