平成２７年度

第１回パートナー会議議事録
日時：平成 27 年 4 月 16 日（木）19：00〜20：30
場所：秋津小学校 2 階会議室
司会：渡辺・橋村
記録：加藤

【出席者】
秋津小学校ＰＴＡ会長
1
秋津小学校ＰＴＡ副会長
2
秋津まちづくり会議副議長
3
社会福祉協議会秋津支部長
4
学校体育施設利用団体
5
秋津コミュニティ代表
6
主任児童委員
7
学校支援ボランティア代表
8
学校支援ボランティア代表
9
10 学校支援ボランティア代表
【欠席者】 渡辺 雅和

横山 智子
野中 千聖
伊藤 知通
森崎 俊治
山下
晃
橋村 清隆
玉井 恵枝
麻生美智子
笹川
満
小関 秀夫

11 学校支援ボランティア代表
12 地域在住（公募）
13 地域在住（公募）
14 地域在住（公募）
15 秋津小学校校長
16 秋津小学校教頭
17 秋津幼稚園教頭
18 秋津小学校教務主任
19 秋津小学校生徒指導主任
20 秋津小学校体育主任

桑名 英一
舘野 有子
矢作 郁江
吉野 春枝
菊地
清
加藤 和生
武藤 貴好
渡辺 雅和
西原口真弘
國友 慎平

１

校長あいさつ
本年度、秋津小は４２名の新入生を迎えました。児童数は２９７名と３００人を
割ってしまいましたが、今年も皆様のお力をお借りしながら取り組んでまいりたい
と思います。

２

メンバー自己紹介
自己紹介を行う。

３

委員長・副委員長選出
平成２７年度委員長及び副委員長は以下の方が選出され、承認となる。
委員長・・・・橋村 清隆（秋津コミュニティ代表）
副委員長・・・横山 智子（秋津小学校ＰＴＡ会長）
小関 秀夫（学校支援ボランティア代表）

４

委員長あいさつ
一年間よろしくお願いします。皆様のご協力をお願いします。

５ 事務局からの報告
（１）平成２６年度第９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・・・資料１
加藤〜資料に基づいて報告 １月はなし、２月は１８日（資料訂正）
（２）平成２７年度パートナー会議日程について・・・資料２
加藤〜資料に基づいて報告
（３）年間学校行事予定について・学社融合授業等の活動予定について・・・資料３
渡辺〜資料に基づいて報告
（４）その他・・・特になし（議事録の当番を決定）
４月：加藤、５月：伊藤、６月：桑名、７月：横山、９月：野中
10 月：笹川、11 月：玉井、12 月：山下、２月：吉野

６ 協議事項
（１）平成２７年度学校経営方針について・・・資料４
菊地〜資料に基づいて提案。校内組織は次回資料に添付予定
（２）今年度の教育活動とその評価について・・・資料５
加藤〜資料に基づいて提案
＜補習教室・いじめ＞
吉野〜今年度に新しく行われる補習教室は算数だけか？
渡辺〜月１回実施という制約や算数は基本教科であること。実施初年度ということ
で算数限定とした。
校長〜補習教室は、研究日となっている木曜日の６校時（放課後）に実施します。
月１回ということもあり、
「学ぶ姿勢」について取り組んでいきたいと考えて
いる。
橋村〜基礎がわからないと先へ進めない。秋津コミュニティでもボランティアでや
っているが、数学がわからないとやってくる生徒がいる。読み書きそろばん
といわれる基礎をやって、勉強が楽しいと思ったらその他のこともできるだ
ろう。
橋村〜いじめに関しては、親が教えるべきことで学校がやるべきことなのか、親が
自分の子どものやっていることを知らんぷりしていないだろうか？
玉井〜七中で講話をしたことがある。子どもより親の教育と思う。親の教育は本当
に難しい。それを学校に求めるのも難しい。
吉野〜子どもに言い訳をさせないことが重要である。いじめを許さないということ
など、大人が声をそろえなければできない。
森崎〜テレビで「ママ名刺」というのを知った。それを持っていない親がいると、
子どもが仲間に入れてもらえないそうである。
吉野〜すぐにカースト制度を作ってしまうようだ。
森崎〜親のグループが子どものグループに影響をしている。親のプライドが邪魔を
して、子ども同士が仲良くなってもうまくいかないこともある。
橋村〜親の教育は学校ではできない。まわりが言っていくことが重要である。
（地域運動会）
國友〜運動会は、地域の方が関わっていただいたおかげで充実して実施できていま
す。テント設営等、今年もよろしくお願いします。さて、今年度は「地域 VS
教職員リレー」
（資料）を計画しましたのでご協力をお願いします。
森崎〜けがが心配である。保険に入っていればよいが。
矢作〜この計画は子どもにとって刺激になると思う。やる方向で検討したらよい。
保護者中心となると思うがハンディをつけて地域の方も参加できるとよい。
橋村〜地域は人が集まる方法を工夫する必要がある。
玉井〜今までの地域種目もやるのか？
國友〜やります。
玉井〜ならば、その地域種目と合わせて宣伝したらよい。保護者は走れる人はすぐ
集まると思うが、地域は工夫しないといけない。
渡辺〜今回の企画をどう進めていけばいいか、学校と地域が相談しながらできるよ
う國友と橋村さんで協力してすすめていただければありがたいと思います。
よろしくお願いします。
（３） 第１回学校運営協議会の開催について
加藤〜平成２７年４月３０日（木）１９時から秋津小学校２階会議室にて行う予定。

平成２７年度

第２回パートナー会議議事録
日時：平成 27 年 5 月 21 日（木）19：00〜19：50
場所：秋津小学校 2 階会議室
司会：渡辺・橋村
記録：伊藤

【会議メンバー】
秋津小学校ＰＴＡ会長
1
秋津小学校ＰＴＡ副会長
2
秋津まちづくり会議副議長
3
社会福祉協議会秋津支部長
4
学校体育施設利用団体
5
秋津コミュニティ代表
6
主任児童委員
7
学校支援ボランティア代表
8
学校支援ボランティア代表
9
10 学校支援ボランティア代表
【欠席者】森崎 俊治、小関

横山 智子
野中 千聖
伊藤 知通
森崎 俊治
山下
晃
橋村 清隆
玉井 恵枝
麻生美智子
笹川
満
小関 秀夫
秀夫、吉野

11 学校支援ボランティア代表
12 地域在住（公募）
13 地域在住（公募）
14 地域在住（公募）
15 秋津小学校校長
16 秋津小学校教頭
17 秋津幼稚園教頭
18 秋津小学校教務主任
19 秋津小学校生徒指導主任
20 秋津小学校体育主任
春枝、武藤 貴好

桑名 英一
舘野 有子
矢作 郁江
吉野 春枝
菊地
清
加藤 和生
武藤 貴好
渡辺 雅和
西原口真弘
國友 慎平

１

委員長あいさつ
５月も終わりに近づいたが「秋津っ子」を見ると４月と５月は多くの行事が行われ
ている。ビオトープの修理を始めた。ザリガニが捕れることから、子ども達が多く来
る。１６日に予定されていた七中の体育祭は天候不順で１７日に実施されたが好天に
恵まれた。２３日の秋津小と地域の大運動会も良い天気になって欲しい。

２

校長あいさつ
支援・協力をありがたく思う。学校の状況もだんだん順調になってきた。運動会の
練習が行われており、一年生が少し疲れ気味かなと感じる。落ち着いて学業に取り組
んでいきたい。

３

メンバー近況報告
伊藤〜6 月 20 日のまちづくり会議総会で議長が代わる。自転車に乗っている大人の信
号無視が多い。児童は信号を守っているが、自転車の乗り方の講習を定期的に行う
と良いと思う。
麻生〜6 月 11 日(木)に地域と保護者で祭り寿司をつくる。

４ 事務局からの報告
（１）平成２７年度第１回パートナー会議議事録および第１回学校運営協議会議事録につ
いて・・・資料１A、１B
加藤〜資料に基づいて報告 パートナー会議の欠席者の記載は間違いで欠席者無し
（２）学校行事と学者融合授業等の活動予定について・・・資料２
渡辺〜資料に基づいて報告
（３）学校説明会から ・土曜参観 ・補習教室等・・・資料３
加藤〜資料に基づいて報告
橋村〜補修教室は他の学校でも実施しているのか。
加藤〜いくつかの学校で試行錯誤をしながら実施しようとしている。
橋村〜津田沼高校での陸上練習は、グラウンドの状況が高校のほうが良いから行っ
ているのか。
加藤〜津田沼高校の生徒が忙しいのでこちらから出向いて練習している。

５ 協議事項
（１）秋津小学校と地域の大運動会について・・・資料４
國友〜資料に基づいて提案。
國友〜５４名がリレーに参加予定。コミュニティの机を明日移動したい。
橋村〜手伝いの人の集合時刻と場所取りの開始時刻は？
國友〜手伝いの人は７：２５に朝礼台前に集合、場所取りの開始は６：４５。
麻生〜敬老席のテントは？ 社会福祉協議会のテントを使用。
横山〜PTA の机は使用するのか。
加藤〜旧 PTA 室の机を使用する。この机はごみゼロ運動でも使用する。
横山〜プログラムの大きな物を掲示したいので印刷をお願いしたい。また、予備の
プログラムがあるとありがたい。
矢作〜昨年は、風でビーチパラソルやテントが飛んだ。
橋村〜重し等で飛ばないよう、事前に注意喚起をすると良い。
玉井〜玉入れの人を募集するがなかなか集まらない。
橋村〜最初に放送をしてもらうと良い。
（２）土曜参観について・・・資料５
渡辺〜資料に基づいて提案
橋村〜パートナー会議のメンバーは出来るだけ参加して欲しい。
６ その他
（１）メール配信登録のお願い
加藤〜資料に基づいて説明。学校支援ボランティア、パートナー会議も登録可能。
（２）配付資料
・平成 27 年度 校内組織
・学校要覧 桑名さんの名前は訂正する
・「秋津っ子」5 月号
・通学路安全対策協議会から
学校前の道路をスピードを出して走る車がある。
時速４０ｋｍの制限標識が木で見にくいので、改善を要望する。
＜メール配信登録＞
橋村〜メールアドレスを登録するのか。
加藤〜委託業者が行っているので学校ではアドレス等はわからない。空メールを送
ることにより登録を行うことができる。
校長〜メールへの返信は不可。
＜通学路安全対策＞
笹川〜谷津船橋インターチェンジができてから、津田沼高校前の道路の通行量が多
くなった。4 丁目と 5 丁目の間の横断に危険度が増したので、横断歩道橋を
うまく使って安全に通学できるようにすると良い。歩道橋を通ることについ
ては「周りから見えないので危険」とか「近くの家が覗かれる」等の出来な
い理由ばかりが挙げられているが、知恵を出して見える化を図り、歩道橋が
通学に使用できるようになるとよいと思う。
橋村〜まちづくり要望として出すことも考えられる。
次回のパートナー会議は、6 月 18 日(木)に開催予定。

平成 27 年度 第 3 回パートナー会議議事録
日時：平成 27 年 6 月 18 日（木）19:00〜20:00
場所：秋津小学校 ２階会議室
司会：渡辺・橋村

記録：桑名

【会議メンバー】

1 秋津小ＰＴＡ会長
2 秋津小ＰＴＡ副会長
3 秋津まちづくり会議副議長
4 社福協議会秋津支部部長
5 学校体育施設利用団体代表
6 秋津コミュニティ代表
7 主任児童委員
8 学校支援ボランティア代表
9 学校支援ボランティア代表
10 学校支援ボランティア代表

横山
野中
伊藤
森崎
山下
橋村
玉井
麻生
笹川
小関

智子
千聖
知通
俊治
晃
清隆
恵枝
美智子
満
秀夫

11 学校支援ボランティア代表
12 地域在住（公募）
13 地域在住（公募）
14 地域在住（公募）
15 秋津小学校校長
16 秋津小学校教頭
17 秋津幼稚園教頭
18 秋津小学校教務主任
19 秋津小学校生徒指導主任
20 秋津小学校体育主任

桑名 英一
館野 有子
矢作 郁江
吉野 春枝
菊地 清
加藤 和生
武藤 貴好
渡辺 雅和
西原口真弘
国友 慎平

（欠席者）笹川 満、菊地 清
１． 委員長あいさつ
５月の運動会の反省として、朝のお手伝いが少なく事前の連絡ミスによるものであった。
秋津小のホームページ見たが秋津っ子は今年になってから写真が多く見やすくなっている。
２． 校長あいさつ
教頭から、校長欠席の理由として先週末に体調悪く入院して緊急手術を行い今 ICU におり、今週中に
も一般病棟に移る予定である。
３． メンバー近況報告

桑名：ビオトープでの観察台を新規に作り直した（秋津コミュニティの工作クラブのメンバーが中心に
なって５，６月に３−４回作業を行った）。
伊藤：あいさつ運動の標語を新しく張替えた。

麻生：6/11 にまつり寿司を作った。（４人で１組でやったのがよく切った時に歓声があがった）
山下：5/31 にごみ０運動を行い 700 名参加した。
武藤：幼稚園にもホームページがありますので見てほしい（あまり写真はないですが）。
きらっとサンバパレードの先頭に参加予定です。
とんぼふれあい広場は今毎日やっています。
橋村：7/4-5 に菊田こどもまつりがあり、秋津コミュニティのサークルがおばけやしきをやります（1,000
人の子どもが参加する）。
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（加藤）
（２）運動会の反省として、
体育主任より準備として、地域の方に事前連絡が少なく結果として伸びてしまった。
PTA より、朝の準備や後片付けにはもっと保護者の方が参加できるようにしたかった。

５ 協議事項
体育主任より、
後片付けのやり方は事前に準備して幼稚園の窓に貼っていたが周知できていなかった。
橋村より、
準備は 7:30 集合で作業開始予定がその前に始まっていて結果としてうまくいかなかった。
まちづくり会議と学校が音頭をとってやるべきであった。
矢作より、
朝の保護者の場所取りの時間をずらして一緒に作業のお手伝いをしてほしい。
橋村より、
地域の競技の前にこどもの競技に夢中で参加者が集まらず、順番を変えて後に行ったこともある。
山下より、
おさるのかごやはスピードが出すぎて危ないのではないか。
橋村より、
過去車なしで担いでいて大変であったので今は車をつけているが考慮は必要である。
開催時期について５月は新学期が始まりすぐなので準備が大変ではないか。９月も暑いので別の意
味で大変だが。
６ その他
工事関係として、
１．正門は学童関係の方がぶつけて壊れたので今は臨時のものを使用している。
２．新学童教室は前倒しして作業を進めており７月末に完成。
３．音楽室にエアコンを入れる。
４．体育館前の鉄棒（５つつながった）が危険な状態であったので撤去して２つ分は予算がつき作り直
す。
麻生より、
吹奏楽の楽器を持って持ち運びに大変なのを手伝って運ぶ児童がいて、助け合うのがよかった。
橋村より、
ビオトープ作業について昨年できなかったかいぼり等桑名と検討する。

平成 27 年度 第４回パートナー会議議事録
日時：平成 27 年 7 月 16 日（木）19:00〜20:0 0
場所：秋津小学校 2 階会議室
司会：渡辺・橋村

記録：横山

【出席者】
1

秋津小学校 PTA 会長

横山 智子

11

学校支援ボランティア代表

桑名 英一

2

秋津小学校 PTA 副会長

野中 千聖

12

地域在住（公募）

舘野 有子

3

秋津まちづくり会議副議長

伊藤 知通

13

地域在住（公募）

矢作 郁江

4

社会福祉協議会秋津支部長

森崎 俊治

14

地域在住（公募）

吉野 春枝

5

学校体育施設利用団体代表

山下 晃

15

秋津小学校校長

菊地 清

6

秋津コミュニティ代表

橋村 清隆

16

秋津小学校教頭

加藤 和生

7

主任児童委員

玉井 恵枝

17

秋津幼稚園教頭

武藤 貴好

8

学校支援ボランティア代表

麻生 美智子

18

秋津小学校教務主任

渡辺 雅和

9

学校支援ボランティア代表

笹川 満

19

秋津小学校生徒指導主任

西原口 真弘

10

学校支援ボランティア代表

小関 秀夫

20

１．委員長挨拶
1 学期もあっという間でした。昨日香澄公園で不審者がでました。夏休みの見守りをお願いします。
本日もみなさんの活発な意見をお願いします。
２．校長挨拶
あっという間に明後日から夏休みが始まります。
お休みして申し訳ありませんでした。体調は少しずつ戻ってきていますので今後ともよろしくお願いします。
この間、子どもたちもがんばっていました。夏休みも安全に健康に過ごして 2 学期を迎えたいと思いますので
見守りをお願いします。今日もよろしくお願いします。
３．メンバー近況報告
伊藤〜秋津まつり立ち上げの会議を行った。今年の実行委員長は山本さん。秋津まつりは 10 月 10 日、
11 日です。よろしくお願いします。
麻生〜7 月 3 日、2 年生の仲良し給食があり学習支援がスタートした。今年の 2 年生は元気があり、
賢くて、大人っぽい感じだった。これからが楽しみです。
玉井〜7 月 14 日、1 年生と牛乳寒を作って食べた。
橋村〜秋津コミュニティは、菊田子どもまつりでお化け屋敷を行った。2 日間で 925 人もの参加があった。
今年もラジオ体操を 7 月 18 日〜31 日、8 月 21〜31 日でやります。また、7 月 25・26 日にキャンプを
やります。去年から子どもたちがご飯を作り大人がサポートしている。

武藤〜幼稚園も大きなケガもなく過ごしています。夏休み中の見守りをお願いします。
7 月 19 日きらっとまつりの子どもサンバパレードに先頭で参加します。ご声援お願いします。
7 月 22 日高齢者の食事会の場に初めて参加し踊ります。
9 月 16 日 PTA バザーを行います。ぜひ来てください。
菊地〜きらっとまつりに小学校からは 12：37 から 6 年生がソーラン節で参加します。
４．事務局からの報告
（１）第 3 回パートナー会議議事録・・・資料１
加藤〜資料に基づいて報告

主に運動会の反省を話し合った。

工事関連について
・ 門の工事をお盆の頃に行う。
・ 新学童の部屋の工事が終了。
・ 音楽室のエアコン工事は 8 月上旬。
・ 新しい鉄棒が 2 つ設置された。
（２）学校行事と学社融合授業等の活動について・・・資料２
渡辺〜資料に基づいて報告
→1 件訂正、（2）学校行事と学社融合授業等の活動 7 月１日（水）→7 月 3 日（金）
今後の予定については今現在分かっているものです。今後追加があった場合は次回報告します。
舘野〜図書ボランティアの活動ですが、7 月は 8 日（水）に行いました。
（３）土曜参観アンケート集計について・・・資料 3
渡辺〜資料をごらんください。感想等ありましたらお願します。
山下〜1 年生に孫がいるのでよく見させてもらった。1 年生にしてはしっかりしていた。6 年生の授業
「マイグットライフ」とても良いと思う。参考になり、分かりやすく話していた。
橋村〜「マイグットライフ」もっとじっくり聞きたかった。やっていることをもっとアピールしてもいいと思う。
（４）補習教室・・・資料 4
加藤〜1 月期の補習教室について報告。秋からはより習熟度が進むようにしていきたい。
夏休みに津田沼高校生による補習教室を行う。5・6 年生 30 人〜40 人が参加。10 グループ 10 か所
に分かれて行う予定。津田沼高校生が先生の体験に来るので先生方はフォローする。
子どもたちにはできるだけ自分のやりたい課題に取り組んでもらう。
橋村〜補習教室の参加者が多いですね。
加藤〜当初想定していたよりは多いです。
橋村〜どういった経緯で津田沼高校生が来ることになったのか？
菊地〜昨年、津田沼高校の校長先生から持ちかけられ始めた。今後もぜひ継続していきたい。
橋村〜高校生との交流は子どもたちにとって良い経験になると思う。
渡辺〜昨年は 1 時間集中して勉強し、終わった後楽しそうに交流していた。

（５）いじめ防止対策会議・・・資料 5
西原口〜1 学期のいじめアンケートの結果をまとめた。
橋村〜継続してあるいじめなのか？
西原口〜1 学期のみのアンケートなのでそこまでは分からない。この他に学校生活アンケートも
養護教諭が学期に 2 回実施している。
野中〜子どもたちはアンケートに本当のことを書いているのか？
加藤〜低学年はいじめをよく分かっていないので兄弟げんかのことを書く子もいる。中学年は正直に
書いている。高学年は周りを気にしてか正直には書かない。なので、年に 1 回は家庭で書いて
もらい、家の人にも見てもらい知ってもらうアンケートも実施している。このように多角的な視点で
見ていかなければいけないと考えている。
伊藤〜2 年 1 組、△2 個なのに 1 人はおかしいのでは？
加藤〜それは間違い、2 人です。 ちなみに表の？は、いじめられているのかどうか本人もよく分からない
状況のことです。
5. 協議事項
特になし
6. その他
〇施設改善要望（加藤）
1・給食室のタイル
2・学校前のフェンスの支柱が腐っていたり、なかったりしている（特に 1 丁目信号側）
3・体育館の窓（脇の扉のカギは中から開けられるようにした）
4・体育館の雨漏り（構造上のことで穴が開いているわけではない）
5・2,3 階オープンスペースのカーペット
〇秋津まつり（加藤）
今のところ例年同様
新習志野駅前盆踊り、今年は学校としては参加しない
〇資料 ・秋津小学校便り「秋津っ子」7 月号（加藤）
秋津っ子便り見ておいてください。
麻生〜体育館は避難所。まちづくりと学校開放と学校とで要望したらいいのでは。
山下〜まちづくり議長と話している
橋村〜秋津っ子、いろいろなものが載っていて、写真もあっていいと思う。
クールアースデーはありますか？
山下〜まだ正式には来ていないがある。

平成 27 年度 第５回パートナー会議議事録
日時：平成 27 年９月 1７日（木）19:00〜20:３０
場所：秋津小学校 2 階会議室
司会：渡辺・橋村

記録：野中

【出席者】
1

秋津小学校 PTA 会長

横山 智子（欠）
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学校支援ボランティア代表

桑名 英一

2

秋津小学校 PTA 副会長

野中 千聖

12

地域在住（公募）

舘野 有子

3

秋津まちづくり会議副議長

伊藤 知通

13

地域在住（公募）

矢作 郁江

4

社会福祉協議会秋津支部長

森崎 俊治

14

地域在住（公募）

吉野 春枝

5

学校体育施設利用団体代表

山下 晃

15

秋津小学校校長

菊地 清

6

秋津コミュニティ代表

橋村 清隆

16

秋津小学校教頭

加藤 和生

7

主任児童委員

玉井 恵枝

17

秋津幼稚園教頭

武藤 貴好(欠)

8

学校支援ボランティア代表

麻生 美智子

18

秋津小学校教務主任

渡辺 雅和

9

学校支援ボランティア代表

笹川 満
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秋津小学校生徒指導主任

西原口 真弘

10

学校支援ボランティア代表

小関 秀夫
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１．委員長挨拶
大阪の事件について、なぜ子どもが夜中に出て行くのか？家族のつながりができるように又地域でも
できることがあればと思いました。
本日もよろしくお願いいたします。
２．校長挨拶
夏休み中、ラジオ体操・キャンプありがとうございました。地域の皆さんに見守られていることを感じました。
秋津幼稚園と４年生が鹿野山に行っております、雨なので屋内活動をがんばっているようです。
秋津っ子祭りが明日になりました。午前中の活動です、見に来て下さい。
今学期も色々な面でご支援お願い致します。
今日もよろしくお願いします。
３．メンバー近況報告
笹川〜朝の見守りの方が活動に行く途中、事故に合われた。以前から危険な死角のできる信号のところ。
横断歩道の青信号は２０秒ほどでお年寄りなどは渡りきれない。とても短い。 早急に手を打ったほ
うがよい。
山下〜８月 30 日 グランド草取りを８時半から１０時半まで学校施設利用団体で行った。
２丁目から芝刈り機２台を借りた。
１０月１１日秋津祭りのあとワックスがけをする予定。詳細は後日各団体にお知らせする。

。
橋村〜７月２５、２６日にキャンプを行った。 参加者５０名、スタッフ７〜８名。また７月１８日〜７月３１日、
８月２１日〜３１日にラジオ体操を行った。３日間雨だったがのべ参加人数が３，２００人ありそのう
ち１２６名に８月３１日に参加賞を渡した。 毎年体操をせず走り回ったりする子どもがいて注意して
いる。
舘野〜PTA からです、１０月１１日（日）本祭りにバザーを出す。献品受付中なのでよろしくお願いします。
買い物にも沢山の方をお待ちしています。
菊池〜１０月３日（土）秋津幼稚園の運動会があるので見に来てください。
４．事務局からの報告
（１）第４回パートナー会議議事録・・・資料１
加藤〜資料に基づいて報告
工事関連について
・来週から、 新学童の部屋へ引っ越しが始まる。
・ 音楽室のエアコン工事無事終了。
補習教室、まつりの前日もしっかりやっていた。
いじめアンケートは名前も把握していく。
（２）学校行事と学社融合授業等の活動について・・・資料２
渡辺〜資料に基づいて報告
→1 件訂正、（３）「英語活動」(学習支援ボランティア２名)→１名 付け足し、１０月７日（水）
（２）学校行事と学社融合授業の活動 ９月２５日、１０月１日、１０月９日
３年 ばか面
橋村〜５年生の稲刈りは例年だともう少し早いかと思うが？
笹川〜日照不足でまだ黄金色になってない為、遅らせた。
（３）秋津っ子まつりについて…資料３
渡辺〜「
秋津っ子まつり」
が明日９時からとなっている、子どもたちと楽しんで頂ければと思うので
来て下さい。
橋村〜今年も同じような内容ですか？
渡辺〜基本的には子ども達が決める。自分たちが出来るものを助力しながらやっていく。もう少し年数を
重ねるとバラエティに豊かになってくる。
（４）秋津まつりについて…資料４
加藤〜保護者向けにお便りを配布した。 秋津っ子バザー、一芸披露も募集が遅れたが徐々に集まって
きている。
（５）体育科公開研究会について・・・資料４
渡辺〜１１月５日（
木）
です。児童、職員のがんばっている姿を見ていただきたい。
ご協力お願いいたします。

５. 協議事項 〜秋津まつりについて〜
加藤〜秋津っ子バザーはコミュニティ主催と聞いているので、お願いします。
橋村〜一昨年、秋津っ子バザー募集のお手紙をコミュニティより先に学校から出された。その際に
こちらに相談なく出店の条件を３年生以上、保護者付き添い等と決められたので、それ以来
関わっていない。
加藤〜そういった事も聞いていないので、全くわからない。
菊池〜私も詳しくは把握していないが、子ども同志で金銭のトラブルがあり前任の校長と教頭で相談され
そういった条件を決めたそうです。
橋村〜まつりの日が登校日となっているので金銭トラブル等の苦 情が学校にくる。先生方としては
把握したい。
森崎〜聞いていると、学校とコミュニティが責任と権限がバラバラで離れてしまっているようだ。
小関〜もともとは、お金を扱う事も勉強と言う事で、始まったと聞いている。まつりの中での学校方針がある
あるとよい、次年度からどうあるべきか出し合っていくとよい。
学校が主体的になってやっていくことをコミュニティが支えていくことが望ましいのでは。
橋村〜日曜日で、登校日でまつりというところが問題で子ども達がまつりの最中何をしているのか？
学校活動の一環としてやったいいことなのか？
子ども達が大勢出てきて盛り上がっているのは事実だが、先生方が出勤するのがどうなのか？
本当のところはどう思っているのか？
麻生〜登校日にする or しないは、パートナー会議でも出ている。１０年前位はソーラン節、ばか面など
有志の参加だった。 コミュニティスクール の指定を受けてからも登校日については話し合われ
ている。 やはり学習活動の位置づけとして考えられている。
吉野〜二丁目の山車作りをしている。７年前くらいから、大きなものになってきている。登校日でなくなると
子ども達の参加が減り、 山車も小さくなってしまうのでは？
橋村〜秋津まつりも３５年になるが、少しずつ変わっていくのがよいのではないか。香澄も夏祭りをやって
いるが古い人たちが抑えてしまっているのでなかなか変われない。山車づくりも楽しいから続いて
いる。
吉野〜外注はせず、すべて手作りでやっている。
橋村〜高齢化の問題もある。
森崎〜伝統としてうけついでいって欲しい。我慢と考える事より、プラスのことを論じていくべき。
山下〜反省会にでて子ども達の意見として「とても、喜んでいる。」
続けていって欲しい。
どこかで工夫できるように町会の輪番制など担当をかわっていくとよいのでは？
橋村〜一芸披露大会は初めなかったが子どもたちから考えてでてきた。
時間もせまってきたので、又次回協議していきましょう。

６.その他
○合同ミニ集会（加藤）
１０月２３日（金） 七中学区小・中・高等学校及び福祉教育推進連絡協議会 主催
参加して下さい。津田沼高校との交流が陸上大会の練習や補習などを通してできている。
１００名弱の集客をお願いします。（森崎）
○ ５年生が田んぼの方でお世話になってます。餅つきのとき（１１月２７日）、水道を貸して頂きたい。
○ 全国小学生陸上競技交流大会 千葉県選考会において ６年 鎌倉 滉太君が走り高跳びで優勝し
全国大会で８位の立派な成績をおさめました。

、

２０１５年・平成 27 年度 第６回パートナー会議議事録
日時： １０月１５日（木）19〜19：57

秋津小学校 2 階会議室

司会： 西原口/ 橋村

記録： 笹川

【出席者：敬称略】
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伊藤 知道
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地域在住（公募）

矢作 郁江
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秋津小学校教頭

加藤 和生
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秋津小学校研究主任

岩田 桂祐
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小関 秀夫

陽介
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【欠席者：敬称略】 秋津小学校校長 菊池 清、秋津幼稚園教頭 武藤 貴好、
秋津小学校教務主任 渡辺 雅和
１．委員長あいさつ
・秋津っ子まつり： 心配された雨もたいしたことなく、「本まつり」無事に終え関係者の皆さんお疲れ様でした。
・「前夜祭」、３丁目の【プアラハオレ】は男女・３世代が仲良くフラダンスを踊り楽しんでいて微笑ましく思った。
私達も次回は、出場挑戦を？と思った。
・「開会式」、司会の福田有里さんが得意の英語を活かして『間』を持たせ、子供達などと盛り上がりを魅せた。

２．校長あいさつ （敬称略）
・菊池校長が「検査入院」を速めたため、加藤教頭が経過説明。明日１６金曜に退院。

３．メンバ−近況報告（敬称略）
伊藤： 前回提案有った 「まろにえ通り・秋津産婦人科前信号機」の時間延長を
「秋津まちづくり会議」から警察署に対し 追加要望を提出。実施まで時間が掛る？・・・。
山下： 体育館のワックス掛け 秋津まつり終了後、時間内に終了。
横山： 「秋津まつり」で昨年に引き続き PTA がバザ−開催、完売 8 万円売り上げ。
子供達への活用を考え、来年も継続。
橋村： 「秋津地区のグラウンドゴルフ大会：配布資料」を１１／３火曜・文化の日に秋津小運動場で
開催。 「本まつりは雨天中止」、リベンジ参加を、地域の方々の積極的な参加をお願いします。
4．事務局からの報告（敬称略）
（１） 第５回パートナー会議議事録

加藤： 『資料１』に基づいて報告

（２） 10/16〜11/19 「学校行事と学社融合授業等の活動について」

西原口： 『資料２』に基づいて報告

（３） 「秋津まつりの（先生方による）反省について」 加藤： 『資料３』に基づいて報告
小学年の出し物について： 経験・慣れている先生と初めての人との差で対応がでるのは止むを得ない。
一芸大会： 先生からの指導でト−ク部分を重点的に行い、どんどんうまくなっていった。今後も継続を。
校長より： 学校として、「登校日」など、地域の要望に沿い、これからも連携し出来る限り協力していきたい。

教頭より： トランシ−バ−を貸してもらい、本部の動きが良くわかり、職員も本部との一体感を持てた。
（４） 第５回 体育科 公開研究会について

岩田： 『資料４』に基づいて報告

今年の研究主題 『自ら学び、運動に取り組もうとする力を育む体育学習』 〜仲間とのかかわりを通して 〜
技能+経過思考を重んじて授業作りを生徒・先生方で実施。 達成できる喜びを体得し、運動好きになって
欲しい！ 文科省の指導要領冊子にも掲載されている。 全国でも数少ない体育の授業。
１１／５木曜に開催、是非、見学をお願いします。
（５） 授業参観について 関： 『資料５』に基づいて報告
複数児童を持つ親にも配慮して、授業参観と学級懇談会を、上学年と下学年との時間差を設定。
皆さんの積極的な見学と感想をお願いします。
（６） 平成２７年度 学校評価について

加藤： 『資料６』に基づいて報告

今年は「補習授業や体育授業」を重点にアンケ−トを取りたい。集計は前任校で経験した「マ−ク・シ−ト方式」
採用、紙からデ−タへの移行を図る。読み取り機を年内に導入予定。
５．協議事項

「秋津まつり３５」

前回に続き協議。

加藤： 始めて体験の感想は、次の通り。
・まちづくり会議で以前から、懸案になっている「登校日の問題」について、会議メンバ−の中には子供に
手伝わせたいのに出来ない不満。
・学校として、子供達の行動の把握の困難さ。
・子供バザ−での金銭問題トラブル、今年は学校から１０％以納めた。
橋村： 子供達と一緒に楽しみたい。先生方も心配が無くなり楽になるので「登校日の廃止」を。
野中： 子供達に買い物体験の機会を持たせたい。「登校日の継続」を。子供達によるル−ル作りと順守を。
吉野： 先生方にも地域のＰＴＡ・地域の方々とのコミﾕニケ−ションの場に活用し、楽しんで欲しい。
橋村： 初めて「千葉工大」の若い力の支援が有り感謝している。
・大変好評の「お化け屋敷」が大勢の入場者で、後片付けが遅れたが、彼らのお手伝いで終了出来た。
もし無ければ設営・運営・撤収の苦労は大変で、次回の開催は無理？
・関係者の老齢化で機動力が衰えているので、若い人達との協働を導入・模索しなければ。
森崎： 千葉工大のような若い人達と、日頃から交流出来る仕組み作りを導入したい。
橋村： 皆さんからの意見・感想を「まちづくり会議」の反省会に、反映します。
６．その他

加藤教頭から

（１） 第七中学校区小・中・高等学校 合同ミニ集会について 『資料７』に基づいて報告
１０／２３金曜１５時から１７時１０分、現在１００名強の参加予定、これからの申込み可能。
３学期開催計画あった「秋津小のミニ集会」は取り止め、ただし、要望が有れば、その限りでは無い。
（２） 環境支援システムビオト−プ整備・管理実行委員会名簿等更新
環境支援ボランテイア代表・桑名さんが、日頃から保守管理している。
（３） 秋津小学校便り「秋津っ子」１０月号
「通学路改善要望」 秋津産婦人科前と学校正門前の２箇所で「青信号横断中に車との接触事故」発生。
「秋津っ子まつり」 岩田先生から： ６年生の出し物に、５年生が刺激され、主体的積極的に取り組む
姿勢が生まれている。ご支援・協力に感謝します。
＊ 次回は、１１／１９木曜、１９時からです。

以 上

平成２７年度 第７回 パートナー会議
平成 27 年 11 月 19 日 19:00〜19:50
場所：秋津小学校 2 階 会議室
司会：渡辺・橋村

記録：玉井

【出席者】
1

秋津小 PTA 会長

横山 智子

11

学校支援ボランティア代表

桑名

2

秋津小 PTA 副会長

野中 千聖

12

地域在住(公募)

舘野 有子

3

秋津まちづくり会議副議長

伊藤 知通

13

地域在住(公募)

矢作 郁江

4

社福協議会秋津支部部長

森崎 俊治(欠席)

14

地域在住(公募)

吉野 春枝

5

学校体育施設利用団体代表

山下 晃

15

秋津小学校校長

菊池 清

6

秋津コミュニティ代表

橋村 清隆

16

秋津小学校教頭

加藤 和生

7

主任児童委員

玉井 恵枝

17

秋津小学校教務主任

渡辺 雅和

8

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

武藤 貴好

9

学校支援ボランティア代表

笹川 満

19

秋津小学校教諭

西原口 真弘

小関 秀夫

20

10 学校支援ボランティア代表

英一

１．委員長挨拶（橋村）
・天候不順の折、お身体にはお気をつけ下さい。
・アルフレッド・アドラー(個人心理学の創始者)の考え方・
『嫌われる勇気(岸見一郎/古賀史健著)』〜自
己啓発の源流「アドラー」の教え〜の紹介
２．校長挨拶
・先月は欠席。健康管理には留意していきたい。
・11 月に入っていろいろな行事に子供たちも教職員も頑張ってくれた。5 日の公開研には多数のご参加・
ご支援ありがとうございました。
・10 日の市内ボール大会では 6 年生の良い姿が見られた。また、吹奏楽部はアンサンブルコンクールで
金賞を受賞。
・16 日授業参観があり、27 日マラソン大会、28 日海辺のコンサートと行事が続くが、ご協力をお願い
します。
３．メンバー近況報告
〇桑名：秋津コミュニティ(地域であそぼ)
・秋のハイキングに 42 名が参加。公交通機関での移動が大変なほどの多数の参加があった。
〇麻生：学習支援ボランティア
・2 年生の高齢者とのふれあい学習が始まった。今年は絵手紙と詩吟がないが、しっかり取り組んでい
る。広島からの訪問者にも上手に対応ができていた。
〇武藤：秋津幼稚園
・10 月末の高齢者食事サービズで踊りを披露し、肩たたきをしてふれあい活動をしてきたが、慣れてき
てうまく対応できるようになってきた。12 月 9 日にはおたのしみ音楽会、10 日はふれあい広場が開催
されるので、参加の声かけをお願いしたい。また、来年度の入園予定者は 15 名。引き続き声かけをお
願いしたい。
４．事務局からの報告
(１) 第６回パートナー会議議事録について(加藤：資料１をもとに報告)

・はなみずき橋の歩道橋に防犯カメラを設置予定。歩道橋を使用できるよう検討。
○議事録の訂正(伊藤)：
メンバー近況報告でのまちづくり会議の報告で「秋津まちづくり会議」から警察署ではなく、
習志野市役所を経由して警察署に要望を提出。
(２) 学社融合授業等活動について(渡辺：資料 2 をもとに報告)
・追加：
12/4(金)

2 年生「教えてもらおう会」 (学習支援ボランティア)

12/14( 月) 吹奏楽部 ケアセンター訪問演奏
○マラソン大会にむけて子どもたちが多目的広場で走る姿が見られる。スポ振で開催したスマイルラン
(親子マラソン)で 4 年生向後君が 2 位。(橋村)
(３) 公開研究会参加者の感想
・加藤：一般の市内市外の参加者が少ない。せっかく良い内容で展開しているので、もっとアピー
ルして参加者を増やすように。他の学校の公開研究会にも参加し交流を深めるようにした
方が良いとのご指摘。
・笹川：運動が嫌いな子供でも楽しく参加しているように感じた。昨年以上に子供たちが楽しそう
だった。アメフトをもとにいろいろ工夫されていて、楽しめるよう進化していると感じた。
いい雰囲気だった。
・山下：１〜6 年まで先生方の工夫が感じられた。子供たちが楽しく参加しているように見えた。
単元ごとのストーリー通りに展開できるよう工夫の成果が感じられた。資料にも工夫が見
られた。
・橋村:体育が好きな先生ばかりではないから大変ではないか。
・加藤：確かに公開研究会は大変。体育が好きな職員ばかりではないが、職員も工夫して取り組ん
でいる。
(４) 2 学期授業参観から
・渡辺：下学年上学年、25 分ずらして２校時展開。授業は 90％(1 学期 94％)、懇談会は 56％(1 学
期 62％)の参加。保護者からは、道徳の授業展開をしたが、普段話題にしづらい内容を家庭に持
ち帰って話すきっかけとなったとのこと。
・矢作：おじいちゃん、おばあちゃんの参加があり、良かった。
・橋村：高齢者が参加できることは良いこと。秋津は高齢者率が高くなってきている。高齢者が外
に出るイベントとして子供との交流があると良いと思う。
(５) 第 2 回学校運営協議会(加藤)
12/4 の学校運営協議会では学校評価についての途中経過を協議予定。今までやっていたものを 2 段
階に分け、
「学校評価アンケート」→「重点項目についての評価」とする。体力・学力・おもいやり
について、アンケート項目を減らして分かりやすくして、下・上学年、保護者、地域・学校支援ボ
ランティアを対象に実施。
５．協議事項
６．その他
○生徒指導について(西原口)
いじめアンケートを実施。高学年でも思ったことを書いている。
「いじめがあった」という児童につい

ては 5 年間、情報を保管。アンケートではわからない部分を多数の職員の目で見ていく。
・加藤：今後アンケートの方法を変えていく。家庭で書いて、封筒を使って提出。また、3 学期には体
罰のアンケートを実施予定。
○蔵書点検(加藤)
1 月中旬に蔵書点検を実施。通常ボランティアさんだけでは足らない人手が足らないと思われるの
で声かけをする。
・舘野：例年足らなくなることはない。

●第 8 回パートナー会議：12 月 17 日(木) 19 時〜

平成２７年度 第８回パートナー会議議事録
日時：平成２７年１２月１７日（木）１９：:３0〜２１：００
場所：秋津小学校 ２階 会議室
司会：渡辺・橋村

記録：山下

【出席者】

1 秋津小ＰＴＡ会長
2 秋津小ＰＴＡ副会長

横山 智子
野中 千聖

3 秋津まちづくり会議副議長
4 社福協議会秋津支部部長
5 学校体育施設利用団体代表
6 秋津コミュニティ代表
7 主任児童委員
8 学校支援ボランティア代表
9 学校支援ボランティア代表

伊藤
森崎
山下
橋村
玉井
麻生
笹川

10 学校支援ボランティア代表

知通
俊治
晃
清隆
恵枝
美智子
満

11 学校支援ボランティア代表
12 地域在住（公募）
13 地域在住（公募）
14 地域在住（公募）
15 秋津小学校校長
16 秋津小学校教頭
１７ 秋津小学校教務主任
１８ 秋津幼稚園教頭
１９ 秋津小学校教諭

桑名 英一
館野 有子
矢作 郁江
吉野 春江
菊地 清
加藤 和生
渡辺 雅和
武藤 貴好
西原口 真弘

小関 秀夫

１． 委員長あいさつ
・

１１月２８日七中で開催の「海辺のコンサート」に参加しました。今回は最初から最後まで
聴きました。特に小、中、高校生の差が大きく、大きな違いを感じましたが上のレベルの手本が参
考になることでしょう。
最後に香澄小の先生から子供達は自分たちの上を見たり聞いたりすることにより勉強になった
のではと話されていた。 とても良い演奏会でした。

２． 校長あいさつ
・

今学期も終わろうとしていますが、子供達が活躍することが出来ましたマラソン大会、もちつき
も地域、保護者の皆様のご協力を頂き力を発揮することができました。

・

海辺のコンサートで大勢の人たちの前で演奏することにより自信がつき今後、生かせていける
と思います。

・

本年も地域の方、保護者の皆様方には学校教育活動にご協力を頂きました。心から感謝申し
上げます。新しい年もご支援ご協力をお願い致します。

３． メンバー近況報告（敬称略）

○桑名 ： 秋津コミュニティ（地域であそぼう）
・12 月 12 日にビオトープ作業を何年振りかに実施致しました。
約 3 ヶ年位清掃していなく、壊れたり、石や枯葉等が多くあったりしました。
当日は、暖かい日で有志の方が 20 人ぐらいで作業をしていただきました。
来年度以降は、毎年実施したいと思います。

○武藤 ： 秋津幼稚園
・ １２月３日のもちつきを皆様にお手伝いを頂き楽しくできました。竹林さんから御もちの
つき方を教えて頂きました。職員が少ない中大変助かりました。有り難うございました。
・ 音楽会を１２月９日に地域の高齢者の方に１０人ご参加いただきお褒めの言葉を頂きまし
た。

今後、生かしていきたく思います。

・ 来年１月の計画訪問にあわせ整備し準備中です。こちらからの声がけの節はお手伝い願
い致します。
○笹川 ：

学校支援ボランテア代表（安全）

・ 一年間を振り返ってみますと、ＰＴＡのご支援をえて登校支援の５ヶ所は参加者足りない
状況であり来年には定着させたい。我々も、高齢化が進み、メンバーも７０歳代後半であり
バトンタッチできますように期待しています。
・ 残念なことですが、１０月の竹林さんは事故以来、未だ通院されていますが元気です。
・ 先般、下校時に中学生のオートバイ接触事故がありました。これまでは有りませんでした。
今後注意していく必要があります。
・ 特に、高齢者の運転、若年者の自転車等、厳しいので気を付けて対応したい。
・ 課題の、歩道橋の件は、学校からも再度、粘り強く進めて頂きたくご協力お願い致します。

４． 事務局からの報告（敬称略）
（１）

第 7 回パートナー会議議事録 （加藤： 資料１をもとに報告）
第２回学校運営協議会
・ 表紙の写真はケアセンターに訪問時に車いすの方、約１００人の前で生徒が歌を歌い皆さんに
大変喜んで頂きました。
・ マラソン大会は地域の方のご協力を頂きました。
・ 公開研究会、授業参観は無事に終了しました。
・ 蔵書点検は多くの方のご協力で終了しました。
・ １２月４日（金）開催の第２回 学校運営協議会会議は、人事異動で新たに上原先生の参加。
いじめ対策についてはご意見が多いなか、昨年は、「いじめ対策会議」を開催し、養護教論から
１人１人について詳しい説明があった。

→ 今後のパートナー会議で対応

（２）学校行事と学社融合授業等の活動について （渡辺：資料２をもとに報告）
・ 今回は次回会議が２月１８日の為、２ヶ月分を記載しました。
・ ①「クリーン＆グリーン運動」 ②学校行事と学社融合授業の活動 ③「英語活動」 ＡＬＴ １名
（学習支援ボランテア１名） ④「図書館の本の整理 掲示物作成」
・ 行事では、１月２６日に６年生があきつ園、花の実園、あじさい に訪問します。

橋村 ： 以前に英語ボランティア ＡＬＴ の募集についてお話がありましたが地域に英語に堪能な
女性がおられます。現在も募集中であれば何かの時に話してみたい。
校長 ： 以前、秋津小に在籍（Ｈ１２〜４ヶ年間）の吉村先生に２８年度から可能ならば、お手伝い
をお願い致しています。
（３ ）２学期いじめアンケートから

（西原口：資料３をもとに報告）

・ 西原口 ： いじめの状況把握の為、学期に１度、定期的にアンケートを実施。
２学期は「認知件数」として、児童の訴えの些細なことでも指導に当たっています。
全ての児童に対し聞き取り調査を担任により行った。今後とも、十分に注意して行く。
・ 些細なことでの指導を続けている。保護者に来ていただき見守っている。
・ 「いじめアンケート集計」（２学期）資料に基づき説明。
（４） 学校評価アンケートから学校評価実施について （ 教頭：資料４をもとに報告）
・ 趣旨： 学校が主体的に取り組んだことの評価。評価内容は①、重点項目、 ②学校評価
アンケート

他に、本年度の重点項目、等の説明。

・ 学校評価にあたり今後、マークシート方式の採用を準備中です。
（５） 学力テスト集計結果について （教務：資料５をもとに報告）
・ 全国、千葉県、秋津小のレーダーチヤートの結果は特に、「国語」は知識、活用ともに全国を大
きく上回っている。「算数」の活用は全国平均と同程度で有るが、基礎知識は下回っている。
・ 調査結果①特徴と現状分析 ②改善計画等 を詳細に分析された資料で説明された。
・ 教頭 ： 理科環境は恵まれている、 → 理科教室室が２ヶ所、ビオトープあり。
・ 伊藤 ： 算数は基本を教えていくと良いのでは。
５ 協議事項
（１）

いじめ対策について

＜第２回いじめ対策防止会議＞兼ねて

（２）

学校評価関係（２学期の教育活動推進状況について）

（３）

学力テスト集計結果について

５． その他
○蔵書点検（図書ボランティア）、読書活動関係
○第９回 パートナー会議 予定・・・・・・・・２月１８日（木）午後７時
６．配布資料
・ いじめアンケート認知状況
・ 学校評価アンケート集計結果グラフ
・ 秋津小学校便り 「秋津っ子」 １２月号
以上

平成２７年度 第９回パートナー会議議事録
日時：平成 28 年 2 月 18 日（木）19:00〜20:30
場所：秋津小学校 2 階会議室
司会：渡辺・橋村

記録：吉野

【出席者】
1

秋津小学校 PTA 会長

横山 智子

11

学校支援ボランティア代表

桑名 英一

2

秋津小学校 PTA 副会長

野中 千聖

12

公募

舘野 有子（欠）

3

秋津まちづくり会議副議長

伊藤 知通

13

公募

矢作 郁江

4

社会協議会秋津支部支部長

森崎 俊治

14

公募

吉野 春枝

5

学校体育施設利用団体代表

山下 晃

15

秋津小学校校長

菊地 清

6

秋津コミュニティ代表

橋村 清隆

16

秋津小学校教頭

加藤 和生

7

主任児童委員

玉井 恵枝(欠)

17

秋津小学校教務主任

渡辺 雅和

8

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

武藤 貴好

9

学校支援ボランティア代表

笹川 満

19

秋津小学校教諭

西原口 真弘

10

学校支援ボランティア代表

小関 秀夫

20

１．委員長挨拶（橋村）
今日が今年度最後になりました。ある日、5 年生の子が話しかけてきました。低学年の時は恥ずかしがって
いたのに…コミュニティ活動をしていて良かったと感じました。
２．校長挨拶
今年度も残り一か月半となりました。本校も流行に後れずインフルエンザで 3 クラス学級閉鎖が出ておりま
す。まだ終息とは言えません。3 学期も半分です。子ども達もいろいろな行事を頑張っています。3/3 に 6 年
生を送る会がありますので、良かったら見に来てください。
３．メンバー近況報告（敬称略）
○玉井：学習支援ボランティア
・1/22 になかよし交流会の一環として、「教えてあげよう会」を開催しました。
2 年生が地域の方に教わったことを 1 年生に教えてあげる会です。しっかりお兄さんお姉さんになって立派
でした。昨年度までは、2 年生が 4 年生に教えていたのですが、なかなか難しくどうなのかな？という状態
でしたが、今年度の取り組みはとても良かったと思います。
・2/18(今日)は 5 年生の「高齢者疑似体験」でプロテクターを着けて階段を歩いたりしました。これも昨年度
までは、2 年生が体験していましたがお遊びになってしまいがちでした。5 年生はさすがに行動もテキパキ
してサポートする側も楽でした。先生も事前に準備してくださり内容の濃いものとなりました。
・2/19（明日）に締めくくりとして、関わった地域の者と 2 年生で一緒に給食を頂く事になっています。

○武藤：秋津幼稚園
・園庭の遊具が平成一桁の物で、毎年数十万かけて修繕してきましたが腐食が激しく、この度新しいものを
設置しました。園庭では園児だけでなく、小学生も来ますので老朽化が進んでしまうのかもしれません。遊
具は大事に使ってほしいとお声かけいただけると、長持ちすると思いますので、宜しくお願い致します。
・2/2 に年長組 2/16 に年少組が「生活発表会」を行いました。幼稚園の行事で最も重要な行事です。保護
者にもお子さんの 1 年間の成長を感じてもらい、喜んでいただく事が出来ました。ただ今年度は人数が少
なく、お楽しみ会のように地域の皆さんにお声をかけさせていただけばよかったと思いましたので、幼稚園
で検討します。
・3/5 新習ふれあい祭りが公民館であります。幼稚園全体で参加します。「忍者体操」と「よさこいソーランロ
ック」を踊ります。ご声援を宜しくお願いします。
・3/16 に習志野高校吹奏楽部が全市内の希望する幼稚園・こども園向けに「ふれあいコンサート」を開きま
す。登園後、電車にて移動しますので、もし見かけたらお声をかけていただければ、子供たちも喜びます。
・3/18 には幼稚園の修了証授与式がございます。出欠の案内を発送しておりますので、是非ご参加ください。
園児 10 名の卒園式です。皆で盛り上げていければと思います。
・職員が一人病気でお休みをいただいております。3 月の中旬あたりまで実質 2 名で対応しますので、電話
も繋がりにくくなり ご迷惑をおかけすると思いますが、宜しくお願い致します。
４．事務局からの報告
（１）第７回パートナー会議議事録 （資料１をもとに報告）
・英語ボランティア、以前秋津小に在籍していた吉村先生に校長から声をかけていただき、すでに 2 回来て
いただきました。来年度もコーディネーターという役割になりますが、入っていただけると思います。
・いじめアンケートを実施しました。この後説明があります。
・学校評価アンケートをもとにして、学校評価を保護者対象に致しました。この後説明します。
・学力テストの集計結果についての説明
（２）学校行事と学社融合授業等の活動について
・資料の説明
（３）3 学期授業参観について
・資料の説明
（４）3 学期いじめアンケートから
・３学期の認知件数は少なかった・
・いじめの認知について教職員全員で共通理解を図っていきたい。
（５）学校評価から
・資料の説明
・次年度

①言語活動の充実

②補習教室の拡大

⑤教育相談活動の充実

③多様な教師の指導 ④サンタイムの工夫

⑥地域との持続可能な推進体制の確立

5. 協議事項
いじめ対策について
家庭の問題が大きい。そのことも含めて今後も地域で見守っていく必要がある。
学校評価について
活動が充実してきた。あまり欲張らないで、次年度の課題や重点目標を決めてほしい。
6. その他
〇学校運営協議会の案内
〇卒業式と入学式のご案内
○パートナー会議懇親会について

