
平成２８年度 第１回パートナー会議議事録

日 時：平成２８年４月２１日（木）

１９：００～２０：３０
場 所：秋津小学校 ２階会議室

司 会：渡辺・横山 記 録：齋藤

【出席者】

桑名 英一1 秋津小学校ＰＴＡ会長 小西 正大 11 学校支援ボランティア代表
保護者（前 会長） 横山 智子2 秋津小学校ＰＴＡ副会長 十文字満美 12 PTA

3 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 13 保護者（元PTA副 ） 舘野 有子会長
4 社会福祉協議会秋津支部長 森崎 俊治 14 地域在住（公募） 矢作 郁江
5 学校体育施設利用団体 山下 晃 秋津小学校校長 井上 聡子15
6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 秋津小学校教頭 齋藤 信幸16
7 主任児童委員 玉井 恵枝 秋津幼稚園教頭 武藤 貴好17
8 学校支援ボランティア代表 麻生美智子 秋津小学校教務主任 渡辺 雅和18
9 学校支援ボランティア代表 笹川 満 秋津小学校生徒指導主任 関 陽介19
10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 秋津小学校体育主任 國友 慎平20

１ 校長あいさつ

・２週間がたち、地域の皆様から秋津小が支えていただいていることを日々感じていま

す。本年度、秋津小は、４０名の１年生を迎え、全校児童２８２名でスタートをきり

。 、 、 、 、ました 職員１９名支援員２名 学校司書 スクールカウンセラーを合わせ ２３名

団結して取り組んで参ります。

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２８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・・・・横山 智子（秋津小学校前ＰＴＡ会長）

副委員長・・・伊藤 知通（秋津まちづくり会議副議長）

小西 正大（秋津小学校ＰＴＡ会長）

４ 委員長あいさつ

先輩方に支えられながら、がんばっていきたいと思います。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２７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

齋藤～資料に基づいて報告 １月は開催せず、２月は１８日に行った。

（２）平成２８年度パートナー会議日程について・・・資料２

齋藤～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：齋藤 ５月：桑名 ６月：伊藤 ７月：橋村 ９月：山下

１０月：笹川 １１月：小西 １２月：玉井 ２月：十文字

６ 協議事項

（１）平成２８年度学校経営方針について・・・資料４

井上～資料に基づいて提案。校内組織は次回資料に添付予定

・ 橋村）子どもは挨拶すると返ってくる。挨拶は大切である。地域でも挨拶を大切に（

したい。

・ 笹川）おしゃべりに夢中で１／３はしないように思う。高学年になるほど、少なく（

なってくる。正門側に立つと、近所の人の９割挨拶が返ってくる。若い人はしない

傾向がある。

・ 横山）挨拶の基本は家庭の中にある。親子で大切にしたい。（

・ 森崎）挨拶が増えると犯罪も減る。２０２０年に向けて海外の人も多くなる。挨拶（

を続けることで犯罪の抑止力になっていく。挨拶運動は大切。ぜひ、進めていって

ほしい。秋津の町に元気を出せる挨拶をしていきたい

・ 横山）大人の私たちからすすめていきたい。（

・ 橋村）学校が地域に出ることについて、無理なく参加してくれればと思う。学校が（

必要なことを発信してほしい。

・ 麻生）学校が必要だと思って声をかけていただけたら、手助けしたい。遠慮しない（

で言ってほしい。

（２）今年度の教育活動とその評価について・・・資料５

齋藤～資料に基づいて提案 ＜補習教室・学校生活アンケートの説明＞

・ 橋村）補習教室には 「君来た方がいいよ」というものか、希望なのか。（ 、

・ 渡辺）希望という形をとっています。（

・ 橋村）何人くらいの参加なのか。（

・ 渡辺）多いときには、約半数ほどの参加があった。より効果的な方法を検討し、個（

々の指導も大切にしていきたい。

・ 玉井）プリントの丸付けなら、ボランティアを募る方法もある。（

・ 横山）体育の研究においては運動が得意でなくても、運動する喜びを知ることや考（

える場面を作ることに引き続き取り組んでほしい。

・ 伊藤）昨年度５丁目の交差点で車に引っかかってけがをする事故が起きた。あの歩（

道橋を渡るコースではどうなのだろうか。

・ 玉井）２０年ほど昔に不審者が出て、歩道橋を通らないことになった。歩道橋の上（

で安全を見守るような支援にしてはどうだろうか。

（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。

・ 橋村）時間をそろえて皆で手伝えるとよい。（

・ 玉井）PTAと地域の集合場所をそろえて、一緒に活動すると良いと思う。（

（３）第１回学校運営協議会の開催について

（ ） （ ） 。・ 齋藤 ～平成２８年４月２８日 木 １９時～秋津小学校２階会議室にて行う予定



平成 28 年度 第 2 回パートナー会議議事録 

日時：平成 28 年 5 月 12 日（木）19:00～20:00 

        場所：秋津小学校 ２階会議室 

                        司会：渡辺・横山   記録：桑名 

【会議メンバー】 
1 秋津小ＰＴＡ会長 小西 正大 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 

2 秋津小ＰＴＡ副会長 十文字満美 12 保護者（前PTA会長） 横山 智子 

3 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 13 保護者（前PTA副会長） 館野 有子 

4 社福協議会秋津支部部長 森崎 俊治 14 地域在住（公募） 矢作 郁江 

5 学校体育施設利用団体代表 山下   晃 15 秋津小学校校長 井上 聡子 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 斉藤 信幸  

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 関   陽介 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20 秋津小学校体育主任 国友 慎平 

  （欠席者）小西、山下、小関 

 

１． 委員長あいさつ 

６年生の市内陸上大会に始めて行ってきた。 １６校が集まり、盛況であった。６年生の皆さん初め関

係の方お疲れさまでした。私の子供は私立の幼稚園だったので久し振りの再開をした。 

２． 校長あいさつ 

今度の運動会はとても楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。 

 

３． メンバー近況報告 

桑名：ビオトープの水を循環するポンプが連休前から調子がよくない。何回か動作確認やったが、水

をまったく吸い上げないので経年使用による劣化として新規ポンプを購入手配済。予算の範囲内で

の購入の予定で、５月中に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現状回復予定。 

橋村、笹川：水流が止まっているので、田んぼには直接ホースで注水している。冷たい水道をたくさん

使用せず排水を少なくしていく。  

橋村：秋津コミュニティの新サークルとして４月から英語教室を始めたが盛況である。  

武藤：幼稚園の近況として、運動会の練習を行っている。さつまいもの苗を植えた。 

  

４．事務局からの報告 

（１） 第１回パートナー会議、議事録について（斉藤） 

伊藤：議事録３ページの５丁目交差点のコメントが事実と異なるので修正ください。 

（２） 第１回学校運営協議会議事録について（斉藤） 

橋村：年の３回しか行っていない会議では建前しか話せていない。今後どうするか。 

斉藤：今後勉強して検討します。 

麻生：学運協とパートナーでの上下関係は本来ないのでは。 



伊藤：１回目は学校経営の基本方針、活動方針を承認する必要があり当日資料をもらって直ぐに判

断するのは難しい（事前にもらったこともあるが）。 

森崎：社会教育、学校教育と並んで家庭教育があり、子供たちにとって家庭教育はとても大事であ

る。家庭教育は誰がやるのか。地域をどうするのか。 

（３）学校行事と学社融合授業等の活動（資料２，３） 

  渡辺：補習の学校説明会が本日あったが出席がよい。３年 28/47, 4 年 13/29, 5 年 19/67 

   6 年 18/59 と低学年が高い。 

 

５ 協議事項 

（１）運動会 

国友：プログラムの説明 新種目として、オセロゲーム（赤白ハッキリつけさせて） 

玉井：なかよし玉入れは集合場所を明記してほしい。とんぼ門と記入する。 

矢作：テントが随分多くなっているが、固定をきちんとするよう伝えてほしい。 

国友：昨年６年であった、中学生がリレーに参加予定（綱引きにも参加予定） 

（２）土曜参観 

渡辺：6/18(土)に行うが午前の３時間目までは通常でその後午後開始する。パートナー委員の方もア

ンケートお願いします。 

 

６ その他 

   新しいメンバーはメール配信登録お願いします。 

   ２年―６年の保護者は全員ではない。（未加入の方には電話する） 

 

                                                    



資料 １． 

平成 28 年度 第 3 回パートナー会議議事録 

日時： 6 月 16 日（木）19:00～20：05 場所：秋津小学校 2 階会議室  司会： 渡辺/横山   記録： 伊藤 

【会議メンバー】 （敬称略） 

1 秋津小学校ＰＴＡ会長 小西 正大 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 十文字 満美 12 保護者（前 PTA 会長） 横山 智子 

3 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 13 保護者（前 PTA 副会長） 舘野 有子 

4 社会福祉協議会秋津支部長 森崎 俊治 14 地域在住（公募） 矢作 郁江 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校校長 井上 聡子 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 齋藤 信幸 

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 関   陽介 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20 秋津小学校体育主任 國友 愼平 

欠席者：なし 

 

１． 委員長あいさつ 

・５月２１日の運動会が事故もなく、無事に終了して良かった。 

２．校長あいさつ  

・運動会は素晴らしかった。なかでも新種目の「赤白ハッキリつけさせて！」はとても良かった。 

・この２か月で、ほんの数名だが、にっこりとして「おはようございます」と挨拶をしてくれる子ども達が増えました。

中には手を上げるだけの子もいるが、きっと何かを伝えようとしているのだと思っています。 

３．メンバ－近況報告 

桑名： ビオトープの水中ポンプを５月に取り換えた。２日に一度ぐらい水の流れを確認している。 

笹川： 日照時間が延びてきて、遅くまで公園で遊んでいる子どもがいる。１号公園、４号公園で確認され

ているが、大人の目が届かない場所も考えられ、少し気になる。 

山下： ７月１０日の参議院議員選挙の関係で、７月９日と１０日は体育館の使用はできない。利用団体に

はその旨連絡した。 

渡辺： 選挙関連の機材を金曜日に体育館に搬入、火曜日に搬出する予定。 

玉井： 三年生が６月９日に「まつり寿司」を作った。今年は形も最も良くて、寿司を切る前から歓声が上が

った。 

関  ： まつり寿司づくりには１０名以上の人に手伝ってもらった。いい経験だった。 

武藤： ・６月３０日に PTA が在園児と未就園児を対象に「とんぼまつり」を開催する。アスレティックや手作

り迷路等で楽しめると思っています。 

・小学校のクリーン活動と似た活動「クリーンデー」を幼稚園でも実施している。毎月一回、８：４０～

９：００の時間帯で登園時にゼッケンを付けて、吸い殻や折れた傘等を拾ってきてくれています。次



回は７月４日に実施する予定です。 

・ビオトープでは幼稚園児も楽しんでいるが、手造りの釣り竿が園庭に落ちていることが有り、糸が

引っかかって危なく感じています。遊んだ後の片付けを声かけをしていただきたい。 

・「ドレミファならしど」の振り付けを幼稚園職員も参加して「振り付け委員会」で考えています。きら

っと等で披露できると思っています。 

渡辺： ・とんぼお話会を実施しました。たけのこお話会とは異なり、先生によるお話を担当しているクラス

以外でするもので、今年度は各学期一回実施する予定です。担当クラスはくじ引きで決定していま

す。一学期は「かわいそうなぞう」の話で、読んでいて教師の私が途中ぐっとくることもありました。 

・７月５日の一校時に音楽集会を実施します。７月７日の吹奏楽部による演奏と五年生の合唱の壮

行会と、三年生による合奏を予定しています。 

・６月１８日(土)の１３時から土曜参観が行われますが、会議室に資料を置いておくので感想等をお

願い致します。 

4．事務局からの報告 

（１） 第２回パートナー会議議事録             齋藤： 『資料１』に基づいて報告 

（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』に基づいて報告 

・図書室の本の整理では連絡不行き届きで迷惑をおかけいたしました。 

（３） その他 

  運動会の反省       

体育主任から   國友 

・大きな怪我もなくスムーズに実施できた。とんぼリレーには多くの人が参加し、オービックシーガルズも来

てくれた。 

・当日の学校のテントは職員により設置、地域のテントは地域により設置されたが少し混乱が見られた。次

年度はどうするのか。 

 森崎：どのテントをいくつ設置するかを決定して次年度からはスムーズに行いたい。 

 麻生：現在は７０才以上が高齢者テント内で観戦できるとしているが来年からは７３才以上としたい。 

     今年は６０名が敬老席で観戦した。 

・万国旗を前日に設置したので当日の準備は余裕を持って行うことができた。 

・片付け作業も早くできた。 

・いろいろ意見をいただいて、より良い運営ができれば良いと考える。 

    PTA から     小西 

・素晴らしい晴天のもとで実施できた。 

・PTA で運動会の反省をまとめたが、オセロ「赤白ハッキリつけさせて」が良かった。 

・地域競技の「むかで競争」の参加希望者が多かったが、放送が聞こえなかったせいか集まりが悪かった。

また、一つとして原因の校庭が広く、どこに集まればいいのかがわからなかったことが考えられる。PTA 役

員とわかる目印をつけて質問に答えられるようにしたい。 

・今年は灰皿を無くした。喫煙者それぞれの携帯灰皿が使用されたようで、吸い殻も落ちていなかった。今

後も灰皿は設置しないようにしたい。 

・開門時間をもっと早めて欲しい。正門の前の歩道に長い列ができた。 



・保護者のテントの設置場所はトラックから離れていたが、トラックの側に置かれたままの脚立が見られたの

で設置場所の徹底をしたい。 

・地域競技は事前に参加者を集めた方がいいのではないかという意見も出た。 

 橋村：以前、事前に集めようとしたことがあったが、結局集まらなかった。競技の始まる前にいかに集める

かを考える必要がある。 

・地域のテントは出来れば前日に確認しておきたい。当日の設置は PTA の若い人が手伝うようにしたい。 

・片付け時、椅子を拭く作業を PTA で行うことを提案したが、教職員に「子ども達にやらせるから大丈夫で

す。しかし、やってもらうと助かる。」といわれて、どうしたらいいか困ることがあった。 

    会議参加者 

・矢作：箸の持ち方は学校ではなく家庭で教えるという話があったが、二人三脚で６年生の子がひもを結べ

ないことがわかってしまった。 

・渡辺：固結びにしてはずれなくなってしまった子もいた。 

・山下：スピーカーの音量が小さかった。もっとスピーカーの数を多くした方がいいのではないか。 

・玉井：校舎の上のスピーカー（１つ）を使用しているはず。以前、近隣の住民からの苦情で、音が拡散しな

いよう下を向かせた設置をしており、小さく聞こえるのはそのせいだと思う。 

・橋村：地域競技の案内を、２つ前の競技がはじまる時点で、ハンドマイクで集合するよう知らせてもらえると

ありがたい。 

・橋村：開門時間を早める話が出たが、今年も５時に門に来た人がいた。あまりはやく並ばないようにすべき

ではないか。 

・玉井：日陰を確保したいために早く来て並ぶようだ。 

５．協議事項 

（１） 「秋津小学校と地域の大運動会」の反省 

・上記「事務局からの報告（３）」で協議したので割愛。 

（２） その他 

関  ： 「いじめのアンケート」の実施について、資料に沿って説明。 

資料にあるアンケートは４，５，６年生用で、１，２，３年生については言葉を変えて理解しやすくしてい

る。結果は次回パートナー会議で説明予定。 

６．その他       齋藤教頭 

（１） 資料  ・秋津小学校便り 「秋津っこ」６月号 

６月１日付けで佐々木 温先生が、少人数指導者として着任しました。 

（２） ６月１９日(日) ６：００～７：００ 全館停電となります。 

 

麻生：あいさつ運動の成果が出ていると感じる。子どものほうから頭を下げて「こんにちは」という子が増えてきた。

あるとき、菓子の袋が落ちていたので拾ったら、そこに居合わせた女の子２人が「私が持って帰ります」と

いって受け取ってくれた。子ども達が少しずつ成長しているのが見受けられる。 

 

以 上 



平成28年度第4回パートナー会議議事録 

  日時：平成28年7月14日（木）19：00～20：30 

             場所：秋津小学校 2階 会議室         

司会：渡辺、横山 記録：橋村 

【出席者】 

1 秋津小学校ＰＴＡ会長 小西 正大 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 十文字 満美 12 保護者（前 PTA 会長） 横山 智子 

3 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 13 保護者（前 PTA 副会長） 舘野 有子 

4 社会福祉協議会秋津支部長 森崎 俊治 14 地域在住（公募） 矢作 郁江 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校校長 井上 聡子 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 齋藤 信幸 

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 関   陽介 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫    

欠席：小西、小関、館野  

 

1．委員長あいさつ 

 6月18日に授業参観で6年生は保護者の方10人が講師となり、自分の仕事の話をされました。 

10分から20分の時間でしたが、子供たちだけでなく参観者にとっても有意義な話がありました。 

今月は長い夏休みが始まります。見守りをよろしくお願いします。 

 

2．校長あいさつ 

 1学期は子供たちが事故や事件に巻き込まれることもなく、無事に終えることができそうです。 

7月7日に習志野市小中音楽会が開催されますが、それに備えての本校のリハーサルに感動しました。 

心をひとつにし、力を合わせる雰囲気をこれからも作っていきたいと思います。 

ラジオ体操が7月21日から始まりますが、7月20日の終業式でこのことについてお話をし、働きかける予

定です。今後とも、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

3．メンバー近況報告 

 ・橋村：夏休みラジオ体操は7月21日から31日、8月21日から31日の期間で行います。 

     昨年は子供・保護者・スポーツ指導員が延べ3400人が参加しました。 

     また、防災訓練を兼ねた20回目のワンデイキャンプは7月23日、24日で開催します。 

     昨年は子供・保護者・スタッフを含めて68人が参加しました。 

 ・山下：学校体育施設開放委員会は8月28日に恒例のグラウンドの草刈を実施する予定です。 

 ・伊藤：あいさつ運動の標語募集を行います。記入シートを9月に配布しますので、小学校にもお 

     願いしたいと思います。 



 

 

・横山：今年も秋津まつりでPTAバザーを行います。9月から献品を開始しますので、ご協力をお願いし

ます。 

・玉井：7月4日に、2年生のなかよし給食会を開催しました。 

・武藤：7月4日にグリ－ンデーを実施し、普段の倍の量のごみを回収しました。 

7月1７日キラツトの子供サンバパレードに参加します。 

・渡辺：ビオト－プの田んぼの鳥よけの網を設置しました。今年の水泳学習は低中学年4回、高学年3回

を予定しています。着衣水泳も実施しました。キラツトには5・6年生がソーラン節で参加しま

す 

・麻生：稲刈りが終わったら、例年通り田んぼの藁をお願いします。 

 

４．事務局からの報告 

(1）第3回パーけ一会議の議事録こついて（齋藤‥資料1を基に報告） 

前回のパ小ナ一会譲で、運動会でスピーカーの音がよく聞こえなかったという話があったが、確認

したところ、スピーカーがかなり下向きに設置されていたことが原因のようである。 

来年の運動会準備として、練習日・本番のお知らせを地域に出したほうが良いという意見があった。 

 

（2）9月の行事等について（渡辺：資料2を基に報告） 

次回のパートナー会議までの活動を記載している。 

                                                                           

（3）平成28年度1学期土曜参観評価(渡辺：資料3を基に報告） 

自由記述の内容は、次に向けてしつかりと受け止めていきたい。プラス評価は抜粋しもので、全

てを資料に記載すると10枚くらいになる。改善要望はほぼ全て記載してあり、今後はこれをプラ

ス評価にもっていけるようにしたい。 

 

（4）津田沼高校生徒（夏の先生体験ボランティア）による補習教室計画（齋藤‥資料4を基に報告） 

昨年を実施したが、5・6年生を対象に今年も7月21日、22日で実施する。 

 

（5）いじめアンケート集計について（関：資料5を基に報告） 

担任が子供たちに聞き取りを行い、声掛けしながら様子を見ている。アンケート結果を今後の指導

に役立てていく。 

No.16は金銭とあるが、どのような内容かとの質問に、転出する児童のお別れ会をやるので、お金を

持ってくるように言われたとのこと。 

No．26はやられたからやっているのか、元を断たなければなくならないのではとの意見あり。 

 

 



5．協議事項 

（1）児童が名札を付けて登下校することについて 

 関：土曜参観の懇談会において、児童が名札を付けて登下校することは、安全面で問題があるので、 

学校で保管することができないのかと意見があった。秋津は地域での見守りがあるので、現状の

ままでいいのか、皆さんの意見を伺いたい。 

 伊藤：名札を何のために付けさせているのか。児童の名前を先生たちが確認するだけのためであれ 

ば、学校内だけに限定してもいいのでは。 

 笹川：身分証明として必要なのか。学校内だけでいいのでは。 

 森崎：名札は無くてもいいのでは。 

 麻生：ランドセルの裏に名前が書いてあるので、登下校には名札は不要でも構わないのでは。 

 十文字：必要なときだけ付ければよいとおもう。 

 横山：6年2組は学校に置いている。 

棄藤：安全のため、2学期から登下校では名札をつけないことを実施していきたい。 

 

 

6．その他 

  ○施設改善要望 

   平成29年度施設改善要望として3点の要望を出した。 

 

○秋津まつり 

第2回実行委鼻会が修了した。 

 

○秋津小学校便り「秋津っ子」7月号 

体験型講座「障がいのある人を理解しよう」への参加の声掛けをお願いしたい。 

 

以上 

 

 

 



平成 28 年度 業 5回パートナー会議議事録 

 

日時：平成 28年 9月 15 日（木）19：00～21：00 

 場所：秋津小学校 2階 会議室 

  司会：渡辺・横山  記録：山下 

 

【会議メンバー】 

1 秋津小 PTA 会長 小西 正大 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 

2 秋津小 PTA 副会長 十文字 満美 12 保護者（前 PTA 会長） 横山 智子 

3 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知遇 13 保護者（前 PTA 副会長） 館野 有子 

4 社福協議会秋津支部部長 森崎 俊治 14 地域在住（公募） 矢作 郁江 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校校長 井上 聡子 

6 秋津コミュニティ会長 橋村 清隆 16 秋津小学校教頭 斎藤 信幸 

了 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 関  陽介 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫    

 

1．委員長あいさつ 

 ・夏休みも早終わりまして皆様にはお変わりありませんでしょうか。 

  これからも皆様のご協力を頂き進めたく思います。宜しくお願い致します。 

 

2．校長あいさつ 

 ・いつもご理解、ご協力を頂いています。有難うございます。 

 ・夏休みには、早朝からのラジオ体操に参加しました。子どもたちは元気に頑張っていました。 

  これからもー致団結して、行事を楽しみに進めて参ります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

3．メンバー近況報告（敬称略） 

  橋村：夏休み期間のラジオ体操は 7 月 21 日～31日、8月 21 日～31日の期間の 

      22 日のところ 4日間雨降りで中止でした。延べ参加人数は 2，400 人で平均約 140 名 

      の参加でした。皆勤賞は、34名 参加賞は 116 名で無事終了いたしました。 

山下：8月 28日（日曜日）午前中に学校施設使用団体でグラウンドの草刈作業を実施しまし 

   た。学校から、校長、教頭、教務主任の参加をはじめグラウンド使用団体と第 2管理 

   団地植栽部から 4名の応援を頂き、約 50 名で無事終了できました。 

横山：来たる、秋津まつりに向けバザーの献品を現在、募集中です。よろしくお願い致しま 

   す。 

 

 

 



麻生：鈴虫がよく鳴いていると聞いています。 

 

笹川：登校支援での交通事故から丁度、1年になりますが事故のあった「秋津産婦人科近く 

   の交差点」の青信号の点灯時間の延長は実施されていない。これの対応はどこの部署 

   が責任をもって実施するのか。早急に解決して欲しい。 

  （小関さんから 学校長が警察に言えば動くのではないかとご意見あり。） 

 

武藤：園児が 14，15 日に鹿野山でおとまり保育に行きました。山登り等、頑張って自分から 

   やってみようと千ヤンレンジして頼もしく良い催しでした。 

   これからの予定は、9月 27日（火）、ふれあい食事サービス 10 月 1日（土）、運動会 

   10 月 9日（日）ドレミファならしどのダンス会（YOU TUBU にあります。）10 月 5 日グリー 

     ンデーでは、ゼッケンをつけて親子で行っています。声をかけてください。 

 

4．事務局からの報告（敬称略） 

 （1）第 4回パートナー会議の議事録こついて（斎藤：資料 1を基に報告） 

    ・運動会のスピーカーは、音量を絞った。 

    ・津田沼高校生徒（夏の先生体験ボランティア）による補習教室を 7月 21．22 日に 5・6年生 

     を対象に実施致しました。子ども達に丁寧に教えていた。 

    ・いじめアンケートは今後、継続し指導に役立て、報告させて頂きます。 

    ・前回の討議結果、名札を 2学期より教室に置いて帰ることとした結果、保護者からご好評 

     でした。 

 

 （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を基に報告） 

    ・今回は次回会議が 10 月 20 日の為、2ケ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 

     ④「図書館の本の整理掲示物作成」について詳細説明あり。 

 

 （3）秋津っ子まつりについて （渡辺：資料 3を基に報告） 

    ・9 月 23 日（金）9時～11時 40 分に秋津っ子まつりを保護者に案内を出しました。 

     本年度も、自主的に企画・運営し、自分たちの創意工夫で盛り上げて、アイデアを出しなが 

     ら「秋津っ子まつり」を開催致します。児童会で考えたスローガンは「クラスで協力して、み 

     んなが笑顔になれる秋津っ子まつりにしよう」進めています。子どもが主体で、お客様に如 

     何に喜んでいただけるか、その他に、自分達が何をしたらよいかを考えて活動しています。 

     是非、皆様の参加で励ましのお吉菓をかけてください。 

 

（4）秋津まつりについて（斉藤：資料 4を基に報告） 

・恒例の秋津まつりを全教職員・全児童が参加する登校日として位置づけています。学校と 

 地域が一体となって参加することで、子ども達にとっては「生きる力」育成の場、地域の皆 

 様にとっては生涯学習の場と捉えている旨を、保護者に参加要請の案内をいたしました。 



 

 

・催事の「秋津っ子バザー」の説明文は、「秋津コミニユニティ」が主催と記していますが、 

「秋津小学校」に訂正願います。 

・売り上げの数％を 10％に修正。 

・雨天の場合も順延は無い（体育館使用して実施します。中止連絡はまつり実行委員会から 

 午前 6時には決定。) 

・前夜祭の、一芸大会への参加者を同日、希望者募集の申込書を配布いたしました。 

 

（5）体育科公開研究会について（渡辺：資料 5を基に説明） 

 ・添付の案内書を基に 11 月 4 日（金）①自ら学び、運動に取り組もうとする力を育む体育学習 

  ②今年度の重点：思考・判断がはたらく授業作り。 

 ・日程、全体会、講演、授業展開の説明あり。 

 

 

5．協議事項 

（1）秋津まつりについて 

斎藤：今年も、昨年度通りに開催いたします。次年度に向け、たたき台として何かあれば建設的 

   なご意見を頂きたい。 

橋村：学校の行事にするのは如何なものか。登校日としていいのか、日曜日の代休も教育委員 

   会で認めているのか。 

井上：本年度の秋津まつりの様子をよく見て、来年度以降の方針を考えて協議致します。 

 

（2）教育活動推進システムについて（小関：資料 6を基に説明） 

    9 月 6日付けの小関 秀夫氏の「9月パートナー会諌検討議題について」説明。 

  ・①情報支援システム②環境支援システムについてご提案をされた。 

  ・情報支援システムの一環の発行紙「地域のかぜ、学校のかぜ」の作成と配布について意見を 

   求められた。毎月発行の現在の学校だより「秋津っ子」と一部、重複している。この為、今後 

   協議していく方針とする。 

  ・果樹園の整備、維持管理について。学校が主体で草刈等維持管理はお願いしたい。 

 

6．その他 

添付資料‥＝秋津小学枚便り「秋津っ子」 

以上 

 



２０１６年・平成 28 年度 第６回パートナー会議議事録 

日時： １０月２０日（木）19～20：15  秋津小学校 2 階会議室   司会： 渡辺・横山    記録： 笹川 

【出席者：敬称略】 

1 秋津小学校 ＰＴＡ会長 小西 正大 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 十文字 満美 12 保護者（前 PTA 会長） 横山 智子 

3 秋津まちづくり会議 副議長 伊藤 知道 13 保護者（前 PTA 副会長） 舘野 有子 

4 社会福祉協議会秋津支部長 森崎 俊治 14 地域在住（公募） 矢作 郁江 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃（欠席） 15 秋津小学校 校長 井上 聡子 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校 教頭 齋藤 信幸 

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 研究主任 岩田 桂祐 

10 学校支援ボランティア代表 小関秀夫（欠席） 20 秋津小学校生徒指導主任 関  陽介 

 

１．横山委員長あいさつ 

・１０月も半ば過ぎ、残り半年も又、皆さん夫々に宜しくお願いします。 

・「秋津まつり」： 朝の本降りの雨も、午後には上がり無事に終了出来て良かった。 

今回、初めて自分の地域に入りお手伝い、「地域の方々に支えられている」事を改めて感じた。 

今後も継続されると良いと思いました。 

 

２．井上校長あいさつ 

・「秋津っ子まつり」は素晴らしかった。 「秋津まつり」での「人とのかかわりを体験、学び」、その経験を活かし 

「自主的・積極的に活動している姿」に感心させられた。 

・習慣にしている「朝のゴミ拾い」から「落ち葉掃き」に変更、行事多い時期の子ども達の「慌ただしさを 

落ち着かせるように」声掛けをしている。 地域の人達からも「挨拶・声掛け」を逆に受け、とても感謝してい

る。 

・地域とのかかわりを沢山、子ども達に持たせるよう心掛けたい。 

 

３．メンバ－近況報告（敬称略） 

橋村： 「秋津まつり：お化け屋敷」、毎年好評で今回も約 530 人が入場。 

待ち時間長く子供達には気の毒だった。 

麻生／玉井： 津田沼高校の生徒との協働で飼育し、秋津地区３福祉施設に差し上げ喜ばれた「鈴虫」

を回収、来年もぜひ、津田沼高校の生徒の協力も得て継続実施をしたい。 

  武藤： １０／２「運動会」、沢山の拍手を頂き、子ども達も自信を持ったようだ。１０／９「秋津まつりで踊り」を、

張り切って踊り終えた。１０／２７開催予定の「バザ－」、鋭意準備中、見に来て下さい。 

１１／２「クリ－ンデ－：親子ゴミ拾い」、見かけたら励ましの声掛けを。来年度の園児募集を開始、 

是非、知り合いに勧誘・声掛けを願います。 



  小西： 「秋津っ子まつり：一芸大会」、男子の参加「０」は寂しく残念。 

「秋津まつり」、朝の清めの雨上がり、午後止み、山車の出番が。皆さんの協力に感謝。 

 

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  斎藤： 『資料１』に基づいて報告 

  「秋津産婦人科付近の交差点、歩行者信号時間の延長 要望」について、先般、県警の交通部交通規制課

担当者が「山田医院三叉路交差点の“歩車分離：秋津小付近の交差点”化」調査の訪問有り。 

児童の利用実態は「１０人以下で効果は薄い」と回答（実態は低学年男子３名のみ）。それよりも、 

「産婦人科の信号時間」について実態を説明、要望を申し入れた。感触では「津田沼高前交差点」との 

関連も有るが、検討をするとのこと。 

「秋津っ子まつり」、子ども達の自主的な創意・工夫に感心、良い取り組みだ。 

（２） 10/21～11/17 「学校行事と学社融合授業等の活動について」  渡辺： 『資料２』に基づいて報告 

「英語活動：ALT 1 名」について、１０月から通常通り来校。 

「１１月の校内マラソン大会」について、安全を勘案した走路コ－スの整備。 

（３） 「秋津まつりの（先生方による）反省について」  斎藤： 『資料３』に基づいて報告 

  一芸大会： 練習開始時期が遅かったので、７月頃からが良いのでは。 

         雨天で「屋外ステ－ジ」が体育館壇上に変更、次回は「ステ－ジ」の上で経験させたい。 

  橋村／伊藤より： 今回のような「雨天対応：事前情報の連絡・子ども達の昼食確保など」の精度向上を 

心掛けねばならない。 

  教頭／橋村： 「ばか面踊り・３年」を「ソ－ラン節踊り：５・６年」同様に「３・４年共同」で実施の検討。 

  教頭／森崎： 「体育館の雨漏りへの保護者・地域の方からの気遣い」： 市教育委員会には要望済み、 

工事の実施の順番待ち。 避難場所にもなっているので 再度強い要望を。 

（４） 第６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 『思考・判断がはたらく授業作り』  

  【文科省の体育指導要領】体育種目・領域の授業資料作りを目指して研究７年目、ゲ－ム・ボ－ル運動領域

に特化、昨年度から取り組んでいる『研究主題』の深堀。  

「全ての児童ひとりひとりが考え・行動できる」ように体得し、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。 

１１／４金曜に開催、是非、見学をお願いします。 

（５） 授業参観について  渡辺： 『資料５』に基づいて報告 

  複数児童を持つ親にも配慮し今年も、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アンケ－ト・評価・感想をお願いします。 

（６） 平成２８年度 学校評価について  斎藤： 『資料６』に基づいて報告 

１２月上旬に「自己評価項目」を決定、順次決まり次第、内容・時期を公開する。 

 

５．協議事項     「秋津まつり３６」  上記「秋津まつりの（先生方による）反省について」 を参照。 

 

 



６．その他  敬称略   

（１） 斎藤教頭から 秋津小ミニ集会について ３学期に予定、時期は未定。 

（２） 斎藤教頭から 環境・管理実行委員会名簿等更新について  

    環境支援ボランテイア代表・桑名さん、安全支援ボランテイア代表・笹川も、日頃から保守管理している。 

    伊藤／橋村： 学校側が欲しい情報項目を整理し提示を。 

（３） 「地域の風、学校の風」配布に関する報告   別添資料： 小関・情報ボランテイア代表（記） 

千葉県「初のコミュニティー・スク－ル」として「学社融合授業」を中心に地域に情報発信する情報誌。 

「全戸配布」を希望。 

前回の意見：ホ－ムペ－ジ掲載、学校／地域の掲示版、配布先の範囲「全戸・保護者・地域」、 

概算費用・予算など、今後の継続検討課題とする。 

 （４） 麻生から 「鹿野山・日帰りバス・ハイク」を１１／２４木曜に開催予定。 地域住民を対象に、 

募集人員「８０名／バス２台」。 詳細は追って、是非参加を。 

 （５） 添付資料  秋津小学校だより 【秋津っ子】１０月号 

 

＊ 次回は、１１／１７木曜、１９時からです。                                     以 上 



平成28年度 第7回パートナー会議議事録 

日時：平成28年11月17日（木）19：00～20：00 

   場所：秋津小学校2階会議室 

  司会：渡辺・横山  記録：小西 

【出席者】 

1 秋津小学校PTA会長 小西 正大 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 十文字 満美 12 保護者（前PTA会長） 横山 智子 

3 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 13 保護者（前PTA副会長） 館野 有子 

4 社会福祉協議会秋津支部長 森崎 俊治 14 地域在住（公募） 矢作 郁江 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校 校長 井上 聡子 

6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校 教頭 斎藤 信幸 

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 関 陽介 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫    

欠席者：小関 

 

1，委員長挨拶 

 寒くなってきたので、風邪をひかないように注意しましょう。また、最近乗用車の突っ込む事故が多いので 

 気を付けたいです。見守り隊もありますので、こちらも頑張っていきましょう。 

 

2．井上校長挨拶 

 先日、アンサンブルコンテスト西部地区大会が開催されましたが秋津小からも4組が出場し、うち3組 

 が金賞をいただきました。中でも、サックス四重奏が12月23日の県大会へ出場校として選ばれました。 

 公開研究会では青森県・兵庫県など他県からも沢山の参観者にお越しいただくことができました。 

 地域の方から、1年生が最近挨拶してくれるようになったというおはなしをいただいた、と谷口さんか 

 ら報告がありました。「あいさつ運動」の成果だと思います。 

 ポール大会は残念ながら負けてしまいましたが、6年生の子どもたちが帰ってきたときに「ただいま秋 

 津小！」と明るく元気に言った姿に、穏やかに成長していることを感じました。 

 

3．メンバー近況報告 

 玉井：11月14日に2年生と高齢者との触れ合い事業の第2回目を行いました（1回目は1学期に食 

    事会）。おもちゃづくり、折り紙など5種目に分かれて触れ合いました。それぞれに充実した活 

    動が出来て、子どもたちからも歓声があがっていました。 

 

 

 

 

 



武藤：10月27日にPTAバザーを開催しました。朝早くから並んでいる人がいて、大盛況で売り上げにも 

   つながりました。売れ残ったものは11月28日の子育て、未就学時の会で売る予定です。 

   高齢者触れ合いデイサービスがあり、子どもたちがエグザイル踊りを披露し評判も上々でした。 

   来年度について入園募集をかけて、今のところ13名応募がきています。 

   12月9日に「お楽しみ音楽会Jがあります。触れ合いサービスに来ていただいている方をお招 

   きしていて開催する予定です。「オーケストラと遊ぼう」では、プロの方々に来ていただき、香 

   澄幼稚園と一緒に音楽に親しみます。クリーンデーのお声がけを、お願いします。 

PTA会長：第6回海辺のコンサートに皆さんもぜひ来ていただきたい。 

 

 

4．事務局からの報告 

（1）第6回パートナー会雑雑事録‥・資料1 

 斎藤～資料1に基づいて報告 

  公開研究会 市内119名、市外他県より39名の教員が参加、非常に注目されている。 

        県外の方はネットを見てこられている方が多い。 

        指導の中で、1～2回、思考をさせる機会を与えている。来年も力を入れていきたい。 

（2）学枚行事と学社融合授業等の活動について‥・資料2 

  渡辺～資料2に基づいて報告 

 

 

（3）公開研究会参加者の感想 

 笹川さん、橋村さん：フラッグフットボール、レベルが上がっていました。低・中・高それぞれの年齢に合わせて 

      工夫してあり素晴らしかった。 

 麻生さん：風が強くて、ボールで蹴るための段ボールが倒れた。 

 山下さん：先生方が人の動き方を理論的に研究されて授業の内容も工夫されており、素晴らしい報告となりま 

      した。 

 

 

（4）学校運営協雑会 特になし 

5．協議事項 特になし 

8．その他 

 矢作さん：朝の旗立ちパトロール、毎日立っている人は本当に大変だと思います。 

 笹川さん：女性は朝が忙しい人が多い。男性の方にパトロールの声掛けをしてみては。散歩ついでに出 

      てきてもらうのもよい。PTAの方にも2年前から協力をお願いしているが、もっと協力し 

      ていただけるとありがたいです。集団の列に車の事故があったときも、学校の責任にしているが         

      本来は学校に入るまで保護者もともにみていく必要があります。 

竹林さん、桑名さん：車が一旦停止を守らない人が多い。 

      次回は、12月15日（木）です。 

 

 



平成２８年度 第８回 パートナー会議 

                 平成 28 年 12 月 15 日 19:00～20:00 

                 場所：秋津小学校 ２階 会議室 

                 司会：渡辺・横山  記録：玉井 

 

【出席者】 

１ 秋津小 PTA 会長 小西 正大 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 

２ 秋津小 PTA 副会長 十文字 満美 12 保護者(前ＰＴＡ会長) 横山 智子 

３ 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 13 保護者(前ＰＴＡ副会長) 舘野 有子 

４ 社福協議会秋津支部部長 森崎 俊治 14 地域在住(公募) 矢作 郁江 

５ 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校校長 井上 聡子 

６ 秋津コミュニテイ代表 橋村 清隆(欠席) 16 秋津小学校教頭 斎藤 信幸 

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(欠席) 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 関 陽介 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

 

１委員長挨拶 

・先日の「海辺のコンサート」はどの学校も素晴らしい演奏で、感動を与えてくれた。地域を音楽で結ぶ 

 ことができ、素晴らしいことと感じた。 

 

2.校長挨拶 

 ・事故、感染症等は、今のところなし。家庭、地域の見守りのおかげと感謝している。 

 ・今年の最後の一週間を良いかたちで締めくくり、３学期の良いスタートにつなげたい。 

 ・学校評価のアンケートで良い評価、厳しい評価といろいろあるが、良い方向へ導きたい。 

 ・１年２組西方教諭が 10 月半ばから療養休暇。 12 月１目より久米田侑希教諭。未経験者だが、一生懸命 

  取り組んでいるので、みんなで支えて子どもたちを育てていきたい。 

 

3.メンバー近況報告 

○小西・マラソン大会、試走、本走ともに見守りありがとうございました。正門からバス停付近に見守りの 

    人が配置されていなかったので、来年度への申し送りとしたい。 

   ・「海辺のコンサート」は、聴く力、演奏する力ともに素晴らしいものを感じた。来年も楽しみ。 

○玉井・２年生の高齢者とのふれあい学習の２回目を行った。前回同様、完成したものを見せあってよい時 

    間を過ごすことができた。 

○武藤・12 月８日にお楽しみ音楽会を開催し、高齢者の方をご招待した。「頑張っている姿をみて、長生き 

    できそう」等々の感想を頂き、地域の力となったと嬉しく思った。 

   ・12 月 15 目号の広報習志野の表紙に秋津幼稚園が登場。 

 

3.メンバー近況報告 

○小西・マラソン大会、試走、本走ともに見守りありがとうございました。正門からバス停付近に見守りの 

    人が配置されていなかったので、来年度への申し送りとしたい。 

   ・「海辺のコンサート」は、聴く力、演奏する力ともに素晴らしいものを感じた。来年も楽しみ。 

○玉井・２年生の高齢者とのふれあい学習の２回目を行った。前回同様、完成したものを見せあってよい時 

    間を過ごすことができた。 

○武藤・12 月８日にお楽しみ音楽会を開催し、高齢者の方をご招待した。「頑張っている姿をみて、長生き 

    できそう」等々の感想を頂き、地域の力となったと嬉しく思った。 

   ・12 月 15 目号の広報習志野の表紙に秋津幼稚園が登場。 

4.事務局からの報告 

 (１)第７回パートナー会議議事録について(斎藤：資料１をもとに報告) 

  ・第８回パートナー会議資料の表紙写真の説明 

 

(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) 

  ・ＡＬＴは２月 16日が最終。 

（３）２学期いじめアンケートから（資料３参照） 

○関・いじめはどこでおきているか、わからない。学校内外で可能性がある。全職員で他クラスの様子も 



 

見て声かけを行っている。地域の場で見かけた場合は声かけして頂き、学校に通報してほしい。 

・いじめの認知件数は子どもからの訴えの件数で、内容は多様化しているが、子どもの気持ちによる 

 ものが多い。一方的なもの、互いに嫌な思いをしているケース等様々。個々は指導をしているが、 

 指導をしたから終わりではなく、全職員で継続的に見守りをしている。 

 

（資料の個々のケースについて、質疑応答） 

○笹川・いじめは学校だけの問題ではない。元々は親の問題。 

○関 ・いじめた方への指導は「なぜ」を突き止める。ふざけ半分の場合は、相手は嫌な思いをしている 

    ことを伝える。学校生活アンケートから、「楽しくない」のケースを掘り下げるようにしている。 

○井上・地域の活動の中で、いじめにつながる行為が見られたことを伝えに来て下さった方がいた。とて 

    もおりがたいことで、大切な情報。学校では見られない関係が、他の活動の中で見られることも 

    ある。思い過ごしでもいいので、何かあったら、学校ヘ一報頂きたい。 

 

（４）学校評価アンケートから学校評価実施について（斎藤：資料４をもとに説明） 

○伊藤・「学校からの広報」の数字がよくないが、具体的なコメントがあったか。 

    ・評価が低いことに対して何らかの対策を打つための材料が見られない。 

○横山．「良い」は悪いわけではない 

○玉井・４段階評価で見ると概ね良好ではないか。課題とされた箇所について大事にしていってほしし 

 

（５）全国学力・学習状況調査集計結果について 

○渡辺・国語の応用問題に課題がある。算数は良好。 

    ・学習状況調査において、「早寝早起き朝ごはん」は概ね良好ではあるが、就寝時間が 22時以降の 

    児童も少なくはない。 

    ・「聞く」ことについては良くはなっているが、不十分。教師が F聞かせる」スキルが必要。 

    ・問題をきちんと読んでない傾向がある。 

 

5.協議事項 

 （１）いじめ対策について（４．事務局からの報告（3）いじめアンケートから にて協議） 

 ○井上・子供同士のやりとりが見えると安心できる。おせっかいが大切。 

 ○横山.F いつも見ているよ」という姿勢を伝えることが大切。 

 

 （２）学校評価関係（４．事務局からの報告（4）学校評価アンケートから F学校評価実施にむけて」にて 

   協議） 

 

（３）冬休みの見守りのお願い 

○矢作・学区外（ららぽ－とやイオンモール等）に子どもだけで出かけるのを見かける。ゲームセンター 

    ヘの立ち入りも。学校からの声かけをお願いしたい。 

○笹川・長い休みこそ保護者が関われる機会。 ＰＴＡからも声駆けをお願いしたい。 

○小西・いつもと違うことをしてみることも良いことではないか。 

○横山・保護者が子どもと一緒に活動できる時間を大切にしてほしい。 

 

6.その他 

 ○井上・学校だより「秋津っ子」が町会、まちづくり会議の協力のもとに回覧して頂けることになった。 

     地域への情報開示になると良い。 

 ○森崎・新年１月 11日から 13 日に「あいさつ運動」を実施。 

 

○次回パートナー会議 ２月 16 日（木）19時～ 

 



平成２８年度 第８回 パートナー会議 

                 平成 28 年 12 月 15 日 19:00～20:00 

                 場所：秋津小学校 ２階 会議室 

                 司会：渡辺・横山  記録：玉井 

 

【出席者】 

１ 秋津小 PTA 会長 小西 正大 11 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 

２ 秋津小 PTA 副会長 十文字 満美 12 保護者(前ＰＴＡ会長) 横山 智子 

３ 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 13 保護者(前ＰＴＡ副会長) 舘野 有子 

４ 社福協議会秋津支部部長 森崎 俊治 14 地域在住(公募) 矢作 郁江 

５ 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校校長 井上 聡子 

６ 秋津コミュニテイ代表 橋村 清隆(欠席) 16 秋津小学校教頭 斎藤 信幸 

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(欠席) 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 関 陽介 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20   

 

１委員長挨拶 

・先日の「海辺のコンサート」はどの学校も素晴らしい演奏で、感動を与えてくれた。地域を音楽で結ぶ 

 ことができ、素晴らしいことと感じた。 

 

2.校長挨拶 

 ・事故、感染症等は、今のところなし。家庭、地域の見守りのおかげと感謝している。 

 ・今年の最後の一週間を良いかたちで締めくくり、３学期の良いスタートにつなげたい。 

 ・学校評価のアンケートで良い評価、厳しい評価といろいろあるが、良い方向へ導きたい。 

 ・１年２組西方教諭が 10 月半ばから療養休暇。 12 月１目より久米田侑希教諭。未経験者だが、一生懸命 

  取り組んでいるので、みんなで支えて子どもたちを育てていきたい。 

 

3.メンバー近況報告 

○小西・マラソン大会、試走、本走ともに見守りありがとうございました。正門からバス停付近に見守りの 

    人が配置されていなかったので、来年度への申し送りとしたい。 

   ・「海辺のコンサート」は、聴く力、演奏する力ともに素晴らしいものを感じた。来年も楽しみ。 

○玉井・２年生の高齢者とのふれあい学習の２回目を行った。前回同様、完成したものを見せあってよい時 

    間を過ごすことができた。 

○武藤・12 月８日にお楽しみ音楽会を開催し、高齢者の方をご招待した。「頑張っている姿をみて、長生き 

    できそう」等々の感想を頂き、地域の力となったと嬉しく思った。 

   ・12 月 15 目号の広報習志野の表紙に秋津幼稚園が登場。 

 

3.メンバー近況報告 

○小西・マラソン大会、試走、本走ともに見守りありがとうございました。正門からバス停付近に見守りの 

    人が配置されていなかったので、来年度への申し送りとしたい。 

   ・「海辺のコンサート」は、聴く力、演奏する力ともに素晴らしいものを感じた。来年も楽しみ。 

○玉井・２年生の高齢者とのふれあい学習の２回目を行った。前回同様、完成したものを見せあってよい時 

    間を過ごすことができた。 

○武藤・12 月８日にお楽しみ音楽会を開催し、高齢者の方をご招待した。「頑張っている姿をみて、長生き 

    できそう」等々の感想を頂き、地域の力となったと嬉しく思った。 

   ・12 月 15 目号の広報習志野の表紙に秋津幼稚園が登場。 

4.事務局からの報告 

 (１)第７回パートナー会議議事録について(斎藤：資料１をもとに報告) 

  ・第８回パートナー会議資料の表紙写真の説明 

 

(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) 

  ・ＡＬＴは２月 16日が最終。 

（３）２学期いじめアンケートから（資料３参照） 

○関・いじめはどこでおきているか、わからない。学校内外で可能性がある。全職員で他クラスの様子も 



 

見て声かけを行っている。地域の場で見かけた場合は声かけして頂き、学校に通報してほしい。 

・いじめの認知件数は子どもからの訴えの件数で、内容は多様化しているが、子どもの気持ちによる 

 ものが多い。一方的なもの、互いに嫌な思いをしているケース等様々。個々は指導をしているが、 

 指導をしたから終わりではなく、全職員で継続的に見守りをしている。 

 

（資料の個々のケースについて、質疑応答） 

○笹川・いじめは学校だけの問題ではない。元々は親の問題。 

○関 ・いじめた方への指導は「なぜ」を突き止める。ふざけ半分の場合は、相手は嫌な思いをしている 

    ことを伝える。学校生活アンケートから、「楽しくない」のケースを掘り下げるようにしている。 

○井上・地域の活動の中で、いじめにつながる行為が見られたことを伝えに来て下さった方がいた。とて 

    もおりがたいことで、大切な情報。学校では見られない関係が、他の活動の中で見られることも 

    ある。思い過ごしでもいいので、何かあったら、学校ヘ一報頂きたい。 

 

（４）学校評価アンケートから学校評価実施について（斎藤：資料４をもとに説明） 

○伊藤・「学校からの広報」の数字がよくないが、具体的なコメントがあったか。 

    ・評価が低いことに対して何らかの対策を打つための材料が見られない。 

○横山．「良い」は悪いわけではない 

○玉井・４段階評価で見ると概ね良好ではないか。課題とされた箇所について大事にしていってほしし 

 

（５）全国学力・学習状況調査集計結果について 

○渡辺・国語の応用問題に課題がある。算数は良好。 

    ・学習状況調査において、「早寝早起き朝ごはん」は概ね良好ではあるが、就寝時間が 22時以降の 

    児童も少なくはない。 

    ・「聞く」ことについては良くはなっているが、不十分。教師が F聞かせる」スキルが必要。 

    ・問題をきちんと読んでない傾向がある。 

 

5.協議事項 

 （１）いじめ対策について（４．事務局からの報告（3）いじめアンケートから にて協議） 

 ○井上・子供同士のやりとりが見えると安心できる。おせっかいが大切。 

 ○横山.F いつも見ているよ」という姿勢を伝えることが大切。 

 

 （２）学校評価関係（４．事務局からの報告（4）学校評価アンケートから F学校評価実施にむけて」にて 

   協議） 

 

（３）冬休みの見守りのお願い 

○矢作・学区外（ららぽ－とやイオンモール等）に子どもだけで出かけるのを見かける。ゲームセンター 

    ヘの立ち入りも。学校からの声かけをお願いしたい。 

○笹川・長い休みこそ保護者が関われる機会。 ＰＴＡからも声駆けをお願いしたい。 

○小西・いつもと違うことをしてみることも良いことではないか。 

○横山・保護者が子どもと一緒に活動できる時間を大切にしてほしい。 

 

6.その他 

 ○井上・学校だより「秋津っ子」が町会、まちづくり会議の協力のもとに回覧して頂けることになった。 

     地域への情報開示になると良い。 

 ○森崎・新年１月 11日から 13 日に「あいさつ運動」を実施。 

 

○次回パートナー会議 ２月 16 日（木）19時～ 

 



 

 

平成 28 年度 第 9 回パートナー会議議事録 

 

日時：平成 29 年 2 月 16 日（木）19:00～20:00 

場所：秋津小学校 2 階会議室 

司会：渡辺・横山    記録：十文字 

 

【出席者】 

1 秋津小学校 PTA 会長 小西 正大 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 十文字 満美 12 保護者（前 PTA 会長） 横山 智子 
3 秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 13 保護者（前 PTA 副会長） 館野 有子 
4 社会福祉協議会秋津支部長 森崎 俊治 14 地域在住（公募） 矢作 郁江 

5 学校体育施設利用団体代表 山下 晃 15 秋津小学校 校長 井上 聡子 
6 秋津コミュニティ代表 橋村 清隆 16 秋津小学校 教頭 齋藤 信幸 
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 研究主任 岩田 桂祐 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 20 秋津小学校 生徒指導主任 関 陽介 

欠席者：麻生 

 

１．委員長挨拶 

まだインフルエンザが出ていますので、皆様お気を付けください。本日が今年度最後のパートナー会議とな

ります。一年間、ありがとうございました。 
 

２．井上校長挨拶 

1 月 28 日に茨城県結城市で行われました東関東アンサンブルコンテストに吹奏楽部のサックス４人が出場

し見事、金賞を受賞しました。当日の会場には出場しない子どもや保護者の皆さんも、多く応援に来ていただ

いた事に感動いたしました。 
女子サッカー大会、当日は負けてしまいましたが子ども達は元気に楽しく参加できました。1 月 25 日の 

とんぼコンサート、3 月 5 日文化ホールにて「ならしの学校音楽祭」でサックス四重奏が演奏いたします。 

３．メンバー近況報告 

玉井：2 月 7 日に 2 年生の高齢者とのふれあい事業を行いました。自分たちで作った作品をプレゼントするな

ど、心温まる会となりました。2 学期に予定していた 5 年生の餅つきが 2 月 15 日に実施されました。

米作りから手伝って下さった 7 人の方々と多くの保護者の方とともに参加しました。例年行っている 2
学期よりも燃やす木材が良く乾いていたのと、日が長くなったのでやりやすく感じました。 

小西：新春交流会にて地域の方々から募金をいただきまして、ありがとうございました。吹奏楽部同様、 
ミニバスケットの 6 年生も強かったのですが、6 年生が卒業してまったら人数が減ってしまうので、部

員の募集を頑張っています。 
武藤：ドレミファナラシドのダンスの動画がアップされる予定です。市のホームページから見られます。 

3 月 4 日新習ふれあいまつりにて踊りを披露いたします。ご声援お願いいたします。3 月の誕生会では



 

 

金賞受賞記念で吹奏楽部の皆さんの演奏を聞けることになっています。3 月 17 日卒園式の予定をして

います。案内をお送りいたします。行事の様子や今後の予定など、ホームページで公開しています。 
関： 3 年生も 3 月 4 日の新習ふれあいまつりに参加します。お時間がありましたら、応援よろしくお願いい

たします。 
４．事務局からの報告 

（１）第 8 回パートナー会議議事録・・・齋藤～資料 1 に基づいて報告  パートナー会議資料の表紙写真の説明 

（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に基づいて報告 

 資料の日付の訂正がありました。 短い期間で何千冊もある本の蔵書点検、ありがとうございました。 

（３）3 学期授業参観について・・・渡辺～資料３に基づいて説明 

（４）学校生活アンケートについて・・・関～資料４に基づいて説明  

（５）とんぼスタディーについて・・・渡辺～資料５に基づいて説明 

（６）学校評価から・・・齋藤～資料６に基づいて説明 

  橋村さん：アンケートの内容について、意図は何か…何を見てこのような意見が出ているのか分からない。 

  玉井さん：とんぼスタディーが 3 学期から始まることについて、3 学期は次の学年の０（ゼロ）学期ととらえて            

        準備をする期間と考えたらどうでしょうか。 

  小西さん：縦割り掃除は低学年が高学年と交流できる良い機会だと思います。 

  玉井さん：あいさつについて、大人から声をかけて無視する子はいないと思うので、まずは先生や保護者か 

        らあいさつをすれば、子ども達もあいさつができる子になると思います。 

  笹川さん：あいさつは家庭からだと思う。家庭での教育が大事。 

  森崎さん：あいさつは声かけだけではなく、次のアクション（ハイタッチなど）の準備をしてみると良いと思う。 

  玉井さん：公開研究会の体育について、運動が苦手な子でも取り組める内容を考えていると思う。 

        できる、できないではなく、子どもが楽しく取り組めているかを視点に保護者も見て考えてほしい。 

  伊藤さん：公開研究会の学校側の考えの説明にも工夫が必要だと思う。 

  橋村さん：学級通信について、出す学級と出さない学級がある。 

  矢作さん：家庭での会話が大切だと思う、学校にお任せではなく、家庭でしっかり話あう事が大事だと思う。 

        お母さん同士のつながりも大事だと思う。 

  齋藤教頭：アンケートをみても、保護者の方は地域の方の、日頃の見守り等に感謝している様子が読み取れます。 

        今後ともよろしくお願いいたします。 

5. 協議事項 

（１）学校評価について  （説明を持って協議）  

（２）次年度へ向けて 

 

6. その他 

  資料 ・秋津小学校便り「秋津っ子」１・２月号 ・第３回学校運営協議会のご案内 
     ・第３７回卒業式の案内 ・次年度、年間行事予定表 運動会 ５月２０日(土) 予定 
  玉井さん：七中の前々任の鈴木教頭先生が『親が子に伝える性教育』講演を行います。 
       ３月１１日浜町公民館にて１３時３０分開場１４時から１時間３０分程度の予定 
       関心のある方は玉井までお願いします。 
  武藤教頭：園児が絵具を使って絵をかくときに汚れ防止のために使い古したワイシャツを玉井さんが 
      リメイクしてくれました。ご家庭で不要のワイシャツがありましたら、寄付をお願いします。 


