平成 29 年度

第 1 回パートナー会議議事録
日時：平成 29 年 4 月 19 日（水）17:00～16:30
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 】

1

秋津小学校 PTA 副会長

十文字 満美

11

保護者（前 PTA 会長）

横山 智子

2

秋津まちづくり会議副議長

伊藤 知通

12

保護者

土井 克代

3

学校体育施設利用団体代表

山下 晃

13

秋津小学校 校長

井上 聡子

4

主任児童委員

玉井 恵枝

14

秋津小学校 教頭

齋藤 信幸

5

学校支援ボランティア代表

麻生 美智子

15

秋津幼稚園 教頭

武藤 貴好

6

学校支援ボランティア代表

笹川 満

16

秋津小学校 教務主任

渡辺 雅和

7

学校支援ボランティア代表

小関 秀夫

17

秋津小学校 研究主任

岩田 桂祐

8

学校支援ボランティア代表

桑名 英一

18

秋津小学校 生徒指導主任

関

欠席

小西正大

橋村清隆

森崎俊治

陽介

加藤千奈

１ 校長あいさつ
２９年度を迎え、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､２８名の 1 年生を迎え、全校児童２５６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て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２９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 (秋津小学校元 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
子どもは卒業しましたが､地域の一員として微力ながら尽力いたしますので､お力添えください。
５ 事務局からの報告
(１) パートナー会議運営要項改正について‥･資料 1

＊時間帯変更について

(２) 平成２９年度第１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２・３
齋藤～資料に基づいて報告
(３) 平成 29 年度パートナー会議日程について‥･資料 4
斎藤～資料に基づいて報告

(４) 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 5
渡辺～資料に基づいて報告
(５) その他‥･特になし(議事録の当番を決定)
４月:斎藤 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＃ ２月:十文字
６ 協議事項
(１) 平成２９年度学校経営方針について‥･資料 6
井上～資料に基づいて提案
地域と学校との協議会を通して､今年度より深めていけるよう学校経営に力を入れていきたいと思
います｡今年度も、｢挨拶･清掃･話の聞き方｣を大切にしていきたいと思います｡
また、｢新しい教育課程に向け心して取り組んでいく｢とんぼスタディー｣を年度初めから取り組んで
まいります｡
また､補習教室｢とんぼセミナー｣も､少しずつ充実させていきます。｢とんぼグループ｣は小規検校で
できることとして、今年度新たにスタートする取り組みです｡
子どもが｢学校に来れぱ､何か良いことがあるかもしれない｡やっぱり来てよかった｣と思う学校にし
ていきたいと願っています。
(２)今年度の教育活動とその評価について‥･資料 8
渡辺～資料に基づいて提案
｢とんぼスタディー｣｢とんぼセミナー｣｢パワーアップタイム｣などの時間では､意欲を高めることで､
基礎･基本の力の向上を図っていきたいと思っています。
｢とんぼグループ｣の取り組みを、月３回くらいの取り組みにしたいと考えています。｢自分のためだ
けでなく､グループの先輩や､下級生のために頑張る｣ことのできる子にしていきたいと考えて取り組
んでいきます。
國友～資料に基づいて提案
サンタイムの改善を図り体力の向上を図っています｡マラソンでは、１～４年生はよく走っていると
思います｡5･6 年になるほど､忙しくなるためか少なくなってくるのが現状です｡意欲の向上を図るため
に新しくプリントを作成しました｡また､500 周からでも表彰の対象にしていきたいと考えています。
横山 強制するのではない､という立ち位置が良いと思います。

(3)運動会について‥･資料 7
國友 ～ 資料に基づいて提案
運動会ではテントは社会福祉協議会のものは､持ってこないでください｡
町づくり会議のテントを学校で出しておきますので､そちらを設営してください。
山下 町づくりと､学校のテントの場所をあらかじめ用意しておいてほしい。
玉井 敬老席に来る人がとても多いことから混乱が起きるようだ｡駐輪場については､秋津富士付近
のみで体育館前の場所はいらないと思います｡また､昨年は強い風が吹いていて､テントが飛ん
でいた｡跳ばないような工夫が必要です。

山下 まちづくりの本部テントが飛んでいた。
玉井 敬老席が満席だった｡敬老席は､見やすい場所であるから希望者が多いようです｡
また､数も増えています。
麻生 受け付けは社会福祉協議会の管轄になっています。１年生の玉入れは､敬老と一緒ですか｡
また､2 年生は､肩たたきですか。
渡辺 その予定です。
山下 本部長は､橋村さんだから､そこを通して話し合ってください。
桑名 今日はいないけど､話をしてください。
山下 ムカデ競争では､骨折をしたので､競技の改正をしていこうと考えている｡
競技の案内を工夫していきたい。

平成 29 年度 第 2 回パートナー会議議事録
日時：平成 29 年 5 月 18 日（木）17:00～18:30
場所：秋津小学校 ２階会議室
司会：横山

記録：桑名

【出席者】

1 秋津小ＰＴＡ副会長（代理）
2 秋津まちづくり会議副議長
3
4 学校体育施設利用団体代表
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 学校支援ボランティア代表
10

奥津 佳奈
伊藤 知通
山下
橋村
玉井
麻生
笹川
桑名

晃
清隆
恵枝
美智子
満
英一

11
12 保護者（前PTA会長）
13 保護者（前PTA副会長）
14 保護者
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

横山 智子
十文字満美
土井 克代
井上 聡子
斉藤 信幸
武藤 貴好
渡辺 雅和
関
陽介
国友 慎平

（欠席者）小西、森崎、小関
１． 委員長あいさつ
今週の土曜日の運動会のため毎日応援の声が聞こえてくる。 楽しい運動会にしたい。子どもは卒業
してしまいましたが、わくわくします。
２． 校長あいさつ
運動会は雨の心配をしなくてもよさそうですが、暑そうです。運動会の目標に「ともに生きる」を加えた
いと考えています。みなさまのお力を借りて成功させたいと思っています。
３． メンバー近況報告

笹川：保育所の前の通学路について 、帰り道に異なる道を通るとのクレームではないが連絡があっ
た。その際何かあったとき保険の適応はどうなのか。
教頭：確認します。
土井：朝と帰りで道が変わる子どもがいる。以前の指定と変わっている。
玉井：２丁目の集会所の前の横断歩道を渡る子がいます。危険だと思う。

渡辺：学期ごとに指導しているので児童は理解しているはずです。
麻生：６月１日に３年生がまつり寿司をやります。
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（齋藤）
橋村：運動会で社会福祉協議会のテントは社協が出しますにしてください。
山下：昨年テントが飛んだのは地域のテントです。ムカデ競争で骨折したので注意してやりましょうに
かえてください。

（２）第１回学校運営協議会議事録について（齋藤）
（３）学校行事と学社融合授業等の活動（資料２，３）
渡辺：クリーン運動Ⅰはクリーン作戦Ⅰにかえてください。外国語活動は毎週木曜です。
（４）学校説明会
校長：その資料はパワーポイントで作成して説明した（一部この会議で披露した）。
橋村：縦割り活動のグループの活動期間はどのくらいなのか。
渡辺：縦割り活動は小規模校ならではの活動です。一番少ない１年生の人数２８人に合わせ各学年
が揃っています。１年間同じグループで行います。
５ 協議事項
（１）運動会
国友：プログラムの説明
玉井：運動会の跡片付けで、机の脚の泥がついたまましまっていた。いつまでも泥がついていたような
気がします。拭く必要があるので、指示をしていただけるようお願いします。
國友：やっていただけるとありがたいです。
山下：任せていただきたい。
奥津：PTA からも保護者に向け、片付けのお手伝いの要請をしました
國友：とんぼリレーには８組参加していただきます。健康に気を付けて、取り組みましょう。
校長：保護者席の前列にテントを立てないようにしてほしいのですが。
横山：テントは保護者席の設営は禁止です。
橋村：テント設営場所について学校だよりにあるようにトラックより離れた場所と確認しましょう。
土井：テントのことと、朝の場所取りのことについてメールを配信してはどうでしょう。
校長：朝の場所取りの時間に説明いたします。
玉井：敬老者駐輪場はいらないので駐車禁止としてほしい。
橋村：地域の競技の２つ前には参加者が集まるようアナウンスしてほしい。
麻生：敬老席のテントは２つでよい。
（２）土曜参観
渡辺：6/17(土)に行うが午前の３時間目までは通常で、午後に２校時展開で実施します。
（３）教育相談週間
関：学校生活アンケートを全児童からとり、指導に生かします。
（４）睦沢町教育委員会来訪
齋藤：パートナー会議の様子を参観したく、6/22 に来訪したいとの申し出がありました。
６ その他
通学路安全対策協議会について
齋藤：昨年要望は白線が薄いので濃くしてほしいとの要望を出しました。学区の中で気付いたことが
ありましたらご連絡ください。

資料 １．
平成 29 年度 第 3 回パートナー会議議事録
日時： 6 月 22 日（木）17:00～18：15 場所：秋津小学校 2 階会議室

司会： 横山/渡辺

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

加藤 千奈

12

保護者（H27PTA 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（H28PTA 副会長）

十文字 満美

4

社会福祉協議会秋津支部長

森崎 俊治

14

保護者

土井 克代

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

民生主任児童委員

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：小関 秀夫
千葉県睦沢町の今井教育長はじめ 15 名のコミュニティ・スクール推進委員会の方々が、秋津小学校のコミュニ
ティ・スクールの状況を学ぶために訪問された。睦沢町は人口 7200 名、現在 2 校ある小学校は来年 4 月に一つ
の小学校として再編される予定で、これを機にコミュニティ・スクールの導入を図りたいとのことです。

１． 委員長あいさつ
・運動会の日は体調不良のため家にこもっていたが、元気な声は聞こえてきた。参加できず残念でした。

２．校長あいさつ
・いつも大変お世話になっておりありがとうございます。5 月の大運動会は突き抜けるようなお天気の下、皆様の
力を結集してあの青空を呼び、誰も大きな怪我をすることもなく進められたことを本当によかったと思います。
競技はもちろんですが、私がすごいと思ったのは、後片付けが、地域、保護者、学校、教職員の力で 23 分で
完了したことです。これからも行事が続きますが一つ一つよい糧を生み出していけたらよいと思っています。

３．メンバー近況報告
玉井： 学習支援から報告。6 月 1 日に 3 年生がまつり寿司を作った。地域 8 名、保護者 10 数名がお手
伝いした。天気が良くなくて海苔の湿り具合が気になったが今年は比較的スムーズにできた。社会
福祉協議会秋津支部から費用の一部を援助している。7 月 5 日に 2 年生と地域高齢者とのふれあ
い給食を予定している。
桑名： 果樹園の草刈りの 2 回目を 6 月 18 日に実施した。地域と保護者約 13 名で行われ、校長先生・
教頭先生も参加された。草刈りの費用については主にＰＴＡからの援助と、畑を使用している人た
ちからの使用料から充当している。
橋村： コミュニティで「地域で遊ぼう」を実施しているが、明日 6 月 23 日から新しく「国語教室」を開くこと

になった。教室の先生は山田さん。
小西： 地域と秋津小学校の大運動会が大成功に終わりご協力に対しお礼申し上げます。テント設営に
関しても昨年と違いスムーズにできた。5 月に家族で上総一ノ宮への一泊旅行をしたがオーシャン
ビューが素晴らしかった。また帰りに食べたタマネギがおいしかった。
森崎： 6 月 14 日に発生した香澄交差点でのトレーラーと車の事故に関連して、子供たちには注意しても
らいたい。
武藤： ・前回の会議を欠席したため、運動会の出し物についての事前告知ができず、空白の時間が生じ
ることもあったが、多くの応援をいただき、子供たちには大きな自信となったようだ。大きな運動場で
元気に踊る子どもたちの姿を見て感激し涙ぐんだという保護者からの感想もあった。
・「クリーンデー」を 7 月 3 日に実施する。８：４０～９：００の時間帯でゴミ拾いをしている園児を見か
けたら声がけをしていただけると励みになると思います。
・7 月 16 日の市民まつりには、子供サンバパレードに参加する予定。
・滑り台ハウスの修理が本日完了した。休みの日などに使う場合にも大切に使ってほしい。
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

笹川：保育所前の通学路で何かあったときの保険について質問したが、どうなったのか。
齋藤：まだ確認していないので次回報告する。
（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

（３） その他
運動会の反省

体育主任から

國友

・暑さが厳しく、子どもたちは大変だった。水筒の中身の補充を学年便りや当日のアナウンスで保護者に呼
びかけておくべきだった。次年度に生かしていきたい。
・地域種目の間隔を開けてほしいという要望があったのでプログラムを改善したい。
・地域種目「赤白ハッキリつけさせて」については、今年は事前に作戦を練っていたため、楽しかった。
・ＰＴＡの綱引きは大勢の方たちが参加して大盛り上がりだった。卒業生も多く参加してくれてうれしかっ
た。
・後片付けもあっという間に終わった。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
運動会の反省

PTA から

小西

・人の集まりやすさを考えると、開門時刻を 7:00、テント作業開始を 7:20 としてはどうか。
・体育館のトイレが体育館の内と外からの両方から入ることができるようになっていたため、両方に順番待ち
ができてしまい、どちらが先か迷う状態になっていた。内側からは使用できないようにすべき。
・ムカデ競走の前に練習時間があることを周知していなかったので、案内に明記したい。
・ムカデ競走において、以前はグラウンド内の紐が邪魔になったが、今年は対応してもらってよかった。
・ムカデ競走において二つの組が同時に出会ったときはじゃんけんをして先に行く組を決めるルールにな
っているが、お互いに譲り合うこともあった。
・子どもたち用の場所が狭くなるため、PTA のテントは一つでいいかもしれない。
運動会の反省

会議参加者

・麻生：・今年の高齢者席は 73 歳以上としたが、54～55 名が利用しほぼ満席状態だった。また、車椅子の

人がテントに入れないことがあった。
・車椅子で利用できるトイレが整備され、複数の人が利用していた。
・玉井：玉入れとムカデ競走の順番が近すぎて、玉入れの参加者を確保するのが難しかった。高齢者受付
場所については掲示やアナウンスで案内されていたが、それでもわからない人があった。
・奥津：テーブルとパイプ椅子に養生テープを貼ってもらったので砂が入り込まなくてよかった。
・橋村：競技によっては事前に参加者が決まっているために、卒業生が参加できないものがある。卒業生も
参加できるようにしてやりたい。
・土井：応援団長の袴の紐が後ろで結んであった。前で結ぶのが正しいとのことなので次年度以降は正しく
指導してほしい。それと、音響が悪かったと感じた。マイムマイムが生演奏となってしまった。卒業記
念品でできれば協力したい。
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

： 「1 学期学校生活アンケート所見あり児童」の報告を、資料に沿って説明。

・森崎：リストの＃9 にある「大きい学年の友達」というのは一人なのか、あるいは複数か？
関 ：一人
森崎：その大きい学年の友達がいじめられていることはないか。->ない。
・森崎：＃20 については、横浜や福島県での例もあるので注意してもらいたい。
・橋村：対応のなかに、「話を聞いた」とだけあるものがあるが、それだけなのか。
井上：「話を聞いて、思いを受け止めた」というのが正しい。
６．その他
（１） 資料

齋藤教頭
・秋津小学校便り 「秋津っこ」６月号

（２） 郷土資料室にある上総掘り滑車の解体・移設の日程について（郷土資料室を 4 階に移動）
作業日の候補を後日連絡するので協力をお願いしたい。
（3） 社会福祉協議会秋津支部長の森崎氏が退任され、次回からは吉田支部長が参加予定。
麻生：今日は秋津小の廃品回収の日だったが、秋津第一団地の 1-1-3 号棟近くの「廃品回収の旗」が立って
いる場所が集積所の左で物が置けない状態だった。元に戻してほしい。
小西：旗の有無にかかわらず、第 4 木曜日には、ゴミ集積場にある有価物は秋津小 PTA と契約している業

者がすべて回収していくことになっている。
麻生：8 月の 1 丁目サロンで「子どもと一緒に来てもいい」という文言をポスターに追加する予定だが 1 丁
目の子どもの数はどれぐらいか教えてほしい。->後ほど知らせます。
以上

平成２９年度

資料１
第４回パートナー会議議事録
日 時：平成２９年７月１３日（木）
１７：００～１８：３０
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】
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

加藤

千奈 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（元PTA副会長）

十文字満美

秀忠 14 保護者

土井

克代

晃 15 公募

森崎

俊治

4 社会福祉協議会秋津支部長 吉田
5 学校体育施設利用団体

山下

6 秋津コミュニティ代表

橋村

清隆 16 秋津小学校校長

井上

聡子

7 主任児童委員

玉井

恵枝 17 秋津小学校教頭

齋藤

信幸

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

渡辺

雅和

関

陽介

10 学校支援ボランティア代表

欠席者

橋村清隆

小関
小関秀夫

満 19 秋津小学校教務主任
秀夫 20 秋津小学校生徒指導主任

１

委員長挨拶
もうすぐ夏休みです。地域で子どもたちの見守りをしていきましょう。
今日もよろしくお願いします。

２

校長挨拶
いつも、ありがとうございます。
来年度（３０年度）より特別支援学級が秋津小学校に開設されます。開設に向けての説明
会が、体育館かランチルームを会場として行われる予定です。

３

メンバー近況報告
小西：コミュニティ前の草むらで蜂に刺された人がいるということを聞いた。
－アシナガバチの巣を２つ除去しました。様子を見ていきたいと思います。
武藤：市民まつり「習志野きらっと 2017 」に７月１６日（日）参加いたします。１７：００に市内全
幼稚園児童が集まり、京成津田沼駅から市役所に向け、「きらっとサンバ」を踊ります。
また、このところビオトープに毎日通い、楽しんでいます。

４ 事務局からの報告
（１）第３回パートナー会議議事録

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
ALTボランティア２名が活動に参加していただいております。
（３）土曜参観アンケートについて
渡辺「資料３」に基づいて報告
アンケートについては、学校教育目標の内容に即して今回から変更いたしました。

（ご意見）
・オープンスペースの前の教室では、保護者の声や、小さな子どもたちの声で騒がしかった。
・PTA会長から保護者の皆さんに投げ掛けるといいのでは。
・昔はもっと騒がしかった。
・オープンスペースの前の教室では、昼まで保護者や小さな子どもたちが騒がしくしていた。
学習をしている子どもたちのために、参観する保護者の意識改善を図りたい。
（４）夏休み補習教室について
齋藤「資料４」に基づいて報告
今年も津田沼高校の生徒に来てもらい、夏休みに補習教室を行います。
（５）いじめ防止対策会議について
関「資料５」に基づいて報告
・いじめについて、アンケートから３８件認知し、指導してきました。
５ 協議事項
（１）いじめについて
（ご意見）
・アンケートの質問項目はどのようになっているのか。
・この実態がすべてかどうか、アンケートの時期といじめがずれていたときはどのように対応す
るのか。
・相談をしない、相談できない子どもたちがいると思う。そのような子どもたちには、どのような
手立てをしていくのか。
→いじめアンケートは、市内全小中学校で行っています。また、子どもたちにとって、相談で
きる環境を作っていくことが大切だと考えています。「学校生活アンケート」も本校独自で行
い、日頃より子どもたちをしっかりと見ていくことができるよう取り組んでいます。
・子どもたちの様子をくみ上げていってほしい。
・アンケートなどで、「こういういじめがあった」と把握できた時、原因究明もあるけれど、どうし
てこういうことをしてしまったのか、状況をよく把握してくれると、感謝の気持ちが持てる。
・子どもたちの心をしっかり把握していくことが必要。
・家庭での様子を保護者が見ていくことが大切だと思う。
６ その他
（１）施設改善要望
（２）秋津まつりについて

齋藤「資料」に基づいて報告
次回（第５回）に検討

（３）その他連絡事項
桑名：夏キャンプを７月２９日（土）・３０日（日）に予定しています。また、ラジオ体操を７月２１日
（金）～３１日（月）・８月２１日（月）～３１日（木）に実施いたします。
渡辺：夏休み中の過ごし方を指導しています。気になることがありましたら学校までお知らせく
ださい。
玉井：新習志野のプールに一人で行くのは４年生以上でしょうか。信号が変則的で、横断する
人が多いので、危険を感じます。自転車は特に注意が必要です。
小西：秋津小学校恒例の「鯉のぼり」は、コミュニティとPTAが調整していきたいと考えていま
す。メンテナンスはPTAがしていく等の分担をしていきたい。

平成29年度 第5回パートナ一会議議事録
日 時：平成29年9月21日（木）
17：00・－18：30
場 所：秋津小学校 2階会議室
司 会：渡辺・横山 記 録：山下
【出席者】
1 秋津小学校PTA会長

小西 正大

11

2 秋津小学校PTA副会長

加藤 千奈

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（元PTA副会長）

十文字満美

4

吉田 秀忠

14 保護者

土井 克代

5 学校体育施設利用団体

山下

15 公募

森崎 俊治

6 秋津コミュニティ代表

橋村 清隆

16 秋津小学校校長

井上 聡子

7 主任児童委員

玉井 恵枝

17 秋津小学校教頭

斎藤 信幸

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

19 秋津小学校教務主任

渡辺 雅和

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

社会福祉協議会秋津支部長

晃

満

学校支援ボランティア代表

桑名 英一

陽介

欠席者 笹川
初めに 船橋市立豊富小学校 吉田幸弘先生の参観を紹介 自己紹介があった
1 委員長挨拶
ひまわり発達支援センターの主催した映画会に出演した校長先生は、秋津小学校を参考にした学校づくり
をしていた。地域が見守る環境が秋津です。障害の有無でなく、自分らしく生きるというところ、地域が育
てるところは一緒だと思いました。
2 校長挨拶
いつも、ありがとうございます。
特別支援学級開設に向けての説明会が、4日に行われました。2回あり、14日にも行われる予定です。ぜひ、
おいでください。
明日「秋津っ子まつり」を予定しております。子どもたちが大変盛り上がっております。大人の勢いある
「秋津まつり」を子どもたちは、「秋津っ子まつり」で体現してることを感じております。
11月9日（木）に君津市から参観に参ります。睦沢町の時のように早くおいでになることとなりますので、
またお願いいたします。
療養休暇を2名の職員がとっています。教頭が3年1組を、6年1組は中山教諭が指導に当たっています。4年1
組は、江崎教諭が退職いたしましたので、酒井教諭が入りました。プラスになるよう全教職員でサポートに
入っていることをお知らせいたします。
3 メンバー近況報告
橋 村：7月21日～31日、8月21日～31日とラジオ体操を開催した。延べ3061名、市スポーツ指導員261名、皆
勤賞52名の参加があった。カウンターで数えたが、皆勤賞の数が合わなかった。挨拶がなかったり、
注意しても体操しなかったりする子が見受けられた。注意をお願いしたい。

桑 名：ビオトープの水蓮の間引きを7～8月に行った。もう少し工夫して、水をきれいにして
いきたいと考えている。
麻 生：津田沼高校の生徒さんと一緒にスズムシを育ててもらい感謝しています。また、地域
サロンの活動に2名の小学生が参加してくれています。
玉 井：子育てサロンでも、2名の小学生が参加してくれています。
山 下：8月27日（日）のグランドの草刈りでは、開放団体のメンバーがたくさん集まってくれ
ました。
小 西：10月7日（土）8日（日）の「秋津まつり」のご協力をお願いいたします。
武 藤：夏休み中、大きな事故もなくよかった。幼稚園児もラジオ体操に来ていました。早寝早
起きの習慣づくりとなっていました。「ふれあい食事サービス」で踊りを披露してきまし
た。9月30日（土）は運動会を予定しています。よろしくお願いいたします。
「どれみふあナラシド」を「秋津まつり」で披露します。
トンボをお配りしました。幼稚園の理解の一助になればと思っています。

4 事務局からの報告
（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

（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

（3）地域・学校コーディネーター研修について

渡辺「資料2」に基づいて報告

10月16日（月）に行います。9月25日（月）のクラブの時間に再度お願いします。
橋村：どの範囲の方が来るのか
－葛南5市の方です。
（4）「秋津っ子まつり」について

渡辺「資料2」に基づいて報告

（5）「秋津まつり」について

斎藤「資料1」に基づいて報告

（6）体育科公開研究会について

渡辺「資料2」に基づいて報告

5 協議事項
（1）「秋津まつり」について
橋 村：今年は「お化け屋敷」はやりません。
伊 藤：昨年度、本祭りが天候が悪く昼食を販売せず撤退したお店があり、食べられなかった
子がいると聞きました。お弁当も選択肢に入れていただけるとよいです。
十文字：おにぎりを持たせた家もあったようです。食べ物を食べないで、買い物を楽しむ子もいます。
土 井：買って食べたいと思っている子も多いです。
6 その他
（1）その他連絡事項
特記事項なし

２０１７年・平成 29 年度 第６回パートナー会議議事録
日時： １０月 1２日（木）17～17：45

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

加藤 千奈

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）

十文字 満美

4

社会福祉協議会秋津支部長

吉田 秀忠

14

保護者

土井 克代

5

学校体育施設利用団体代表

山下 晃

15

地域在住（公募）

森崎 俊治（欠席）

6

秋津コミュニティ代表

橋村清隆（欠席）

16

秋津小学校 校長

井上 聡子

7

主任児童委員

玉井 恵枝

17

秋津幼稚園 教頭

斎藤 信幸

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 教務主任

渡辺 雅和

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

21

秋津小学校生 研究主任

陽介

宗像 洋

１．横山委員長あいさつ
・「秋津まつり」： 無事に終了。昨年に引き続き、自分の地域に入りお手伝い、「積極的な地域の方々に
支えられている」事を実感、是非、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
・「秋津まつり」： 子供達を歓迎して頂き感謝です。地域の山車つくりに子供達が少しずつ地域の方々と
協働作業で関わる素晴らしい体験を大切にしたい。子供達も一生懸命頑張りました。この感激の体感を
今後共宜しくお願います。

３．メンバ－近況報告（敬称略、順不同）
桑名： ビオト－プのヘドロ／繁殖した睡蓮の除去作業、子供達と魚等の生き物の捕獲・避難作業を
10/28 土曜に実施。きれいな水への交換、鉢植え睡蓮の設置を。お手伝いできる方、歓迎です。
山下： 恒例・秋津祭り後の体育館ワックス掛け、主要 10 団体・22 名＋4 名の委員が 16-17：30 実施。
武藤： 9/30 土曜「運動会」無事に終了、ご支援に感謝。「秋津まつり」晴天に恵まれ沢山の声援に
子供達も喜んで踊っていました。「来年度の園児募集」10/13 から掲示、18 水曜に説明会、特別
参観を実施。皆さん方にも近所の方々への入園声掛けを。10/27 金曜、「バザ－ル」開催。
11/7 火曜、「クリ－ン」運動に子供達も参加、見かけたら声援を。
小西： 「秋津まつり」、無事に終わり大成功。ただ「駐輪場の飽和状態解消」に来年への課題有り。
前夜祭 19 時頃から正門で森崎・橋村さんと 3 名で何とか整理した。
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

（２） 10/13～11/16 「学校行事と学社融合授業等の活動について」

渡辺： 『資料 4 頁』に基づいて報告

「10/16-20 あいさつ運動」、児童会メンバ－中心に実施。腕章持ってる方、付けて下さい（玉井）。
「11/9 パ－トナ－会議」、君津市からの視察有り、6/22 睦沢町からの参観と同じく、早めの開催になります。
「11/8-29 マラソン練習」、安全支援ボランテイアの方々よろしくお願いします。
（３） 「秋津まつりの（先生方による）反省について」

斎藤： 『配布の別紙』に基づいて報告

1.計画について ①一芸の練習 ②保護者への連絡 ③日程・全体の流れ
2.前夜祭（一芸大会を含めて）について
3.本祭りについて ①オ－プニング[おみこし・ばか面・ソ－ラン節 等] ②開会式・閉会式
③山車みこし[子どもの掌握・地域との連携 等] ④食事・お金の使い方

4.その他

麻生： 舞台と観客客席が近くて親近感有り、盛り上がった。
加藤： 「子供みこし」への低学年保護者の参加が様子見？少なくて消極的だった。
山下： 子供達の祭りへの受け止め方を知りたい。
加藤／土井：小遣い 1000 円上限、親から貰わないと欲しい物（500 円以上）が買えないジレンマの
解消に工夫を。
（４） 第７回 体育科 公開研究会 11/6 月曜 開催について

宗像： 『配布の別紙』に基づいて報告

自ら学び、運動に取り組もうとする力を育む体育学習
今年度の重点 『一人一人が思考・判断し、共に生かし合う授業つくり』

・

「共有」の時間の手立ての充実

・

学習内容と教材が結びつく単元作り
＊ 子ども達は「試しや体験を通して」学び行動、教師は「仕組み作り」で支援する。

是非とも、皆さん方の積極的参観をお願いします。
（５） 授業参観について

渡辺： 『資料 5-6 頁』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内容をシンプルにしたアンケ－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 7 頁』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・時期を公開します。
５．協議事項
６．その他

「秋津まつり３７」

上記「秋津まつりの（先生方による）反省について」 を参照。

（敬称略）

（１） 斎藤教頭： 9/21 のパ－トナ－会議で報告した「地域・学校コ－デｲネ－タ－研修」を
当校で 10/16 月曜に開催、柏市など葛南５市の方々が来られます。
（２）井上校長： 「七中学区ミニ集会」について 12/5 火曜 pm、七中で開催。七中・秋津小・香澄小に
加え「谷津南小」も、今後の事を勘案して参加。詳細は追って連絡します。
＊ 次回は、１１／９木曜、時間は追って連絡。
君津市からの参観あるので早目に開催予定です。前回は 16 時でした。

以 上

資料１
平成 29 年度 第 7 回パートナー会議議事録
日時：平成 29 年 11 月 9 日（木）17:00～19::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

加藤 千奈

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）

十文字 満美

4

社会福祉協議会秋津支部長

吉田 秀忠

14

保護者

土井 克代

5

学校体育施設利用団体代表

山下 晃(欠席)

15

地域在住（公募）

森崎 俊治

6

秋津コミュニティ代表

橋村 清隆

16

秋津小学校 校長

井上 聡子

7

主任児童委員

玉井 恵枝

17

秋津小学校 教頭

齋藤 信幸

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 教務主任

渡辺 雅和

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

21

秋津小学校 研究主任

宗像 洋

陽介

１．横山委員長あいさつ
パートナー会議では地域で子供達が安心して成長いけるよう、地域を愛してくれる子供たちが育って
くれるよう、地域の方が学校と協力・サポートし、会を続けております。
（ご来賓の方が多数いるため）
本日は緊張しておりますが、いつも通りの姿をお見せできたらと思いますので、どうぞよろしくお願
いします。
２．井上校長あいさつ
私は昨年 4 月に着任して 1 年たち、全ての行事を一通り経験した上で実感したのは「秋津の子は秋津
の町に育てられている。はぐくまれている」ということです。行事の一つ一つの子供の姿を見て、子
供は子供らしく穏やかに急ぐことなく育まれているんだな…ということを実感いたしました。ともす
ると「早く、すぐに目に見えるように」という世の中の感覚を持って育てていこうとしますが、この
街ではゆっくり、じっくり、豊かに、大事なものを忘れずに見逃さずに育てようことを教職員自身が
学ぶことができる。そのことをまず皆さんにお伝えしたいと思ってまいりました。
今週月曜日に体育科の公開研究会がありましたが、その際もパートナー会議の委員さんに来ていただ
いて子供たちや学校運営の様子を見ていただきました。PTA の方にも大変ご尽力いただき、無事に公
開研究会を終えることができました。月曜日開催ということで厳しい日取りだったが遠くは石川県・
福島県からもお越しいただいて、100 名近くにご来校いただき、私どもには大変良い研究会でした。
この後の行事ではマラソン大会などでもご支援ご協力をいただくことと思いますが、引き続きよろし
くお願いします。
1

３．メンバー近況報告
桑名：ビオトープのかいぼりを 10 月 29 日に行った。ドジョウがいっぱいいるが取るのが大変だった。
今後も少しずつヘドロをとっていく。ポンプを止めて作業しているが、ポンプを動かせるまでには 2
か月くらいかかるかもしれない。
麻生：1 年生のお手紙を見て感動した。たまたま置いてあったのを見て、すごく良いお手紙でした。10
月に新しいお友達が入ってきましたがそのお子さんに周りからすぐに話しかけてくれた。優しかった。
だから私もいつか優しい人になりたい。1 年生なのに、見ず知らずのおじいちゃんにちゃんと自分の気
持ちを言えることはすごく良かった。
武藤：ふれあいサービスで、幼稚園も踊りの披露や肩たたきをした。普段お会いする機会がない高齢
者の方と触れ合う貴重な経験ができた。思いやりの心も持てたのではないかと思う。定期的に行って
いくのでよろしくお願いします。
今後の予定ですが、11 月 20 日／12 月 14 日にも子育てふれあい広場。
12 月 5 日にクリーンデーがあります。12 月 8 日のお楽しみ音楽会では、高齢者をお招きして楽しんで
いただける機会を設けます。お声がけしておいでいただければと思いますのでよろしくお願いします。
小西：秋津まつりご協力ありがとうございました。また、秋津まつりで出たアルミ缶等を、PTA の資
源物として回させていただきました、たすかりました。今後マラソン大会、海辺のコンサートと行事
が続きます、またいろいろとご協力お願いいたします。秋津小吹奏楽部が、テープ審査で日本学校合
奏コンクール全国大会に出場することとなり、自分も郡山まで応援しに行きました。素晴らしい演奏
に心打たれました！地域の方々にも吹奏楽部にカンパをいただきありがとうございました。また先週
はアンサンブルコンテストでも県大会出場が決まり、今後が楽しみです。12 月 23 日です、応援をよ
ろしく願います。
４．事務局からの報告
（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
（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
「11 月 11 日 たけのこ会」4 年目になります。
「11 月 21 日・12 月 5 日クリーン運動」 ４年生と環境ボランティア
「11 月 16 日 2 年生校外学習」
「11 月 16 日・12 月 21 日グリーン運動」

環境ボランティア

「11 月 8 日～28 日マラソン練習」
「11 月 29 日 マラソン大会」 安全支援ボランティアの方々、ご支援よろしくお願いします。
「11 月 29 日 5 年生 もちつき」
「12 月 5 日 1000 か所ミニ集会」 秋津小が 2020 年パラリンピックの教育推進校となったため、北京五輪 400
メートルリレー銀メダリストの高平選手を呼んで講義をお願いする予定です。
図書館の本の整理・掲示板作成…本を読みやすい環境づくりを目指しています。
2

（３）公開研究会参加者の感想
校長先生：一昨日から 40 度の熱を出し、研究会のまとめがまだ出来ていないため、参加された先生か
らいただいたご意見を原文そのまま紹介します。
（高橋セイコ元教頭先生）今年度は思考判断、共有に焦点を当てる、教師の指示も明確で真剣に聞こ
うとする子供達の目が輝いていた。率先して行動行う子供の姿に先生方の指導の成果が出ていると思
った。勝ちたいという強い思いを持っている子が少ないように感じた。
そのほか、市内中学校の先生が来てくださって「子供たちの技能レベルが高い」と感じたとのことで、
いただいた意見は先生方で共有していきたい。
玉井：苦手なものがある子供に対して声かけをしている先生が多かったのが印象的だった。4 年生のベ
ースボールが年々進化していて面白かった。
麻生：雑草がなかった。夾竹桃を切ってもらっていたので広くなり、授業がやりやすかった。
（４）第 2 回学校運営協議会
学校評価アンケート、提出率が低いのでもっと出してほしい。アンケートの結果は 11 月 30 日の学校運営協議
会で発表する。
5. 協議事項
特になし
6. その他
「秋津っ子」を基に説明
市内ボール大会：1１月 15 日
授業参観：11 月 21 日 多くの人にお越しいただきたい。
森崎さん：防犯カメラを市内全域につけたほうが良いのではないか。秋津地区には防犯カメラが全くない状況。
オリンピックを控えて外国人が多くやってくることを踏まえ、習志野市全体でセキュリティ強化をしてほしい。
以
次回は、１２月２１日（木）です。

3

上

平成 29 年度 第８回 パートナー会議
平成 29 年 12 月 21 日 17:00～18:20
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

加藤 千奈

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)

十文字 満美

4
5

社福協議会秋津支部部長
学校体育施設利用団体代表

吉田 秀忠
山下 晃

14
15

保護者
地域在住(公募)

土井 克代(欠席)
森崎 俊治

6
7

秋津コミュニティ代表
主任児童委員

橋村 清隆
玉井 恵枝

16
17

秋津小学校校長
秋津小学校教頭

井上 聡子
齋藤 信幸

8
9

学校支援ボランティア代表
学校支援ボランティア代表

麻生 美智子
笹川 満

18
19

秋津小学校教務主任
秋津幼稚園教頭

渡辺 雅和
武藤 貴好

小関 秀夫(欠席)

20

秋津小学校生徒指導主任

関 陽介（欠席）

10 学校支援ボランティア代表
１

委員長挨拶
年の瀬の忙しい中、ありがとうございます。インフルエンザが出始めてきました。気を付けてお過ごし下さい。
皆様、良いお年をお迎え下さい。

２

校長挨拶
明日で 2 学期も終わりです。この一週間はいろいろな方に“ありがとうございます”を伝えてきました。今日は安全支
援ボランティアの方と給食をたべながら、振り返りをして下さいました。また、午後の調理員さんたちとの振り返りの中
で、『1 年生に“お疲れ様です”と言われ嬉しかった』というお話がありました。声を掛け合い、コミュニケーションを大事
にしているとのことでした。 冬休みに入りますが、一緒に子どもたちを見守って頂きたいと思います。

３ メンバー近況報告
〇桑名：ビオトープの一連の工事が終わったので、どんなことをしてきたかご説明します。
・7～8 月…睡蓮の除去。大掛かりな作業でした。
・10 月～…田んぼの稲刈り後、水を掻い出す作業。長雨が続き、水がたまり、水の掻い出し・ヘドロ取りの作業の繰り
返しとなりました。韓国のテレビ取材有。
・12 月……ビオトープの周りの補強。島・小川の整備。
・12 月 16・17 日…池の水を満たし、金魚、魚を戻す。
・作業に携わって下さった方々、学童の指導員さん、ありがとうございました。今回、ペットボトル・空き缶・空き瓶等々
がかなり投げ入れられていました。子どもがやっていても、注意しない大人も見かけました。注意喚起の看板を検討
しないといけないかとも思います。
〇玉井：学習支援からの報告
・2 年生とのふれあい授業を行いました。(11 月 12 日みせてもらおう会、12 月 14 日教えてもらおう会)
話をしながらも手を動かすことができました。
・5 年生が高齢者疑似体験をおこないました。地域の 8 名の方のお手伝いをして頂き、不自由さを体験しました。
〇小西：
・朝の見守り、パトロール、秋津まつり等々いろいろ子どもたちに関わって頂き、ありがとうございました。子どもたちの
成長が見られた一年であり、勉強になった一年でした。来年はもう少し関わりを持ちたいと思います。
〇麻生：
・食事サービスに来る高齢者へ 5 年生が書いてくれた手紙がとても良く書けていて、お年寄りを気遣う気持ちが良く
表れていました。
〇武藤：
・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ました。子どもたちの一生懸命さが見られました。
４年生との交流でマンツーマンの指導のおかげであり、またお客様の前で披露することで自信になりました。
５年生が２年間の成長ぶりを感じてくれて、幼小交流に感謝しています。

４

事務局からの報告
(1) 第７回パートナー会議議事録について(齋藤：資料１をもとに報告)
(2) 学校行事と学社融合授業等活動について(渡辺：資料 2 をもとに報告)
2 月の蔵書点検はボランティアの要請の声かけをします。
(3) 2 学期いじめアンケートから(齋藤：資料 3 をもとに説明)
・記名アンケートなので、担任がチェックし把握し、面談、指導をしている。ほとんど解消しているもののまだ、下学。
年(1，2 年生)で多く発生している。からかい、物かくし等あるようだが、暴力に対してはきちんと対応している。
＜個々のケースについて質疑応答＞
〇吉田：いじめた子の名前は把握しているか。 → 記名はないが子どもの様子から把握できる。
〇橋村：Ｎｏ．35 については今も継続なのか。 → 自身が手を出すことがあるため。
〇笹川：Ｎｏ．31、32 について『家庭にも連絡』とは？いじめている子の家庭への連絡はしないのか。
→ きちんとしたことを把握していれば連絡するが、このケースはそれほどではないと判断した。
〇山下：子どもがいじめを受けていることを親も承知していてはいるが、その後どうなったかについて保護者への
報告はされているか → いじめが解消した場合は子どもから保護者へ話をするよう促している。
〇森崎：Ｎｏ．３５について原因となるお子さんについて保護者へ連絡はしているのか。いじめているお子さんの保護
者に認識してもらい、解決を図ることが必要ではないか。
→ 自身にも問題があるため双方にアンテナを張っていることが必要。
〇吉田：一人のお子さんに対して多数でいじめをするとなるとダメージが大きくなる。
〇齋藤：高学年になると起こりうるケースなので、アンテナを張って対処するようにしている。
〇横山：先生だけでなく、保護者、地域で子どもたちを見守っていきたい。
(4) 学校評価アンケートから学校評価実施について（齋藤：資料 4 をもとに説明）
・学校評価項目１～５について評価して頂く。
・項目 2 の学校評価アンケートの教職員の数値が低い事については自己反省の結果。
〇橋村：『⑨家庭での対話』高学年になるにつれて数値が低くなるのは当たり前のことで、悪くとらえることはないか
と思う。
〇山下：時系列のデータが見られると比較ができるのではないか。
〇井上：昨年度のものと比較をしてみた。同じ学年での比較してみて概ね高評価の項目が多いが、下がっている項
目もある。比較したものをお示ししたいと思う。
〇横山：楽しく学校生活を送っている子どもたちが多いようでよかったと思う。
(5) 全国学力・学習状況調査集計結果について(渡辺)
4 月 6 年生対象に実施
・国語 ⇒ Ａ(基礎・基本)…県水準を上回る Ｂ(応用)…県水準を上回る
・算数 ⇒ Ａ(基礎・基本)…県水準を若干下回る Ｂ（応用）…県水準を上回る
・国語への関心・総合的な学習への関心…高い
・規範意識（自己評価による）…低い

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）
(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学校評価実施に向けて にて協議）
(3) 冬休みの見守りのお願い
・4:15 のチャイムで遊びをやめて帰宅。4:30 には家にいるように指導している。
・不審者情報が多いため、暗くなる前に家に戻るよう指導。
・4:30 以降に見かけたら、帰宅を促すよう声かけをお願いしたい。

６

その他
〇麻生：吹奏楽部のコンクールの結果等を地域住民にも見えるよう知らせてほしい。地域の方も応援しているので
より良い方法をパートナー会議でも相談してもらえると良い。
〇井上：今年度学校視察が多いが、来年も増える傾向にあるかと思う。秋津小学校の良さを伝えていきたい。
＊次回パートナー会議 2 月 15 日（木）17 時～

平成 29 年度 第 9 回パートナー会議議事録
日時：平成 30 年 2 月 15 日（木）17:00～18:00
場所：秋津小学校 2 階会議室
司会：渡辺・横山

記録：十文字
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秋津小学校 PTA 会長

小西 正大（欠席）

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

加藤 千奈

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（欠席）

13

保護者（前 PTA 副会長）

十文字満美

4

社会福祉協議会秋津支部長

吉田 秀忠

14

保護者

土井 克代

5

学校体育施設利用団体代表

山下 晃

15

地域在住（公募）

森崎 俊治

6

秋津コミュニティ代表

橋村 清隆

16

秋津小学校 校長

井上 聡子

7

主任児童委員

玉井 恵枝

17

秋津小学校 教頭

齋藤 信幸

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 教務主任

渡辺 雅和

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

１．委員長挨拶
今年度最後のパートナー会議になります。今、オリンピックで盛り上がっていますが 2020 年がますます楽
しみですね。本日は最後まで有意義な時間となりますようご協力をお願いいたします。
２．井上校長挨拶
日頃よりご協力ありがとうございます。学校だよりの今年の表題は『こつこつと、ありがとう』という題に
しました。1 月 27 日に君津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人が銀賞
を受賞しました。他にも個人コンクールに 4 名が参加し、出場者 49 名中 4 名に出場権があります県大会にク
ラリネットの 1 人が選ばれました。他の参加した生徒それぞれが素晴らしい結果を残しました。
女子サッカー大会は負けてしまいましたが、全員が果敢に攻めて試合後の子供達もやり切った表情をしてい
ました。
これまで募金という形で子供達を応援していただきましたが、秋津小学校後援会を立ち上げたらという話を
幾つかいただき、検討しています。
再来年度 40 周年を迎えるにあたって、子供達が中心になって企画運営して地域に見守られている事に感謝
できる記念行事にしたいと思っています。よろしくお願いいたします。
３．メンバー近況報告
桑名：ビオトープについてです。先月のメンバー近況報告でもしましたが、かいぼりとはどういったものなの
かなど、ビオトープの生き物の地図のようなものを作りたいのですが、最初に作った当初の設計図をお持ちの
方がいましたら、ぜひお借りしたいと思います。かいぼりの時にゴミがたくさん出たので、ゴミを捨てないよ
うに看板を立てたいとも思っていましたが、朝会の時に伝えたのでやめようと思っています。よろしくお願い
します。
玉井：2/7 に 2 年生の高齢者とのふれあい事業を行いました。2 年生が地域の方々から教わった事を、1 年生に
教える心温まる会でした。2/23 に協力いただいた方々と 2 年生と、給食をいただくありがとうの会を行います。
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山下：毎年恒例となっています夜間の省エネウィークのため、2/10～2/16 まで 17 時以降の体育館の利用がで
きなくなります。我々もサッカーで利用していますが、中止をして徹底をしています。
麻生：お年寄りの給食会のお手紙の協力ありがとうございました。学年によって違いますが、絵も文章もとて
も良くできていて、担任の先生以外は見ないのはもったいないので、少しずつ余ってしまった分は次回からは
学校にお返しします。一年間ありがとうございました。
武藤：1 月と本日、ふれあい食事サービスにて高齢者の方々に踊りなど披露させていただき、ありがとうござ
います。3/3 新習ふれあいまつりに踊りで参加します。3/16 に卒園式の予定です。3/7 クリーンデーで朝
8：50 頃に子供達がオレンジのビブスを着用して一生懸命ゴミ拾いをします。一言、お声掛けがあると子供達
の励みになると思いますので、見かけた際はよろしくお願いします。4/7 花の実園にさくら祭りにも参加の予
定をしています。お時間がありましたら見に来て下さい。
渡辺：2/24㈯とんぼコンサートが 13 時から体育館で行いますので、子供達にとって励みになると思いますの
で、ぜひ！たくさんの方に見に来ていただきたいです。
11 月のパートナー会議の時にご協力いただきました、地域学校共同活動コーディネーター研修の第 3 回が 1
月下旬に県で行われ実践発表をしました。その後の先生方によるグループ討議でパートナー会議に興味のある
という話が多くあったと聞いて、改めてパートナー会議の役割、重要性を感じました。
校長：千葉県教育委員会から依頼を受け、渡辺教務主任が行ってきました。今年度もたくさんの団体の視察が
ありましたが、来年度も増えてくると思いますので、ご協力よろしくお願いします。
４．事務局からの報告
（１）第 8 回パートナー会議議事録・・・資料１
齋藤～資料 1 に基づいて報告 学校便り、年間行事予定表の資料が不足していました。追加の資料がありました。
橋村：前回議事録で欠席になっていますが、前回は出席していますので修正をお願いします。
（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２に基づいて報告
３年生が新習ふれあいまつりに参加します。
（３）３学期授業参観について・・・資料３
渡辺～資料３に基づいて説明
（４）学校生活アンケートから・・・資料４
関～資料４に基づいて説明
いじめアンケートの説明も追加の資料をもとに説明がありました。
担任一人ではなく学年の先生や周りの先生方の協力を得ながら、いじめが少しでも減るように行っていますが、
地域の方が気になる様子を見かけたら、ぜひ声がけの協力もお願いいたします。
横山：所見ありとは？➡アンケートの最初の質問で『学校が楽しいですか？』で少し嫌や嫌といった答えがあったも
のを所見としています。
麻生：問 3 の悩みや心配事で体のこととありますが➡親御さんや家族が病気にならないか心配、自分は大きくなれ
るのか、インフルエンザにならないか、など個別に面談すると子供達は真剣に考えています。それに対して担任もア
ンケートの内容を真剣に受け止めて対応しています。そういったところからも信頼関係を築いていくのだと思います。
山下：いじめアンケートの相談欄になしと書いてあるのは➡アンケート取る前には相談をしていないという事です。
（５）学校評価から・・・資料５
斎藤～資料５に基づいて説明
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吉田：このアンケートの結果は保護者にも配布しますか？➡お示しします。
土井：項目 4 の保護者の意見が心配です。保護者の中にも噂が回ってしまう。うちの子どもの担任の先生は休んだ際
などは、よく連絡をもらって感謝していましたので、すごく残念。学校の様子がよく分からない上の子が低学年の保護
者にも学校の様子が伝わっているのか。近年、子ども会でもメンバー化していて保護者同士も異年齢の関わりが減っ
て全体的に情報交換の場が減っている気がします。経験上、二つのクラスや担任を保護者が比べてしまう部分もあ
る。
笹川：自分たちの主張ばかりして親としての義務を果たしているのか疑問に思う。子供とのコミュニケーションができな
い事を学校のせいにしている。あいさつ一つ、まずは家庭からだと思う。
山下：アンケートのレベルが違う。内容をきちんと理解していないのかと思う。
井上：良い意見ばかりが集まるのではなく、良い意見はしっかり読み、ご指摘は全員で受け止める事を全職員に話し
ました。
吉田：アンケートの結果をどう生かすかが大事。子供だけを教育しているのではなく、親も育てている。クレームが一番
の肥料になる。
井上：一つ一つの項目に学校としての方針を示していきたいと考えている。保護者間でも色々な意見があるのでお互
いに学び合う関係でいたい。
森崎：部活動の項目についての意見ですが、子どもが好きで勝ちたくて朝練に参加しているのに親が早起きが嫌だか
らと身勝手な意見に感じる。
井上：勝つ事だけではなく、取り組むことの大切さ、意欲を高める事を大切に思っていますが、保護者に伝わっていな
いのかもしれません。今後、より一層伝える手立てを検討したいと思います。
橋村：学校を休む時は保護者から学校に連絡するべき。
横山：伝わっていないこと、保護者の方もちゃんと受け取っていないのかもしれませんが、ＰＴＡの方も何か発信してい
く努力が必要かもしれません。
（６）その他
齋藤～けがの発生状況、口腔衛生について配布資料をもとに説明がありました。
5. 協議事項
（１）学校評価について
（２）次年度へ向けて
卒業式（3/14）入学式（4/11）運動会（5/19）
6. その他
玉井：秋津小学校の子供ではありませんが、横断歩道通行中に救急車が来ているにも関わらず渡っていたそうです。
家庭でも指導するとは思いますが、安全教室の際に合わせて教えていただけるとありがたいと思います。
追加資料
いじめアンケート結果
平成 27 年～29 年度学校評価アンケート保護者評価 集計結果

以

上
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