
平成３０年度 第 1 回 パートナー会議議事録 

日時：平成３０年４月２０日（金）１７：００～ 

場所：秋津小学校 ２階会議室 

司会：河村・横山    記録：砂押 

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 前保護者（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 前保護者（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 前保護者（公募） 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 鈴木 俊哉 

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（欠席） 

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 河村 幸枝 

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 砂押 恭平 
 

１．鈴木校長挨拶 

学校運営協議会に向けて勉強していかなければと感じています。 

パートナー会議と運営協議会と，地域の方と協力した素晴らしい取り組みを続けていきたいと

考えています。 

 

２．ＰＴＡ会長挨拶 

本日は午前中 PTA 総会も行われ，盛会に終えることができました。昨年度と同様，引き続き

子どもたちの健康と安全を支えていきたいと思います。 

 

＜各担当・役員自己紹介＞ 

３．委員長・副委員長選出 

委員長 元 PTA 会長横山 様 

副委員長 現 PTA 会長 小西 様  秋津まちづくり会議副議長 伊藤 様 

 

４．委員長挨拶 

横山：3年目となります。よろしくお願いします。 

 

５．事務局からの報告 

（１）パートナー会議運営要項の確認 

教頭：運営要項につきましては，昨年度とほぼ同様ですが，要項に３－（２）に「８・１・３月

を除く毎月木曜日の午後５時から午後６時半まで行う」と記し，期日を決めさせていただ

きました。よろしくお願いします。 

（２）平成２９年度第９回パートナー会議議事録 

   平成２９年度第３回学校運営協議会議事録 

教頭：昨年度第９回パートナー議事録については十文字様にまとめていただきました。お読みい



ただきたいと思います。 

（３）平成３０年度パートナー会議日程と内容 

教頭：資料の１１ページに開催日・協議内容があるのでご覧ください。議事録の作成は，今回は

学校側で行います。次回からの分担を決めてください。 

＜パートナー会議記録担当＞ 

５月 桑名様：６月 伊藤様：７月 玉井様：９月 小西様：１０月 加藤様    

１１月 山下様：１２月 土井様：２月 十文字様 

（４）平成３０年度年間学校行事予定と平成３０年度学社融合授業等の活動について 

河村：年間行事予定の前に，学社融合授業等の活動予定に５年生高齢者疑似体験を追加してくだ

さい。クリーン運動は朝の活動として各学年・学級が行っています。環境ボランティアさん

の協力の元、お世話になっています。 

次に 13 ページをご覧ください。協力団体を記載しています。環境ボランティアの皆さんに

グリーン運動もお願いしています。 

本年度の外国語活動は，ALT1 名，支援ボランティア 2名で行っています。 

図書ボランティアはこれから募り，次回にもご報告できればと思っています。 

今後とも安全支援ボランティアの皆様には，登下校の見守りや運動会のご協力をお願いしま

す。 

笹川：５月１０日（木）は学校の職員の登校指導が入っていますが。 

齋藤：職員の安全点検一環として行っています。皆様には、これまで通り見守りをお願いいたし

ます。 

（５）その他 

特になし 

 

６．協議事項  

（１）平成３０年度 学校経営方針について 

鈴木校長：前年度から大きな変化はなく，学校教育目標を国際社会に生きる知・徳・体の調和の

とれた児童の育成としています。地域との連携については，昨年度までの３年ごとでは

なく，今年度から法的に１年単位で終えることもできるようになりましたが，教育委員

会を含め引き続き地域との連携を深めていきたいと考えています。 

秋津スタイルも昨年度と同様ですが，秋津小パワーアップスキルを朝の時間にドリ

ルやプリント等取り組み，力を高めていけるよう指導の充実を図ってまいります。道

徳・体づくりもより充実させていきます。 

職員の資質・向上を図り，新規採用や若い職員の指導力向上を目指します。ベテラ

ンと若手の差を感じられることもあると思いますが，大きく見て、育てていただけた

らと思っています。 

横山委員長：体育の研究を変えるとあるが，実際はどうであるか。 

鈴木校長：変えずに行っていく。 

（２）運動会について 

國友：運動会を行って，地域の方と一緒に盛り上がったり，準備・片づけでもご協力いただい 

たりと，体育主任として毎年ありがたく思っています。 

    トンボリレー，職員と地域の方とのリレーを９人で実施いたします。お知らせを本日配布

しました。フォークダンスは資料の通り２４グループで行う。 



    当日までのお願いとして，コミュニティの机をお借りします。しっかりと掃除してお返し

します。 

    地域の方々には当日７：２５朝礼台に集合していただき，ご協力をお願いします。テント

設営と放送機器のラインを地中に埋める作業のご協力をお願いします。終了後は万国旗の

片づけ・テントの片づけ等をお願いします。格納場所を見やすくして提示しますが，わか

らないものは体育館へお願いします。ご質問やご意見あればお願いします。 

玉井：スロープ辺りに高齢者用の自転車置き場はなくても大丈夫。なしでお願いします。 

土井：机と椅子に養生テープをお願いします。 

玉井：敬老者席はテント２つまでとします。椅子・机をできるだけ詰めます。午前は混みますが

午後は空きます。 

橋村：秋津富士の前にラインを引いてほしい。 

國友：本部は学校の机を使い，敬老席はコミュニティの机を使います。前年度の反省を生かして

今年度の運動会を実施していきたいと思います。 

（３）平成３０年度教育課程の編成に向けて 

河村：パワーアップタイムで基礎基本の定着をめざし，曜日を設定して行います。５月から国語

では漢字，算数では計算を重点的に行います。パワーアップスキル，学習に向ける姿勢や

能力をどのように高めるか，聞く・話すに着目しています。「聞くこと」は，特に学習の

基本と考えています。 

    希望者を募り，トンボセミナーで補習を職員が指導します。どれぐらいの子どもが参加す

るか，期待しているところです。また家庭教育の充実を図り，学習のすすめを配布してい

ます。 

思いやりのある子の実現に向けて，縦割り活動・トンボグループ・縦割り清掃・挨拶運動

の励行，いじめ・不登校の未然防止・早期発見，いじめアンケート等で取り組んでいます。 

体育の研究の一環として業間体育のサンタイム，朝のマラソンの励行 

研究教科の体育を核として，他教科にも広げていきたいと考えています。 

（４）トンボスタディガイド 

河村：学年×１０分＋１０分の時間行う。保護者向けのお知らせとなっています。家庭と協力し

て学力向上に努めていきます。 

横山委員長：７０分家庭学習できるようにがんばらせたい。 

河村：宿題にプラスして家庭学習を行っていただきたいと思います。 

教頭：ボランティア制度のご案内について，ハチに刺されてしまった方がいましたが，保障を受

けられることになりました。市の方に申請し，わずかではあったが認められました。授業

の際には，保障がでるかは確認中です。 

    高齢者体験は社会福祉協議会からの文書をお願いしています。吉田様にお世話になります。 

    秋津っ子便りにスクールカウンセラーは相談者のプライバシーの配慮に関わるという理

由で，名前を伏せています。 

鈴木校長：スクールカウンセラーの方は，インターネット関係には載せないようにとお話があっ

た。紙媒体ではお知らせしても良いとのことでお話しいただきました。 

    

追加資料  平成３０年度 年間予定表 



平成 30 年度 第 2 回パートナー会議議事録 

日時：平成 30 年 5 月 10 日（木）17:00～17:55 

        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 社会福祉協議会秋津支部長 吉田 秀忠 14 保護者（公募） 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 鈴木 俊哉  

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（欠） 19 秋津小学校教務主任 河村 幸枝 

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

横須賀市役所地域コミュニティ支援課（３名）、ぎょうせい リーダーズ・ライブラリ（教育雑誌）２名が取材に

来られ質問の後パートナー会議を聞く。 

 

１． 委員長あいさつ 

今日は雨が降って寒い日である。5/5 朝日新聞で小中学生のネット依存の記事が出ていた。 

 

２． 校長あいさつ 

果樹園の草刈、こいのぼりの撤去、田おこしなどいつも地域の方にやっていただきありがとうございま

す。運動会の準備中です。いつも学校をきれいにしたい。 

 

３． メンバー近況報告 

橋村：運動会のポスターを作りました。声かけして参加してほしい。 

    韓国のテレビ放送局の放送を１階コミュニティのパソコンに納めてますので自由に見たり、デー

タを持ち帰って使ってください（但し説明が韓国語）。 

玉井：３年生がまつり寿司を 5/30 にやります。 

武藤：幼稚園児（１７人）が運動会に参加します。クリーン day（ゴミ拾い）を６月初めにやります。 

    １丁目サロンに園児が参加する予定です。 

小西：今朝こいのぼりのかたづけをやりました。PTA の広報誌が市 P 連で優秀賞をとり表彰された。 

 

４．事務局からの報告 

（１） 第１回パートナー会議、議事録（齋藤） 

（２） 第１回学校運営協議会議事録（齋藤） 

（３） 学校行事と学社融合授業等の活動について（河村） 

 



５ 協議事項 

（１）土曜参観について（河村） 

  6/23(土)午後２時間上学年と下学年で１５分ずらしているので多くの方に参加してほしい。 

（２）教育相談週間学校生活アンケートを全児童からとる。（砂押） 

橋村：習志野市ではどこでも同じようにやっているのですか？また１年生も？ 

砂押：そうです。 

伊藤：資料にあるようなロールプレインやっているのですか？ 

河村：若年層研修を校内でやっている。 

  （３）秋津小学校と地域の大運動会について（齋藤） 朝の準備は７：２５に集合してやります。 

橋村：教頭から声かけして始めるようにしてください。→わかりました。 

小西：PTA は 7:15-20 に集合してやります。 

プログラムで地域種目の間隔が空いているので人集めに余裕ができていいです。 

 

６ その他 

   通学路安全対策協議会について（齋藤） 

       通学路について、ベルデから保育所の信号に「ここに立つ」の表示をした。 

   吉田：５丁目からの通学路の信号について、陸橋使用の可能性について再検討してほしい。 

   玉井、横山、麻生、森崎：過去にもいろいろな話があり、変更できていないが子供の安全をよく考えて

ほしい。 

    

 

                                                    



 

平成 30 年度 第 3 回パートナー会議議事録 

日時： 6 月 21 日（木）17:00～17：43 場所：秋津小学校 2 階会議室  司会： 河村・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 加藤 千奈 12 保護者（元 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 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 鈴木 俊哉 

7 民生主任児童委員 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 河村 幸枝 

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 砂押 恭平 

欠席者：吉田秀忠、笹川満、小関秀夫 

 

１． 委員長あいさつ 

6 月 18 日の大阪北部の地震による影響は、状況が判明するにつれ普通の生活がありがたいと思うとともに、

日々の備えが大切だと思いました、一番悲しかったのは、小学生の女の子がブロック塀の下敷きになってしま

ったことで、学校も対策を立てていただいていると思いますが、私たちも通学路について危険を感じなくなって

しまっているかもしれないので、視点を変えて確認をしたいと思いました。 

２．校長あいさつ  

５月の大運動会は天候が不安定でしたが予定通り行うことができました。パートナーの皆様を始め地域・保護

者の皆様に準備から当日のご協力までお手伝いいただき、大成功に終わることができました。 

地震により子どもが亡くなったという事故を踏まえて、習志野市でも通学路の点検活動を再度行っています。

学校でも通学路の危険な場所や崩れそうな塀の有無を確認しているところです。ただ学区も広く確認することが

簡単ではないので、地域の方の目で見て、ここは危険だというところがあれば学校に連絡していただければ学

校から市に報告します。 

全国的に不審者が子どもに危害を加える事件が起きています。捕まった犯人が、むしゃくしゃしたからやった

というようなすごくさみしい時代になってしまいました。私たちは、そういった自分本位の大人から被害を受けると

いったことから子どもたちを守っていかなければいけないと思います。これも地域の方々の目で子どもたちを見

守っていただきたく、よろしくお願いいたします。 

３．メンバー近況報告 

桑名： 環境支援から報告。6 月 17 日(日)に果樹園周りの草刈りを行った。第一団地・第 2 団地のクリーン

デーと重なったため参加人数が少なかったが 45 ㍑入りゴミ袋に 50 袋の草を刈った。 

玉井： 学習支援から報告。5 月 30 日に 3 年生とまつり寿司を作った。地域の手伝いが 9 人、保護者が



11 人参加してスムーズにでき子どもたちの歓声が聞かれた。 

武藤： ・秋津幼稚園として最後となる秋津小運動会に参加した。保護者からも子どもたちの頑張っている

姿を見られて良かったという声が聞かれた。 

・昨日、ふれあい食事サービスに行ってきた。年に 3～4 回参加しているが今回は年少組も参加し

た。幼いうちに人との関わりを経験すると良いと思う。7 月夏休みにも有志で参加する予定。 

・次回のクリーンデーは 7/3 で、保護者作成のオレンジ色の着る物を着用して実施する。 

・7 月 15 日の市民まつりには、午前中サンバパレードに参加する。パレードの場所と時間が変わる

が今年はトップのスタートとなる。また昼頃にキラッとワールドで「ドレミファナラシド」のダンスを披

露する予定。 

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 

   通学路安全対策については、7/03 に市の交通課や警察と、山田医院近くと 2 丁目横断歩道の点検を行う。 

（２） 「学校行事と学社融合授業等の活動について」 河村： 「資料 2」に基づいて報告 

（３） 授業参観について    河村： 別紙の授業参観資料に基づいて報告 

5．協議事項 

（1） 「秋津小学校と地域の大運動会」の反省  齋藤： 「資料 4」、「資料 5」に基づいて報告 

齋藤：天候が心配されたが運良く晴れてくれた。他市では日曜日に実施したが、信念と強運が好天をもたら

したと考える。入退場のやり方を変更したことが効いてプログラムが予定通り進んだ。 

小西：PTAで使用していたホワイトボードが3つとも風で倒れてしまった。来年度は土嚢でしっかり固定するよ

うにしたい。 

玉井：綱引きに参加した人が小さな子どもを連れて綱を引いているのを見かけた気がする。他の人に預ける

等、危険を避けるようなガイドが必要。 

橋村：「あかしろ」の地域競技にも子ども連れで参加しようとする人がいたが、お引き取りいただいた。 

６．その他 

齋藤：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について 

7/23(月)、7/24(火)に実施予定。参加者はこれから募集する。 

森崎：8/2 から世界ソフトボール大会が行われるが、各地から多くの人が来られて交通渋滞や危険が予想さ

れる。夏休み中だが、地域・保護者が協力できるところは協力していったらいいのではないか。 

麻生：鈴虫を育てているのであれば、いつ頃いただけるのか教えて欲しい。→（中島先生） 昨年は 8 月初め

だった。今年は 7 月末から 8 月初めとなると思う。 

齋藤：サッカーの合宿とも重なり参加希望者がいないので、今年の市民まつりにソーラン節は参加しない。 

麻生：幼稚園の運動会はいつ実施予定か。→9 月 29 日(土)を予定。 

小西：創立 40 周年事業について。第七中学校が来年の 10 月頃に創立 40 周年事業を予定しており、秋津

小学校の創立 40 周年事業は時期をずらしてもらえると助かるとのこと。再来年の 2 月か 3 月頃を考え

ているのでご協力をいただきたい。式典、航空写真、記念品を予定しているが祝賀会は行わない。 

鈴木：秋津小学校の創立 20 周年記念事業は平成 12 年度、30 周年は平成 22 年度に実施したことを考慮す

ると、40 周年は平成 32 年度でもいいのではないか。時期については検討していきたい。 

以上 



平成30 年度 第4 回 パートナー会議 

                    平成30 年7 月12 日 17:00～18:20 

                             場所：秋津小学校 2 階 会議室 

                             司会：河村・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(欠席) 

2 秋津小PTA 副会長 加藤 千奈(欠席) 12 元保護者(元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 前保護者(元ＰＴＡ副会長) 十文字 満美 

4 社福協議会秋津支部部長 吉田 秀忠(欠席) 14 前保護者(公募) 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 鈴木 俊哉 

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 秋津小学校 教務主任 河村 幸枝 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満(欠席) 19 秋津幼稚園 教頭 武藤 貴好 

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 砂押 恭平 

 

1 委員長挨拶 

暑さ本番。体調管理に気をつけたい。 

先週土曜日に突然の緊急地震速報がなり、地震があった。また、西日本の大雨の被害が出ている。災害について

日頃の心の準備が必要だと感じた。9 月の防災訓練をしっかりと取り組みたい。 

2 校長挨拶 

1 学期大きな事故もなく、終われそう。これも地域の皆さんのおかげと感謝している。ありがとうございます。 

市内では自転車の交通事故が増えている。自転車の乗り方で気がついたら、声かけをして頂けるとありがたい。 

3 メンバー近況報告 

〇橋村(秋津コミュニティ) 

・菊田公民館のお祭でおばけ屋敷を実施。秋津まつりでできないのが残念。 

・ラジオ体操～ロータリーで行うので朝早い先生は駐車をご配慮下さい。子供達には来週、チラシとカードを配布。 

・1 泊キャンプ～7/12 現在90 名の参加申し込み。時間のある方はご参加下さい。 

〇山下(学校体育施設利用団体) 

   ・8/26午前8:30からグランド使用団体により草刈りを実施。小雨決行。2丁目の植栽支援グループの全面的にご支援し

ていただく予定。 

○伊藤 

   ・袖ケ浦こども園に通っている保護者の方から、運動会の未就学児競技に参加したかったとの話を聞いた。秋津幼稚

園・保育所以外への声かけはしているか。  ⇒ していないが、難しいのではないか。 

〇玉井(学習支援ボランティア) 

   ・7/6 2 年生と地域高齢者とのふれあい授業の第1 回目として給食会を実施。 

〇武藤： 

   ・7/15 きらっとまつりにてサンバパレードできらっとサンバを、きらっこワールドでドレミファナラシド♪を披露。 

   ・7/24 食事サービスにおいて高齢者とのふれあい活動として踊りを披露。 

   ・1 学期大きな事故もなく終われそう。ありがとうございました。 

 

4 事務局からの報告 

(1) 第3 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 

校内にはブロック塀は無い。通学路内でブロック塀が一部あるが子供達はその前を通っていないとのこと。 

(2) 学校行事と学社融合授業等活動について              河村：「資料2」をもとに報告 

(3) 土曜参観アンケート集計について                   齋藤：「資料3」をもとに説明 

アンケートの記述は掲載の 4 倍(Ａ４版8 ページ分)があり、全般的に批判的な意見は少なかった。 

1．子供の様子 

  肯定的な意見が多かった。 



２．学校の様子 

  ・教室が暑い。⇒習志野市内小中学校の耐震化・トイレの改修が終わっていないため、エアコンの設置まで 

            及んでいない。 

  ・昇降口が汚いとの意見もあったが、一方、子供達が一生懸命掃除していることを評価して下さっている。 

    ○山下：勉強の様子は良くなってきているように思う。机の配置に工夫されている。 

         保護者の出席率は良いが、教室外で見ている人が多いし、廊下の保護者の声がうるさくて子供に影響が 

あるのではと思った。工夫が大切だが、子供の近くで参観しようという保護者の意識が大切。 

    ○横山：関先生が声かけをして下さっていたが、なかなか保護者が教室へ入らない。工夫が必要。全体的には 

落ち着いてよい授業だった。 

    ○小西：教頭先生の勧めでベランダから教室に入ってみたが、続いてくれる保護者はいなかった。 

(4) 夏休み補修教室                              齋藤：「資料4」をもとに説明 

指導というより高校生にアドバイスをもらうという立ち位置をとっていて、子供達の自主性を尊重している。 

子供達も楽しみにしている。 

(5) いじめ防止対策会議                           砂押：「資料5」をもとに説明 

・1 学期 27 件。うち 5 件は入学前のものなので、22 件記載。但し、その 5 件についても報告し、情報として共有して

いる。今のところ、落ち着いている。 

・1 年生の 10 件については主にきつい言葉を言われたりして、いじめとして記入している。 

・「相談せず」とは「言うともっとひどくなる」「言うほどではない」「その時限り」が混在。 

・最近はゲーム機での通信機能を使ってのやり取りもあるようだ。 

・教職員同士で情報を共有認識している。 

   ＜個々のケースについて質疑応答・意見等＞ 

    ○森崎：No.６について「好きなものをからかわれる」どういう意味か？ 

          ⇒自分が好きでやっていることをからかわれたり、否定されたりする。 

    ○森崎：いじめをしている子供の兄弟関係は？一人っ子だと善悪が付かない事があるのではないか。 

          ⇒そうとは言えない。 

    ○鈴木：1 年生が多いのは毎年の傾向。いじめというものが分かっておらず、自分がその時嫌なことがあればすべ

てアンケートに記入している。 

    ○山下：いじめを受けた側が主体のアンケート。いじめを解決するためのものなのか、現状を知るためのアンケート

なのかをはっきりさせた方がよいのではないか。アンケートだけでなく、常に相談できる環境が大切。 

    ○小西：No.10 について「メールで嫌なことを言われる」1年生ですでにメールでのやり取りがあるのか？市Pの会長

会で親同士の喧嘩を会長が仲裁したとの報告が 2 件あった。これはメールのやり取りが発端だったようだ。 

           ⇒子供同士のメールではなく。大人同士のことを記入したようだ。 

    ○土井：いじめている子供の保護者に連絡しているか。 

           ⇒面談の際に報告。 

    ○森崎：No.17 「つねられる」やっている子が誰かにやられているのではないか。 

    ○玉井：高学年の報告が少ないが、アンケートに書かれていない情報をキャッチしてほしい。 

 

5 協議事項 

 

6 その他 

〇秋津まつりについて 

・本まつりの保護者神輿は、保護者への PR をもっとして参加者を増やしたい。(齋藤) 

・着替えに使える部屋はあるか(伊藤) ⇒2 階ランチルームを使用してほしい。 

・秋津っ子広場は昨年実績ゼロだった。お金のやり取り等を経験してほしいが、授業として参加している以上、難しい

面があるか。(橋村)   ⇒今年は秋津っ子広場は開催なし。 

・5(4)⑧についての確認(橋村) ⇒ OK となっている。 



平成30 年度 第5 回 パートナー会議 

                    平成30 年9 月13 日 17:00～19:00 

                             場所：秋津小学校 2 階 会議室 

                             司会：河村・横山  記録：小西 

【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 元保護者(元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 前保護者(元ＰＴＡ副会長) 十文字 満美 

4 社福協議会秋津支部部長 吉田 秀忠 14 前保護者(公募) 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 鈴木 俊哉 

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 秋津小学校 教務主任 河村 幸枝 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満(欠席) 19 秋津幼稚園 教頭 武藤 貴好 

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 砂押 恭平 

 

冒頭：教頭先生より、NHK 取材の話 

 NHK 窪田氏よりコミュニティスクールヘの取材で、今回香川県に新しくコミュニティスクールを立ち上げたい学 

 校があり、その中で秋津小を見本にした内容の番組を制作したい。10 月の秋津まつりも取材したいのでよろ 

 しくお願いいたします。今日のパートナー会議も小型カメラで録画しますのでよろしくおねがいいたします。 

 

1 横山委最長あいさつ 

今年の夏はかなりの猛暑でした。夏休みに我が家から、子ども達が暑い中朝ラジオ体操に行っているの 

を見て、元気だなあと感心しました。先日、議会でエアコンを設置する問題でもめていましたが、習志 

野市長が 2020 年には小中学校にエアコンをつけると告示があり、ひとまず設置に踏み出す一歩と 

なりました。議題が多いですが、活発な意見をお願いいたします。今日はよろしくお願いします。 

 

2 校長あいさつ 

いつも学校にご支援ご協力をいただきありがとうございます。9 月21 日に秋津っ子まつりが行われ 

ます。子ども達は 1 学期から準備をしてきており、楽しみにしております。ぜひ足を運んでいただけた 

らと思います。10 月の秋津まつりには全校児童で参加します。 

最近、七中学区で多数自動車のパンクのいたずらや、団地内での車のガラスが割られた件がありまし 

た。朝、校門前で交通課の方にきいたら、防犯カメラには中年の男が写っていたということで、早く逮 

捕されてほしい。秋津小でもビオトープへのいたずらがありました。地域の方々の帰宅時の子ども達へ 

の見守りを引き続きよろしくお願いします。以上です。 

 

 

 

 

 



3 メンバー近況報告 

橋村 ： コミュニティより 7 月21 日にワンデーキャンプが行われて、参加者126 名、スタッフメンバ 

 ー合わせて 150 名位で参加しました。事故もなく有意義に過ごすことができました。 

 7 月21～30 日、8 月21～30 日はラジオ休操を行い、斎藤先生、武藤教頭先生、毎日参加者し 

 ていただきありがとうございました。今年は参加者が通常では延べ 3 千人位が今年は 2 千400 人 

 ほどで暑さと、子どもの数が減ったのではないかと思います。参加人数が 7 月は平均130 人位、8 

 月は 100 人以下になったのですが、皆勤賞25 組がいましたので、通常より半分くらいですが、皆 

 さん来てくれてよかったと思います。 

 

 山下 ： 8 月の最終日曜日に毎年行われております、校庭の草刈りを今年も開催し暑い中8 団体、80 名 

  ほど参加ました。ＰTA の小西会長も参加いただきました。秋津っ子のなかに報告が入っております 

  が今後も続けていきます、よろしく願います。 

 

 小西 ：今年の暑さは異常で、猛暑を通り越し酷暑ということで、何度か仕事中熱中症になりかけまし 

  た。なかなか朝のラジオ体操に行けず、すみません。子ども達も暑さがきつい夏だったと患います。 

  先日海辺のコンサート実行委員が立ち上がりました。今年は 12 月1 日開催です。毎年参加者が少 

  なくなっているので、皆さま宣伝をよろしくお願いいたします。 

 

 横山 ： 10 月27 日に PTA 主催の七中フェスティバルが行われます。 

 献品を集めておりますので、皆様ご協力をお願いいたします。 

 

4．事務局からの報告 

（1）第4 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…河村：資料2 に基づいて報告 

 ○クリーン＆グリーン運動 

   ① クリーン運動10 月2 日（火）2 年と環境ボランティア 

   ② グリーン運動9 月20 日（木）10 月12 日（木）環境ボランティア 

 ○学校行事と学社融合授業等の活動 

   10 月10 日（水）登校指導 

   ＊9 月下旬より、3，4 年「ばか面踊り」授業を実施 

   10 月11 日（木）4 年たけのこお話会  10 月12 日（金）3 年たけのこお話会 

   10 月15 日（月）クラブ活動        10 月18 日（木）パートナー会議 

 ○「外国語活動」学習支援ボランティア 2 名 

   9 月20 日（木）27 日（木）10 月4 日（木）10 月11 日（木） 

   ＊ ALT は 9 月中は中学校へ勤務のため不在です。 

 ○「図書室の本の整理掲示板作成」（図書ボランティア 3 名） 

   夏休み中でしたので今後計画中です。 



（3）秋津っ子まつりについて…河村：資料3 に基づいて説明 

  保護者の見学時間は 9 月21 日の第1 部：9 時～10 時、第2 部：10 時10 分から 11 時10 分 

  です。皆様、お越し下さいますようお願いいたします。 

 

（4）秋津まつりについて…斎藤：資料4 に基づいて説明） 

補足 伊藤さんより、  前日より台風等で開催できないときは前日にて中止を決定します。 

     橋村さんより、  今回はお化け屋敷はやらない。カラオケをやるかも。 

     玉井さんより、  秋津まつり前夜祭のパザ－ルは、今回あきつ幼稚園前に集合をします。 

     小西さんより、  秋津まつりに「あきつ遊びれば－」の倉庫のペンキ塗りイベント用の募金 

                   箱を置きますのでよろしく願います。 

  

 （5）体育科公開研究会について…河村：資料5に基づいて説明 
 
   5．協議事項 
  （1）秋津まつりについて 
     前項で協議済み 

  

6．その他 

  麻生さん： 

    この前団地中央付近で J ボードと自転車がぶつかった事故がありました。市の交通指導課が学校に来て 

    いるとのことですので、自転車の乗り方もきちんと指導していただきたいです。 

  玉井さん： 

    集団下校に憤れていない上に、下校時間が 1 年生から 6 年生までバラバラなため、見守りがしにくい状態 

    です。時間を合わせていただけたらと思いますが、よろしくお願いいたします。 

  森崎さん： 

    最近、治安が悪い事件が発生しておりますので、もう少し習志野市内のいたる所に防犯カメラや監視カメ 

    ラの設置をどんどん行ってもらいたいです。 

                                                    以 上 

 

 



平成 30 年度 第 6 回 パートナー会議 

平成 30 年 10 月 18 日 17:00～18:30 

場所：秋津小学校 2 階 会議室 

司会：河村・横山  記録：加藤 

【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(欠) 

2 秋津小 PTA 副会長 加藤 千奈 12 元保護者(元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 前保護者(元ＰＴＡ副会長) 十文字 満美 

4 社福協議会秋津支部部長 吉田 秀忠 14 前保護者(公募) 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 鈴木 俊哉 

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 秋津小学校 教務主任 河村 幸枝 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満(欠) 19 秋津幼稚園 教頭 武藤 貴好 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫(欠)  20 秋津小学校 生徒指導主任砂押 恭平 

 
冒頭：教頭先生より 
聖徳大学大学院 池田教授 他院生6名 NHK窪田さん 高松市の小学校林さんが参観に来ております。 
 
1．小西副費最長あいさつ 

 本日ＰＴＡバルーの親善大会があり応接に行ってきました。皆さん頑張っていました。秋津まつりは2日間と 
も天候に恵まれました。皆さんのおかげで事故も無く大成功に終わりました。ありがとうございます。また、来 
年もよろしくお願いします。 

 
2．鈴木校長あいさつ 

 いつも学校にご支援ご協力をいただきありがとうございます。先日の秋津まつりに参加させていただいてあ 
りがとうございました。手作りの山車に感動しました。地域の素晴らしさ、大人のすごさを感じることができまし 
た。子どもたちも楽しんでいました。また、来年度も子どもたちが積極的に参加をして、地域の中で一緒に楽し 
んでいければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
11月2日（金）に公開研究会があります。参観いただければと思います。 

 
3．メンバー近況報告 

橋村：先週土曜日講演会がありました。400メートル日本記録を持つ義足の選手からお話を伺いました。 
   機会があれば秋津小に来ていただけたらいいと思います。 
 
山下：秋津まつり終了後に体育館のワックスがけをしました。2時間かけて無事終わりました。 
 
麻生：今年は暑さのせいでスズムシが鳴かなかった。 
 
武藤：10月29日に運動会がありました。あたたかい声援や拍手をありがとうございました。秋津まつりでは皆 
   さん一緒に踊っていただき感謝しております。秋津っ子まつりでは子どもたちも喜んで参加していまし 
  



た。これからも残り少ないですが、幼小交流し互いに育ち合う子どもたちをよろしくお願いします。園庭 
の除草作業もたくさんしていただいてありがとうございました。11 月の上旬にクリーンデーがあります。 
 
横山 : 七中 PTA バルー3 位になりました。 

 
4．事務局からの報告 
（1）第 5 回パートナー会津諸事録‥・斎藤：資料 1 に基づいて報告 
 
（2）学校行事と学社融合投薬等の活動について‥・河村：資料 2 に基づいて報告 

○クリーン＆グリーン運動 
①クリーン運動 10 月 16 日（火）1 年 1 租と環境ボランティア 
        10 月 23 日（火）8 年 1 組と環境ボランティア 
        11 月 6 日（火） 5 年 1 租と環境ボランティア 
②グリーン運動 11 月 18 日（木）環境ボランティア 

○学校行事と学社融合授業等の活動 
10 月 15 日（月）         クラブ活動 
10 月 17 日（水）          5 年稲刈り 
10 月 22 日（月）～26 日（金）  あいさつ運動 
10 月 24 日（水）               クリーン作戦Ⅱ 
11 月 7 日（水）～27 日         マラソン練習（安全支援ボランティア） 
11 月 8 日く木）                5 年お話し会 
11 月 6 日（木）                2 年見せてもらおう会（学習支援ボランティア） 
11 月 9 日（金）                登校指導 
11 月 15 日（木）               パートナー会議 

 
O「外国語活動」学習支援ボランティア 2 名 

10 月 18 日（木）22 日（木）25 日（木）29 日（木） 
11 月 8 日（木）12 日（木）15 日（木） 
 

O「国手室の本の整理掲示板作成」 
10 月 11 日（木）18 日（木）23 日（火）30 日（火）11 月 5 日（月）13 日（火） 

 
（3）授業参軌こついて‥・河村：資料 3 に基づいて説明 

11 月 22 日（木） 授業参観（下学年）13：40～14：25（上学年）14：30～15：15 
懇親会くステップアップルーム）13：00～13：30（下学年）14：30～15：10（上学年）15：20～16：00 

 
（4）学校評価について‥・斎藤：資料 4 に基づいて説明 
   11 月のパートナー会議でアンケート配布、3 月に公表 
 
（5）秋津まつりについて※反省・・・斎藤：資料 5 に基づいて説明 
・子ども達自身が秋津の一員であるという自覚を持つ良いきっかけとなった。 
・今年異動してきた職員の中には学校の立ち位置と地域の立ち位置が分からなかったという意見もあった。 
・一芸大会の練習時間が短かった。 
・6 年生はいろいろ行事がある中頑張っていた。幼稚園生が踊っているとき、幼稚園生のダンスを 6 年生が主 
 になって一緒に踊っていた姿がよかった。 
・本まつりではお金がなくなりやることがなくなる子が多数いた。学校でも引き続き指導していく。 
・閉会式を早く終わらせることを職員に伝えてなかったのがミスだった。 
・幼稚園前の水道で鉄板等の洗いをしているようです。利用されるのは良いのですが、次の登園日ににおい 
 が残ってしまいます。エ夫をお厚いいたします。 

  



5．協議事項 
○秋津まつりについて 
梼村：一芸大会に女の子しかいない。ダンスしかない。リフティングやけん玉や一輪車、カラオケなども一芸 
  だと思うので、募集の時に一芸とはこういうものだというのをやったほうがいい。 
 
玉井：青連協でパトロールしました。ビンゴが続いていたが、時間通り始めた。パトロールが終わって帰って 
   きた時に小学生はいなかった。昔は秋津っ子まつりのようなものを休育館で催している時期もあった。 
   そういうのがあれば時間の使い方が変わってくるのでは。 
 
梼村：せっかく登校日なので子ども達が何かやっても良いのでは。 
 
教頭：思いに温度差がある。その中で子ども達に大人のすごさを感じるように育てていきたい。温度差をう 
   めていく。 
 
吉田：先生方が多人数の外で統率するのが大変。 
 
教頭：秋津まつりで、秋津っ子まつりのようにするのは厳しい。 
 
玉井：秋津っ子まつりの子ども達のがんばりを、もっと他の方に展開できる機会があると良い。 
 
河村：これからの時代情報を自分で発信できる子どもを育てたい。地域の方、保護者の方に発信できる機 
   会があれば、子ども連に良い学びの場になる。 
 
森崎：秋津まつりを学校の登校日にするのはどうか。先生方の責任と義務の負担を軽くするためにはいず 
   れ一考を要するのではないか。 
 
小西：地域の方が駐輪場の自転車をきちんと椅讃掛こ並べてくれた。ありがとうございます。橋の下にとめた 
   方もいて苦情が出た。来年はコーンを置いて対処したい。PTA バザーが大盛況だった。去年よりも売り 
   上げが 1 万円ほど多かった。子ども達のために使いたい。 
 
伊藤‥お祭りの反省会をしました。それを元に次年度の会合の時にどうやったらスムーズにできるか話し合 
   う。 
 
吉田：日が暮れるのが早くなってきたので、自転車の無灯火に注意してください。 
 
○学習支援ボランティアについて（米作り） 
教頭：竹林さんから次にバトンタッチをしたいと申し出があった。学校便りに乗せたがまだ申し出がない。食 
   に関する授業なので存続したい。 
 
楕村：資料やビデオがあるので興味がある人ならできるのでは。5 年生の先生は米作りをやると頭に入れて 
   コミュニケーションを取ればやる人がいるのでは。 
 
麻生：申込書をつけてみてはどうか。 
 
橋村：手紙を全戸配布してみてはどうか。 
 
玉井：5 年生の先生の間で引き継ぎがなされていない。担任の先生は大変だとは患うが、先にビデオを観た 
   りして大まかな流れを確認したほうがいい。 
  



￠．その他 
森崎：月に 1 回や年に何回かでもグループ登校をして、何かあった時にはそういうことをやっていこうという風 
   にしたほうがいいのでは。 
 
麻生：秋津っ子まつりの、親の感想を聞いた子ども達の感想を聞きたい。ランドセルの重さが話題となってい 
   る。学校ではどうしているのか。 
 
河村：文科省から通達がきている。毎日持ち帰らなくていい教科書はきちんとまとめて学校で保管をしてい 
   る。エ夫と改善をしながら取り組んでいる。 
 
 
                              次回は、11月15日（木）です。 
      



平成 30 年度 第 7 回 パートナー会議 

                    日時：11 月 15 日（木）17：00～18：00 
                   場所：秋津小学校学校 2 階会議室 

                    司会：河村・横山  記録：山下 
【会議メンバー】（敬称略） 
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(欠) 

2 秋津小 PTA 副会長 加藤 千奈 12 元保護者(元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 前保護者(元ＰＴＡ副会長) 十文字 満美 

4 社福協議会秋津支部部長 吉田 秀忠 14 前保護者(公募) 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 鈴木 俊哉 

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 秋津小学校 教務主任 河村 幸枝 

9 学校支援ボランティア代表 笹川 満(欠) 19 秋津幼稚園 教頭 武藤 貴好 

10 学校支援ボランティア代表 小関 秀夫(欠)  20 秋津小学校 生徒指導主任 砂押 恭平 

 
1．委員長あいさつ 
  すっかり早い時間から暗くなってきました。16 時 15 分にはチャイムと放送で「子供達は早く帰りましょう」が流 
 れる様になりましたので、早めに声をかけて見守りをして頂きたく思います。本日も宜しくお願い致します。 
 
 
2．校長あいさつ 
  先日の公開研究会では多くの方にご参加いただきました。誠に有り難うございます。PTA の方々には大変ご 
 尽力いただきまして無事、公開研究会を終えることが出来ました。今年の研究会は他県からも多くの参加者 
 があり、大変良い研究会になりました。有り難うございました。 
  次に、良いお知らせです。添付文書にありますように、文部科学省から平成 30 年度の「地域学校協働活動」 
 として文部科学大臣表彰が内定しました。12 月 3 日（月）にパートナー会議横山委員長とご一緒に文部 
 科学省に行って表彰を受けてきたいと思います。これも永年の皆様のご協力のお蔭だと大変感謝致します。 
  これからも子供たちの為に保護者、地域、学校で連携して取り組んで参りたいと思います。これからも、引続 
  きご協力の程、宜しくお願い致します。 
 
3．メンバー近況報告 
 玉井：先週、11 月 6 日（火）に 2 年生の地域と高齢者ふれあい事業を開催いたしました。5 つのコーナー 
    に分れて皆様の技を見せて頂こうというテーマでしたが見せながらも一緒に取り組みました、次回 
    は 12 月 6 日です。年が明けましたら 2 年生が 1 年生に教えてあげる立場になるので、次回は「あ 
    なた達、教えるのよ」というスタンスで取り組みたいと思いますので宜しくお願い致します。 
 武藤：幼稚園の行事は 12 月 4 日のグリーン活動、12 月 6 日お楽しみ音楽会について報告 



4．事務局からの報告 
（1）第 6 回パートナー会議議事録      曹藤：「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」 河村：「資料 2」に基づいて報告 
 11 月 12 日－12 月 13 日の行事説明を頂いた。 
・樹木の暫定をして頂き、子供たちから走りやすくなりましたと好評でした。またマラソンの練習時にボランティ 
 アの皆様には安全確保を頂きました。御礼申し上げます。 
（3）公開研究会参加者の感想・       斎藤：「資料 3」に基づいて報告 
 齋藤：「参加者の感想・意見（批評箋）」について説明 
 ・参加者数は 208 名来賓他、市内一般 10 名、市外 58 名、保護者 52 名、PTA 役員 10 名他 
   県外の参加者が多く盛況でした。北陸地区は石川県、福井県、富山県、で 10 人弱、静岡、北海道か 
   らも多くの方達においでいただきました。インターネットやホームページでの効果が大きく、たくさんの 
   方に興味を持っていただき、資料請求というケースもありました。 
   ゲームにおいては子どもたちがルールをよく理解して作戦の共有、話合いが無駄なく進められ、学習 
   することができました。用具等工夫した教材の手作りについても、お褒めの言葉をいただきました。今 
   回は総合的に、手ごたえがありました。これからも皆様の応援をお願い致します。 
 山下：公開研究会は、独自の教育で 8 年にわたって研究されているので、成果が表れていると思いました。 
     何よりも子供達が、先生方と共に生き生きと楽しそうに運動しているのが印象に残りました。 
 麻生：運動会と思うぐらいすごかった、大きな声で 6 年生がまとまっていた。添付されているアンケートの回答 
     の通りでした。 
 小西：同じ運動でも昨年より大幅な進化を感じました。工夫はパイプにコンクリートを入れて危険対策されて 
     いたのは先生方の努力の賜物です。今後の運動会のヒントになり、いい勉強になりました。 
 玉井：子供達の気合が入っていた。一年生で馴れてなく、途中ボールの競技で気持ちがくじける子供がいた 
     が、その子が来年笑顔で取り組めばいいな－と思いながら見させて頂きました。 
 横山：アンケートを読ませて頂き、良い公開研究会であったことが伝わってきました。来年も見学したいと思 
     います。 
 (4）第 2 回学校運営協議会に向けて。 
 斎藤：「別紙」資料に基づいて報告 
 
5．協議事項 
  ・特記事項なし。 
6．その他 
 橋村：飼育小屋が台風の影響で屋根の銅板がはがれている。工作クラブで修繕したいと思っています。 
     併せて、PTA もお手伝いをお願いしたい。今後、計画を立てて正式に決まり次第報告します。 
 森崎：8 月に福祉ゾーンでのパンク事件は皆さんも新聞でご存知だと思いますが。犯人は捕まりましたが、こ 
     の先どんな事件があるか分かりません。子供のために我々が地域で目配り、気配りが出来ればと思っ 
     ています。これからも外国人の犯罪が出てくる恐れがあります。皆さんと注意を共有したいので、お話 
     を最後にさせて頂きました。宜しくお願い致します。 

                                                以上 



平成 30 年度 第 8 回パーけ一会議 
平成苅年12月13日17:00～1820 

場所：秋津小学校2階会議室 
司会：河村・横山 記録：土井 

【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（欠席） 
2 秋津小PTA副会長 加藤千奈 12 前保護者（元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 前保護者（元PTA副会長） 十文字満美(欠席） 
4 社会福祉協議会秋津支部部長 吉田 秀忠 14 前保護者(公募） 土井克代 
5 学校体育施設利用団休代表 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 鈴木俊哉 
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 秋津小学校教務主任 河村幸枝 
9 学校支援ボランティア代表 笹川 満（欠席） 19 秋津幼稚園教頭 武藤貴好 
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 砂押恭平 
1 委員長挨拶 
 12月3日に「地域学校協働活動」推進に係る表彰のため、文部科学省に行きました。多くの学校が集まる中で九州と 
  神奈川の学校の括を聞き、多くの方が子ども達のために頑張っていらっしやることを認識しました。本校も今まで培っ 
  たものを今後も続けていかれるといいなと患いました。 
2 校長挨拶 
  横山委員長と一緒に文部科学省に行ってきました。表彰状を会謙室に飾ってみると、平24年に「学校運営協議会」 
  が同じ12月3日に表彰されていたことがわかりました。今回は「パートナー会議」という名での表彰です。本当にパー 
  トナーとして学校を支援していただいている方々のお陰と実感しています。これからも無理をせず、子ども達のために 
  保護者、地域、学校で連携して長く続けていきたいと思っています。 
  12月になり、あと2週間程で年も変わりますが子ども凄も4月から12月まで大きな事故もなく元気に過ごしています。 
  年が変わり、残り3ケ月平成30年度が無事に終わりを迎えられるよう頑張って参りますので、どうぞ宜しくお廉い致し 
  ます。 
3 メンバー近況報告 
○玉井（学習支援ボランティア） 
 ・11/6：2年生と地域高齢者とのふれあい授業案3回目「教えてもらおう会」 
   1月には1年生に教える立場となるので今回は自分たちでやることをメインに取り組みました。 
 ・11/28：5年生餅つき 
   地域のボランティア10人種参加。保護者、特にお父さんの参加が多かったのでスムーズに出来上がりました。 
 ・11/30：5年生高齢者疑似体験 
   市社協の指導を受け、観友先生・鎌形先生に「どうやったら不自由さを体験できるか」を考えて頂き、課課題もって 
   取り組めました。振り返りも含め、良い体験ができたのではないかと思います。 
0伊藤（まちづくり会議) 
 ・日曜日に学校ロータリーのグノスマスイルミネーションを点灯させました。 
○武藤（秋津幼稚園） 
 ・12／8 お楽しみ音楽会開催 
   最初の頃は葉巻を使うのも大変でしたが、しっかり演奏出来て成長を感じられました。4年生との交流もあり、 
   楽しく活動できました。 
 ・冬休み、園児は保護者と一緒にいることが多いとは思いますが、スマートフォンを見ていて気付かない姿などあった 
  時は声掛けをお願いします。 
 ・1月の予定・・・8日：クリーンデー 2日：ふれあい食事サービス参加29日・2月中旬：生活発表会 
 ・園庭の砦はこれまで補修を重ねて使ってきましたが、老朽化のため解体することになりました。現在使用禁止です。 
 ・秋津幼稚園は今年度で閉園となるため、2月2日に「ありがとうの会」を行います。   



○麻生 
・幼稚園のお楽しみ音楽会がとても良かったです。お母さん連が少人数だが工夫していて、地域の高齢者からも評価 
  が高かった。毎年行われていたのなら、もっと見たかったとの感想もありました。閉園は残念です。 
○森崎 
 ・秋津幼稚園の今後はどうなりますか。地域からも質問されることもある。 
  → 秋津幼稚園は今年度で閉園となり、新習志野子ども園(仮称)として開園されます。今度は3歳児からの受け入 
  れとなり、現在の秋津幼・香澄幼の子ども連はそこでの生活となりますが、来年度1 年間は分室として残すこと 
  になっています。（鈴木校長） 
 事務局からの報告 
（1）パートナー会雑文部科学大臣表彰について  斎藤：「資料1」に基づいて報告 
(2)第7回パートナー会議議事録            斎藤：「資料2」に基づいて報告 
（3）学校行事と学杜融合授業等活動について   河村：「資料3」に基づいて報告 
    追加報告 2月7日 2年生ふれあい授業rありがとうの会」 
(4)2学期いじめアンケートから              砂押：「資料別紙」に基づいて説明(（終了後回収) 
（5）学校評価実施に向けて                斎藤：「資料4」に基づいて報告 
・前回学校運営協議会において伊藤さんより文言だけでは見づらいとのご指摘があり、今回はグラフ化してみた。 
 保牲者の意見を含めて作成予定。 
・子ども大人(教職員・パートナー）との意見にズレがある。子どもは満足しているのに大人はもっと期待を 
 してしまっている。もっと高嶺を目指す指導をしなければならないという大人側の焦りの表れかもしれないと感じる。 
 子ども連を伸ばそうと思いすぎてしまうと逆に子ども達が学校に居づらいと感じてはいけない。教職員はその辺りを 
 意識しながら考えていきたい。 
 ・2学期の授業参観アンケートについてはお褒めの言葉が多かった。 
 
○玉井：子ども連は「とても良い」を付けるが大人になると「とても良い」はつけづらいのではないかと感じる。トータ 
    ルで「良い」と判断してもよいのではないか。 
○横山：子ども連は自己肯定感が強く、学校で頑張っていると感じられる。 
○斎藤：児童評価の数値が高かった項目については、ほとんどの子が4」をつけている。一方で各項目ともクラス 
  に1名程度は「1」を付けていることもあるので、その子に関して各担任と共にしつかりケアしていきたい。 
○橋村：教職員からは2.65の評価もある。大人は厳しく見ている部分があるのではないか。 
○河村：例えば、チャイム着席のために廊下を走る。子どもは「間に合った止とらえる。一方で大人はr廊下を走らな 
   い」というきまりを守れていないとみる。こうした見方の違いや、先生は平均して厳しく考えてしまうことで子ど 
   もとの差があるのかもしれない。 
○麻生：子どもにとって楽しい学校作りをすることが大切。アンケートで保護者からも高評価がもらえているのは良 
    いと思う。 
（8）全国学力・学習状況調査集計結果について        河村 
 4月に6年生を対象にして行われている全国一斉学力調査の結果が戻ってきました。国語、算数ABとも全国、千葉 
 県の平均を越えています。3年に一度理科の調査もあり今年はその年。理科も平均を越えています。 
 同時に児童へのアンケートがあり、全国と比べた鯖果、次のような姿が見えてきました。 
   ・忙しい子ども連の姿。放課後にはあちこちに行っている。 
   ・それぞれの教科で高い数値を表しているのに自己肯定惑が低い。 
   ・自分たちの将来がまだ思いつかない。夢が描けない。 
 
 0吉田：学校での教育目標についてなのか。家庭での親の事求が強すぎるのか。 
 ○河村：質問事項は「自分には良いところがあると患いますか」「将来の夢や目標はもっていますかj。それ対して自 
    分の良い所を見つけられていない、学習面では高い数値が出ているにもかかわらず、自分の良い所が見つ 
    けられない。また、将来の夢や目標を持っていると答えている子どもが少ないので、夢を育むことも大切にし 
    たい。質問が漠然としすぎている可能性もある。 
 ○齋藤：住宅地が多いので働く姿が見えないのも原因か。中学、高校に行けば色々なアンテナを張れる。 
 ○森崎：核家族化で具体的なものが見られない。 



○玉井：学校アンケートでは良い評価が出ているので、それを自信に変えていって欲しい。自分を大事にすることを 
   意識するようになって欲しい。 
○土井：自分の良い所を堂々と言うことが難しいと感じる。普段から学校でもたとえ小さなことでも良い所を話題にで 
   きると良い。 
○河村：現実を見過ぎて書くことが出来なかったようにも感じた。 
○伊藤：アメリカでは自分の良い所を30見つける訓練がある。線験豊かにしていくような教育が大切。 
○河村：習志野市教育委員会のホームページに傾向は掲載。自分はかけがえのない存在だと知れば、命の教育に 
   もつながる。 
 
 
5 協議事項 
(1) いじめ対策について 
(2) 学校評価関係 
(3) 冬休みの見守りのお願い 
  短縮・早帰りが始まり、12月2日から1月8日までは冬休み。秋津の中では整備されている所が多いので自転 
  車に乗る時など比較的安全だが、学区外では注意が必要。引き続き見守りをお願いします。暗くなるのも早いし、 
  寒くなるので注意して下さい。 
 
6 その他 
○平成30年度 習志野市教育功労者表彰：小関秀夫さん 
○「船橋よみうり」に文科大臣表彰についての記事掲載 
○12月16日NHK課題解決ドキュメントふるさとグングン10時5分から放映 
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平成30年度 第9回パートナー会議議事録 
                  日時：平成31年2月21日（木）17：00～18：00 

                       場所：秋津小学校2階会議室 
                      司会：河村・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（欠席） 

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 楕村 清隆 16 秋津小学校 校長 鈴木 俊哉 
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 秋津小学校 教務主任 河村 幸枝 
9 学校支援ボランティア代表 笹川 満（欠席） 19 秋津幼稚園 教頭 武藤 貴好 

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 砂押 恭平 

1．委員長挨拶 
連日、報道されていました事件について自分なりに考えたことですが、何か大人が助けてあげられなかった 
か…どこかで何かキャッチできなかったか…と一人の大人として考えまして、私自身も皆さんも周りの子ども 
達の様子をしつかり見てSOSをキャッチできる大人にならなきゃと、つくづく思いました。子どもを守れる 
のは私たち大人なのだという事を感じていますので、これからも地域の一人として子どもに寄り添っていきた 
いと思いました。本日は今年度、最後のパートナー会議になります。最後までよろしくお願いいたします。 
2．鈴木校長挨拶 
本日のパートナー会議が今年度最後の会議になります。どうぞよろしくお願いいたします。一年を通して学 
校、子ども達にご支援、ご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。秋津小学校は多くの方  々
に支えられているという事が、この一年を通して実感しました。来年度も引き続きご協力の方をお願いする 
と共に子ども達の笑顔溢れる学校を推進していきたいと考えておりますので、来年度もご支援をどうぞよろ 
しくお願いいたします。 
3．メンバー近況報告 
玉井 : （学習支援ボランティア） 
2年生と地域の高齢者のふれあい事業を3学期になって2回活動をしました。1／17（水）は2年生が先生に 
なって1年生に教えてあげよう会という事で、2年生は今まで敢えてもらう側でしたが、お兄さんお姉さん 
になって顔つきが立派になっていました。2／7に一年間の活動を通してありがとうの会を行いました。2年生 
の皆さんから感謝状と素敵なカードをもらって一緒に給食を食べました。2年生の態度と歌声がとても素敵で 
本当に成長したと思いました。 
麻生：2年生の活動での補足ですが、さすが河村先生と感心したのですが、待ち時間におしやべりではなく、 
全員で九九の練習をして高齢者も何十年ぶりに九九をやって、さすが！と思いました。給食の時に『つるさ 
んカメさん・‥』全校でやっているのですか？ 
河村 : うちの学級だけです。『つるさんカメさんのように長生きしたければつるつる呑まずによくカメカメい 
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ただきます』で食べます。 
麻生 : 感心しました。 
河村 : すぐ、いただきますではなく、ちょっと一呼吸おいてという事で行っています。 
橋村: : 飼育小屋の屋根の修理は終わりました。下の方の塗装が終われば完了ですが今のところ何も入ってい 
ないのでどうしようか…と思っています。 
小西 : 今年度、色々とご協力いただきまして、ありがとうございました。また人生初のテレビ出演もできま 
して、賞もいただいて素晴らしい会議だとおもいます。PTAの活動では、ベルマークでサッカーボールを購 
入しました。会費を値下げして集金もー年に一回にさせていただく事を本日のPTA役員会で提案して承認さ 
れましたので、来年度からそのようにさせていただく事になりました。先ほどの飼育小屋の修理の件も色  々
意見はありますが、災害留保金が手つかずでありますので、台風や災害で壊れた部分はそこから修理しても 
いいのかなと思います。それは今後、検討していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 
森崎 : 知人からハクビシンが出たと聞いたが、ハクビシンは捕まえることができないし触れられないし、市 
役所に連絡したら協力してくれるそうなので、もし何かありましたら市役所に連絡してください。ご連絡で 
した。 
武藤 : 2／2『ありがとうの会』では大変お世話になりました。ご協力もありがとうございました。3／2卒園児 
と保護者様対象に幼稚園の思い出に浸っていただく機会を設けましたのでお手紙は子どもを通してお配りま 
した。お時間がありましたら幼稚園にお越しください。幼稚園の活動として、年長は1月下旬、年少は2月 
の先週に生活発表会を行いました。それぞれ成長を感じていただける場になりました。子ども達も成長して 
3／19卒園式を迎えることとなります。明日、ふれあい食事サービスに今年度最後の参加になります。3／2公民 
館の新習ふれあいまつりにてスペシャルダンスメドレーを披露します。3／19修了証書授与式となり、3／12最 
後のクリーンデーを行います。秋津幼稚園としてはパートナー会議の参加は今回で最後になります。参加さ 
せていただいて幼稚園として大きな力をいただきましたこと大変感謝しております。来年度について決まり 
次第、お知らせさせていただきます。ありがとうございました。 
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 
  斎藤～資料1に基づいて報告 
  伊藤 :  3ページ目の6行目部分、管理者講習という事で、時にアメリカという事ではありません。 
（2）学校行事と学社融合授業等の活動について‥・資料2 
  河村～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 
河村～資料3に基づいて説明 
≪感想≫麻生 ： 6年生の下校の様子を見かけて、すごく明るい印象でした。 
      小西 ： 3年生の物づくりは素晴らしかった。 
      加藤 ： 2年生の成長日記は感動しました。4年生の二分の一成人式はとても立派に表現していました。 
             歌声がきれいになったことにも感動しました。 
（4）学校生活アンケートからl・・資料4 
 砂押～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。 
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（5）学校評価か・・・・資料5 
 斎藤～資料5に基づいて説明 
・前回、保護者のアンケートが入っていませんでしたが、今回は保護者の数値も入っています。今回は自由記述も載 
せました。集計結果の中には児童の意織と大人（指導者）の意識がずれているところは前回のご指摘の通りだと思い 
ます。子ども達と指導者との意識のかい離はグラフの取り方が悪いのか、今後改善していく必要があるのか、今は答 
えを出しかねています。 
・自由記述については分類しました。その中の学校運営についての教師が撮影するビデオは子供たちの安全や指導 
内容の記録としていますので、保護者に見せるためのものではない事をお知らせする。 
・トイレの匂いが気になるというご意見も水道屋のアドバイスを受けて行っています。 
・教室が暑い、寒いというご意見についても次年度、エアコンが設置されます。寒い中ストーブをつけないというご批判 
もありましたが寒暖差の体調管理、換気や休み時間の過ごし方など担任がエ夫している。次年度以降、指導者の方も 
工夫しながら行って行きたい。 
・指尊者の言葉遣いが悪いというのは、おっしやる通りです。生徒を指導するときは女性っぼい話し方をするなど方法 
を考えていくことも話しました。 
・秋津っ子まつりがなくなる事についてもまだ具体的に決まっていませんが、方向性としては子供たちの学習発表会仇 
ように学習をメインにしたものをしていきたいと思っています。 
・休み時間が掃除などになる事については、早く帰らせることや授業時数を削らないためとご理解いただきたい。 
・夏休みの作品については、担任が必ず赤を入れて返すことを指導者で共通理解しております。 
・本校は学校生活アンケートといじめアンケートと2本立てで行い、その後に教育相談にて子ども達全員に話を聞いて 
います。 
・次年度に向けての創立40周年は2019年ではなく、2020年になります。（訂正） 
このような形で学校運営協議会にてお示しして保護者に配布していきたいと思っています。 
伊藤：集計結果のグラフの考え方のかい離はそれほど気にする事ではないと思います。 
吉田：アンケートの中で割愛した部分はありますか？ネガティブな意見があまりないので、保護者と学校との信頼関係 
が良好だと思いました。 
斎藤：ほとんど原文のまま載せています。先生の名前などは消して載せています。同様意見はまとめて入れてありま 
す。授業参観のアンケートは本当に温かい内容が多かった。本日の授業参観でも子ども連の発表を保護者の方々が 
食い入るように参観している様子からも学校に対して温かい目で見ていただけていると感じました。 
河村：価値観の相違による考え方のズレが今回のアンケートには出ていまして室温について設定温度が学校で決ま 
つています。外気との温度差も考えてストーブの使用をしていますが、丈夫な体づくりを奨励するとその季節の温度に 
体を慣らすことも大切だと思っていますので、バランスを考えて担任もやっていますが、それに対して保護者の方々と 
の考え方の違いもあります。そういったところは話し合いを重ねていかなくてはいけない。そういったお声をお聞きにな 
つた際はパートナーの皆様の協力を得ながら草の根活動のように行って行きたい。本校の行間遊びや体育を奨励し 
ている取組みのおかげか、今のところ学級閉鎖もなく感染症の流行も少ないので健康面を考慮した学校の取組みも 
影響しているのではないかと思っています。 
森崎：今の子供は薄着です。ダウンなど温かい上着の下が半袖など、重ね着をしていない。 
玉井：集計結果についてはおおむね良好だと思う。大人と子どもの評価は違うので、細かいところはその傾向だととら 
えていただいた方が良いと思う。先ほどのビデオ撮影の考え方などは新学期の懇談会での説明や、PTAさんの力を 
借りながら行っていけばいいと思います。子どもの事を考えてやっているスタンスさえ変えなければ理解してもらえると 
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思います。そういった発信もPTAが担っていけると思います。秋津小学校は少人数なので先生方も子ども達一人ひと 
りの名前も分かるところもいいところなので、そこも保護者の方にアピールしていければいいと思います。 
土井：自由記述欄も入れて配布しますか？冬もエアコンを使用しますか？エアコンは冬、乾燥するので気になりまし 
た。 
斎藤：このまま配布します。エアコンは夏のみの使用を考えています。冬はストーブを使用します。ストーブの近くに雑 
巾をかけた水の入ったバケツを置く事になっています。 
（6）その他 
 河村～来年度の行事について配布資料をもとに説明がありました。 
 ・31年度の予定表が配布されました。運動会、公開研究会、セカンドスクール、陸上ボール大会は決定ですが、そ 
 の他の行事については諸事情により変更がある場合があります。県からの行事が未定なので出張等になった場合 
 は行事が変更になる場合があります。 
 ・家庭訪問は地域安全確認になります通学路の安全確認、各児童の家庭の場所の確認になります。市内でも個別 
 の家庭訪問をしているのは2校だけで他は地域安全確認を行っています。お話は個別面談などで対応して、まず 
 は安全確認、子ども達がどこを通って登下校しているか確認するのが最優先なので変更になります。 
 ・秋津っ子まつりは形式を変更して秋津っ子学習発表会になります。子ども達の楽しみが減ってしまいますが、新学 
 習指導要領では授業日数が増えて学習内容が難化する傾向にあります。その中で子ども達の授業を確保していく 
 ためには致し方ないという事をご理解していただき、草の根活動で皆さんのご協力を得ながら保護者の方々にご理 
 解いいただきたいと思います。学校運営協議会や地域、保護者の皆さんには具体的な数字を示した上で学校が過 
 渡期にあることもご理解いただけるようにしたい。 
 ・とんぽセミナーも日課表を工夫することで細々と行っていきます。希望性なので補習したい子どもが希望しなかっ 
 たり、時間がなくて参加できないお子さんもいる中で形を変えて行っていきたいと思っています。 
 横山：秋津っ子まつりがなくなってしまうのは、さみしいですが先生のお話を伺っていると仕方ないのかな、と感じま 
 した。 
 吉田：行事が多すぎる。 
 河村：今の2年生から4年生は中学生と同じ授業時間数を課せられるのです。なんとかエ夫して計画を立てて行っ 
 て集中力を持続させつつ学習効果を上げられるかは悩みの種です。色々と試行錯誤しています。 
 土井：それは学力向上のためですか？小学校の時だから遊べるのに、秋津っ子まつりのように高学年の出し物を 
 見たり代々やっていた事なのに勉強も大事ですが、もうちょっとそういう面で…。 
 河村：学習内容も増えていくので、今まで6年生でやっていた内容が5年生に下りてきています。3年生から外国 
 語活動をします。高学年になると外国語科になり単語も覚えなくてはいけない。中学校はもっとレベル高いところか 
 ら始まるので小学校の責任がある。 
 校長：文法は教えないが会話的なところは教える。 
 河村：これからの子ども達は大学入試も改革され、そういった時代の流れの中で小学校から準備をしていかないと 
 いけない。という見通しです。このような説明をお聞きいただいてご理解していただけますが、行事予定表だけ見る 
 と残念に思う方はたくさんいると思います。 
 森崎：子ども達は長所を伸ばすことができないですね、短所をなくせということですね。先生方が子どもの得意なこと 
 を伸ばすこともできない。 
 河村：プログラミングも入つて来ます。 
 土井：保護者に説明する機会はありますか？分からい方や理解できない方も中にはいると思うので、4月の出席率 
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の良い懇談会で言っていただいた方が良いと思います。ここでは理解できても、保護者も忙しい中で理解することが 
一番大事なので、そのわからないのを誰に聞くのかも問題。保護者同士は話せる事も学校にどのように聞いていい 
かわからない方や、言えない方もいるので、いかにそういう声を吸い上げることができるのかが大事。なにかあった 
時はいつでも言ってください。というアピ1ルをした方が良いと思う。話を聞いてほしい保護者に限って懇談会に来 
ない事もあるが、都合が悪くて来られない保護者にも人づてに伝わることがあるので、説明した方が良いと思いま 
す。 
伊藤：1回説明しただけでは、なかなか伝わらないので、繰り返し説明を行っていく必要がある。 
吉田：保護者向けのお手紙に見てもらえるように字体を変えて載せたらどうですか？ 
伊藤：お便りの校長先生のコメントを半分にしてトピックのようにエ夫して記載したらどうか。プログラミングは保護者 
もおそらく分からないので、簡単に説明する方法としてトピックに絞って説明した方が良いと思う。 
橋村：次年度の予定表で学校運営協議会が2回しかないのですが。 
河村：3回目を11月に予定はしていますが、皆さんのご意向を聞いてから検討する予定でいます。 
橋村：コミュニティースクールとして、色々縛りがなくなって学校運営協議会を置かなくてもいいような事も聞いている 
ので、やめられたらどうかと言ってきたので、その辺も考えていただければいいと思う。子どもの学習時間の確保の 
問題があるのであれば秋津まつりの登校日もやめた方が良いと思う。結局、まつりにしか参加していない。登校日 
になったのは山車神輿に子どもが集まらないという辛からなったみたいですが、それは地域が考えることだから学 
校がやらなくていいと思う。 
吉田：地域と関わり方は小学校に通わせている親は忙しいから関われない。そういう親を見ている子供は地域と関 
わるのは難しいと思う。それを学校に任せるのはおかしい。まつりに関していうのであれば、地域が子どもをみる方 
向でいいと思う。 
森崎：まつりで先生方は責任と義務しか感じていないと思う。登校日をやめればいいと思う。 
斎藤：本校に関して、それはないと思います。秋津まつりは登校日になっているので、今年はちょっと入ってしまいま 
したが、サッカーや野球の大会は入れないようにしてもらっている。保護者も連休は出かけたいと思うがまつりに参 
加するのは秋津小学校の誇りだと生徒も教職員も思っています。現状では子ども達が地域に感謝するきっかけにな 
る大きな日だと思う。地域を愛する心を育てなくてはいけない。 
楕村：登校日をやめれば子ども達の授業時間が確保できる。今後、検討する必要があると思う。 
森崎：地域への感謝や関わりは地域に任せた方が良いと思う。 
河村：貴重なご意見をありがとうございます。休日にこのような行事をもつとして教育委員会に申請しています、その 
関係で他の行事を融通してもらっているのが現状です。次年度に関しては実施します。野球大会が1つだけグランド 
の予約の関係で入ってしまいましたが、それ以外は調整していただきました。登校日についてそういったご意見をい 
ただいて検討していくのであれば、来年度の初めからきちんと話し合いを深めた上で遅くても11月中には申請を行 
つていくので間に合いません。そういうご意見をいただいたことは学校の事を考えていただいているので本当に感謝 
しています。 
横山：色々なご意見ありがとうございました。来年度以降、みんなで考えていけたら良いと思いますのでよろしくお願 
いします。 
5．協議事項 
 （1）いじめについて 
 （2）学校評価について 
 （3）次年度へ向けて 
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その他 
斎藤：来年度、パートナーとして引き受けていただきたい。みなさんにお願いしたい。笹川さんが今のところ、この時間 
帯に都合がつかないというお話をいただいています。小関さんから桑名さんも参加できないと聞いています。環境の方 
からどなたかご推薦いただけるようお願いしたいと考えています。森崎さんもぜひお引き受けいただきたい。PTA も来 
年度メンバーが変わりますので副会長さんが一人参加しますが、加藤さんは引き続き参加いただけることになってい 
ます。どなたか推薦いただける方はいますでしょうか？ 
橋村：学校支援ボランティアはいくつかありますが、それぞれから一人とかありますか？ 
斎藤：特にないと思いますし、その辺はバランス良くという事で来ていただいています。兼務でもいいと思います。来年 
度もよろしくお願いいたします。 
吉田：小学校にジェイボードは持ってきていいのか？最近、道路でよく見かけます。危ないよ！と一言声をかけたので 
すが、学校の帰りかクラブ活動なのかわからなかった。 
斎藤：そういったクラブ活動はありません。 
河村：公道や道はダメ、本当は公園もあまりよくない。マナーとルールを守って安全に。 
校長‥まだ職員を通していない私の考えですが、本当やるキころがないので一番安全なのは学校の中だと思う。幼稚 
園前やコンクリートのところなら、まだ安全なのかなと思う。 
吉田：クラブ活動とかではなく個人で遊んでいるなら、色々責任問題もあると思うので学校がそこまでやる事ないと思 
 う。 
横山：気をつけてね。という声掛けするくらいですね。 

以 上 


