
（様式第４号） 学校運営協議会 会議概要

１ 会議名 第９回 学校運営協議会
２ 日 時 平成２４年１２月１９日 午後 ５時４５分から午後７時００分まで
３ 会 場 浦里小学校 校長室
４ 出 席 者 中澤清人会長、小泉強副会長、安齋理江委員、井澤毅委員、

今佐津雄委員、櫻井彰人委員、滝澤俊明委員、高田正彦委員、
５ 市側出席者 学校教育課より２名 教育総務課より１名
６ 公開・非公開等の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開
７ 傍聴者 １人 山浦 PTA 副会長
８ 会議概要作成年月日 平成２５年１月１４日

協 議 事 項 等

１ 開 会
２ 中澤清人会長挨拶
３ 学校教育課 倉島義彦課長挨拶
４ 教育総務課 小野塚究課長挨拶

１２月の補正予算が通ったので、工事場所の図面を配布し、説明。年度内の完成を目
指しているが４月にずれこむ可能性もあり。

５ 学校長挨拶

６ 協議

（１）今年度の各種学校評価アンケートの集計結果から
校長 説明 別紙「平成２４年度学校評価」
会長 ２１ P から１学期と比較して低くなっているところが分かる。２２ P ～２３ P は保

護者、地域からの提言としてあるが、そこにも検討していかなければならない課題
がある。

委員 ２度目なので集計がシフトしてくる。外国語の方は授業内容を工夫していかなけれ
ばならないと実感した。ジミー先生や市の ALT と連携をとっていきたい。

委員 言葉遣いについては、高学年は使い分けができているように思う。どういった時に
丁寧な言葉を使うのかがわかればいい。いじめについては、ふざけが乗じてしまうと
いうパターンではないか。陰湿なというところがなければ相手の事を考えるというこ
とをやっていけば大きなことにはならないと思う。

委員 学校評価は難しい。保護者とか地域が子供を評価しているという形だと思うが、コミ
ュニティ・スクール浦里小学校という形を考えると、家庭も家庭自身を評価していく
必要があるのではないか。例えば、学校行事に進んで参加していますかとか通知文を
しっかりと読んでいますか。メディアコントロールにはどれだけ協力できましたかと
か例えばそういう自己評価的なこともあるのではないかなと。学校の先生がそういう
評価をした結果を見てみたい。地域全てで浦里小学校を良いものに作っていくという
形がよい。単純に学校や職員を評価するだけでなくて、地域全体でどうかということ
を考えていかなければいけないのではないか。

校長 現実にはそういう方向で動いている。教師自身も自分たちの評価をしている。例えば
グランドデザインで掲げてきたことはどうであったかということを。どのようにして
この結果をみんなが納得するか、そこからどうしていくかということが見えてくるこ
とが必要だと思われる。今後、どうやって広めていくかやどうやって納得をしてもら
えるかということを工夫していく必要があると思われる。

委員 先生方から地域を評価してもらったり、保護者を評価してもらっても良いと思う。
委員 子供の言葉使いは親そのもののお言葉使いである。それを今親にどうわからしていく

かがきわめて難しい。子供の言葉遣いは確かに悪い。子供同士でも言葉遣い、児童館
での言葉遣い、近所のおばちゃんという感覚での言葉遣いだとしたら、あまり気を使
わない関係になっていると思われる。この人がこの立場だという事がはっきりしてい
ればもうちょっと変わってくるのかなと思われる。

校長 単純に言葉遣いが悪いと言っても子供とその方の人間関係がそこに出てくると思われ
る。しかし、言う事を聞いてもらわなければならない場面もある。そういう言葉使い
の乱れというものが垣根がなくなってしまって指示が通らないということになってし
まうと、けがや事故等に繋がってしまうことがある。そういう部分での心配はある。
評価をするのは非常に難しく評価される方はいい気持ちはしない。子供たちも一番評



価をしない人のほうに寄っていく。それは当たり前のことであり、そういう方に話し
たことをこちらでも聞いて指導の参考にしていく。そういうことをしていかないとな
かなか子供たちの本音にせまれない。現在、5 年生と給食を食べているが、いろいろ
な話はしてくれるが、本当のところは話していないと思われる。それは、学年が上が
れば上がるほど見えにくくなる。見えにくくなったところで、言葉遣いの悪さや相手
を配慮しない言動が人間関係を損なうということがありうる。それがどこに現れるか
というと、中学校に行って現れる。そういうことにも配慮をしていかなければならな
いと思われる。

会長 評価という点で家庭が家庭をとか先生方から地域へとひろがりをみせればよいのでは
ないかというようなことも将来的な課題とし、学校評価のあり方を考えていただけれ
ばありがたい。

（２）学校運営協議会による浦里小学校学校評価
校長 資料を基に説明
会長 いつまでにやればよいか。
校長 成人の日あけぐらいをめどに。ABCD が難しければ、それぞれの内容について、こん

なことはどうだろうと言うことで書いていただければと思う。
委員 これはあくまでも個人と言うことで行くのか。
校長 今学校評価を見てご意見をいただいたのは学校関係者評価ということになる。それと

は違う。これはそれぞれ書いていただいたものをまとめて皆さんにお見せし、検討を
していただく。

会長 ABCD を入れると言うことはどうか。ただの文章より入れやすいかな。書けないとこ
ろはなしでけっこうなのでご協力いただきたい。

（３）来年度教育課程改善に向けて
校長 資料を基に説明
会長 非常にレベルが高く、わかりにくい。教育課程については学校運営協議会の承認事項

であるので、どのような教育課程にするかを理解していかなければならない。去年も
改善をしてもらい、今年度の教育課程がなりたっている。先生方多忙な中でこれだけ
のことをやるのはかなり大変だろうと思う。校長先生から大枠の説明があったが、そ
れぞれよく読んでいただき、来年度の承認へ結びつけてほしい。

（４）浦里小学校のコミュニティ・スクール実践目標について
校長 資料を基に説明
会長 表彰は学年別にするか学校全体にするか。決まった作品について賞状。記念品どこか

らお金を出すか。選定はこの会が終わってから。
委員 標語を作ること自体が、浸透させる一つの目当て。学年別に。
会長 いくつ表彰するか。各部門１個ずつか２個ずつか。
校長 ふたりぐらいずつやってもらうとありがたい
会長 各部門毎学年で最優秀賞１名、優秀賞１名で行う。記念品については学校と相談。印

刷をして掲示したい。その予算を浦里小学校を支える市民の会から、実践目標の推進
に関わる児童への補助という形で出せるかと思っているがどうか。

委員 いいと思う。厚紙で作ってほしい。

（５）その他
○お助け隊活動報告及び２５年度活動計画について
校長 締切段階で書ける内容について書いていただき、学校と相談。２月１９日にお助け隊

総会を持つ。
委員 締切遅すぎないか。
会長 去年はもっと早かった。
会長 １月末でどうか。やり方については昨年並みで良いか。

○市長への訪問について
１２月２１日に市長の方へ校長、会長、PTA 会長で行ってくる。

会長 文科省の表彰については、市の教育委員会に全面的なバックアップをいただき、受賞
できた。
次回予定 １月３０日(水)

委員 １２月４日のお話の会。素直に感動。一般に見に来た方が少なかった。地域の方にも
っと見に来てほしい。



会長 案内はどうなっているか
教頭 全地域に通知配布し、有線も入れた。

委員 １２月の教育委員会定例会で小学校のことも出たようだが、そのことをお聞きした
い。

小野塚課長 前回の定例会から今回の定例会までの動きを報告させていただいた。見舞金の
状況、予算の関係など今まで教育委員は議論はしていたが、前回から変更になった例
えばパソコン教室等のことについて説明した。前回のこの会でコミュニティ・スクー
ルに関していただいた意見について回答したことについても報告した。今回は報告が
主だった。

７閉会の言葉

その後、コミュニティ・スクール実践目標 標語最優秀優秀賞作品の選定

＜入賞作品＞

最優秀賞作品
あいさつの部

あいさつで 今日も一日 頑張るぞ 六年
あいさつで 笑顔の花が 広がるよ 五年
さようなら あしたあいさつ わすれずに 四年
あいさつで みんな友だち うれしいな 三年
あいさつで心と心つながるよ 二年
自分から あいさつすれば いい気持ち 一年

メディアコントロールの部
決めようね ゲームをやる日 やる時間 六年
パソコンや 携帯 正しく使おうね 五年
見すぎない テレビゲームも パソコンも 四年
テレビはね スイッチきろう 自分から 三年
ゲームはね 時間を守って 楽しもう 二年

優秀作品
あいさつの部

あいさつで 笑顔あふれる 一日を 六年
あいさつは 心をこめて するんだよ 五年
あいさつは 元気に明るく にっこりと 四年
あいさつを 目を見てやれば いい気分 三年
ほっとする 笑顔になるよ ありがとう 二年
あいさつすれば 元気になるよ 自分もね 一年

もうやめた 心でストップ かけようよ 六年
コンピューター 正しく使えば 安心だ 五年
ケームはね 時間決めるよ よい子だよ 四年
ゲームはね やりすぎちゃうと こわいもの 三年
テレビでも 目が悪くなって かなしいな 二年


