
（様式第４号） 学校運営協議会 会議概要

１ 会議名 第１０回 学校運営協議会

２ 日 時 平成２６年２月６日（水）午後５時４５分から午後 ７時３０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、山浦優亮委員、

５ 市側出席者 学校教育課より１名

６ 公開・非公開等の別 公開 ・ 一部公開 ・ 非公開

７ 傍聴者

８ 会議概要作成年月日 平成２６年２月２８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，学校長あいさつ

５，協議

（１） 1 月の参観日アンケート集約の結果から
学校長がアンケートの結果(資料)を最近の子どもの様子や課題を基に説明

委員 参観させていただいた学級では、授業の進め方や問題への展開の仕方など、なるほ

どなあと思った。黒板の字などもっと丁寧な方が良い。他のクラスでは、作業に入

る前子どもたちの理解が不足していたのか、なかなか手がつかない子がいた。その

ため、全体追究までいかず、意見の発表が聞かれなかったため、評価の判断ができ

なかった。

委員 以前に比べると落ち着いた。ものの置き場所などの定位置を明確にしてやっており、

それが功を奏していた。マニュアル世代の子どもたちなので、決めてあげるとやり

やすいようだ。課題に自分たちで気づいて、ああだこうだとやっていてよかった。

会長 今まで気になっていた学年がよくなっている。活動があると楽しそうに取り組む。

委員 全体的に良くなってきている。

（２） 来年度教育課程改善に向けての取り組み状況について

学校長が資料を基に説明

会長 グランドデザインはどこで作っているのか。

校長 本校の場合は校長が作成している。

委員 学校目標は「自分の良さを切り拓く子ども」でよい。

委員 効果の意味、特に「人のため 世のために よく堪えて やりとげる」をどこかで

しっかり勉強してほしい。

会長 現在１１回ある学校運営協議会を８回に減らしたらどうか。

会長 学校運営協議会で扱う内容として授業参観のことが多いが、１回１回やらずに例え

ば１学期分はまとめてやるという方法でも良いかと思う。

校長 １回毎やるのも意味があるが、ある程度まとめて検討するのでよいかと思う。それ

によって議題が集約され、他のことが議論できる。例えば、CS の今後どのような
方向で進めていくかとか、何をどう変えるか。PTA との連携の仕方について等の議
論できる。職員から、地区懇談会に学校運営協議会の皆さんに参加いただけないか

という要望も出ている。そういう時に地域・保護者と懇談をする機会をつくってい

ただければ、コミュニティ・スクールの底辺ができあがっていくのではないか。

会長 調査研究指定校として２年、指定されて３年と合計５年やってきている。そろそろ



集約的なものを考え、次の段階に向けて進んでいくことが大切。

校長 回数や時期については、学校で原案を提案する。

会長 メディアコントロールについては、中野市の長岡小の実践を聞いたが、ノーメディ

アデーを作って食事中テレビを消した。それによって家族とたくさん話ができたり、

本を読むことができたりしたそうである。保護者の中には、「またか」という意見

があったが、大事なことなので継続をしていく。

委員 高校の先生がたいへんだと聞いた。授業の最初にスマホや携帯を回収するそうであ

る。スマホとガラケイは違う。ラインは恐ろしい。

委員 中学でも問題が起きていると聞いている。書き込みやメールによるいじめ、裏サイ

トなどが問題になっている。

校長 中学校でも指導をしているが、いじめも関わって非常に難しい状態である。小学校

のうちから確実に指導をしていかないと無理である。

会長 そういうことを保護者に分かってもらう必要がある。

委員 食事の時にテレビを消すことを普通と考えたい。本を読む時も消す。そういうこと

を家庭で実践していかなければならない。

会長 メディアコントロールデーを作って実際に進めていく。

委員 小学校に上がる前までにやっていく必要もある。

課長 小学校で見ないと決めても、別の兄弟がいる。中学校区全体でやる必要がある。ば

らばらだとなかなかできないのが現状である。実際中学校区で取り組んでいるとこ

ろがある。そういうことを設けることできっかけができる。やり始めてみたら「い

い取り組みだ」という声が聞こえたとのこと。６中区でもできるとよい。

会長 それも含めて今後考えていきたい。

委員 他の学校の先生と懇談ができると良い。

会長 川西、川辺も入って行えると良い。

委員 ３学期になると運動が減ってくるといっているが、実際にはどうか。

校長 体育館で大縄飛びを行ったり、低学年の子が校庭でサッカーを行ったりしている。

委員 子どもたちが手を挙げて車をとめて渡るところがあるのか。川西、川辺は徹底して

いて、２人でも１人でもちゃんと頭を下げ、顔を見て会釈をしている。

会長 浦里小学区は信号の待ち時間が短い。また、危険なところでもある。

委員 横断歩道等でのあいさつはあまりしなくてもいいと思われる。安全性から考えて、

へたに頭を下げると止まってくれるという意識になるとこわい。対向車が来ている

のですぐに前に進む体勢になった方が良い。

校長 川辺は集団登下校で一番最後の子が渡り終わったのを確認して会釈をしている。

委員 頭を下げればそれが習慣になって、止まってくれる人がいる。

委員 南団地から出てくるところから信号が見え、そのためにアクセルを踏む車がある。

委員 子どもも走ってくることがある。下を向けて見えないようにしてある信号機もある。

委員 歩車分離はやってもらえないのか。

委員 ３年も前から申請していて、改良するという約束はとれている。学校や学校運営協

議会から言ってもらえれば、実現が早くなる可能性がある。自治会からも早く実施

するようにお願いしていく。

委員 子どもの通学時間帯が主になり、ボタンを押せば歩行者だけわたれるようになれば、

それ以外は今まで通り通行できる。システムを変えるだけだからすぐできると思う。

会長 来年度に向けての見返しと改善では、先生方がよく考えてくれている。しかし、内

容が難しい。ただ忙しい中ここまで検討してくれて非常にありがたい。

（３） あいさつ、メディアコントロールの取り組みの状況について

校長 メディアについては、PTA を中心に取り組んでいただくような体制を作っていただ
けるとよい。あいさつについては、先日、命の授業があり、そこにいらした助産婦

さんが帰り際泣いていらっしゃった。ちゃんと話を聞く。あいさつをする。最後は

一人一人来て感想を言ってくれたと、感激されていた。そういう子どもたちだとい



うことが、子どもたち自身がわかっているか。自分たちが普段普通にやっているこ

とがすごいことなんだということを自覚して、中学へ行ってもどこへいっても絶対

に堅持しなければならないということを伝えていきたい。、

（４） その他

・ 平成 25 年度活動報告の構成について
校長 昨年度までのものに今年度発表した資料、パワーポイントのものを載せる。

委員 学校便りは載せてあるか。

委員 載せていない。ページ数が非常に増える。

・ ふるさと学習発表会、お助け隊総会について

校長 ふるさと学習は、内容についてのマンでネリ化は自覚している。今年のうちにそ

れを完全に改善するのは難しいが、継続していくことに意義がある。子どもたち

も変わっている。ただ、例えば、レパートリーを増やしていく等の工夫を考えて

いく。４年生になったら、こういうこともこういうこともこういうこともできて、

その中から子どもたちが選んでいかれるように来年度以降考えていきたい。

委員 発表はステージの上を使わないのか。下だと見えにくい。

校長 スクリーンの置き場所が下になる可能性もある。

委員 音楽会みたいな、中間の高さは無理か。

委員 下でやるなら並べ方をコの字にするなど並べ方を考えたらどうか。

校長 工夫して考えてみたい。

・お助け隊隊員募集について

校長 説明 土曜塾の関係をどうするかご意見をいただきたい。

委員 「里山に学ぼう」は、３年生から６年生、２０名ほど。第３土曜日の１０：００

から１２：００。春と夏と秋に行う。春は椎茸の菌うちや秋葉山へのフジバカマ

の移植。夏は、樹種の確認や野鳥の観察。秋は岡の里山の会と連携し、アサギマ

ダラの飛ぶ姿の確認。できれば仁古田のあたご山の散策。今後連絡を取りながら

進める。一番は浦野の山を中心に里山の学習ができればと考えている。

会長 木彫も第１，第３土曜日。

委員 第４土曜日行ってもよい。

会長 今後いろいろな機関とコンタクトをとり、次回の学校運営協議会で提案をお願い

したい。

委員 お助け隊や土曜塾の名前はこのままでいくか。

委員 以前「こまゆみ教室」という名が上がったが、そうすると日曜日でもできる。

委員 日曜日にやって、里山でお昼を食べるのがいい。

委員 日曜日は、野球やドッジボールがある。

委員 １，２年生の参加はできないか。

委員 １，２年生の山登りは難しい。３年生以上も保護者に参加を呼びかける。

委員 固定でやるか、その度に募集をかけてやるか。

会長 人数によって指導者が何人かも問題になる。そろばん、木彫、里山で保険の加入を

しなければならない。

校長 こまゆみ教室のことは、今回のお助け隊募集とは切り離していきたい。

・今後の日程について

・児童に関わって

・ジャンボ滑り台の使用不可について

中村体育の点検により安全基準から外れる。 浦里小のシンボルであるということ

を大切に、市の教育委員会と相談をして進めていく。



・学校運営協議会のメンバーについて

委員 PTA の人数を増やしていく必要がある。特に PTA は１年ごとにしか携われない。
副の方と２人いれば２年見てもらえる。

委員 傍聴としてきてもらう方法もある。

会長 規約を変えるのは難しいので、メンバーは現行通り８名でいいのでは、その中でメ

ンバーを変えることを考える。PTA を２名にすれば地域は一人減る。
委員 傍聴では意見を言うことはできない。PTA 会長に言って伝えるしかない。
委員 評議員会も数が少なく、間が開いてしまうことも多い。学校運営協議会で出たこと

も十分伝えられていない。

会長 PTA の連携を考えると PTA を増やすというのも手である。
課長 ３月１３日の教育委員会でメンバーをつけておはかりするので それまでにお願い

したい。

委員 女性の副会長の方が来ると女性の立場から考えていただき相談もできる。

委員 女性が次年度の会長になってもよい。そこは PTA で考えてほしい。
委員 母親が参加しにくい時間帯である。だれか見てもらえる人がいればいいが。

委員 回数を減らしていく方法で考える。

会長 PTA の関わりが非常に大切になってくるので、PTA の人数を増やす方向でいく。副
会長にお願いし、２年連続で関われるような形にする。できたら女性の方にやって

いただく。

校長 年間計画を立てる際に、できる限り学校運営協議会と PTA 評議員会を近くして、
話し合われたことが、PTA にも反映できるようにしていく。

次回は３月２４日

４ 閉会の言葉


