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運営協議会の内容
開会
担当校学校運営協議会長あいさつ
担当校長あいさつ 緑小高橋
自己紹介
学校運営協議会

緑小渡辺

進行 緑小 坂本
では、時間になりましたので、まだおそろいではないんですけれど、令和 2 年度
二中学区小中学校合同学校運営協議会開催いたします。よろしくお願いします。
委員
よろしくお願いします。
進行
あらためましてこんにちは。緑小学校の教頭坂本順子と申します。今回３つの学
校で持ち回りで当番校をしています。今年度は緑小が担当ということで司会のほう
を努めさせていただきます。ではレジュメにしたがって協議会のほうをスタートし
ていきたいと思います。
では最初に担当校の学校運営協議会長であります渡辺さんからご挨拶をいただきた
いと思います。お願いします。
渡辺
こんにちは。第二中学校区合同の協議会にご参加いただきましてありがとうござ
います。今年度新型コロナウイルス問題発生で本当にすべての事業、皆さんもたぶ
んサークル活動とか中止という形になっていると思います。最近、今日の新聞を見
ますと、栃木県内でもまた 20 名以上の大きなクラスターが発生したということで、
私の知っている限りでは、６月時点では栃木県６０名台だった。せがれが山形県鶴
岡に住んでいまして、山形県はだいたい同じ数字だった。どっちが多くなるか。山
形県のほうは７０名台でいるのですが、栃木県は３６０名台 に入ったということ
で完全な第二波だと思うんですね。ただこう発生した患者の情報を見てみますと、
症状は非常に軽い。若い方ですよね。自分自身が感染したということがわからなく
ても感染している。その人たちがある会合でそこでちょっと集まって食べ、飲みの
会合を開きますと一気にそれが発生するという状況になっている。
私も後期高齢者、７６歳になったものですから、これにかかったらたぶんアウト
だなと十分気をつけているつもりなのですが、こればっかりは、どんな形で感染す
るかわかりませんがぜひ皆様方もそれぞれ活動の自粛、それからいろんな、楽しい
会合もあるでしょうが、それも少し控えていただいて、ぜひ元気なままでこれをや
りすごしたらいいかなというふうに思います。
本日、合同の協議会になります。緑小区が担当となっていますので私の方で進行役
をします。よろしくお願いいたします。
簡単ですが、あいさつにかえさせていただきます。
進行

-1-

進行 ありがとうございます。担当校長あいさつ高橋校長がご挨拶申し上げます。
高橋 皆さんこんにちは。緑小の校長の高橋です。
昨年度からこの合同会議が始まったのですが、昨年度よりも多くの委員さんが集ま
っていただいたようで、昨年はコの字型で話ができたんですが、今年度は距離もお
くということで、 対面でという形で心苦しいのですが、こういう形で合同会議を
開かせていただきました。
今日は１５日なので前期が終わるまでだいたい 1 ヶ月きったことになります。
先週校庭の様子を見ると、熱中症指数計が先週はピーピーなってて、ぜんぜん外で
子どもたちは全然遊べなかったんです。今週に入り暑さが落ち着いてきたのか今日
は朝から３学年が体育をやっているくらいで、校庭がにぎやかでいいなあという感
じになってきました。もうすぐね、前期が終わるので、先生方も子どもたちも、こ
れからまとめで必死かな、というところに入ってきました。
４月５月の頃は、学校がね、休業になりましたので、その後、授業が実際にはやれ
なく授業時数大丈夫なのかなと心配されていましたが、実際学校が再開して授業が
始まってみると、まず技能教科がやれないものが多く、それから行事が削減され、
集会活動もやれない。その時間が結構教科に使えまして主要教科（国語・算数・理
科・社会・英語もそうですが）意外と授業が進んでいるようで主要教科に関しては、
時数が足りないどころか、ちょっと早く進みすぎじゃないのという感じになってき
ているようです。体育とか音楽とか、家庭科とかできない教科もあるので、意外と
子どもたちは楽しみにしている教科というところで、学校のほうではそれがやれな
いのは残念かなと思っているところです。 後期は前期にね、やれなかった行事が
入っていきます。運動会とか。子どもたちは遠足なんかがあってね。今、修学旅行
に行けるか行けないかというアンケートをとっているところなんですが、楽しみな
行事がやれるといいなと思っています。
今日は、今まで各校での様子をお知らせしながら、昨年度やれました二中学区のク
リーン活動。今年はどういう形でやろうかを皆さんのご意見いただきたいと思いま
す。お世話になります。
進行 ありがとうございました
ここに皆さんそろっていただきましたので、自己紹介をしていきたいと思います。
レジュメの次のページを開いていただきますと、名簿のほうがございますので、名
簿順にお願いいたします。祇園小からお願いいたします。熊田さんからお願いして
よろしいでしょうか。
各委員 祇園小の委員の熊田裕子と申します。 会長をしています。
では続いて名簿順にお願いします。
祇園小の運営委員をさせていただいています羽入と申します。よろしくお願いいた
します。
祇園小担当の浅和です。よろしくお願いいたします。
こんにちは。祇園小の運営委員の鹿倉と申します。よろしくお願いいたします。
同じく祇園小 石川と申します。よろしくお願いいたします。
祇園小の PTA 会長の小山田と申します。よろしくお願いします。
吉住さん本日欠席です。連絡ありました。
祇園小と二中の方で 福岡と申します。よろしくお願いします。
祇園小の PTA をやっております服部と申します。よろしくお願いいたします。
祇園小学校の校長をしております秋山と申します。よろしくお願いします。
教頭の膝附です。よろしくお願いします。
教務主任の村上です。よろしくお願いします。
地域連携教員の熊倉です。よろしくお願いします。
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それでは 2 列目に入ります。緑小です。学校運営協議会の会長を努めています、渡
辺です。よろしくお願いします。
本日横島さんは欠席です。
緑小運営委員をしております小杉です。よろしくお願いします。
緑小運営委員の中村と申します。よろしくお願いします。
緑小の運営委員和田と申します。
よろしくお願いします。
緑小小嶋です。よろしくお願いします。
金清さん今日欠席です。
緑小堀と申します。よろしくお願いします。
緑小 PTA 会長をしています大森と申します。よろしくお願いします。
校長 緑小校長の高橋です
教頭 先ほど紹介いたしましたが坂本です。よろしくお願いします。本校、大嶋、
栁澤は学校で勤務をしています。
進行 二中のほうお願いします。二中は渡辺さんですね。
渡辺です。よろしくお願いします。
曽我さん欠席です。
祇園小と兼任しています福岡です。よろしくお願いします。
同じく兼任二中小杉です。よろしくお願いします。
兼任の熊田です。よろしくお願いします。
石島さんは欠席になっております。
二中 PTA 会長をさせていただいています伊澤です。よろしくお願いします。
二中 PTA 副会長をしています冨沢です。よろしくお願いします。
南河内第二中で校長をしております設樂です。よろしくお願いします。
本日教頭の伊東は出張で不在となっています。よろしくお願いします。教務主任を
担当しています齋藤と申しますよろしくお願いいたします。。
地域連携教員の石川です。よろしくお願いします。
大貫 一番下に、地域学校協働活動推進委員の大貫です。よろしくお願いします。
進行 温かい拍手ありがとうございます。こんなに何人も拍手するのかなと思いながら、
暖かくなってこのあとの協議もスムーズにいくのではないかなと思います。このあ
と、渡辺会長さんのほうで進行していただいて協議をよろしくお願いいたします。
渡辺 みなさんのお手元にありますレジュメの 5 番、協議事項に入っていきます。各学校
の近況報告、ということで各学校の校長先生よりお願いいたします。
祇園小秋山校長よろしくお願いいたします。
秋山 ４月に、南河内中学校より異動して参りました。
本地区には、南河二中に平成２０年のときに 1 年間勤務をしたことがあります。
学校の状況ということでお話をさせていただきます。
高橋校長先生から 拡大防止により学校休業がありました。教職員の授業時数はほ
ぼ、遜色のない状況になっています。ただし、先ほど高橋校長先生からお話があっ
たように総合的な学習であるとかやクラブがとれないという状況になっておりまし
て、今後そちらを進めていくことになります。国語や算数、主要教科ほぼほぼ、授
業通り、前に 第二波、第三波を心配して少し前に進んでいる状況になっています。
なお、調理実習、合唱の授業は現在もできない状況にあります。後期から仕切りを
活用して理科室を使った授業、音楽室、パソコン室等を再開する予定になっていま
す。パソコン室は使えないながらも、タブレットはそろっていますので、各クラス
ごとならタブレットを使った授業を行っています。
その消毒に関しましては、アルコール消毒を現在学校のほうでは行っています。３
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３６名の児童が在籍していますので、休み時間を学年ごとにわけて外で遊ばせてい
ます。業間、長い休み時間を、１～２年生が１～２時間目の間、３～４年生が２～
３時間目の間、５～６年生が３～４時間目の間というように、時間をわけて遊ばせ
ています。今まで遊具を使えなかった、一斉に業間休みでいうと６年生は一斉に遊
具を使えない状況でしたが５・６年生が全部校庭を使ってよいと、６年生が嬉しそ
うにブランコに乗っている姿を見てかわいいな、乗りたかったんだなということも
あり、これはこれでよかった。中学校にいくとブランコはないのですから、最後の
ブランコ遊びを満喫しているのかなと思うところです
また全校集会は校庭で実施しています。体育館は一切使用しておりません。３密を
避けるということで、また全校集会は外で３密を避けるようにしています。放送と
いうことも考えたのですが、極力外で集会の形にしています。
本年度は前期終了式と後期始業式が月、火という状況になっておりまして、月曜日
は終業式は外で、そして火曜日の始業式は放送にて行うことにいたしました。登下
校についてですが、日傘の利用は３割程度、２～３割程度です。もっと使ってくる
かなあと思いましたが、それほどではなく、また、熱さまシートではないですが、
首にタオルのような物を利用している子も若干みられますが、全員が全員という状
況ではではありません。週３日、３回の短時間の清掃を行っています。縦割り班活
動は行っていません。清掃は若干行っていますが、縦割りはすべてではありません。
コロナ関係でいいますと、PTA 児童用コロナパーテーション、教職員用のフェイ
スシールドの購入をしていただいていますので、短時間の話し合い活動、教室での
話し合い活動や縦笛の練習などにも短時間であればということで使用しています。
またテストのときは、パーテーションをすればマスクを外してテストを受けて良い
ということにしていますので、暑さ対応としては、日に短時間か何分かそのような
対応をとっているクラスもあります。
また、PTA による消毒ボランティアも実施させていただいています。これに関し
ましては、火曜日と金曜日、清掃がない日には消毒ボランティアということで各ク
ラス１名もしくは２名、入っていただいています。教職員の授業研究の時間にあて
る、消毒にかかる以前は２０～３０分かかっていたところが、PTA により関わっ
ていただいているので、その分、とても助かっています。ギオンジャーさん、ボラ
ンティアの団体にも消毒のお手伝いをしていただけている状況になっています。
「ぎおんばら」学校だよりにもお知らせしましたが、補助金を利用して非接触型体
温計、それからサーキュレーターを各クラス 1 台ずつ購入しています。またアルコ
ール消毒液、それから理科室用のアクリル板を購入させていただいています。それ
から文科省の事業により７月より学習支援員が週１～ 2 回 支援に入っています。
１０月からは常時、学習支援とスクールサポートスタッフ、と言う方が入り、学習
支援や消毒の支援をしてくれることになっています。この支援により、子どもたち
だけでなく、教職員の業務が軽減されることが期待されています。SSS に関しては、
特別教室を利用した消毒対応していただけるようになっています。
また内科検診、歯科検診が始まりました。忙しい日々が始まっております。
１０月から遠足、運動会、修学旅行が計画されています。修学旅行に関しましては
９月の２３日に説明会を実施し、その説明会をもって、出欠をとらせていただき９
割以上の参加があるということに関してのみ、 実施させていただく。万が一の時
にはなしということもあります。ということもお伝えする予定です。修学旅行に関
してはバスは２席で一人、というような対応を図る他、食事会場は、大会場ではな
くて、必ず前向きで個室で行うということで対応をとっております。ひとつひとつ
の行事を吟味しながら対応しているところです。
運営協議会での話題ですがコロナ関係のことが主でした。またそれに関する学校行
事の移動についての話合いもなされました。それから学校休業中の子どもの様子、
スクールガードさんの立つ位置、人がいなくなっているという話も出ましたし、そ
れぞれ活動してくださっている学校支援ボランティアさんの活動についても話題に
あがりました。
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また議事録、今年度本校の、私の方のミスで HP のほうにあがっていなかったとい
うこともありまして、それについてもの話し合いもなされました。先日は地域の方
々にも参加していただいて学校内外除草剪定作業が行われました。これについても
学校運営協議会の話合いで回覧により周知をさせていただき、地域の方にご協力を
いただきました。現在２回開催しましたが、学校や PTA を支えてくださる話題が
主なものでした。雑ぱくですが以上です。

渡辺 ありがとうございました。それでは緑小学校お願いします。
高橋

緑小学校の様子をお知らせしたいと思います。だいたいの学校生活については祇
園小とそうそう変わりはないんですけれども、緑小では、感染症予防対策として消
毒用アルコール、それからハンドソープ、それから配膳用手袋やキッチンペーパー
などを保護者の方の寄付を募るということで、全部で３回お願いしまして、たくさ
ん協力いただいたので、すごく学校としては、心置きなく今のところ使えていると
いう状態で、感染症対策のほうをしています。
文科省のほうからすべて消毒液でやらなくてもいいというのが出ましたので、今は
子どもたちは自分の机を自分で朝登校してきたらまず机をきれいにして、キッチン
ペーパーを１／４ぐらいにに切ったものを、保健係や係さんたちがキッチンペーパ
ーをチョキチョキしているんですけれども、そこにマイペットをしゅしゅしゅとタ
ッパーにかけ、前日用意しておくんですけれども、朝来たら１枚取って自分の机を
磨いて、自分の机なのですごい磨くんだ、という感じでお掃除して、それはそのま
まぽいとすててというのを、毎朝行って、朝から机をきれいにして自分で自分の机
をきれいにして、勉強を始めましょうということで、この９月くらいから始めまし
た。なのでちょっと子どもたちの身の回りをね、きれいにするという意識が少しあ
がるといいなというふうに感じています。
休み時間、先ほどね、祇園小のほうでも遊んでいるという話がでたんですが、緑小
では、カンピ君チーム、というのと、こまろチームと名前をつけて１、２、５年生
がカンピ君チームという表示をしてあり、今日の月曜日の業間はカンピ君チームが
外で遊べるけど、こまろチームは中で遊んでね、昼休みはこまろチームは外で遊べ
るけど、カンピチームは中で遊んでねというふうにしながら表示をしています。こ
このところ暑かったので、カラーコーンに外に行ける日は○という表示を出して、
行けない日は×という表示を出すようにしていたんですけれども、だんだん子ども
たちが分かってきて、休み時間が近くなると廊下をのぞいて「○だよ」という声が
聞こえるくらいになっています。今週は昨日も今日も○なので、「○だ！」という
声が聞こえるくらい遊びたいんだなというのがしみじみとわかる状況です。
９月になってからは、健康診断が始まりました。この「みどり」（学校だより）を
見ていただくとわかるように「健康診断が始まりました」ということで廊下に足の
マークをはってこの位置で前に進むんだよという状況をつくり、これは 眼科の先
生なんですが、先生の前に行くまでこれだけ間をとりながらの健康診断をしている
という状況です。これが全部内科検診、耳鼻科検診とこの状況で検査をしていくと
いうことになります。最終１０月に歯科検診があって、だいたい健康診断が終わる
かなということになっています。
それから書道ボランティアを再開しました。なかなかボランティアさんを中に、学
校内に大人を入れるのをどうしようかな悩んでいましたが書道ボランティアをまず
入れましょうということで始まりました
先週１１日に、修学旅行の説明会を実施しました。なんと偶然なのですが、祇園と
行く場所、泊まる場所も一緒だったということが判明しまして。まず緑小が先に行
ってきます。その状況を祇園小さんにお伝えしようとおもうのですが、すべての行
程が一緒だったという状況です。でも業者は違います。聞いたのですが違います。
今週には行けるかどうか、行けるかどうか決まる、８割行くという結果が出たら、
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行くということで進めていこうかなと思っています。
それから今週１７～１８日には、保護者分散での授業参観を実施します。地区割と
いうこと、兄弟は同じ日になるようにして地区で分けての授業参観を実施します。
その時に１年生のみ、引き渡し訓練をやろうと思っています。
今まで学年単位で縦割り清掃をやってきたのですが、それがずっとここのところで
きなくて、だいたい 自分の教室とトイレしかできなかったのですが、一部特別教
室だけ、縦割りを始めようかということで開始しました。その縦割り活動にふみき
ったというのは、やはり高学年の子たちが、低学年とか下の子たちとの関わりがほ
とんどなくて、行き詰まっちゃっている感じを受けていて、やはり縦割りをやりた
いんだいうのがすごく出ていて、このところ緑小の縦割り班はなかよし班というの
ですけれども、そのなかよし班で「なんとか遊びたい」と６年生が言ってきまして、
「みんなでドッチボールをやりたいんだ。」「でも３０人とか、大人数ではやれな
いよ。」ということを話したら、「分散でいいから、僕たちはどこにも入りたい。」
例えばさっきのかんぴとこまろと半分に分かれているので、カンピチームとかこま
ろチームとか半分に分かれても、ぼくたち６年生だけはどっちも参加させてほしい。
やりたいからやらせてほしい。」ということで「じゃあ、うまいこと考えな」とい
うことで、遊べる方法を考えてそれくらい縦割り活動やりたいんだなというのがあ
ったので、特別教室のみ、通常教室はちょっといろいろな人たちが入らない方がい
いだろう、ということで縦割りを始めようかということで始まりました。
掃除に関しては、やる前にきれいに洗ってきれいな手で掃除を始め、終わったらま
たきれいに手を洗うということを徹底させられれば大丈夫かな。ということで始ま
っています。
１０月には、就学時検診が行われます。緑小に来年入ってくるのは３０名です。な
のでまた１クラスになってしまいます。６年生が２クラス卒業していって、入って
くる子たちが１クラスになるので、１クラス減になってしまいます。職員も減とな
ってしまうということで、来年もまた忙しくなりそうだなというところなんですけ
れども。
先ほど秋山先生がおっしゃっていたように、１０月から同じようにスクールサポー
トスタッフと学習指導員ということで子どもたちの学習面や生活面を見てくれる方
が２名来て下さいます。すごく頼みに頼み込んで二人とも毎日きてもらいます。時
間的にも６時間くらい来てもらえるということで、すごくありがたいなと思いなが
ら、子どもたちのことをいっぱいみてもらえるかと期待しています。
その他、ほんとに１２日月曜日終業式、１３日始業式というすごい日程の中、なん
と１４日から修学旅行という日程です。行けるとしたら、１２日前期終業式、１３
日後期始業式。１４日修学旅行という日程です。１４日には５年生の遠足も計画し
ています。なのでいければいいなということを本当に切に願っているところです。
１～５年生の全部の遠足も入ってきているのでいかせてあげたいなと思っていま
す。１１月７日が運動会です。１３日に児童表彰という行事が入ってきます。遠足
や運動についてはこれからやれるかどうかという判断をしていかねばなりません。
やはり教育的意義を考えてみても、実施できることを願っているのが現状です。
もう１つ、うれしいことがありまして、何かというと、７月と８月に PTA の方に
お願いしてここにも書いてあるような、奉仕活動を２回行ったんですけれども、皆
さん協力してくださって、やってくださったところはきれいになったのですけれど、
それでも草の勢いには勝てず、今またすごい状況になってきている中、それを見か
ねたおじいちゃんが、自分のお友達関係に「緑小の植木がすごいんんだよ。」
というのを話して「なかなか除草も剪定もしきれていないようだ。」声をかけてく
ださって月曜日から５名くらいのおじいちゃん、おばあちゃんが剪定してくださっ
ていて、今週などは、時間を見つけて朝、５時半からやって下さっててびっくり。
私は７時頃行って、なんかきれいになってる、そんな早くからやってくださったん
だというくらいやってくださっていて、本当にすごい状況だったのですが、正面が
きれいになって、「徐々にやっていくからね。」ということですごくありがたかっ
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たです。それがひとつ嬉しいことでした。
今年度、学校運営協議会の方で、地域の方をまきこんで、子どもたちの地域見守
り活動「わんわんパトロール」というのを今計画しています。緑小ワンパト計画と
いうんですけれども、けっこうこの地区、犬を連れてお散歩している人がたくさん
いるので、その方たちに協力していただけるような活動というのを計画しています。
参加して下さる方には、無料で、このワンワンパトロールの（バック）これは見本
です。
（現物）試行錯誤して・・・
アイロンプリントをしたら失敗してしまい、
裏返しになってしまって・・・
これを配って犬を散歩しながらこのバックを持ってパトロールをしてもらえればい
いなと計画しているところです。まず１００人目指して、ちょっと声をかけていこ
うかなと思っています。緑小でうまくいったら二中学区全部、祇園小、祇園ワンパ
トではないですけれどここの学区に広がればいいかなと思っています。できたら、
プリントしてあるのは見本なんですけれども子どもたちに絵柄を考えさせようかな
と思っていて、それを今計画してて、今年なんとか、学校運営協議会の方で提案し
てでてきたものなので、できたらいいなということで、そのうち地域の方に募集が
はいるかなというところで頑張っているところです。以上です。
渡辺 ありがとうございました。第二中学校お願いいたします。
設樂

よろしくお願いします。校庭の方をみていただきたいんですけれども、昨年度夏
休み明けから工事をしまして２月までかかったのですが、校庭がきれいになりまし
た。ちょっと緑がたくさんはえているのですが。入れ替えたせいかもしれませんが、
校庭に草がはえてしまったんですが、すごく水はけもよくなって 去年の２月まで
かかってしまい、３月がコロナの臨時休業が入ってしまって、今年卒業生は外でな
かなか遊べませんでしたが、６月以降休業開けてから子どもたちは昼休み例年以上
に外で遊んでいます。今年の生徒がというより校庭がよくなったということだと思
うのですけれども、今も昼休み外に出まして、暑いですから外の遊びが中止のとき
もあるのですけども、「教室に入って下さい」という放送が入るとすごすごと帰っ
てきます。遊ぶ校庭がきれいになったからではないかと思っています。
こんな中で一応来月１０月２日、体育祭を行う予定でいます。この間 PTA のほ
うのご協力を得まして除草をしたのですが、まだまだ草が取り切れていないので、
１日生徒が校庭に限って除草をする予定です。
さて本校のほうですが、先週、前期の期末テストが終了しました。今年度は前期の
中間テストが臨時休業のため中止になってしまいましたので、前期定期テスト１回
です。１年生にとっては初めての定期テスト、３年生にとっては、このテストはす
ごくいろいろと影響するなという意識があると思いまして、とても緊張して、どの
学年も真剣に緊張して受けているなあということがありました。
それから授業ですが、授業は落ち着いて今、行うことができています。臨時休業で
時数がカットされたのですが、夏休みによる短縮による授業、それから行事がなく
なってその分そこに授業が入ってきましたので、ずいぶんと例年の進度までおいつ
いているかな。５教科については、先生方に聞くと、だいたい例年のところまで追
いついているところが多いようです、。実技教科に関しましては時間が少ないとわ
かった時点で教材の入れ替えや、やる内容の時間が少ない。
今年度消化できるようにやりましたので大丈夫ではないかなあと思っています。
ただ今現在水曜日は普段５時間ですが、１２月までは６時間授業ということで時間
を確保しています。４５分に短縮せず５０分のままにして清掃時間と朝の読書の時
間をなくしまして、時間を確保して授業を行っています。
それから学校行事ですが、人が集まる危険性、いろいろなことを考えましてほとん
どが中止、もしくは簡略化、簡素化しての実施となっています。学校ということも
ありましてやはり行事を行う２ヶ月前にはやるかやらないか決めるのが難しいとこ
ろで、もう少し待てばできる、期限を考えて 直前になかなか判断が難しいですが、
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中止になったものが多いかなと思っています。そんな中でも、先ほども申しました
が体育祭、学校祭は大きな行事で、できれば学校行事でなくては培うことができな
いことをやってもらいたいなと思うので、今現在実施の方向でいます。ただ、体育
祭につきましても縮小、午前中だけの実施、それから学校祭は、来賓や一般の方の
参観はなし、子どもたちだけ、子どもたちの思い出づくりをメインにして実施する
予定でおります。
実は、１０月は修学旅行もあるんです。１０月は体育祭、学校祭、修学旅行、と大
きな行事が３つで、実は先生方も大変なところなんですが、できる範囲で思い出づ
くりをさせてあげたいなと思いまして計画しています。作日、学校祭は係打ち合わ
せを行って、ここからまた１ヶ月近く動かないですけれども、第１回打ち合わせを
行いました。体育祭については先週実行委員会を行って来週から練習が始まる予定
です。
部活動ですが、部活につきましても大会はほとんど中止になっています。県大会の
中止にともないまして地区大会もほとんど中止となっています。
新人の地区大会につきましては、９月の予定だったのですが、中止になったんです
が、各専門部ごとに、できたらば大会を行う。各専門部ごとに考えて日時を選定し
ています。条件として、ひと月以上練習ができる。１２月までにすべて終わらせる。
実際に部活動を見てみますと、まだやるかどうか未定なものもいくつかあります。
１番はやいのは水泳、１０月３日、大会を行う。次の１０月１１日に大会が入って
ています。もともと１０月１０日、１１日県大会が予定されていたので、その関係
で行事がはいっていないこともあり、大会を入れやすいのかな。まだ壬生町が土曜
授業を行っているので、土曜日に大会を入れられないという事情もあって日曜日に
大会開催になっています。地区の新人大会ですが、原則無観客、保護者の方も行け
ないというような形で行われます。私など校長や教頭など、参加をする場合、事前
に申請して登録して、当日体温を測ったカードをもって、本部に出して、参観する
感じになっています。
そんなことで、子どもたちも新しい生活に慣れて、自分で消毒したり机の上を拭い
たり、給食の配膳も面倒なこともあるのですが、慣れてきたような感じがします。
この後もこの生活が長く続くかと思うのですが、３年生に関しましては、３月卒業
してしまうこともあるので、今の段階でできる範囲で先生方、子どもたちのできる
範囲で悔いのない中学校生活を送らせたいなと思います。
以上です。
渡辺 ただ今３人の校長先生のほうから活動状況の報告をしていただきました。
皆さんのほうから自分の担当している学校以外でこんなことをやっている、聞きた
いなということがありましたら、ちょっと挙手をしてください。何かございますか。
よろしいですか。それでは（１）学校からの近況報告は以上で終わりにします。
続いて（２）二中学区のクリーン活動についてということで
この件については、第二中の学校運営協議会の中で、今年度ほとんどが中止という
こともあり、このクリーン活動だけはなんとか実施したい、ということで皆さんの
お手元のほうに熊田さんがつくっていただいた、地域の住民をまきこんだクリーン
活動を考えております。それでこの件について熊田さんからお話お願いします。
熊田 こちらに綴じていただいたのですけれども、すみません。別でお配りしました太字
のほうのプリントをご覧下さい。今回の案になります。昨年度のこの会である程度
たたき台を出して、皆さんにご意見をいただきましてその上で出しました。今年度
は昨年度と変えているところなんですけれども、１枚目、表の回覧というトピック、
書いてあるところ、ご協力くださいというところ、プリントないですか。すみませ
ん。主に直したところが、下線をひいたところで、表の方は日時の下のところに、
「雨天中止の場合、南河内第二中学校のホームページに掲載します」勝手に書いて
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ます。去年の話し合いで、祇園の話し合いだったかもしれないんですが、雨天の場
合はどうしたらいいのだろう、という話で、二中でしたかね、阿嶋校長先生が HP
に載せたらいいんじゃない、と言われて、各小中学校で載せてもいいのですが、１
カ所の方がいいのかなと、すみません、私の判断で書いてみたんですが、ただここ
は私も悩んで、HP 掲載しますというと自分の頭で考えないで、HP を見るものな
のか、書かなければ自分の頭で判断して、行く行かないとお決めになられるのかな、
トラブルもなかったし、これは蛇足とかやぶへびかと思いましたが一応書いてみま
した。あとはあまり変えていません。日時等は二中の教頭先生に確認して、だいた
いのもので、間違ったら学校の方でご意見ください。場所はもう少し減るかもしれ
ないしということで、とりあえず去年のもので出しています。裏面をご覧下さい。
裏面の方も去年とほとんど同じなのですけれども、下線のとこが学校運営協議会と
いうところ、学校運営協議会の説明の２段落目の最後の方で、新型コロナウイルス
について少しいれといたほうがいいのかなと思いまして
「今年度は新型コロナウイルスの感染が拡大している状況であり、ご無理のない範
囲でのご協力をよろしくお願いいたします」と入れてみました。ただ、これも、先
に秋山校長先生から祇園の方で、実際に似たような「プリント協力下さい」PTA
のクリーン活動のプリントにコロナコロナとあまりたくさん書かなかったので、後
で服部さんに、やっぱりまずかったかな～後でコロナなのに出ろといわれて 地域
の方の声が、夜も眠れぬ日々が・・・というのは冗談ですけれど、実際
都合がつかなくて行けなかったのですけれど、「プリント見て来たよ 。」という方
もいらっしゃったようですし、いやコロナなのにさ、という人は来ないのかな。
あまり書かなくてもいいのか皆さんの意見をいただきたいです。
あとはそのすぐ下の、平成３０年度に参加した方々の声というところですが、 中
身は変えていないのですが、やはりおととしを書くのはなんなので、「今までに」
とぼやかしてみました。あともう１個気になるのは一番下の「私たちも応援してい
ます！下野市グリーンクラブ＆グリーンタウンコミュニティ推進協議会」そのまま
入れておりますけれど今年も入れて大丈夫なのか、渡辺さんに聞いてみたいと思い
ます。以上です。
渡辺 ありがとうございました。
今、熊田さんのほうからお話があった通り、先ほど申し上げたとおり、いろいろコ
ロナ問題とかありますけれども、３密とかそういう問題も、これは必ずここに集ま
って、みんなではい、よーいどんでやるのではなく、それぞれがご自分のご自宅の
近くの場所で清掃活動に、そこに生徒さんがいたらその生徒さんと一緒になって活
動していただくと、きちんとした集合・解散というものはないんですけれど、その
ような形でやることによってコロナ問題もある程度、カバーできるのではないかと
いう気がします。
それともう１つは、このクリーン活動、 今年度コロナの問題で中止ということに
なりますと、やっと始まったばかりのこの事業ですね、これが途切れるとまた一か
ら出直すということになりますので、できればなんとかこの事業だけはですね、二
中区合同でということで、やったらいいかなというふうに考えています。ぜひ皆さ
んのご意見をいただきたいと思います。
それと先ほど、裏のページですが下野市グリーンクラブとグリーンタウンコミュニ
ティ推進協議会、コミュニティ推進委員会は今月２７日自治会から、全自治会長さ
んに集まっていただきますので、その席でですね、決定すれば告知をして回覧をお
願いしたいと考えています。グリーンクラブというのは、地域の清掃活動を自分た
ちでやっていますので、これは、よほどのなんといいますか、強烈な暑さとかなけ
れば、ある程度ご協力いただけると思います。これについては毎月１回の運営委員
会等で告知をし、またグリーンクラブだよりにものせて、会員以外の方もこれは見
てますので、そういう形で告知したらいいかなと思います。ぜひみなさんのご意見
をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。どなたでもけっこうです。いかが
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でしょうか。
高橋 今までは各学校にあつまってから中学生が引き連れて行ってくれましたが、この形
をとらないで現地集合、現地解散でよいのではないかと思います。
全体で１時間で、１時間くらいじゃないとやった気がしないでしょうか。
渡辺 校長先生からご意見ありましたが、
高橋 子どもたちはやって戻ってきて１時間
このお手紙はもう少し短い時間で、１時間弱。
１時半なら 約４０分間くらい
中学校は給食が終わるので、１時半到着
小学校は忙しいですかね。小学校は１時間半着だと。片付けすると
早くて１時半に着くという感じですかね。
近ければ。
１時５０分中学生はあまっちゃうよね。
１時３０分の後にも、頃といれますか。ごろ、ごろ
終わりがもっと早いほうがいいですか。
２時１０分とか
４０分くらい。終わりを書かない
ここに１時間だと長い感じがしますが、
あ～けずっても。
２時、または２時１０分くらいにして約４０分くらいにして。
和田 書かなくてもよいのでは。終わりを区切らなくても。
はじめの時間だけを告知して、
参加してみようかなと思ってもらえるように。
終わったら
そのへんのところは臨機応変に対応していただて。
高橋 これたぶん、こどもたちはマスク、軍手を必ずして参加になると思うのですが、地
域の方にも、やはりマスクと軍手をして参加お願いしますと入れるのは。
熊田 ご協力いただける場合は、マスクと軍手を着用の上、と書いていいでしょうか。
３行目のところに、ご協力いただける場合にはマスク着用にもご協力くださいと入
れてもよろしいでしょうか。
さっきの時間のところは午後１時３０分頃～（約４０分程度）
緑小の HP に QR コードがあります。
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こういうふうに、学校だよりに QR コードを載せていくと
ここからお入り下さいというように書いておいてもいいですね。
高橋 HP に二中雨天中止を載せていただいてもいいですか。
設樂 はい。
その他皆さん、ご意見ございますか。
コロナという
今までの体験談がのっていてすごくいい。
うそいつわりのない、創作していません。おととしのものです。去年のコメントは
拾っていない。
今年拾っておくと３年前にならなくてよい。
学校運営協議委員さんが参加して、意見を集めておくと情報収集じゃないですけれ
ど、
グリーンクラブの方のお声も。
グリーンクラブにも告知はしたいと思います、
ということで、実施という方向で進めさせていただいてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。。
あと、細かいところは、こちらに一任していただきたいのと、祇園小で学校運営協
議会で最終確認いただきたいのですが、緑小、二中さん、御理解いただきたいと思
います。昨年、祇園小の話合いで、各学校で配った方が良いとかコミセンとか生涯
学習センターということにしましたので、去年と同じようにさせていただきます。
緑の紙が好評だったようで、また印刷は二中さんになると思うのですが、緑かさわ
熊田 やかな紙での印刷、よろしくお願いいたします。
そのいう形で進めさせていただきますのでご協力のほどお願いいたします。
渡辺 続きまして（３）小中一貫について ということで担当校からよろしくお願いいた
します。
このクリーン活動の綴じてあるものの、次のページです。南河内第二中学校区小中
高橋 一貫教育ということで、二中学区でやっていることをおおまかにまとめたものです。
二中学区で取り組んでいるところは、２，３年ずっと続けてやってきているところ
なので、内容としては大きくかわっていません。昨年度とも一緒です。
目指すこども像というのは、学び・心・からだ・地域の４つのことに、
まなび
こころ
からだ
ちいき

では、主体的に考え、学び合いを通して互いに高め合う子ども
では、思いやりの心をもち、自他を大切にできる子ども
では、心身の健康に関心をもち、たくましく実践できる子ども
では、社会に貢献し、地域に主体的に参画しようとする子ども
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を９年間、小学生から中学生までの学びを通して
夢と希望を持ち、たくましく未来を拓く児童生徒の育成していこうということで二
中学区は取り組んでいます。それぞれの中学校区ごとに目指す児童像は少しずつ違
っています。
「学び心からだ地域」目標を達成するために、小中学校でチームをつくっています。
チームは４つです。一つ目は授業研究チームというチームをつくって。祇園小、緑
小、二中の先生方がどのチームにも入っています。
２つ目は学級づくりチーム、３つめは道徳教育チーム、４つ目は心身健康チームで
す。という４つのチームに分かれています。その中で授業研究チームは２チームに
分かれています。特に算数と理科の授業に力を入れて取り組んでいるところです。
全部読んでいると大変ですので、この３つのようなことを取り組んでいます。今年
はなかなか、お互いに授業を見学に行けないというところが難しいところで、、お
互い集まったときに 各学校で実践したものをこんなことをした、こんなノートが
できているよ、実践したものを話し合うということしかできないのですが、理科の
ほうでも、ここに書いてあるようなことに取り組んでいます。
学級づくりチームでは、学びを支えるクラス、学級づくりというところに力を入れ
ていこうということが３校での取組です。学級力アンケートを各クラスで２回ぐら
いとっています。レーダーチャートに表しまして、自分たちのクラスのおちている
ところを高めようとする取組です。これもその結果を３校持ち寄って、自分たちの、
子どもたちの状況を、中学生ってこうなんだ、小学生の先生の受ける印象もあった
ように思います。昨年度から取り組んでいます。
道徳教育チームもここにあることを進めているところです。
４つめ心身健康チーム。今年は特に、体育に力を入れようということで始まったの
ですが、なかなか体育ができなくてというところで、苦戦しているところです。で
も昨年度からやっている立腰指導、背筋を伸ばして、一呼吸してから授業を始める、
挨拶をする、朝食アンケートをとってみたり、ということで体育、怪我が多い、と
いうことが問題になりました。なので体を支える 、保健でどんなことができるか、
それから栄養、給食、栄養指導で何ができるか、それが子どもたちの体力との関係
を見ていく予定だったのですね。今年やれることを頑張っているところです。
二中学校区だより健康だよりというのも発行しています。
本当は１１月に体力向上月間でこういうことをやる予定でしたが、難しいですけれ
ども、それぞれのチーム今年やれることを、全部だめだということではなく取り組
んでいこうということで、今３回集まりましたか、小中集まって、ここまでの状況
を把握してこれからやれることをさらにやっていこうと、小中一貫教育を進めてい
ところです。以上です。
渡辺 ありがとうございました。よろしいですか。はいどうぞ。
熊田 心身健康部会。５番で１１月を体力月間というのがありましたが、去年から？
去年の最後に、今年こういうことをやろうと決めたことなのですが、ここで始めた
のですが、こんな状況になって、だめだからやめてしまうのではなく残したのです
が、ちょっと難しい
時期的には、コロナでこの時期なのか、例年持久走などもあるのでこの時期にして
いるのか？
３月のときに、１１月が持久走大会などがあるため、ここに位置づけたのだと思う
のですが、難しくなっている。緑小でも持久走大会ができるかどうか運動会と近い
ということもあるので、今悩んでいるところです。
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中村 同じ健康心身部会で、３番で立腰（たちこし）指導とはなんですか
高橋 「立腰（りつよう」です。
中村 そうでした。がらがらどん（読み聞かせに行ったとき）

で聞きました。

高橋 背筋を伸ばして、授業あいさつの時に「立腰」とかけ声をかけて緑小では、ようや
く習慣化してきたように思います。
渡辺 その他よろしいですか。
それでは（４）令和２年度第１回下野市ふれあい学習推進委員会参加者の相談お願
いします。
坂本 私の方から、研修会の開催要項になります。各学校から４名程度ということで、本
当は皆さん行きたいと思うかもしれないのですが、会場の関係で。委員さんが重複
しますので、ここで行けますよ 相談し、調整してただければと思い時間をとらせ
ていただきました。ですので少し時間をとりますので、各学校で委員さん、参加し
ますよというかたは裏面の方に記入して提出してください。
緑小は運動会です。委員さんの中で、どうしても保護者はいけない。
緑小で行ける方手を挙げてもらいますか。
それぞれの学校で４名なので、
ふれあい推進委員は別ですが、
熊田さんは推進委員ですか。そちらで出られると思うので、学校運営協議会の方で
は参加できません。名簿があります。
各学校でご相談ください。
絶対４名ではないですよね。
違います。
（相談タイム）
進行 ご協力ありがとうございました。各学校から市の方へ報告お願いいたします。
渡辺 よろしいですか。ありがとうございました。そうしますと、協議事項は終わりなん
ですけれど、その他皆さんからご意見ありましたらお願いします。
設楽 お願いというかご存知かと思うのですが、最近あの下野市の中で不審者が多く出て
います。すぐメール、るりちゃんメール、警察のお知らせが入ります。
学警連というのが、学校の生徒指導と警察の話し合いがあったのですが、保護者の
了解がとれず、送れないものもありまして、実際に祇園なんかでも臀部では触った
ことがありました。これからやはり、秋になって、季節の変わり目でもありますし、
緑小の学区でも見守りが出ましたけれども、外を歩くとき、家の前の電気を付けて
いただいたり、昼間も出てますし、夜も出ています。危ないですし、ご協力お願い
できればと思います。
進行 協議のほうありがとうございました。では最後に大貫先生、お声を聞いていません
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でしたので、最後大貫先生よろしくお願いいたします。
大貫 難しい内容で、話すのに迷うんですけれど、校長先生３人のお話をうかがってて学
校は思った以上に大変なんだな、というのが実感です。よくがんばっている。私た
ちはの時はそんなことがなかった時代でしたから。同じ月の中で運動会、学校祭、
修学旅行やらなければならない現状はあり得ない。
そんな中で、非常に子どもたちが落ち着いて、また健康面で安心して生活している。
特に今まで気になっていた学校、家庭、地域社会、そして子ども本人、この４つの
分野、それぞれがどんな活躍をしているのかを今回聞いていました。
例えば、新たな課題として、コロナの問題が出ましたけれど、それに対して学校で
は気を使って計画をつくって、消毒ああしよう、こうしよう。でも実際に手が足り
ない。祇園小などでは消毒のボランティアがいたり、ギオンジャーさんの消毒とか、
また緑小では 子どもたちも消毒するのに参加している。先ほど言った学校、家庭
でも十分気をつけるんだよという指導している。地域の方もお手伝いしている。子
どもたちもがんばっている。それで安心した生活ができているのかなという感じる
わけなんです。そうしますといろんなことを、うまく課題を克服していくためには、
３者プラス１、子どもたちを含めた４者の協力が常に大事で。うまく回っていれば、
いろんなことがうまくいくのかな、そんな感じがしたわけなんですね。
他の場面でも、そうなんですね。学習の場面でも同じように、祇園小では学習支援
にギオンジャーがしている。家庭でもそれが広がって、参加しようかな、なんてい
う人もいたりいる。子どもたちもギオンジャーが来ると嬉しくて頑張ってしまう。
地域の方も参加している。いろんな場面で連携したものはうまく成果が出ている。
そういうところもたくさんございます。
先ほど話合いがあった、小中合同クリーン活動なんかも同じように、これは子ども
たちも大人も含めてみんなで地域づくりをしよう、子どもたちにとっては、自分た
ちが活躍できる場がある、意欲的に取り組む、達成感がある、そういう回りのチャ
ンスである。
クリーン活動を通していろんな人とふれあう中で、子どもが成長するということが
有るわけですので、４本柱にあるように、関わってくれることで成果につながって
いると深く感じられる話が多かったもんですから、そのへんを大事にしていきなが
ら、今後いろんな活動をしていく中で、４者、学校、家庭、地域、そして子ども本
人。この４者の関わりをうまくやっていくとますます成果があがるのかなと思いま
す。
目指す子ども像のために、この４者がそれぞれできることを考えてがんばっていく
ことが大事なんだな、と参考になる話を聞かせていただきました。
他の地区の小中の学校運営協議委員があつまって行うのは、南河内第二中中学校区
が１番最初のスタートなんですね。今年あたりから、他の地区も同じようにやろう
かなと、計画されていたり、他の地区も１回ぐらいやりはじめりした地区もあるよ
うなんですね。ぜひあの皆さんがやっていることは本当に素晴らしい取組なので今
後につなげていってください。
すみません。感想で申し訳ないのですが、ありがとうございました。
進行 ありがとうございました。レジュメの内容がすべて終了しました。
皆様お一人おひとりが体調に気をつけられ、そしてそれぞれの学校で子どもたちが
元気に過ごせますよう、皆様のご協力いただければと思います。
以上を持ちまして、二中学区小中合同学校運営協議会を終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。

※祇園小の「祇」ですが、正しくは「ネ」に「氏」です。
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