令和４年度 第３回学校運営協議会
議事録
日 時

令和４年７月１３日（水）１０：４０～１４：４５

開催場所 下野市立南河内第二中学校 会議室・各教室
参加者

こすぎ

ま り こ

くまだ

ひろこ

あきもと

ふみこ

さかくら

委員：小杉 満理子(会長)・熊田 裕子(副会長) ・秋元 史子 ・ 坂倉
おおもり

ゆ き こ

いとう

ゆ き こ

たざわ

つかさ

司

こういち

大森 由貴子 ・伊藤 有希子・ 田澤 孝一(校長)
うえの

やすひさ

地域学校協働活動推進員：上野 保久
たかやま

やすこ

事務局：髙山 靖子(教頭)

９名
いざわ

と し こ

にいむら

きへい

欠席者 伊澤 登志子・新村 喜平
（敬称略）
日 程

１ 学校長挨拶・日程説明

１０：４０～１０：５０

及び

２ 授業参観（全学年全学級）

１０：５０～１１：４０

内 容

※教科・内容等は一覧参照
３ 協 議

１１：５０～１２：４０

４ 給食試食会

１２：５０～１３：２０

＜梅で夏バテ防止メニュー＞
ご飯、アジフライ、小松菜ともやしの梅肉和え、肉じゃが、牛乳
５ 親子学び合い事業の参観
『ネット社会の歩き方』講習会
講師 合同会社ロジカルキット 下田 太一 様
※保護者、学校運営協議会委員は体育館にて受講
生徒、教職員は Zoom 配信にて各教室で受講

協議題

１ 学校の教育活動について
・体育祭、合唱コンクール、授業参観での様子から
・新型コロナウイルス感染症予防対策、熱中症予防対策等について
・今後の学校行事、教育活動について
２ 南河内第二中学校区三校合同学校運営協議会について

議 事
髙山

【１ 学校の教育活動について】
これまでの主な行事についてご報告します。
５／１９第１学年校外学習、５／２９～３１第３学年修学旅行、６／１１親子除草
活動、中体連の春季大会、そして、第２回学校運営協議会としてご参観いただいた、
６／１８体育祭、７／８合唱コンクールと、新型コロナウイルス感染症対策を十分に
行うために様々な工夫をしながら、今のところ全て年度当初の予定通り、実施できて
います。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年度は中止になった行事や規模を縮
小して行わざるを得なかった教育活動を、順調に実施できていることは、生徒達の成
長に大変プラスになっていると感じます。
ご参観いただいた行事や、本日の授業参観での様子から、お気付きの点について各
委員さんからご意見やご感想等お聞かせいただけるとありがたいです。

小杉

今年度、生徒さん達が一致団結できる行事が行えていることは本当によかったと思
います。授業を回らせていただいて、グループ活動も仲の良い雰囲気が感じられまし
た。合唱コンクール見せてもらいましたがみんな頑張っていました。金賞以外のクラ
スに良さを認める賞をあげるというのはとても素敵なアイディアでいいと思います。

上野

授業参観させていただき、先生方は、話合い活動を取り入れ、ＩＣＴを活用し、

工夫した板書を行うなどの様子が見られました。子ども達も、素直で礼儀正しく、
先生方の指示に従ってスムーズに動いていました。行事も盛り上がって行えて、授業
は落ち着いてできているというのはとても良いですね。
安全パトロールＰＴＡからのチラシの作成や、ホームページへの掲載等、動きが速く
他の地区でも感心していました。ぜひ取り入れていければと話題になっていました。
大森

体育祭、合唱コンクールと見せていただいて、子ども達がそれぞれの活動に、一生
懸命に取り組めていたと思います。
授業では、教科書の画面での提示もなされ、見て分かる授業でした。２年前に市の
教科書選定委員としてＱＲコード付きで提示しやすい教科書が推薦され、いいなと思
っていたものが活用されていて納得しました。特別支援学級では、絵や図で見てわか
りやすい資料が使われていて、一度に情報を取り込めない子に対して、一つ一つ丁寧
に教えてくださっていました。落ち着けるスペースとして個別のブースも用意されて
いて、配慮されていると感じました。
全体として廊下やオープンスペースの棚や靴箱が整頓されていて良いと思います。
心が乱れていると整然とできないものですが、安定して過ごせているということかと
思いました。

坂倉

グループで活発にできていた反面、一人でぽつんとしていた生徒もいました。そん
な生徒には、先生が声をかけてくれるといいのにと思う場面がありました。１年生の
数学の授業では、先生が子ども達全員を惹きつけている授業でした。
照明の点が気になりました。明るさ照度が落ちているのではないかと思われる場所
がありました。エアコンの動きに差があり、適温の教室と暑い教室がありました。同
じような環境で学習ができるとよいと思います。昨年と比べて、荷物の整頓がされて
いました。

熊田

体育祭では、久しぶりに行事ができることへの喜びがあふれ子ども達から、先生方
からパワーを感じられました。色別の手袋は、一体感を感じられるのと感染防止対策
にもなってとても良い工夫だと思いました。合唱コンクールは、全生徒が他学年の発
表を聴くことを優先し、保護者へはＤＶＤの配付もあるとのことで納得の対応だと思
いますが、保護者からは、やはり入れなかったことが残念だとの声も耳にしました。
保護者の参観の可能性も探っていただけたらありがたいと思います。
授業は、先生方が楽しそうに授業されているのがよいと思いました。二中の先生方
は、プロ意識がしっかりしていると思います。

秋元

体育祭の手袋は、感染症予防対策も兼ねているとのこと、とてもよいと思いました。
合唱コンクールは、下の学年の生徒が上の学年の合唱を聴くということの教育的意
義が大変大きいと思います。先輩の姿から学ぶ貴重な機会だと思います。
授業では、私もグループに入れない子に先生が声をかけられないのかなと思いまし
た。また、発言の声が小さいことが気になりました。社会へ出てからもはっきり話す
力は大切だと思います。
また、ジェンダーフリーの考え方からでしょうか、女子のスラックス姿が見られま
した。

大森

女子のスカートとスラックスの選択制を認めてくださり、ネクタイとリボンの選択
制についても、生徒会で話題にして全生徒にアンケートをとった結果を子ども達の意
見として尊重してくださった学校の対応はありがたいと思います。

小杉

子ども達の考えを取り入れて認めてくださる学校でよかったです。多様性を認め合
うことの大切さが言われている時代ですし、今後もジェンダー的問題に、偏見なく対
応していただけるとありがたいと思います。

伊藤

大変なコロナ禍の中ですが、各行事が実行できて、いよいよ今年度動き出した感じ
ですね。
マスク着用の弊害について、所沢の教育長から発表された資料があるので紹介しま
す。
（～一部読み上げ～）マスクをしていることで、表情が見えないことから、表情を
読み取る力や嗅覚にも影響を及ぼすと言われています。子どもの心や体の発達や成長
の問題につながるということを考えていく必要があると思っています。

小杉

マスクを一律に外すことは感染予防の観点からは難しいと思いますが、いろいろな
考え方を多面的に見ていくことは大切ですね。
【２ 熱中症対策について】

田澤

このところの気温の上昇の状況をふまえて、熱中症対策を講じています。WBGT 指
数を確認しながら、部活動も３０分おきに休憩時間を入れることや活動場所を変える
などの方法をとるよう指示しています。また、活動時間を短縮する対応もとっていま
す。登下校中の暑さを少しでも軽減させるために、登下校の服装も、制服ではなく、
半袖とハーフパンツの体操着でもよいことにしました。

小杉

生徒達にとっては、ありがたい対応ですね。

大森

本当に保護者としてもありがたいことです。今年度、学校からは他にも、帽子や
日傘の使用、水筒の補給用のペットボトル持参やスポーツドリンクの粉末の持参も
許可していただいています。柔軟なご対応に感謝します。
【３ 三校合同学校運営協議会について】

小杉

9 月の三校合同学校運営協議会は、例年二中での開催となっているようです。今年
度の取りまとめ校も二中ですね。話題にすることは何かありますか？

熊田

令和元年度が二中、令和 2 年度緑小、令和 3 年度 園小だったので、今年度の事務
局は二中ですね。例年、クリーン活動についてが主な話題となっていたと思います。
参加者は委員全員ではなく、コロナの状況もあり、昨年度は代表者での実施だったと
思います。

髙山

参加者については 3 校で検討して、改めて開催通知をお送りします。

大森

配付させていただいた「パトロール強化のお願い」のプリントをご覧ください。
学校運営協議会の委員も安全パトロールのベストを着用しての見守りをお願いした
いと考えています。

小杉

是非、協力させていただきたいと思います。

熊田

「パトロール強化のお願い」を出すに至った経緯は、市に入った不審メール
の件からですよね。

大森

市教委と学校からのメールで保護者へはお知らせがあったので、市からのメールは
こないので、不審メールが入ったことを地域の方々は知らなかった状況があります。
FM ゆうがお等で、
「ながら見守り」のお願いをするのもよいかと思います。

小杉

検討していきましょう。
以上で終了させていただきます。大変ありがとうございました。
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学 級

教 科

７月１３日（水）３校時 １０：５０～１１：４０

指導者

内

容

１－１

美術

王 晨健

＜デザイン＞ 制作・着彩 【学習室】

１－２

数学

椎名 剛

文字式の利用

上田 紘史
下山 沙織

男子：サッカー【校庭】
（※雨天時 卓球【武道場】）
女子：バレーボール【体育館】

１－３

保健体育

２－１

英語

和田眞理子

Ｕnit３ Ｍy Future Job

２－２

理科

長谷川 諭

水や栄養分を運ぶ ～根と茎の観察～
【第２理科室】

２－３

国語

外山 和恵

用言の活用

３－１

音楽

椎名 茜

アルトリコーダー「ラバースコンチェルト」

３－２

社会

中里 篤

多文化共生社会

３－３

数学

本江 光章

因数分解を利用した二次方程式の解き方

支援学級
４組

社会

横山 英孝

九州地方

支援学級
５組

社会

猪瀬亜喜子

世界の気候とくらし

