令和４年度 第１回学校運営協議会
議事録
日 時

令和４年４月１９日（火）１６：００～１７：３０

開催場所 下野市立南河内第二中学校 会議室
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欠席者 伊藤 有希子・上野 保久
（敬称略）
議 題

１ 学校長あいさつ
２ 任命書交付
３ 学校運営協議会の趣旨等の確認
４ 会長・副会長の選出
５ 今年度の学校経営の基本方針の承認（校長）
６ パワーアップアクションプランについての提案（地域連携教員）
７ 協議並びに情報交換
８ 連絡・その他（事務局）
・今年度の学校運営協議会年間計画について
・下野市ふれあい学習推進委員会委員の選出

議 事
髙山

お配りしました資料の確認をさせていただきます。
任命書が入っています。
【１ 学校長あいさつ】

田澤

こんにちは。今年度から学校長として赴任しました田澤孝一と申します。前任は、市
教委の学校教育課課長をしておりました。今年度生徒２７４名、教職員２９名でスタ
ートしています。昨年度よりも１名減の教職員です。
入学式は、新入生もしっかりとしていて、中学校三年間でさらに伸ばしていきたいと
決意を新たにしました。
学校運営協議会については、学校の運営を私達学校と一緒に参画していただく会とな
っています。ぜひ皆さんの力をお借りして、南河内第二中がさらに地域と共に発展し
ていけるようにしていきたいと思います。
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先日、部活動の支部大会がありました。競技だけでなく運営の方にも生徒は参加して
いて、立派な姿を見せてくれました。
本日は、忌憚のないご意見を頂きたいと思っております。よろしくお願いいたします。
【２ 任命書交付】
髙山

今年度、新しく委員となっていただきました新村様、代表して任命書を受け取ってい
ただきたいと思います。
他の皆様のものは封筒の方に入れさせていただきました。よろしくお願いします。
〈各委員の自己紹介〉
【３ 学校運営協議会の趣旨等の確認】

髙山

市の学校運営協議会マニュアルを見ながら「学校運営協議会の役割」の確認
【４ 会長・副会長の選出】

髙山

どんな役割があるのかを確認いたします。

熊田

昨年度も小杉さんにやっていただいてとても良かったので、今年度もお願いします。

髙山

満場一致で小杉さんに決まりました。

熊田

小杉さんさえ元気なら、副会長はあまりやることはないです。誰もやらなければやり
ます。

髙山

では、副会長は熊田さんお願いします。
【５ 今年度の学校経営の基本方針の承認（校長）
】

小杉

校長先生から基本方針の説明をお願いします。

田澤

「学校経営方針の説明」
こうあってほしいという教職員の姿を示してあります。
「協働＆改革」では、２年以上
コロナの影響が続いているので、今までの学校教育をリフォームしながらやっていき
たい。子ども達には「スマイル＆セルフマネジメント」として、自分の生活をマネジ
メントして組み立てていけるようにこのスローガンを示しました。経営方針のポイン
トを次に示しています。
１ 特色ある学校づくり
２ 学ぶ楽しさを実感できる授業
学校課題 国語科、英語科を中心としてコミュニケーション力等の育成 タブレッ
トを活用して情報活用能力を育成していきたいと思います。ｅ-ラーニングも活用して
いきたい。
３ ふれあいの喜びを実感できる学校生活
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道徳、体験活動の充実、人間関係作りを通して、生徒の自己有用感をもって生活で
きる生徒を育成していきたい。特別支援教育の視点を取り入れた教育活動にも取り組
んでいきたい。
４ 健康教育
体力つくり、食に関する指導、健康教育、キャリア教育もキャリアパスポートを活
用して、将来にわたる人生設計を考えさせていきたい。避難訓練など危険の予知と回
避の仕方などもセルフマネジメントできるようにしていきたい。
５ 家庭・地域とのつながりを実感できる教育活動
SDGｓ、パワーアップアクションプランの実践
６ 教育専門職としての職能の向上
校内研修の充実として、職員にはワークライフバランスを取りながら子ども達に向
き合ってほしいという思いがあります。学校運営協議会の皆さんからもアドバイスを
いただきたい。
最後に同僚性・共同性を育みながら、生徒を育てていきたい。南河内第二中で過ご
して良かったと思えるように教育活動を行っていきたいと思います。
小杉

何かご意見はありますか？特になければ校長先生の学校経営方針について承認いた
だけますか。

全委員

承認します。
【６ パワーアップアクションプランについての提案（地域連携教員）
】

川井

今年度のパワーアップアクションプランの説明をします。学校、子ども、家庭、地域、
外部機関の５本の柱でチーム第二中 「地域と共にある学校」を目指します。
重点項目◎の説明をします。小学校、家庭で培ってきた学力を中学校でいかに伸ばし
ていくかということが学校の務めだと思っています。メディアリテラシー、メディア
コントロール、ICT 活用のルール作りなどのセルフコントロール力の育成、職場体験
学習のような地域で学ぶ機会など今ある資源を最大限に生かしていけたらと思いま
す。インクルーシブ教育に関して、本校の子ども達が本当に優しく、困っている人が
いたら必ず手を差し伸べています。ぜひ、伸ばしていきたい。
「立腰」は小中一貫での
取組として行っています。次の読書の時間にスムーズに入っていけます。

小杉

何か質問ありますか。昨年度はたくさんありすぎました。去年との違いが分かりやす
い。たくさんあると年度末にチェックするのが難しいという話題が昨年出ていまし
た。

坂倉

とてもわかりやすくていいと思いました。とても良い内容だと思います。

熊田

ポイントがわかりやすい。地域にいるときは、お互いに恥ずかしくてあいさつしにく
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いときもありますが、学校ではとても明るく丁寧にあいさつをしてくれます。
小杉

中学生になってもあいさつしてくれる子が多い。朝ご飯は是非、食べてきてほしい。
早起きでなくても、余裕を持って食事をとれる時間に起きてほしいと思います。脳の
ためにも大切。家庭は用意できる余裕を持ってほしい。クリーン活動は昨年もできた
ので今年度もやってほしい。地域の方にも参加していただくことで顔見知りにもなれ
ます。

田澤

下野市では、朝ご飯の摂取率を上げる。栄養を考えながら献立を立てています。地産
地消も考えて、地域の食材を取り入れています。

熊田

「スマイル＆セルフマネジメント」とてもいいですね。すべて自分に跳ね返ってくる。
「リフォーム」もいい着眼点。

髙山

今年度、転任してきた教員が多い。構成が大きく変わった。新しい風とこれまでの伝
統を生かしながら、良い方向へという意味も含まれています。

田澤

コロナの感染状況はレベル２。感染者数はあまり減っていないが、必要な集まりは対
策を取って行っていこうという方向性になっています。ZOOM もうまく使い分けな
がら取り組んでいます。
【７ 協議並びに情報交換】

大森

PTA 本部も全員変わりました。役職を経験したことのない方もいます。二中区の PTA
で一緒にできることはないか検討しています。

小杉

今までできなかったことでも、コロナと付き合いながらうまくできるといいなと思い
ます。

田澤

子ども達同士が交流を図る「子ども未来プロジェクト」
。いじめ撲滅を中心に掲げて、
取り組めないか考えています。二中区は、先んじて取り組んでいることが多いので三
校でうまくやっていけるのではないでしょうか。学校運営協議会からも取り組めると
いいのではないか。

小杉

いじめに関して、芽が小さいうちに撲滅していきたい。差別をしてはいけないという
ことなど。できることは協力していきたいと思います。いい案があれば出してくださ
い。

熊田

親子除草作業に地域で協力していけるといいなと思っています。

大森

昨年度は、期間を設けて除草作業を行いました。今年度は親子除草の日が決まってい
ます。

熊田

地域でも協力していきたいと思います。感染状況を踏まえながら参加したいです。

大森

男の方など、外回りをやっていただければ。

小杉

アナウンスできれば協力していただける方はいると思います。
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大森

生徒が主体になった活動にしていければ。子ども達が主体になって、お母さんお父さ
んに手伝ってもらう。教室などは日頃からきれいにしているので、その続きでできれ
ばいいと思います。
【８ 連絡・その他（事務局）
】

髙山

・今年度の学校運営協議会年間計画について
・下野市ふれあい学習推進委員会委員の選出
二中から１名 （小杉様） 緑小から１名
本日の意見については、記録を取っています。広く公開していきます。委員の皆様に
ついては、HP でお名前を紹介させていただきますので、ご了承ください。

松川

学校運営協議会の小中一貫教育での関わりはとても大きい。９年間のいろいろな人と
の関わりの中で小中一貫教育が行われていく。学校運営協議会も多くの人が関わる。
大森さんの話の中で、二中区としての取組があり、連携して関わっていくことがとて
も良いと思いました。パワーアップアクションプランを使いながら具体的に取組を考
え、今あることを継続していくことが大切。無理なさらずにできることをやってくだ
さい。

髙山

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。

5

