
平成２６年度第１回四街道市小中一貫教育推進委員会会議録

　日時　　平成２６年１０月３１日（金）午後２時３０分～午後４時３０分

　場所　　市役所第２庁舎２階　第２会議室

　出席者　金子委員長、市原副委員長、渡辺委員、大友委員、石田委員、原名委員、

　　　　　原委員、廣瀬委員、坂本委員、飛田委員、染谷委員

　欠席者　荒井委員、豊田委員、長谷川委員、土田委員

　事務局出席者　　髙橋教育長、中嶋学務課長、安江学務課主幹、山田学務課指導主事

　　　　　　　　　塩野学務課嘱託職員、安部指導課指導主事

　傍聴人  ７人

――　会議次第　――

１　開会

２　教育長あいさつ

３　委員紹介

４　委員長・副委員長選出

５　四街道市が推進する小中一貫教育

６　推進計画について

７　千代田中学校区の取組について

８　第２回会議に向けて

９　閉会　

　　　　　　　

安江主幹：≪開会≫

髙橋教育長：≪あいさつ≫

安江主幹：≪委員紹介≫

　　　　　≪事務局職員紹介≫

委員長・副委員長の選出

　　　　　　≪委員長に金子委員、副委員長に市原委員≫

安江主幹：議事に入る前にご報告いたします。本日の出席委員は１１名です。従いまして、四街

　　　　　道市小中一貫教育推進委員会設置要綱第５条第３項の規定に基づく定足数に達してお

　　　　　りますので、本会議が成立しておりますことをご報告いたします。なお、議事の進行

　　　　　は、設置要綱第４条第２項に委員長は会務を総理し、委員会を代表するとあり、同第

　　　　　５条第２項に委員長が議長となるとありますので、金子委員長にお願いいたします。

金子委員長：会議を進める前に会議の公開等について、事務局より説明をお願いします。
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安江主幹：市では、審議会等の透明性や公平性を確保するため、会議の公開制度を設けておりま

　　　　　す。指針では、会議は、原則公開です。情報公開条例の非公開情報を扱うとき、審議

　　　　　に支障が生じるときは非公開とすることができるとし、公開するか否かは、当該委員

　　　　　会で決定することになっております。また、会議録の作成につきましては、指針によ

　　　　　り原則発言者の氏名を明記することとなっております。それから、会議録署名人を委

　　　　　員長と副委員長にお願いいたします。なお、会議録作成の都合上、録音させていただ

　　　　　きます事ご了承ください。

金子委員長：会議の公開ですが、四街道市小中一貫教育推進委員会の会議は、原則公開としたう

　　　　　えで開催の都度、審議内容を確認して、公開・非公開を決定するということで、よろ

　　　　　しいでしょうか。

委　　　員：異議なし

金子委員長：それではそのように決定いたします。

　　　　　本日の会議の公開、非公開を決定したいと思います。審議内容を確認したところでは、

　　　　　非公開内容はないようですので本日の会議は公開するということで、よろしいでしょ

　　　　　うか。

委　　　員：異議なし

金子委員長：次に、会議資料についてですが、資料を見たところでは、非公開情報はないようで

　　　　　すので、公開とし、傍聴人に配布するということで、よろしいでしょうか。

委　　　員：異議なし

金子委員長：傍聴人の方は、おられますか。おられる場合は、入室を許可します。

事 務 局：本日傍聴者は７名です。

金子委員長：傍聴される方へ申し上げます。事務局から渡された傍聴券の裏面に記載してありま

　　　　　す遵守事項をご確認の上、傍聴されますようお願いいたします。

金子委員長：それでは、会議次第に沿って進めさせていただきます。本日の委員会次第、５ .

　　　　「四街道市が推進する小中一貫教育」についてでございますが、事務局からお願いしま

　　　　　す。

「四街道市が推進する小中一貫教育」

事 務 局：それではお手元の資料①をご覧ください。 まず１ページの１の「本市の小中一貫教

育について」ですが、本市教育委員会では２５年３月に策定した四街道市教育振興基

　　　　　本計画の施策の１つに「小中一貫教育の推進」を掲げております。その目的として、

　　　　　「学力の向上」、「豊かな心の育成」、「基本的生活習慣の確立」をあげています。

　　　　　小中一貫教育については、県内でもすでに鴨川市、市原市、成田市などが同一の敷地、

　　　　　施設を小中が利用する施設一体型の小中一貫校をたちあげ、実践に取組んでいます。
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　　　　　また流山市、浦安市、我孫子市など従来の施設をそのまま利用した施設分離型で取組

　　　　　みをはじめている市町村もあります。そして各市町村によって小中一貫教育の取組に

　　　　　至る過程は様々です。多くの場合、過疎化、過密化に伴う学校適正規模・適正配置の

　　　　　ための統廃合が関係しています。その点について本市の様子はどうかといいますと、

　　　　　２ページの２の「四街道市各中学校区のバランス」をご覧ください。本市の場合、現

　　　　　在のところ市全体としてみると統廃合を必要としない適正人数となっています。その

　　　　　ような中でめざす本市の小中一貫教育は、施設一体型の小中一貫校をつくるのではな

　　　　　く、あくまでも既存の小中学校の形態を維持したいわゆる施設分離型で、現在の制度

　　　　　のもとでの小中それぞれの学校のよさを生かしながら進めていくものです。中学校区

　　　　　をひとつの単位として、９年間で児童生徒を育てる体制をつくっていくものです。２

　　　　　ページの区割りでは、２つの中学校へ進学する大日小学校、中央小学校をそれぞれ四

　　　　　街道西中学校、四街道北中学校の中学校区とし、可能な範囲ですりあわせをしながら

　　　　　進めていきます。

　　　　　　次に３ページの３「四街道市のめざす小中一貫教育」をご覧ください。こちらは今

　　　　　年の４月２４日に開催したモデル校である千代田中学校区での全体会議で配布したも

　　　　　のです。まだ試作段階のもので、今後十分に検討していくものですが、イメージをつ

　　　　　かんでいただくために用意しました。９年間を一体的に捉えながら、小学校１年生か

　　　　　ら４年生を前期、５年生から中学１年生までを中期、中学２ ,３年生を後期と位置づ

　　　　　け、特に中期にあたる時期に重点を置いて取組んでいこうと考えています。

　　　　　　次に４ページの４「市内小中一貫教育の柱」をご覧ください。小中一貫教育を進め

　　　　　ていく上で、資料にあるように「９年間を通した学習面、生活面での取組」を基本の

　　　　　柱とし、さらに「中期に着目した学習面の取組」に重点を置き、小中間のスムーズな

　　　　　接続を進めていこうと考えています。

　　　　　　次にモデル校の推移についてですが、同じく４ページの５「モデル校の推移」をご

　　　　　覧ください。現在、千代田中学校区をモデル校としていますが、今後他の中学校区を

　　　　　段階的にモデル校として、２９年度には各中学校区の実態や地域の特性に即した体制

　　　　　を整えていくことをめざしています。　

　　　　　　最後になりますが、学習指導計画の系統化については、５ページの「学習系統表」

　　　　　をご覧ください。これは理科の例ですが、各教科で小１から中３までの学習系統を整

　　　　　理し、９年間を見通した指導ができるようにしていきます。例えば、継続的観察によ

　　　　　る学習が求められる「天体の学習」を見てください。小３、小４、小６、中３と学年

　　　　　がとんでいます。小中の教員がこのことに配慮しながら、学習計画を組み立てていく

　　　　　ということになります。

　　　　　　また、学校行事についても小中で重複しているものを精選及び構造化することで、

　　　　　幅広い学習活動にしていきます。以上です。

金子委員長 :それではご意見、ご質問はありますか。
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飛田委員：中期における四街道市の学童保育と小中一貫教育の関連についてはどうなっているか。

事 務 局：学童保育については、子ども保育課と連携をとっていきます。現在の所、まだすり

あ　　　　合わせは行っておりません。

飛田委員 : 多忙な教員をサポートするシステムを考えてはどうか。高齢者の活用（柏市の例）を

　　　　　検討してほしい。市民活動と学校とのコラボで学校支援を進めたい。

金子委員長 :千代田中学区の地域連携にからめて地域人材の活用についての説明はありますか。

事 務 局：のちほど説明しますが、千代田中学校区で案を練っています。

飛田委員：文化財ボランティアの会をやっており、小学校の児童を案内したことがある。継続し

　　　　　て行えるように、学校支援コーディネーターと市民活動・学校の密接な協力が必要で

　　　　　ある。

原　委員：中学校区で千代田中学区と旭中学区はいいが、他の中学校区では二つの中学校に分れ

　　　　　て進学する小学校が出てくる。中学校区で小中一貫教育を進めていく上で、中学校区

　　　　　ごとの違いがないように配慮が必要である。

原　委員：中期と後期の教科担任制について。小学校のうちから教科担任制となり、学級担任以

　　　　　外の先生が来るのか。それは小学校の先生なのか、中学校の先生なのか、明確にして

　　　　　ほしい。

事 務 局：小学校の進学先が複数あることは大きな課題ですが、小中一貫教育を進めていく上

で　　　　で、市としては基本的な考え方を共通にして進め、大きな影響は起きないようにして

　　　　　まいります。例えば、大日小の児童でも四街道北中学区の行事に参加できるようにす

　　　　　るなどの配慮は必要だと考えています。

事  務  局：教科担任制は小学校の学校規模によっても異なり、必ずしも全教科を一斉に教科担

任　　　　任制にするわけではなく、取組める範囲で進めてもらいます。　　　　　　　　　　

金子委員長：報道では、文科省は緩やかな形での教科担任制を考えているようです。

市原副委員長：いまスタートラインに立ったところで、具体的なイメージが少しでもつかめたほ

　　　　　うがよい。教育委員会主導でスタートが切られていて「小中一貫教育をやる」ことは

　　　　　決まっているが、学校現場の先生方としてはこの事業をどう受け止めているのか聞か

　　　　　せて欲しい。

石田委員：旭中学校区は来年度からモデル校になる。千代田中学校区の先行事例を参考にしなが

　　　　　ら進めていく。先だって中学校区５校の校長で話し合い、小中一貫教育で大事なのは、

　　　　　中学校区の子どもたちを小中の先生方が一緒に９年間を見通して育てていくこと。そ

　　　　　のためにも、９年間で子どもたちにつけたい力を明らかにしたり、こんな子どもたち

　　　　　に育てようという目標をしっかり持つことが大切。モデル期間の間に、小中の先生方

　　　　　が集まって話し合いながら、実態に基づいて一緒に作っていく。

大友委員：資料３ページに書かれていることは、今すでに各校でやっていること。小中一貫教育

　　　　　では、中学校区で一貫したものにする。どんな子どもを育てるのかという共通の意識

　　　　　がやや小中で離れがちなので、一貫ということばで結びつけていく。教科担任制は、
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　　　　　担任外の教務主任・教頭がそれぞれ理科・図工を担当しているが、今後どう肉付けし

　　　　　ていくかが課題となる。

渡辺委員：小中一貫教育を進めていく上で、まずは小学校同士が共通した取組を行う。中学校で

　　　　　は、小学校の子どもたちが学習面でも生活面でもなめらかにギャップなく中学校に進

　　　　　学できるようにすること。小中一貫教育を進めることで、共通した素地を作ることが

　　　　　できるので中学校にとっては大変よいことだと思う。中学校では、小学校の先生と深

　　　　　く関わり、小中相互で学習内容を理解して、縦のつながりを明確にしたい。中学校に

　　　　　入学した時に、学習面・生活面でギャップがないようにしたいと思う。

飛田委員：千代田中学区では八木原小と南小との人事交流は行われているか。

中嶋課長：小中一貫を意識した人事交流は行っていません。小学校で中学校免許を持つ先生、中

　　　　　学校で小学校免許を持つ先生がいるのでできなくはありません。ただ特区ではないの

　　　　　で兼務発令はできません。

金子委員長：まだご意見もあるかと思いますが、ここで一旦推進計画を聞いてから、改めて意見

　　　　　交換をしていきたいと思います。では、推進計画について事務局お願いします。　

　　　　　　　　　　　　　　　　「推進計画について」

事 務 局： 今回立ち上げることになりました推進委員会は、設置要綱第２条に「教育委員会の

         求めに応じ、小中一貫教育に関する基本方針の策定にあたり、必要な事項の協議・検

         討を行い、同方針の案に対する意見を教育長に報告するものとする」とあるとおり、

         教育委員会が策定する基本方針案に対し、より効果的な小中一貫教育の体制が整うよ

         うに様々な視点からご意見をいただくものです。

　　　　　　６ページの資料②をご覧ください。期間は今年度から２年間合計９回を予定してお

　　　　　り、各回ごとにモデル校の進捗状況の報告と裏面７ページにある「基本方針案の目次

　　　　　案」に沿って意見をいただいていく予定です。こちらの「基本方針案の目次案」につ

　　　　　いては、現在こちらで考えている目次立てとなります。　目次案の「１」を３回目、

　　　　「２、３」を４回目、「４、５、６」を５回目の推進委員会で検討していただく計画で

　　　　　す。２７年度末に行うパブリックコメントを受けて、基本方針案への推進委員会の意

　　　　　見をまとめて、教育長へ提出いただいたところで終了となります。ここでいただいた

　　　　　意見を踏まえながら、最終的に教育委員会で基本方針を決定していくこととなります。

　　　　　以上です。

金子委員長：この推進委員会では、事務局から出された基本方針案にいろいろと意見・修正を加

　　　　　えてより良くし、最終的に教育長に意見を提出することになるということです。

金子委員長：推進計画についてはよろしいでしょうか。続いて千代田中学校区の取組について事

　　　　　務局お願いします。
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「千代田中学校区の取組について」

事 務 局：モデル校となっている千代田中学校区の取組についてお話します。現在、千代田中

         学校区の千代田中学校、南小学校、八木原小学校の３校をモデル校として研究を進め

         ています。教育委員会でも本年度より推進チームを置き、これまでの研究を土台とし

         てさらに研究を進めているところです。資料③をご覧ください。本年度モデル校では

         ８ページの１にあるような研究組織を立ち上げて、千代田中学校の校長先生を研究委

        員長とし、研究に取組んでいます。特に本市の小中一貫教育の目的である「学力の向

　　　上」、「豊かな心の育成」、「基本的生活習慣の確立」に向けて、それぞれ教科指導

　連携部会、地域連携部会、生徒指導連携部会の３つの部会をつくり、どのような実践

をしていくかについて検討をしています。各部会とも、３校の教頭先生をリーダーに

　　　　各校２名ずつの代表による７名で構成されています。さらに教科指導については教科

部会という形で小学校の先生方も各教科にわかれ、教科で連携できることを検討して

いく体制をつくっています。また、系統的な学習指導計画を作成するために、市教育

委員会を中心としたカリキュラム作成委員会を置き、現在作成を進めています。　　

　　　　　　次に実際の実践研究についてです。８ページの「２各連携部会の動き」をご覧くだ

さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　『教科連携部会』では小中の教職員が、お互いのよさや共通点を見出すために「相

　　　　　互授業参観」を実施しています。教科によっては授業参観から協力授業へ発展させる

ことを検討しています。また、「家庭学習ノート」や「学習のルール」についても共

通して取組めることを確認しているところです。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　『地域連携部会』では小中が交流している学校行事や地域と交流できそうな行事を

まとめているところです。今後、千代田地区社会福祉協議会との連携についても進め

ていく予定です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　『生徒指導連携部会』では千代田中学校区で作成した「みんなの約束」をもとに現

在、「時間を守る」、「廊下を静かに歩く」、「しっかりとあいさつをする」につい

て取組んでいるところです。また清掃活動についてもルールを検討しています。以上

がモデル校での取組の現状です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　最後に本年度の研究について１０ページの３をご覧ください。４月に全体会議、各

学期に連携部会、夏季休業中に全体研修を行い、研究を進めています。２月には成果

をまとめ、２７年度の本格的な実践に向けて準備を進めていきます。また今後、各連

携部会で進めている研究と教育委員会が提示している「小中一貫教育の柱」をすり合

わせていく作業をしていきます。以上です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金子委員長：質問、ご意見はありますか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金子委員長：私から質問ですが、２７年度はさらに深く進めていき、いわゆる小中一貫教育の実

　　　　　施と考えてよいのですか。
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事 務 局：２７年度からさらに研究を深め、２８年度には完全な形に近づけていきます。　

金子委員長：千代田中学校の取組について疑問点があったらお願いします。

　　　　　千代田中学校渡辺校長先生、補足があればお願いします。

渡辺委員：先ほど触れたが、実際に中学校の教員が小学校の授業を参観に行くと、中学校で教え

　　　　　る指導が小学校でやっていたのだと気づく。そういう経験がないと中学校で教える内

　　　　　容は初めてと捉えがちで、ついつい重複して指導するが、子どもたちはそれに関する

　　　　　知識を持っていることに気づく。また先ほど資料①にあった教科の系統表をつくるこ

　　　　　とで、自分が今指導していることが、どのように小学校からつながっているかが分か

　　　　　る。逆に小学校の先生は、今やっていることが発展して中学校につながるのだという

　　　　　見通しが持てる。これは学習指導上、大きな点であると思う。

           先ほどの事務局の説明の中にも協力授業を考えているとあったが、免許状の関係で

　　　　　中学校の教師が小学校において一人で授業をすることは厳しいが、ゲストティーチャ

         ーとして、あるいはＴ１、Ｔ２という形で授業の場を作っていこうと思う。今は授業

　　　　　を参観し小中の先生方が関わっているという意識付けを子どもたちにして、ゆくゆく

　　　　　は協力授業を行っていきたい。

金子委員長：他に疑問点や意見はありますか。

染谷委員：私も小学校１年生から四街道で生活し、子供もそうである。理想は小学校と中学校が

　　　　　重複するところの教科担任は一緒なのがよい。そうでなければ一貫校の意味がない気

　　　　　がする。小学校で教科別、中学校でまた校舎を変えて教科別では、今の小学校でやっ

　　　　　ている個別のサポートクラスと変わらないと思う。

　　　　　 中高一貫校を調べてみると、授業内容を前倒ししている。小中一貫でも前倒し授業

         ができないのか。小学校と中学校の重なっているところを精査すれば、可能なのでは

ないか。あくまで保護者の意見だが、校長先生も小中で複数いると結局統一されない

のではと思う。小中一貫については中学校卒業後の進路の観点から、特別支援教育に

ついても検討していく必要がある。また、ゆとり教育の見直しがされている中で、土

曜授業については復活できないのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金子委員長：特別支援教育や土曜授業については次の機会に議論したいと思いますが、前倒し授

業については事務局から回答はありますか。                                  

事務局： あくまでも現在の学習指導要領に沿って学習指導を行っていきます。本市では学力

　　　　　の向上を目指しているが、受験対策ということではなく、しっかりとした学力を身に

　　　　　つけさせていきたいということが基本となるので、「計算が早くできる」、「より難

　　　　　しい問題が解けるようになる」といった学力ではないということをご理解いただきた

　　　　　いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市原副委員長：今の染谷委員の意見を聞いただけでも、小中一貫教育ということについては委員

　　　　　の中にも色々な受け止め方がある。千葉中、千葉高といた中高一貫では生徒も優秀で

　　　　　教員の乗り入れもあるが、四街道市の小中一貫は分離型ということで非常に難しい中
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　　　　　での取組となるので、なかなかイメージも持ちにくい。実際に前倒しを行っていくこ

　　　　　とは、子どもたちの学習進度の幅が均一ではないので難しい。

　　　　　　小中一貫で学習のルールといった形の一貫性もいいが、「基本的な計算ができる」、

　　　　　「漢字はこれだけはできる」といった学習の中身の一貫性があった方がよい。ほとん

　　　　　どが高校進学する現在、小中一貫教育では高校へ進学できる最低限の力をつけてあげ

　　　　　ることが大切である。

　　　　　　今の段階では四街道市の特色ある９年間が見えてこない。９年間の後、計画が終わ

　　　　　っただけということではいけない。最低限これだけは目指す子どもの姿を共通して捉

　　　　　えられる進め方をしていかないと、会議の回数を重ねていっても難しい。

金子委員長：今、染谷委員の意見を受けて、市原副委員長から小中一貫教育に対する委員同士の

　　　　　共通理解が必要との意見がありました。他にありますか。

飛田委員：千代田中学校区の取組の中に、「地域への関心の低さが課題」とあるが、どんなこと

　　　　　が関心の低さにつながっているのか。また、「地域に目を向ける取組」とはどのよう

　　　　　なものなのか。

渡辺委員：中学生だと部活動があり、土日でも時間的な制約がある。学校で意図的に仕組んでい

　　　　　かないと地域との接点ができない。「地域のゴミ拾い活動をする」、「地域の人に意

　　　　　識してあいさつをする」といったところしか今はない。

飛田委員：もう少し進めた考え方をしていきたい。中学生くらいになると地域ばかりか家族、親

　　　　　戚とも離れてしまうこともあるので、部活動のない時間帯などを把握しながら、地域

　　　　　と一緒に活動できる場を設けることがよい。これは教育機関だけでは難しく、様々な

　　　　　活動機関で親密に行動できるようにしていきたい。

金子委員長：ボランティア団体の代表の立場である飛田委員からの貴重な意見がありました。次

　　　　　回からも様々な立場からご意見をいただきたいと思います。最終的には９年間をかけ

　　　　　てどんな子供を育てていくのかを議論していきたいと思います。

金子委員長：まだご意見はあるかと思いますが、一旦先に進みます。

「第２回会議に向けて」

事 務 局：第２回会議に向けてですが、今後の研究を推進していくために、次回の会議までに

         児童生徒の実態把握のためのアンケートを行う予定です。１１ページからの資料④を

         ご覧ください。対象は千代田中学校区の小学校５、６年生と中学校１、２年生とし、

         １１月中旬に実施します。集計については教育委員会事務局の方で行い、次回会議で

         集計の報告をいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　質問内容についてですが、『Ｑ１』については７月にモデル校職員向けに行ったア

　　ンケートに対応した質問となっています。この質問で職員と児童生徒の意識の比較を
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します。『Ｑ２』以降は生活面、学習面、さらに英語学習についての簡単な質問を用

意し、小学校から中学校に進学する際に、不安に思っていることについての質問をし

　　　　　ます。実施に当たっては説明も含めて２０分ほどで回答できる簡単なものを考えてい

ます。各項目をご覧いただき、ご意見をいただきたいと思います。　　　　　　　　

金子委員長：教職員のアンケートは終わっていて、今回は児童生徒に対するアンケートというこ

　　　　　とですね。

事 務 局：夏休み前に教職員のアンケートは終了しているので、次回は教職員、児童生徒のア

ン　　　　ンケートの集計を提示します。

金子委員長：一応、予定の議題は終わりですが、全体的に意見があればお願いします。

大友委員：委員の中で「小中一貫校」と「小中一貫教育」をしっかりと区別して、整理していか

　　　　　なければいけない。資料をしっかりと読み込まないと四街道市が「小中一貫校」をつ

　　　　　くるように捉えられる。

金子委員長：「小中一貫校」と「小中一貫教育」は違い、ここでは「小中一貫教育」について議

　　　　　論していくという共通認識でお願いします。

中嶋課長：説明が足りないところも多々ありましたが、あくまでも四街道市は分離型で進めてい

　　　　　くことを確認したい。その上でこの推進委員会では、どのようなやり方があるかを検

　　　　　討していただくとご理解いただきたい。イメージや知識の中で一体型が非常に多い感

　　　　　じがするが、地域によって実情が違い、必然的に一貫校（一体型）としているところ

　　　　　がある。四街道市では分離型でどのようなやり方があるかを検討し、四街道の教育を

　　　　　考えていくととらえて欲しい。

金子委員長：四街道の場合は施設を一体型にしないで、分離型で行うということです。その中で

　　　　　一人の児童生徒が９年間でどう成長していくかを考えることが我々の役割であること

　　　　　をしっかりと認識していく必要があります。他にどうですか。

広瀬委員：小学校１年生の段階で授業が成立しづらいということも聞いている。幼小の関係も考

　　　　　えていかなければいけない。「あいさつ」、「提出物」、「時間を守る」といった生

　　　　　活習慣の確立が安定した学校生活につながるし、将来の社会生活にもつながる。学習

　　　　　面も大切だが生活面にも力を入れていった方がよい。

大友委員：以前は小学校入学後１学期までに集団としてまとめていかなければいけないとう意識

　　　　　があったが、保護者のみなさんや幼稚園の取組により集団としてのまとまりは早くな

　　　　　ってきている。それでも「あいさつ」、「早寝」、「早起き」、「朝ご飯」など

で　　　　できていない部分は、家庭と協力しながら小学校で取組んでいる。　　　　

事 務 局：市の方でも幼保小連携教育研修会を開催し幼稚園、保育園と小学校の先生方の情報

交　　　　交換を行っています。今年は幼稚園での実践を小学校に聞いてもらう場を設けていま

　　　　　す。子どもたちの交流も行っています。　

金子委員長：ありがとうございました。今回は第１回ということで、だいたいの感じがつかめた

　　　　　と思います。今回の委員会は学校経験者、保護者の方、地域活動の中心となってい
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る　　　　る方など、様々な立場の方で構成されているので、第２回目以降も忌憚のない意見を

　　　　　お願いします。これで議事を終わります。

事 務 局：次回は１月２９日木曜日を予定しています。詳細についてはあらためて連絡いたし

ま　　　　ます。また、資料は事前に配布するようにいたします。

安江主幹：これを持ちまして、第 1回四街道市小中一貫教育推進委員会を終了いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会議録署名人　　  金子　篤正  　　　　　　　　

会議録署名人　　  市原　昭夫  　　　　　　  　
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