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平成２８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２８年５月２７日（金）午後２時３０分～午後３時４０分 

 場 所  四街道市役所第二庁舎 ２階 第二会議室 

 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 

豊田委員，荒井委員，長谷川委員，原委員，飛田委員，染谷委員 

原名委員，土田委員 （１３名） 

 欠席者  坂本委員，廣瀬委員 （２名） 

 事務局  学務課中嶋課長，学務課上田主幹，学務課栗谷川指導主事 

      指導課村上指導主事，学務課塩野嘱託職員，学務課髙岸指導主事 

 傍聴人  ４名 

 

 

会議次第 

教育長挨拶 四街道市教育委員会 教育長 髙橋 信彦 

自己紹介 

１ 開会 

２ 資料の確認 

(1) 四街道市小中一貫教育基本方針（案）Ｈ２８．５．２７版 

    (2) 四街道市小中一貫教育基本方針(案)加除修正箇所及び検討事項に 

ついて 

    (3) 次第 

    (4) 平成２７年度 千代田中学校区研究のまとめ 

    (5) 平成２７年度 四街道中学校区，旭中学校区 研究実践報告 

３ 資格確認 

４ 会議の公開等 

５ 平成２７年度 千代田中学校区，四街道中学校区，旭中学校区の 

研究実践について 

６ 四街道市小中一貫教育基本方針（案）についての協議・検討 

 (1) 前回の修正箇所についての確認 

 (2) 検討事項の協議・検討 

 (3) その他の協議・検討 

７ その他 

８ 閉会 
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進 行  定刻となりましたので，次第に沿って進めさせて頂きます。本日は， 

本年度第１回目の推進委員会ですので，開会に先立ちまして，四街道 

市教育委員会 教育長 髙橋 信彦より挨拶させて頂きます。 

（教育長挨拶） 

      続きまして，昨年度末の人事異動で四街道市教育委員会も何名か，代 

わりましたので，メンバーの紹介をさせて頂きます。まず，四街道市 

教育委員会から紹介させて頂き，次に推進委員の皆様もお願い致しま 

す。 

（自己紹介） 

推進委員の皆さん，本年度もよろしくお願い致します。それでは，会 

を進めます。開会のことば。 

開 会  ただいまから，平成２８年度 第１回 四街道市小中一貫教育推進委 

員会を開催します。 

資料確認 資料の確認を致します。事前に送付させて頂いた資料が，３点ありま 

す。１点目は，「四街道市小中一貫教育基本方針（案）Ｈ28．５．２ 

７版」。２点目は，平成２７年度第３回推進委員会で出された意見を 

もとに，修正箇所を明記した「加除修正箇所及び検討事項について」。 

３点目は，「平成２７年度千代田中学校区のまとめ」です。 

次に，本日配付させて頂いた資料は，２点です。１点目は，会の「次 

第」。２点目は，「平成２７年度四街道中学校区，旭中学校区の研究実 

践資料」です。ご確認ください。資料の確認をします。会議次第と四 

街道市教育振興基本計画（写）の抜粋を会議前に配付しました。基本 

方針（案）については，事前に送付済みです。 

資格確認 資格確認を行います。本日の出席委員は，１３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（過半数）定足数に達しています。このあとの進行は，設置 

     要綱第５条第２項に則り金子委員長にお願いします。 

委員長  それでは，始めに会議の公開について諮ります。この会議は，原則 

     公開とし，会議の都度，決定するということになっています。本日 

     会議次第，配付された資料から非公開とする必要はないと考えます。 

     委員の皆さん，いかがでしょうか。 

委 員  異議なし。 

委員長  次に，会議録の作成については，発言者の氏名を明記し，会議録署名 

人については，私と市原副委員長の２名でよろしいでしょうか。 

委 員  異議なし。 

委員長  それでは，事務局はそのように会議録の作成をお願いします。先程， 
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     会議の公開について承認されましたので，傍聴者がいましたら入室 

     させてください。 

事務局  ４名いらっしゃいますので，入室して頂きます。 

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致し 

ます。 

委員長  会議終了時刻を最終１６：２０とします。会の進行を見て，途中休憩 

を取ります。円滑な会の進行にご協力よろしくお願いします。 

それでは，会議次第に沿って進めます。 

本日の会議次第，５．「平成２７年度千代田中学校区，四街道中学校 

区，旭中学校区の研究実践について」事務局お願いします。 

事務局  昨年度，小中一貫教育の研究実践を行いました３つの中学校区につい 

てお話致します。 

まず始めに千代田中学校区です。平成２７年度 千代田中学校区研究 

のまとめをご覧ください。資料の４頁から１９頁まで各連携部会の具 

体的な実践内容が記載されています。相互授業参観や中学校の教職員 

による小学校での協力授業，３校小中音楽交流会，小中協働のあいさ 

つ運動など，どれも定着した取組となりました。確実に成果をあげて 

いくことができたのは，中学校区の校長先生方をはじめ，教頭先生方 

が中心となって組織を運営し，各連携部会が年度ごとに改善を重ねた 

結果です。 

次に四街道中学校区と旭中学校区の資料をご覧ください。２つの中学 

校区は，昨年度から研究をスタートし，今年度２年目になります。ど 

ちらの中学校区も小中一貫教育推進委員会を組織し，学習面と生活面， 

２つの部会を編成しました。また，研究を進めていく上で，先行して 

実践を積み重ねてきた千代田中学校区を参考にし，相互授業参観や中 

学校への体験入学を実践しました。さらに，千代田中学校区の生活の 

きまり「みんなの約束」を各中学校区の実態に合わせ協議・検討し， 

四街道中学校区では，指導計画を立てました。今後は，旭中学校区で 

作成した「みんなのやくそく」のように児童生徒へ伝えていく予定で 

す。旭中学校区の「みんなのやくそく」は，横が小学校，縦は中学校 

で活用しています。どちらの中学校区も今年度は，昨年度の実践がさ 

らに充実するよう研究を見直しながら改善した取組を行い，定着を図 

っていきます。また，新たな取組として，校外学習やキャリア教育の 

共同実施など，小学校同士の連携も深めていく研究が進められていま 

す。事務局からは，以上です。 
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委員長  只今，事務局から昨年度の千代田中学校区，四街道中学校区，旭中学 

校区の研究実践について説明がありました。これについて質問意見等 

がありましたらお願いします。 

  委員長  ないようですので，それでは次に，「基本方針案についての協議・検 

討」に入ります。（１）前回の修正箇所についての確認ですが，皆さ 

んの意見を踏まえて，事務局で修正されたものが，事前に配付された 

資料で提示されています。そちらを見て質問，意見等がありましたら 

お願いします。 

委 員  前回の協議で修正されていた箇所が，今回修正前の形に戻っています。 

事務局  修正前の資料を提示してしまい，申し訳ありませんでした。次回の推 

進委員会で修正済みの資料を提示し，確認してまいります。 

委員長  次回までに事務局で差し替えをよろしくお願いします。その他にあり 

ますか。ないようですので，次に（２）検討事項の協議・検討に入り 

ます。前回持ち越しとなった検討事項を協議します。こちらも皆さん 

の意見を踏まえて，事務局から事前に配付された資料で提示されてい 

ます。１０頁「６ 四街道市の小中一貫教育の検証」の検証方法①質 

問紙法の対象に保護者を加えるかです。本日の会議で，協議・検討し， 

推進委員会としての方向性を示します。これについて，意見がありま 

したらお願いします。 

  委 員  子どもと教員は直接の関係となるので，アンケートを実施することは， 

進捗状況や課題を把握するのに大切であると同時に保護者と学校と子 

どもの関係も大事です。家庭において保護者が，小中一貫教育で子ど 

もがどのように成長したのか，アンケートするのも必要だと思いまし 

た。 

  委 員  保護者のアンケートの取り方にもよると思いますが，保護者が子ども 

の成長を見て，学校独自の取組でよくなったのか，小中一貫教育でよ 

くなったのか，識別するのは難しいと思います。観点として保護者の 

アンケートを反映させることはよいと思うのですが，内容や取り方を 

考えなければならないと思います。 

  委 員  親から見て子どもの成長が，学校活動からなのか小中一貫教育なのか 

区別しにくく分けられない部分も出てくる。質問の仕方をよく考える 

必要が出てくる。 

  委 員  小中一貫教育は学校の教育活動充実の１つの方策なので，あえて区別 

       することなく，例えば学力の向上が図れたら小中一貫教育の効果と学 

校での普段の取組，トータルで考えることができるものだと思います。 

そこを加味した保護者への質問になるのではないでしょうか。 
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  委 員  保護者の方に小中一貫教育をより理解してもらうためにもアンケー 

トを行ったらどうでしょうか。 

  委 員  小中一貫教育を行って，どうであったかの結果は，子どもだけでなく 

保護者も参加すべきだと考えます。その結果から保護者も学校への協 

力や子どもへの働きかけができると思います。 

  委 員  学校から子どもや保護者へのアンケートが年に何回もあるよりは，内 

容が重なるところがあると思いますので，年に何度か実施するアンケ 

ートに小中一貫教育の項目を入れていくのはどうでしょうか。 

  委 員  各学校で学校評議員がいます。学校評議員の方と定期的に学校が話し 

合いを持って学校への評価をしていると思います。その仕組みの中で 

９年間の小中一貫教育の取組がどうであるのか，学校評議員の方から 

意見が出されていると思います。そういった地域の方からの意見も検 

証の方法として取り入れてはどうかと考えました。 

  委 員  学校から保護者の方に行う学校評価の中に小中一貫教育の項目を入れ 

て実施するのは可能ではないかと思います。 

  委 員  検証するための観点として保護者を入れてもいいと思います。学校評 

       価の中に項目を作ることもできると思いますが，保護者の方へは協力 

       していただくアンケートになりますので，回収の割合など多少の違い 

が各学校の実態で出てくると思います。 

   委 員  保護者へのアンケートも必要だと思いますが，同時に各中学校区でど 

のように小中一貫教育が進められているのかＰＲをしていくことも大 

切だと思います。 

  委 員  検証方法と考えるならば，保護者へのアンケートだけでなく，学校評 

議員やＰＴＡの会議などでも話題として取り上げて取組がどうである 

のか話し合っていく必要があると思います。 

  委員長  それでは，皆さんで協議した結果，小中一貫教育の検証の対象に保護 

者も加えるという方向性で行きます。取り方については，学校や保護 

者，子ども，それぞれを考慮した形を事務局で検討お願いします。 

これで，前回持ち越しの検討事項の協議は，終わりにします。 

それでは，次に（３）その他の協議・検討になります。基本方針（案） 

も協議・検討を重ねてきた結果，かなり固まってきました。前回，事 

務局から今後の流れについて説明があった通り，次回の７月で全体の 

最終確認を行い，教育長への報告となりますので，内容の協議・検討 

は，今回が最終となります。ここにきて，基本方針（案）の内容が大 

きく変わることはありませんが，さらにより良くなるための意見とし 

て，何かありますか。 
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  委員長  それでは，基本方針（案）についての意見はないようですので，協議・ 

検討はここまでとします。 

以上で本日の委員会の内容について終了しましたので，議長の任を解 

かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

   進 行  金子委員長，円滑な会の進行，ありがとうございました。閉会の前に 

事務局から次回の推進委員会について連絡致します。今回の推進委員 

会開催通知でも連絡させて頂きましたが，次回の推進委員会は，７月 

８日（金）四街道市立四街道中学校で授業見学を兼ねて実施する予定 

です。 

昨年度２月の会議では，千代田中学校，八木原小学校のご協力を頂き， 

千代田中学校教員による協力授業を八木原小学校会場で６年生の様 

子を見ることができました。 

       次回，四街道中学校では全学年の授業を見ることができる予定です。 

また，見学後の会議も四街道中学校で行います。基本方針（案）全体 

の最終確認を行って頂き，推進委員会からの意見をまとめる会議とな 

ります。ご多用のところ恐縮ですが，ご出席のほど，よろしくお願い 

致します。次回の推進委員会について，質問はございますか。 

ないようですので，次へ進みます。閉会のことば。 

閉 会  以上をもちまして，平成２８年度 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。ありがとうございました。 

 

 

 

 

会議録署名人 金子 篤正    

 

 

会議録署名人 市原 昭夫    


