
○あいさつ（田邉校長）
○自己紹介

　＜３部会熟議＞と＜全体会での共有＞

（３）２学期の行事予定

やさしい子部会 進んで学ぶ子部会 　　元気な子部会

第６回牟礼小学校運営協議会議録

　＜運営協議会＞

★協　　 議
（１）　R２年度　学校経営方針・学校評価書について （２）　前期学校評価アンケートより

８月２０日（木）、今年度初めての学校運営協議会が開催されました。弘中稔悟 新会長さんをはじめ多くの委員さん、
防府市教委より地域連携アドバイザーの渡邉様、派遣社会教育主事の上田様にもご出席をいただきました。第１回目
は紙面によるものでしたが、この日改めて本校の学校経営方針の承認をいただくことができました。

また、今回は本校教職員による校務分掌部会（３部会）が行われ、その部会に各委員さんにもご参加いただきました。
牟礼小の目指す子ども像や取組内容に関して、保護者・地域の方のお立場より多くの貴重なご意見をいただき、実の
ある協議となりました。熱のこもった熟議が実現し、ようやく今年度の教育活動のエンジンが掛かり始めた実感を得て
います。コロナ対策を継続しつつ、子どもたちの笑顔のために学校・家庭・地域が一体となって教育活動を展開して
参ります。

思いやりの心をもって

良好な人間関係を築ける子

・認め合える場の確保

（キラリ、流れ星、教師の価値付け）

・ルール・マナーの意識

（アンケート、中学校の習慣、道徳）

・子どもたちに

（挨拶、校内ボランティア、友だち作

り）

生活習慣の改善と

体力向上に取り組む子

・生活習慣

（元気な子カード、早寝早起き朝ご飯

メディア時間の記録）

・体育授業の充実・工夫

（活動量、工夫を高める内容）

・今だからできる屋内外の過ごし方

（投力・柔軟性を高める運動など）

学習を楽しむことができる子

・かかわりあいの場のある授業づくり

・ふりかえりの工夫のある授業づくり

・家庭学習のよい取組を保護者に周

知

・小中での情報共有

（中学生、小学生の家庭学習の量・質）

・週末読書の励行

・図書だよりで家庭に情報提供

＜委員さん、市教委より＞

・挨拶は、登校班長さんがよくできる班の子はよい。親世代も手本になるようよい挨拶を心がけてほしい。

・子どもにも親にもフリーな時間が必要。

・学校では、友だちとのよい関係を築くことにも力を入れてほしい。

・自学も必要。でも、小学生は家庭での勉強の習慣作りのために宿題・課題を大切にしてほしい。

・今の子は体力が無いとよく言われるが、子ども自身は運動不足の自覚があるのか？体力作りを土日の宿題にすれ

ば親子で取り組むきっかけにもなる。

・他校区では、中学校区の小中学校で学校評価アンケートの質問項目を揃えたり、児童会・生徒会が話し合って１０の

取組を行ったりしている。参考にしてほしい。

・牟礼のすばらしいコミスクの取組を家庭・地域に広く周知してほしい。

～貴重なご意見をたくさんいただきました。ありがとうございました。～



Ｎ0. 氏          名 役割１ 役割２

評価 進んで学ぶ子

安全 やさしい子

学支 進んで学ぶ子

4 鬼村　郁男 安全 元気な子

5 福田　英昭 評価 進んで学ぶ子

6 國田　　 実 学支 やさしい子

7 福島　　　實 安全 元気な子

8 林　　　　博 学支 元気な子

9 三井　義則 学支 進んで学ぶ子

10 橫田　さおり 学支 元気な子

11 國弘　麻美 評価 元気な子

12 土井　康徳 評価 やさしい子

13 板村　希依 評価 やさしい子

14 田邉　　克 やさしい子

15 木下　教江 進んで学ぶ子

牟礼小「ふるさと体験学習」協力会　会長

弘中　稔悟

原田　新作 交通安全協会牟礼分会　会長

牟礼民生委員児童委員協議会　会長

牟礼小おやじの会　会長

見守り隊　代表

令和２年度　牟礼小学校学校運営協議会　委員・役割

1

☆会　　長

3 岡村ひとみ

☆地域コーディネーター

おはなしポケット　代表

2

そ　　　の　　　他

☆副　会　長

※　事務局（教頭　兜坂招雄）、オブザーバー（防府市教育委員会、牟礼小学校教職員）

教務主任

牟礼校区子ども会育成連絡協議会　会長

校長

牟礼小ＰＴＡ会長

牟礼小ＰＴＡ副会長

牟礼地区社会福祉協議会　会長

牟礼老人クラブ連合会　会長

牟礼地域自治会連合会　代表

山口県立農業大学校　副校長

役割１ 安心安全委員会→安全

学習支援委員会→学支

学校評価委員会→評価

役割２ やさしい子部会 →生徒指導面

（あいさつ）

元気な子部会 →体力・健康面

（地域貢献）
進んで学ぶ子部会→学習面

（学びの連携）



令和２年度 牟礼小学校運営協議会 活動計画 

 

回 活  動  名 期  日 対象 場 所 主な内容 

１ 
第１回学校運営協議会 

→中止 
４月２０日（月） 全員 牟礼小学校 

・学校運営協議会の組織、活動内容 

・今年度の学校経営方針の説明 

２ 学習支援委員会→延期 ５月１２日（火）  牟礼小学校 稲種まき 

３ 安心安全委員会 ５月２０日（水）  牟礼小学校 ・安全対策、緊急時の対応 

４ 第２回学校運営協議会 ６月 ２日（火） 全員 牟礼公民館 
第１回牟礼協育ネット協議会後 

・学校評価、綱紀保持 

５ 学習支援委員会 ６月 ５日（金）  原田さんの田 どろんこ遊び 

６ 学習支援委員会 ６月 ８日（月）  原田さんの田 田植え 

７ 第３回学校運営協議会 ６月１２日（金） 全員 牟礼小学校 
参観日（授業参観日） 

授業評価  

８ 
第４回学校運営協議会 

→延期 or中止 
６月１８日（木） 全員 牟礼小学校 

兼 学校保健委員会  

→中止 

９ 第５回学校運営協議会 ７月中 全員 牟礼小学校 水泳記録会 

10 第６回学校運営協議会 ８月２０日（木） 全員 牟礼小学校 ・学校評価 熟議（子ども像） 

11 第７回学校運営協議会 ９月 ９日（水） 全員 牟礼小学校 
参観日 

人権教育 夏休みの作品展 

12 学習支援委員会 １０月  ９日（金）  原田さんの田 稲刈り 

13 第８回学校運営協議会 １０月２４日（土） 全員 牟礼小学校 参観日・友愛セール・バザー 

14 学習支援委員会 １１月 ６日（金）  牟礼小学校 ３，６年農業・文化体験活動 

15 第９回学校運営協議会 １１月１１日（水） 全員 牟礼小学校 運動発表会 

16 第 10回学校運営協議会 １１月２０日（金） 全員 牟礼小学校 集会活動 

17 学習支援委員会 １月１５日（金）  牟礼小学校 ３，５年餅つき、昔の道具体験 

18 第 11回学校運営協議会 １月１８日（月） 全員 牟礼公民館 
第２回牟礼協育ネット協議会後 

・２学期の振り返り ３学期の予定 

19 第 12回学校運営協議会 １月２２日（金） 全員 牟礼小学校 参観日 

20 学校評価委員会 ２月１２日（金） 評価委員 牟礼小学校 学校評価書による評価 

21 第 13回学校運営協議会 ２月１９日（金） 全員 牟礼小学校 ６年生を送る会 

22 第 14回学校運営協議会 ３月 ４日（木） 全員 牟礼小学校 ・学校評価の確認 次年度に向けて 

※  校内公開授業の参観、研究協議への参加 

※  １０００日プラン対象者（新採１年目～３年目教諭）への授業評価 

※  牟礼ミラタクネット内の学校の授業参観 


