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第２回葉山町総合教育会議 会議録 

 

１ 開会年月日  平成２９年１１月２１日（火） 

２ 開 会 場 所  保育園・教育総合センター 会議室２ 

３ 出 席 者  町 長  山梨崇仁 

 教育委員長  鈴木伸久 

 教育委員長職務代理者  山﨑勝美 

 教育委員  遠藤麻衣子、教育委員  小峰みち子 

 教育長 﨤町和久 

４ 出 席 職 員  教育部長  沼田茂昭 

   教育総務課長  野田 仁 

   学校教育課長兼教育研究所長  冨樫俊夫 

   生涯学習課長  新倉利勝 

５ 関 係 者  葉山小学校長  中世貴三 

 （学識経験者） 上山口小学校長  中根正彦 

   長柄小学校長  河端紀絵 

   一色小学校長  益田孝彦 

   葉山中学校長  加藤雄司 

   南郷中学校長  野口 司 

６ 議   長  町 長  山梨崇仁 

７ 書   記  教育部長  沼田茂昭 

８ 開   会  午後１時５８分 

 

（開会宣言） 

教 育 部 長） こんにちは。定刻前ですけれども、おそろいですので、ただいまから第２回

葉山町総合教育会議を開会いたします。 

本会議につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４

第１項の規定により設置され、同条第３項の規定により町長が招集するものとな

っております。 

時刻は１時５８分でございます。 

ここで、本日の配付資料の確認を行いたいと思います。 

１点目、会議次第。２点目、平成２９年度教育要覧から抜粋でございます。以

上、不足しておりましたら事務局までお申し出ください。よろしいでしょうか。 
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それでは、進めさせていただきますが、総合教育会議は首長と教育委員会とい

う対等な執行機関同士の協議及び調整の場という位置づけとなっております。会

議において調整がついた事項については、それぞれが尊重義務は負うものの、首

長と教育委員会のそれぞれの執行権限の一部を会議に移して、会議の場で決定を

行うものではないため、決定機関ではございません。また、首長の諮問に応じて

審議を行う諮問機関でもないと、このような位置づけとなっております。よろし

くお願いいたします。 

それでは、会議次第に沿って進めさせていただきます。協議事項に入ってまい

りますが、本会議は地方公共団体の長が招集するということになっておりますの

で、これ以降の進行を山梨町長にお願いしたいと存じます。 

町長、よろしくお願いいたします。 

町   長） それでは、お手元の式次第どおりに議事に入りたいと思います。議事に入り

ます前に、本日、傍聴の方がいらっしゃいますことをご報告いたします。 

 

（葉山町の学校教育について） 

町    長） それでは、お手元の式次第の協議事項（１）「葉山町の学校教育について」、

（２）「その他」となっております。 

それでは、本日総合教育会議には、葉山町の各小・中学校の校長先生の皆様に

出席を求めました。このことにつきましては、葉山町総合教育会議設置要綱第５

条の規定によりまして出席していただいております。当該協議すべき事項につい

て、これから意見を伺ってまいりたいと思いますので、初めに自己紹介をお願い

したいと思います。では、席順で、葉山小学校からよろしいですか。 

葉山小学校長） 葉山小学校校長を仰せつかっております、中世貴三と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

上山口小学校長）上山口小学校の校長をしております、中根正彦と申します。よろしくお願い

いたします。 

長柄小学校長） 長柄小学校の校長でございます、川端紀絵です。よろしくお願いいたします。 

一色小学校長） 一色小学校で校長を務める益田孝彦です。どうぞよろしくお願いします。 

葉山中学校長） 皆さんこんにちは。葉山中学校校長の加藤でございます。日ごろより大変お

世話になっております。本日はどうぞよろしくお願いします。 

南郷中学校長） こんにちは。南郷中学校の校長の野口司と申します。よろしくお願いします。 

町 長） どうもありがとうございました。 

それではですね、協議事項１の「葉山の学校教育について」でございます。議
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題の副題としてですね、各学校のグランドデザインとなってございます。本件に

つきまして、まずは事務局より趣旨等の説明をお願いしたいと思います。沼田部

長、お願いします。 

教 育 部 長） それでは、本日の総合教育会議の協議としまして、「葉山の学校教育につい

て～各学校のグランドデザイン～」を示したことについてご説明いたします。 

       総合教育会議は、平成２７年度を初年度として、各年度に２回開催されており

ます。これまでの協議事項は、葉山町学校給食について、教育総合プランについ

て、葉山町教育大綱について、葉山町生涯学習についてなど、主に町及び教育委

員会側から見た葉山の教育を中心に協議してまいりました。葉山町の教育は、第

二次葉山町教育総合プラン及び葉山町教育大綱からわかるように、学校教育分野

と生涯学習分野に区分できます。過去の総合教育会議において、生涯学習分野に

ついては協議題にした経緯がございますが、学校教育分野について協議題として

取り扱ったことがございません。つきましては、今回の総合教育会議において、

学校教育分野の根幹を担う教育現場の各校長をお呼びして、葉山の学校教育につ

いて、各学校のグランドデザインをテーマに協議していただきたいと考えたもの

でございます。なお、グランドデザインあるいは全体構想は、事業などが計画さ

れる場合に、それが壮大な図案や設計であって、長期間にわたって遂行されるよ

うなものと言えます。学校に例えれば、学校の教育理念や果たすべき役割を描い

た、学校教育にかかる全体構想と言われるものでございます。 

以上でございます。 

町 長）ありがとうございました。 

では、校長の皆様にご意見をいただきたいと思うんですが、その前に、委員の

皆さんから、エッセンスとしてこういうものを含んでほしいとか、質問等ある中

でグランドデザインについて伺おうと思うんですけれども、何かございますか。 

教育委員長） 具体的に、エッセンスの部分じゃなくてね、６校長にちょっとお願いをした

いなと思ったんですけど。私は町長と会う機会がたくさんあるんですが、皆さん

は直接町長とこういう場で会う機会がほとんどありませんので、本当に困ったこ

とがあれば言えばいいしね。それから教育プランが教育のグランドデザインにな

ったといえどもね、いろいろ要望みたいになっちゃう部分もあると思うんだけど、

町長がせっかくいらしてるのでね、学校長たちが現状、設備も含めて考えている

ことがあればね、それは言っていいんじゃないかと。また、言うべきだと思って

ますので、いいことを言ったって会議やる意味は全くないんだからね、そのこと

だけちょっと、校長に言う話ではないので当然わかっておられると思うんだけど、
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余り型にはまった杓子定規な話をしても仕方がないからということを、もうちょ

っと事前に私からお話ししておこうかなと思いましたので、ひとつよろしくお願

いします。ちょっとすいません、お時間いただきましまして。 

町 長） ほかにはよろしいでしょうか。それでは、各学校長の皆様からですね、ご意

見、お話など伺いたいと思います。葉山で一番新しい学校でいらっしゃいます、

学校の年代順でいかがでしょうか。そうすると、一色小、南郷中、長柄小、そん

な順番でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、一色小学校の益田先生、

お願いします。 

一色小学校長）では、一色小学校のグランドデザインを紹介したいと思います。 

まず、学校教育目標です。従来の学校教育目標は、４つの目標文があり、教職

員も児童も覚えられないという欠点がありました。この欠点を改善するために、

平成２８年度に児童も教職員も覚えておける目標。２、改定学習指導要領の指し

示す予測できない時代になることに対応した目標。３、今まで掲げてきた学校教

育目標を踏まえたものという３つの観点で１年間をかけての検討をした結果、大

きく変更いたしました。新しい学校教育目標は、「仲間とともに やさしく か

しこく たくましく」です。さらに、この学校教育目標のもと、育てたい子ども

像を学校内では確認し合いました。詳しくは、この資料の教育要覧の資料に載っ

ているとおりでございます。 

さて、この学校教育目標のもと、私が設定している学校運営方針は以下の５つ

です。１つ目は、「学校教育目標の実現に向け、全教職員が協力して学校運営に

あたる」です。これは、一言で言えば「チーム一色」で物事に処していくという

ものです。また、ふだんから周りの児童・職員への気配りをお互いに意識してい

くという内容を盛り込んでいます。この運営方針は、「チーム一色」というスロ

ーガンのもと、教職員の意識にもよく浸透している一色ならではの方針だと思っ

ております。 

続いて２番目は、私の願いも入っているわけですが、「豊かな心を育み、信頼

でつながった学校」です。学校を運営していく上で大切なことの一つが「信頼」

を得ることだと私は考えております。そのためには、学級経営、教科授業を通し

て一人ひとりの教師が信頼の獲得に努めていくことが重要です。そして、信頼を

通して相談しやすい教師・学校になっていくことが重要です。この運営方針を掲

げ、学校評価のＰＤＣＡサイクルを通し、その達成状況を常に意識し、学校運営

に当たっております。２７年度、本校赴任１年目の学校評価アンケートにて３３

名の保護者の方が相談しやすい学校という評価項目で不十分と回答されました。
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２８年度には改善に向けていろいろな手段をとりましたが、やはり３０名弱の方

が不十分と回答をしてきました。その分析において私たちは、相談しやすい学校

の土台には相談しやすい一人ひとりの教師がなくてはいけないという結論を得ま

した。ことしはその目標のもと努力をしているところでございます。 

３つ目の方針は、「確かな学力を育み、やる気の出る授業が日々展開される学

校」です。本年度の最重点項目に掲げている項目です。中学校に接合できる基礎

学力を育成することや、児童の学力向上や豊かな成長の手がかりとなる授業研究

を進めていくことを目指していますが、ことしは「各自授業改善に努め、成果を

実感できる年にしよう」として運営しております。その具体策として、ことしの

トピックスを申せば、放課後自主研修会で授業研究を進めていることです。今ま

でに１３回、集まれる教師が自主的に腕を磨いています。最近では、１０、１１

月に電子教科書を利用した音楽授業の研修を開き、２０名近い先生方が電子教科

書の利便性を初めて知る機会となりました。また、１１月１４、１５日に開かれ

ましたｉＰａｄ自主研究においては、合わせて２０名を超す先生方がｉＰａｄの

活用方法を学びました。早速、３８台借りているｉＰａｄを用いて、より深い学

びになるよう授業改善を進める先生がぽつぽつと出始めております。このように

１年を通して先生方が授業改善できたと実感できるように、私は校長として支援

していきたいと考えております。 

       ４つ目の方針は、「地域を愛し、地域から愛される学校」です。学校運営３年

目に入り、具体的な成果を一番手応えとして感じているのがこの方針です。ここ

については、より詳細にお話しします。具体的な成果は以下の３つの観点で進ん

だと考えております。 

１、地域に開かれた学校という観点では、教職員の意識を高めて学校を開いて

いったこと。学校周辺の地域に配慮が進んだこと。ＰＴＡとの連携を深めたこと。

保護者を巻き込んだ学校行事の検討ができたこと。学校ホームページの開設がで

きたことといった視点で成果を上げてきております。 

そして２番目、目当てを明確化した総合的な学習の時間の改善という観点では、

先日の学校教育目標の再設定ができたことに始まり、具体的なカリキュラムの整

理をしたこと、そして４年間かけての計画が職員会議で確認されたこと、さらに、

実施方法の校内共通認識が確立できつつあるということ、といった点で成果を上

げ始めております。 

３つ目に、地域との連携という観点では、防災安全拠点として一色小学校避難

所運営委員会を立ち上げ、３年目を迎えたことがあります。町の総合防災訓練を
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一色小学校避難所運営委員会が引き受けたこと、さらに、ことしも自主防災訓練

を地域の方と開くこと、災害伝言ダイヤル登録訓練を地域に広めていったこと、

避難所案内冊子を地域に配布できたこと、そして一色小にとどまらず、町全体へ

の食糧備蓄や避難者カードの設置や、避難所運営委員会の他校での開催の広がり

を心がけたこと、また、葉山町ＰＴＡ連絡協議会と協力し合い、おかゆ備蓄を検

討していることなど、開かれた学校づくりが進み、確実な成果を上げてきている

方針だとは思っております。 

５つ目の方針は簡単に紹介しますが、学習環境の整備充実を図るため、学校安

全の構築・実践と支援教育の充実を柱に日々努力しております。 

最後になりましたが、本校の校内研究の研究主題は、主体的に活動する児童の

育成でございます。「外国語を楽しむ児童の姿を目指して」という副題を掲げ、

指導助言者に東京学芸大学教授の粕谷恭子先生をお迎えして、これから３年間に

わたる校内研究を開始いたしました。道徳を含め、新しい教科についても、学校

として、こういったしっかりとした準備を進めていきたいと思っております。 

以上で、一色小学校のグランドデザインの説明を終わりたいと思います。あり

がとうございました。 

町 長） どうもありがとうございました。意見・質問等は、後ほどまたまとめて伺い

たいと思いますので、引き続き次に若い、南郷中学校、ではお願いいたします。 

南郷中学校長） 学校は若いのですが、私は一番年齢私が一番上になりますけれども、よろし

くお願いします。 

まず、学校教育目標、本校では育てたい子どもの姿という形で呼ぶケースもご

ざいますけれども、本校では「自立と共生」という学校教育目標を立てて学校経

営を行っています。自立と共生という部分ですが、大きく言いますと自立心を育

むということですね。どういった内容かといいますと、みずから考え行動できる

生徒、あるいは自分を律する…律には立つというものとぎょうにんべんの律とい

う２種類あると思うのですが、そういった自分を律することのできる生徒という

のを目標に掲げています。また、共生という部分では、共生力を高める、学校と

いう社会ですから、さまざまなタイプの級友というんですかね、子どもたちがお

ります。そういった中に居場所を獲得できる生徒、あるいはそういった中でお互

いに認め合う、そして集団として活動することによって、そのような活動したと

きの達成感を通して人とのかかわりの中に喜びを見出せる生徒を育てていきたい

なというものを念頭に置きながら学校運営を進めています。 

今年度ですね、今、（３）のところに自立と共生という下にですね、生徒像・
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学校像・教職員像というのを示させていただいてるんですが、今年度初めてこう

いったものを明確にさせていただきました。まず、目指す教職員像、一番下にな

ってしまうんですが、私自身の思いで熱意、それから力量、信頼、具体的には熱

意の部分は、「情熱を持って生徒の気持ちを捉えて寄り添い、ともに活動する教

師」。力量の部分は、「楽しくわかる授業を心がけ」。この部分なんですが、本

校の校内研究会の研究テーマがですね、「学習をいとわない生徒から、学習を楽

しんでやれる生徒へ」という形で研究主題を定めています。言いかえますと、基

礎・基本の習得と主体的に学ぶ生徒の育成ということなんですが、そういったも

のも念頭に置いた内容になっています。楽しくわかる授業を心がけ、授業改善に

努めるとし、そういったものは一人ひとりの力量につながっていくと私自身は考

えました。 

それから、３つ目の信頼ですが、「厳しさと温かさを備えて、生徒一人ひとり

の個性や可能性を伸ばす教師」であってほしいという、この３点をもとにですね、

目指す生徒像・学校像というものを明確にさせていただきました。生徒像として

は、主体的あるいは思いやり、健康、みずからに誇りを持つですとか、学校像と

しては認め合い高め合う、あるいは安心・安全に学ぶことができる環境、あと、

一人ひとりの生徒を大切にする、保護者・地域からの信頼、そして保護者と地域

とともに歩んでいく学校でありたいなと願って今年度、この３点を定めさせてい

ただきました。特に、目指す生徒像の中にある、主体的に行動する生徒という文

ですけれども、生徒会の生徒なんかを中心に、ほかの生徒たちもそれに同調して、

いろいろ動いてくれるわけなんですが、本年度、特に意識がさらに高まったとい

う部分では、挨拶運動ですとか、あるいはですね、本校ではいじめを許さない学

校を目指してという取り組みをしているんですが、そういったものを生徒会で扱

っていく。あるいは常日ごろですね、そういうものを考えるですとか、何と言っ

たらいいんですかね、安心・安全、安心度チェックというものを用いまして、子

どもたち一人ひとりが安心にね、生活できる環境をつくっていこうという形で、

子どもたちは結構細かに自主的に動いているところです。 

今年度の学校経営の基本方針なんですが、３つございます。「学びのサイクル

の充実を図る」というもの、それから２つ目が「生徒指導、支援教育の推進・充

実を図る」、３つ目が「保護者・地域と一体となった教育活動の推進を図る」と

いう部分の３つの中心になるものがあるんですが、その部分をですね、目標化し

まして、学びのサイクルに関してはですね、３年間の教育活動を通しての充実と

いうことで、とにかく一人ひとりの教員が授業をわかりやすく、しっかり教える
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とともに、確かな学力の定着に努めていこう。それから、日々のやはり実践、あ

るいは個々の研鑽とか授業研究等通して教科指導力・授業力を高めるようにして

いこう。あとは言語教育の充実を図っていきたい、そして自分の考えが適切に、

かつ端的にね、表現できる生徒の育成に努めているところです。また、あとです

ね、やはり授業進度とか学力の定着に関しては、個々に差があるところですから、

そういったところはですね、例年この部分がよく保護者からも、もっと頑張って

ほしいという依頼が出てるんですが、もっともっと先生方に質問しやすい雰囲気

をつくってほしいですとか、工夫をしてほしい、あるいは学習が停滞している生

徒の補習的な内容、これは家庭でやることだと思うんですが、家庭学習の定着に

向けてね、もっともっと学校でもね、何かしらの策を講じてほしいという形で申

し出があるんですが、そういったものを学年ごとに計画・実行しているところで

す。あとは、学級とかさまざまな部活動・行事等によってもですね、生徒の活躍

を増やす機会をできるだけ多く設けております。 

あとですね、生徒指導・支援教育の充実というところではですね、小規模校で

ある２７９人という在籍生徒数ですので、そういったところを利点としてですね、

一人ひとりの生徒をよく観察し、変化を見逃さないように心がけているところで

す。そしてですね、そういった部分で見逃さないようにして全職員による生徒理

解と、子ども一人ひとりの成長の手助けをね、いろんな場面で図っています。 

あとは保護者・地域との連携、３つ目の部分ですけれども、とにかく地域に開

かれた学校を目指しています。本校の特色はＦＧＣ活動というのがあるんですが、

ファインド グッドライフ コミュニティといって、葉山のよい暮らしを発見しよ

うという、そういったような活動なんですが、以前のこの行事が始まったころの

生徒がつけた名称の頭文字を取った活動なんですけども、そういったものを通し

てですね、今月の末に各自治会を訪問したりとか、さまざまな行事を計画してい

るんですが、地域との連携を強く図っているところです。とにかくそういった活

動で、葉山に愛着心を、いろんな場面を通じて養わせたいと、培わせたいなと思

っています。 

また、あと、地域関係でも、教育懇話会という行事を年２回持たせていただい

ています。町内会、警察署、青少年指導員さん、民生委員さんにご来校いただき

意見交換をしたり、あるいはさまざまな評価していただいて、学校改善に生かし

ているところです。 

あと、最後にですね、この資料の一番下に、重点目標のもとでという形なんで

すが、これは私ども教職員が常日ごろ意識していくという形で、これも私が校長
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に赴任したときに、明示をさせていただいた内容になっております。以上です。 

グランドデザインという話ですと、本当は夏休み前とかに話をする内容かなと

思ってたんですけども、現在そのような形で進めさせていただいてるという形で

お話を終わらせていただきます。 

町 長） ありがとうございました。それでは、続きまして長柄小学校お願いします。 

長柄小学校長） よろしくお願いいたします。長柄小学校です。 

長柄小学校の学校教育目標は、「「自分も人も大切に」思いやり・チャレン

ジ・しなやかな心」です。「自分」というのは、自身はもちろんのことですが、

自分にかかわる人や物を意味しています。例えば家族との関係や、大切にしてい

るもの、夢など自分であるためのもの全てです。一方、「人」は他者を示します

が、人を取り巻く環境や社会のことも含めています。思いやり・チャレンジ・し

なやかな心は、育てたい児童像に結びつく言葉であります。思いやりは、人や物、

環境や自然に対して思いやりの気持ちを持ち、自分自身も大切にする子ども。チ

ャレンジは、みずから進んで行動できる子ども。さらに言うと、確かな学力の獲

得へのチャレンジが大切であるということも示しています。この確かな学力とい

うのは、学校教育法で掲げている学力の３要素を示しています。基礎的・基本的

な知識・技能、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・

表現力、そして主体的に学習に取り組む態度です。しなやかな心については、こ

れからやってくるであろう激動の時代に、臨機応変に柔軟な対応や、自己判断を

伴った選択ができる子どもになってほしいという願いが込められています。 

学校目標の実現のための目指す学校像として、学校経営方針の中に３つ入れま

した。重点的に取り組んでいることも含めてお話しさせていただきます。 

１つ目は、「子どもたちが生き生きと学び育つ学校」。一人ひとりの子供を大

切にし、互いに認め合う心豊かな人間性の育成に努めています。また、子どもた

ちが楽しく生き生きと学び、活動できるよう、学習や学校行事の工夫を図ってい

ます。今年度は、道徳科を軸にした心の育成に努めています。また、学校生活全

般にわたって、挨拶やマナー、学習規律等、児童の実態を把握し共通理解に基づ

いて継続的に指導に当たっています。異年齢集団や、学級の枠を超えた活動を通

し、学び合い認め合う態度を育てるような行事を工夫しています。学校評価アン

ケートでは、上学年の児童が下学年の児童をよく面倒を見るなど、保護者の皆さ

んからも効果が見られているというお声をいただいています。個々の児童に対し

ての個別的な対応を丁寧に行う努力をしています。学級担任のみではなく、学

年・級外から教育相談、またはケース会議、そしてスクールカウンセラー、ソー
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シャルスクールワーカー、言葉の教室、各種専門機関との連携が不可欠と考えて

います。早期発見がかぎになり、そこからチームでの共有を行い、対応を考えて

います。 

２つ目です。「指導力向上を目指し、組織的に学校運営を推進する学校」。研

修・研究を通して教職員としての専門性と指導力向上を目指しています。そして、

確かな学力向上を目指し、基礎・基本やみずから学び、みずから考える力を身に

つけるための学習指導の工夫と改善に努めます。教育活動全般において、全職員

が力を合わせ、一致協力して最善を尽くす学校でありたいと思っています。学び

づくりの研究、今年度は道徳科です。を継続し、校内研究の充実を図る中で、教

材教具や授業形態の工夫・改善に努め、指導力を高めます。来年度からの特別の

教科、道徳科の実施に伴い、年間指導計画を作成、先行受業を行い、授業を通し

て主体的な学習や対話的な議論を促し、能動的な深い学びを生み出すような授業

づくりに取り組んでいます。本校の今年度の研究のテーマですが、「人とのかか

わりを大切にし、よりよく生きようとする児童の育成」です。思いやりの心と協

力し合う態度を育てる授業を目指してということで、この研究主題については、

昨年度学校目標「自分も人も大切に」を職員全体で児童の実態と照らし合わせな

がら、児童に何が必要なのか、道徳科によって何が児童に力をつけられるかとい

うことを、みんなで話し合いながらこの研究主題を決めてまいりました。組織的

な学校運営については、分掌の役割を明確にし、リーダーを中心とした運営がで

きるようにしています。誰かがやるのではなく、誰が中心になって行うのかを明

らかにし、円滑な学校運営を進めるようにしています。 

３つ目は、「保護者・地域の信頼に応える、開かれた学校」です。保護者との

連携を大切にし、信頼関係を築きながら協力して指導に当たっています。地域の

協力なしでは学校運営はできません。地域の協力を得ながら、いろいろな方から

学び、触れ合う機会を広げるとともに、特色ある学校づくりを推進しています。

学校評価についての理解を深め、教育活動に生かす取り組みを進めています。懇

談会や面談、通信の発行など家庭との連携を的確に行い、日ごろから児童理解に

努めています。支援を要する児童に対しては、さきにも述べたように支援会議を

開き、組織的に対応しています。また、外部機関とも積極的に連携を図っていま

す。まだ、細かいところの課題はたくさんありますが、先生方みんなで子どもを

見つめ、長柄小学校の子どもたちに、一体、今、何が必要なのかをしっかり見き

わめ、学校運営に生かしていきたいと日々考えています。 

以上でグランドデザインのお話を終わらせていただきます。ありがとうござい
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ました。 

町 長） ありがとうございました。続きまして上山口小学校お願いします。 

上山口小学校長）よろしくお願いいたします。皆さんご存じのとおり、本校の特色は大きく２

つあります。１つは自然豊かな里山に囲まれているということ、これはこちらの

自然の資源を生かしてですね、例えばバードウォッチングの講座とか、それから

焼き芋大会、先日行ったんですけれども、全て焼き芋は学校の敷地内で作成をい

たしました。それから、近くの川を利用して水質検査等の活動も行っております。

また、植樹等の活動も２年生と６年生が行っております。それから、もう一つの

本校の特徴は、少人数の学校であるということです。１４８名になります。これ

は３０年前の３分の１になっております。ここの部分の少ない人数をどのように、

逆に利点として生かしていくかということで本校のグランドデザイン、中心にな

る部分を考えております。グランドデザインのほうは、この、こちらにある学校

概要のほうには書いてあるんですが、実はここ、紙面の関係で載せなかった部分

が私が最も重視しているところで、その２点というのを重点目標としております。

重点目標を達成することによって、そこから派生してこの学校の全てのいろいろ

なものというものをうまく動かしていこうというような発想がありますので、２

つを軸にして行っております。 

その１つは、先ほど人数が少ないってお話を申し上げたんですけれども、それ

を補完しなくてはいけないということで、職員にはかかわり合いを通して人を思

う心の育成を目指してほしい。かかわり合いを最重点の１つにしております。そ

の、かかわりをいかにふやすかということについては、まず、授業・行事さまざ

まな学級活動においてどれだけ児童にですね、かかわりの機会を与え、かかわり

を深めるかを全てにおいて考えてくれというふうに職員に伝えてあります。それ

は、例えば単純に教室の中でも、普通のかかわっているだけでは知らないうちに

固定化した人間関係というのが生まれているので、時には固定化した人間関係を

崩すような、そういうような試みもしてくれということを言っております。それ

から、子ども同士が授業の間も言葉を交わし合うような、そういう受業を目指し

てくれというようなことも言っております。 

その人数の少ない部分を補完する、１つの学年がですね、１クラスしかないも

のですから、それが６年間持ち上がってまいります。固定化した人間関係という

のができますので、そこら辺を崩すためにですね、縦割りの活動を非常に重視を

しております。この縦割り活動というのは、１年生から６年生までが交流を持っ

て活動するという、本校の特色の一つです。全校をですね、赤・青・黄・緑の４
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色に分けて、この４色でクラスを４通りに分けています。全てのクラスが４通り

に分かれていて、さらにそこがいくつかの班に分かれております。１年生から６

年生までの一つの班ができ上がって、６年生はリーダーとしての活動を行うこと

ができるし、１・２年生は上級生の姿を見て、上級生というのはああいうふうに

やるんだなというようなのを学んでいくというような活動です。これは、クラス

だけの固定化した人間関係というのを崩す一つの方法だと思っております。年間

ですね、１４回子どもたちの縦割りの活動をつくっておりまして、主な活動は、

よく縦割りといいますと、縦割り掃除とかってあるんですが、本校では遊びが子

どもを一番子どもを親密にさせるというふうに考えておりますので、遊びを全て、

この１４回の中に取り入れております。遊びの中で子どもがどんどん親しくなっ

ていくようにというふうに考えていて、これはですね、本校のいじめ防止の方針

の中にも入っておりまして、いじめを起きてから対応するのではなくて、起きる

前に人間関係を子どもたちのよくしておこうと、そういう狙いがあってやってお

りますので、遊び、遊びということで、子どもたちの遊び活動を取り入れている

というところです。これは休み時間にもやっております。 

それから、地域講師を活用しております。固定化した人間関係だけでなくて、

地域の方にいっぱい学校に入ってきていただいて、いろいろなことをやっており

ます。今日もですね、エダマメ、特別なエダマメの収穫を行ったんですけれども、

地域の方に来ていただいて講師になっていただいて、その中で新しいかかわりを

つくっております。 

それから、もうずっと行っていることなんですが、中学校との交流ももちろん

のことながら、幼稚園との交流を行っております。葉山町にある全ての幼稚園か

ら最上級生ですね、年長さんを呼んでですね、学校にお招きして、それを１・２

年生がおもてなしをするという活動をやっております。例えば、幼稚園生に小学

校に来たらこんなふうになるんだよということで、かばんを背負わせてあげたり、

朝の名前を呼んだらこうやって答えるんだよというのを教室で示してあげたりと

か、それがですね、だんだん人数がふえてまいりまして、昨年１１０名来ていた

だいて、ことしはですね、全ての幼稚園から上山口小学校でやってほしいという

要望がありまして、最初は抱えきれないというふうに１・２年生の担任が言って

いたんですが、これも受け入れようということで、ことしは２日間にわたって行

うことにいたしました。現在、２００人以上、幼稚園生が来ることになっており

ます。なので、本校の人数を上回る幼稚園生がことし参ります。１月にですけれ

ども、そして本校の子どもたちと交流を結びます。 
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こういう形で、人数の少ない部分をですね、補完して、逆に人数の少ない部分

でいい部分というのもございまして、これは少人数指導です。そうでなくても１

クラスの人数も少ないクラスもあるんですが、さらにそこを２つに分けて算数教

育なんかをやっていますので、子どもたちからはですね、算数でわからないこと

があったときに、先生は協力してくれますかというような問いかけが、学習状況

調査等であったんですけれども、非常に高い数字で、子どもたちは先生は応えて

くれてるというふうに言っております。 

そのような、１つはかかわり合いがほしいということで、これは思いやりが最

終的な目的ではあるんですけれども、思いやりというのは、なかなか目に見えな

いものですから、かかわりをふやせば、自然に思いやりというのは培っていける

んじゃないかということで、とにかくかかわりをふやすが１つの目標になってお

ります。 

もう１つは、全ての児童が充足感を得られる授業を目指して、そのための授業

力の向上に努めてほしいということを職員に言っております。全てというのがキ

ーワードになっています。これはいじめの温床にもなるものだと思いますが、ク

ラス内で格差ができてしまいますと、これが、やはり子どもたちが差別意識を持

つもとになってしまいますので、そういうことがないようにしたいと。例えば、

答える場合でも特定の子だけが答える授業ではなくて、全員が答える授業を目指

してほしいということを常に言っております。例えば、丸をつけるだけでもです

ね、１時間の授業の中で何人かに丸をつけるのではなくて、全員を決まった机を

回るような形をとって、全員がとにかく１回は必ず丸つけをしてもらったり、先

生から声をかけてもらったり、指名してもらったり、それから挙手して聞いても

らったりとか、そういう場をつくってほしいというふうに教職員に投げかけてお

ります。 

それから、全員音読、一遍に全員で声を出すとか、そういう子どもたちが１時

間終わったときにですね、何かちょっと満足して、この１時間、私はこういうこ

とをしたというのがわかるような授業を行ってくれということを先生たちに話し

ております。これは全て児童のですね、自己肯定感につながるものというふうに

考えております。自己肯定感が増せば自分に自信が持てて、何か嫌なことがあっ

たときでも耐え得る強い力が育ってくれるんじゃないかというふうに願ってやっ

ていることでございます。 

あと、教職員のほうは、今年度はミニ研修というのを行っているんですが、そ

れがですね、先生たちの間に定着するようにですね、研究推進部というところに
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預けて、そちらのほうでミニ研修を計画をしてもらっています。 

そのような形で１年間、２つの重点項目を中心に本校では活動を行っておりま

す。以上です。 

町 長） ありがとうございました。では、葉山中学校お願いします。 

葉山中学校長） よろしくお願いいたします。 

私の経営理念についてご説明させていただくわけですけれども、忘れてなら

ない２つの経験を、まずお伝えしたいと思います。学校づくりに今取り組んでい

るわけですが、その原点として、行政の経験１０年間、ここで学んだ経験という

のは尊いものでした。平成１５年度から第一次の教育総合プランの策定にかかわ

らせていただきましたが、その際、保護者であるとか町民の方々の切なる要望、

願い、こういったものをじかに聞かせていただきながら、この教育総合プランを

まとめさせていただきました。それが、今日の私の基本理念につながっていると

ころのまず１つ目の経験でございます。プラン策定のスローガンとも言える「人

づくりはまちづくり」という言葉を常に忘れずに学校の経営に当たっております。 

２つ目といたしましては、教育委員会から小学校へ転任し、校長経験を２年間

させていただいた経験でございます。これにつきましては、中学校しか経験のな

かった私にとって目の覚めるような日々でございました。これまでの考え方を新

たにし、９年間で子どもたちを育成していくためには、より緊密な小・中の連携

が必要であるという強い思いになりました。そのためにはですね、今後、小学校

と連携する中で、小学校の先生方のご苦労を知るとともにですね、我々中学校側

が小学校の実態について理解を深められるような機会や、情報連携が必要であり、

これから取り組んでいかなきゃならないと考えております。この行政並びに小学

校での経験を踏まえまして、今日の私の学校経営の構想に至っております。 

さて、お手元の資料を見ていただくとわかるとおり、まず総目標といたしまし

て、学校教育目標「知・徳・体の調和がとれた人間性豊かな生徒の育成」という

ことで、これを掲げております。その大前提といたしましては、言うまでもなく

法的な部分でのおさえ、そして文科、県の指針、これらを踏まえた上で、人格の

完成と未来社会の形成者として必要な資質、また先行き不透明な社会をたくまし

く生き抜くのに必要な資質、これらをどう育成するのかという視点から立てた目

標でございます。これをよりわかりやすくするために、伝統の校訓「賢く、優し

く、たくましく」、知育・徳育・体育の三要素が集約された形で合言葉となって

ございます。併せて、本校では伝統的に文武両道という校風が継承されておりま

す。 
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続きまして、ちょっとこちらを見ていただいてよろしいでしょうか。私はです

ね、「守破離」という言葉を大事にしております。これは私が初任のとき、時の

海老名の教育長から授かった言葉でございます。本校在任、今年で３年目を迎え

ました。１年目は前任の校長の流れを酌みながら守っていくこととしました。そ

して２年目、３年目については、これを破り、自分なりのスタイルが確立したと

きに、初めてそこから離れられる、というようなことで取り組んでるところでご

ざいます。３年目の今、なかなかこのとおりにはいきませんが、少しずつ学校の

改善に取り組んでおります。 

そこで、「破」の部分でまず取り組んだことなんですが、校内研修におきまし

て、教職員全員で生徒の実態、あるいは地域の社会の特性を踏まえた上で、一体、

じゃあ我々は生徒にどんな力をつけさせたいのかということを検討・協議いたし

ました。その結果をまとめたものが、残念ながらまだこちらの教育要覧のほうに

は出ておりませんが、目指す学校像・生徒像・教師像について、職員の意見を反

映させる形で私が取りまとめました。載っておりませんので読み上げさせていた

だきます。目指す学校像３つございます。「活力に満ちた魅力ある学校」、２つ、

「安全で安心して学べる温かな学校」、３つ目、「地域に根差し信頼される学

校」。続いて目指す生徒像、「みずから学び互いに高め合う生徒」「思いやりを

持ち互いを認め合う生徒」「礼儀正しく心身ともに健全な生徒」そして最後に、

「情報・状況を的確に判断し、自分の考えを発信できる生徒」。続いて教師像で

ございますが、３つございます。「生徒に寄り添い生徒のよさや意欲を引き出す

教師」「教育に対する情熱と使命感を持ち、常に研鑽に励む教師」そして最後に

「豊かな人間性と教育愛に満ち、活力ある教師」というようにまとめて、私なり

にそれぞれのですね、目標設定をさせていただきました。 

そして、お手元の資料を見ていただくとわかるとおりですね、この目標を具現

化するために本年度の経営基本方針が４つございます。ここでは読み上げません。

お目通しください。そして、それに呼応するような形での重点目標を設定してご

ざいます。ここら辺につきましても、今までのですね、古いものを全て見直しま

して、新たに設定したものでございます。ということで、「守破離」の「破」の

部分を今取り組んでるというふうにご理解いただければありがたいと思います。 

現在、これらを４本の柱として取り組んでいる最中でございますが、年度末に

は、ＰＤＣＡサイクルに基づきまして、評価・検証し、謙虚に受けとめながら次

年度の新たな実践へとつなげていければと考えております。 

あと、もう１点ですね、特色ある学校づくりという観点から申し上げまして、



 - 16 -

今考えていることがございます。当然、質的にも量的にも保証していくというの

は公的教育の使命でございますが、そのためには人や物や金が必要です。先ほど

委員長のほうからもございましたが、人については豊かな人材の活用、もちろん、

すばらしい才能を持った人材が本校の職員にも、また地域の人材にも見出すこと

ができます。また、物の部分では、一例として豊かな自然が葉山町にはございま

す。こういったものを活用しながら特色ある学校づくりが目指せるのかなと考え

ておりますが、最後の金の点については、どうぞ委員会に一定の予算措置をお考

えいただき、また町のほうにもご支援をお願いしたいところでございます。本校

の校舎も大分古くなってございまして、老朽化が進んでおります。グラウンドや

体育館の改修につきましてはありがとうございます。おかげさまで順調に工事が

進んでおるところでございます。 

特色ある学校づくりを目指す、それは、言ってみれば葉山だからこそできる豊

かな学びにつながるものと考えております。本校といたしましては、例といたし

まして、地域の豊かな人材をキャリア教育であるとか進路指導に生かせるような

形で総合的な学習の時間や、特活等に活用させていただいています。勿論、自助

努力といたしまして、学校力や教師力、あるいは授業力を校内研修を中心に高め

ているところでございますが、よりよいものをつくるためには人・物・金が必要

で、そうした裏打ちがあってこそ特色ある学校づくりができると思います。 

最後になりましたが、ある大学の先生が、葉山町のことを箱庭的な文化圏とお

っしゃっています。私も同感でございます。これは、第一次の総合教育プランを

策定しているときにそのような意見が出てまいりました。私といたしましては、

葉山の強みとして、この独特の文化圏をですね、独自の特色ある教育圏にしてい

きたいなというふうに考えています。小・中６校というコンパクトな規模の中で、

お互いに学び合い高め合えるような関係を築き学びづくりを中心に進めていけば、

きっとそういった教育圏の形成も夢ではないと思います。１０年、２０年先を見

通しながら６校で、本校だけじゃなく、６校で手を携えてよりよい教育を目指し

たいと思います。以上でございます。 

町 長） ありがとうございました。では最後になります。葉山小学校お願いします。 

葉山小学校長） 葉山小学校の中世でございます。日ごろ大変お世話になっております。 

まず、私が描く学校像からお話をさせていただきます。大きくは２つの考えを

持っております。１つは、学校は地域とともに歩む学校であるべきだと思ってま

す。今日、学校は地域を抜きにしては歩める時代ではなくなったと思っています。

学校は地域とともにあるもの。地域創造の一翼を担う存在だとも思っています。



 - 17 -

２つ目は、学校は勉強するところという考え方です。学校は託児所でもアミュー

ズメント施設でもないと思います。知識や技能を学ぶだけだったら塾や家庭でも

十分できます。なぜ学校に集まるのか。それは集団での活動を通して思考力・判

断力・表現力を高めるとともに、社会性・協調性・自主性を育てることができる

ことにあると私は思っています。以上の２つのことを根底に置いて、私は学校は

子どもたちの笑顔と真剣なまなざしがたくさん見られ、歓声が響き、元気に動き

回る姿が見られる場所にしたいと思ってます。 

創立から９２年目を迎えた本校が、現在抱えている課題としましては、支援が

必要な子どもが年々ふえて、その対応のあり方、教員の配置に苦慮をしているこ

と。子どもの人間関係調整能力が未熟で、トラブルやいじめにつながる行動が多

くなってきたこと。やりたいこと、嫌なことに対してすぐに諦めてしまったり、

自己中心的な行動をとったりする児童がふえてきたこと。保護者のライフスタイ

ルや価値観が多様化し、保護者と学校との信頼関係の構築が難しくなりつつある

こと。若手教員がふえて教員の年齢構成が適切に保てず、学校運営に支障を来し

ていることです。そこで、葉山小学校では「自分で考え行動する子」「仲よくす

る子」の学校教育目標、これは自立と共生を意味しておりますが、その学校教育

目標のもと、目指す子ども像として、「よく聞き、よく考え、創造性豊かな子」

「自主的・意欲的に行動し、責任感の強い子」「思いやりの心を持ち、助け合

い・励まし合える子」「お互いを認め合う子」を掲げ、日々さまざまな取り組み

を行っております。また、そんな子どもたちを育てるために、教師はどうあるべ

きか、目指す教師像としては、「幅広い視野と豊かな人間性を持ち、児童一人ひ

とりのよさや可能性を伸ばすことのできる教師」「チーム葉小の一員として組織

的に取り組み、ともに高め合える教師」「教育公務員としての自覚と使命感を持

ち、保護者・地域から信頼され親しまれる教師」を掲げています。 

これらのことをより具体的に示したのが、学校運営方針としてお手元の資料に

あるように３項目にまとめて提示をさせていただいております。１つ目が、「児

童が生き生きと活動する学校」。コミュニケーション能力やアサーションの力な

ど、人間関係調整能力や自分に負けずにやり抜く力を道徳の授業や行事などを通

して育ててまいります。また、葉山小学校には以前から「一人がみんなのために、

みんなが一人のために」という言葉があります。この精神を受け継ぎ、子ども一

人ひとりを大切にした教育活動を教員も子どもも意識して学校生活を展開してい

きます。この言葉のように、本校では支援教育に力を入れております。そこで、

関係機関との連携ですとかケース会議の開催などを進んで行っております。また、
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行事等を通して自尊感情の育成にも努めております。 

授業面においては、これからの社会を担う子どもたちには、知識を教えるだけ

の授業から思考力・判断力・表現力の育成を図る授業が求められるので、子ども

たちが仲間とともに主体的に学べる授業を目指し、校内研究に励みます。本年度

は「算数科の授業を通して基礎的な力・筋道を立てて考える力を育てよう」をテ

ーマに研究を進めております。過日、公開授業を行ったところでございます。 

次に、「組織的に学校運営を推進する学校」。「チーム葉小」という考えを持

って総括教諭等グループリーダーを中心に、組織的に取り組んでいきたいと考え

ております。 

３つ目が、「保護者・地域から信頼される学校」。保護者との信頼関係の構築

に向けて、学校とＰＴＡとの連携はもちろんのこと、教員が地域行事へ参加した

り、保護者の考えに共感、寄り添いながら、保護者とともに子どもたちの健やか

な成長に向けて歩んでいきたいと考えております。今、国ではインクルーシブ教

育がうたわれています。どの子も学校という場所で生きる力を身につけられるよ

うな、地域と保護者とともにインクルーシブな学校づくりを進めていきたいと考

えています。 

以上、雑駁ですが私が描くグランドデザインについてお話をさせていただきま

した。ありがとうございました。 

町 長） ありがとうございました。各校長の皆さん、どうもありがとうございました。  

改めて６校ですけれども、委員の皆様からですね、先に質問とか聞き漏れた確認

等ございましたら伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

教 育 長） 確認ではなくて、細かくやっていくときりがないので、あっという間に時間が

たっちゃいますから、こういう話をしているとね。グランドデザインというふう

に、今、指定をしたので、いわば見取り図ですよね、あるいは青写真。しかも中

長期のものですから、全体としてどうしてもスタティックな話になるわけですよ

ね。自分はこういう図面を描いてるとか、あるいはこういうことを目標にしてる

とか、あるいはこういうことに取り組みますとか、そういう話になりがちなので、

それはそれでとても大事なことだし、それに向かって努力をしていくわけだけれ

ども、一方で、今の生々しいというか、現実の姿と少し乖離したところで設定さ

れるわけでしょ。時間的に言うと、私がここに来て３年と７カ月がたってるのか

な。ここに来る直前には、葉山についてあるイメージを持ってたんですね。それ

は偏見というか先入主なのですけれども、ここに来た第一印象があるわけですね。

それから見て、今のこの６校の様子というのは、やっぱり変化があるんです、私
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の中に。確実に違ってきているものがある。それなりに私の中にそういう変化を

はかるような理念とか考え方がありますけれども、今のような目標を先生方がお

持ちだとして、この何年間かで、それぞれの該当学校での在任期間の長さが違う

かもしれませんけど、一体何が変わってきた、あるいは変わりつつある、変わる

兆しをつかんだとお考えなられるのか。こういう何かスタティックな話じゃなく

て、何か少し動いた部分についてコメントいただけるとうれしいです。端から言

ってくださいというつもりはないので、そういうことで何かおっしゃりたいこと

があればお聞きできるとうれしいです。実際そういう話を幾つかお伺いしたとこ

ろもあるなと思っているんですが、いかがでしょう。 

町    長） 実感で感じていらっしゃる部分ということなんですね。どなたという形でなく、

お気づきの方からどうぞ、いかがでしょう。 

教育委員長）               いっぱいあるだろう。 

葉山中学校長） 変化・変容はさまざまあると思います。それこそ私も葉山に奉職して二十数

年たちますので、その間、大昔と比べても当然違いますし、私が葉山中に来て３

年ですが、その３年間でも大きな変容があろうかと思います。中でも、本校に限

定して言うならば、やはり学びづくりというですね、一つのスタートですね。そ

こから研究を深める、広めるということの中で教職員に学ぼうとする意欲が非常

に高まっています。それと同時に、生徒たちも非常に安定しているんですけれど

も、授業で意欲や集中が見られるようになってきました。まだまだ未熟な点は

多々あるんですが、若い教員がとてもですね、やる気を見せ活気が感じられます。

また、とても風通しのよい職員室になり、後輩が先輩に対しても素直に聞けるし、

上からの言葉が砂に水を落とすような形で浸透していくという、いい人間関係が

できています。それは当然生徒たちにも反映していくわけですから、よりよい学

校の姿になって来たのかなというふうに思います。そんなところでしょうか。 

葉山小学校長）そうですね、私は一色小で３年間、そして葉山小で今年３年目を迎えますけれ

ども、まず一つは先生方の授業に対する考え方が少し変わってきているなという

ことは感じています。それは今まで先生方は割と自分で研究をして、自分なりの

考えで動いていたのが、この学びづくりを行うようになってからは、「組織とし

て授業」、「学校としての授業スタイル」をつくっていこうという考え方に少し

ずつ変わってきたことが一つ挙げられる。それからもう一つは、教育界のさまざ

まな動きに対して先生方が敏感になってきているなというのを感じます。ですか

ら、今、道徳の教科化だとか英語の教科化だとかが出てきたときに、先生方が、

「うん、これはどうしようか。」、「今度、こんな話があったからちょっと聞き
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に行くか。」だとか、そういうことに対して非常に敏感な動きを示しているなと

いうのを感じます。 

それから、ただ変わるだけじゃなくて、変わらないものはやっぱり一人ひとり

の子どもを大切にするという支援教育の部分については、これは葉山の伝統的な

ものがあって、そこは相変わらず変わっていない、いいことなので、これからも

続けていきたいなというのがあります。すいません、こんなところを今感じてい

ます。 

上山口小学校長） 残念ながら、私、今２年目なんですけれども、その前が横須賀に２年おりま

した。その２年間横須賀で過ごしてこちらに戻ってきたときに、葉山の学校がど

う変わっていたかということで、一番驚いたのはやはり学びづくりですね。学び

づくりで先生方が進んで研究を行い、発表会を行いというそのムードが、私が以

前葉山にいたときと大きく変わったところだというふうに考えております。これ

は私がいない間に起こった変化なので、そこはちょっと残念なんですが。 

本校に関して言いますと、２年目なので、１年目に周りの様子を見ておりまし

た。私が何かリードしていこうとすると、それなりの、今までのやり方というの

がありますから、当然、いや、そのやり方はというような話が教職員のほうから

ありました。なので、１回目は私が、１年目は私が何かやろうとして、それに対

しての教職員からの思いがぶつかって、そこで何とか妥協点を見つけていこうと

いうことで、どちらかというと私のほうが妥協したほうが多いかもしれないんで

すが、そうやって過ごしてきました。 

今年度はそこの部分の実態を踏まえてですね、逆に教職員に投げるようにして

おります。きのうちょうど職員会議で、保護者からの反省をですね、私が全部出

しました。今までも保護者からの反省って出していたんですけれども、それを全

部つまびらかにして、職員への批判でも、あるいは学校への批判でも全部明らか

にして昨年は出しました。かなり教職員からも反発はあったんですけれども、今

年度はですね、そういうものを見せて、そして教職員とのやりとりをして、保護

者にもかなり公開をして出したつもりではおりますが、今年度その保護者からの

要望というのが大分減りました。これはですね、多分、今までの過去のをずっと

見てまいりますと、同じ要望が何年にも続いてありまして、つまり、これは答え

ていないから同じ要望が出てくるんだなと思って、全部何らかの回答、ないしは

そういう方法で答えていましたので、本年度についてはその部分が減って、昨年

から比べると本当に少なくなっています。教職員のほうにも、今は、今回はです

ね、保護者からの要望がこういうふうに出ている。君たちで考えなさいというよ
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うな形で組織に今度投げております。その回答が１２月の中旬に…下旬に出るこ

とになっていますので、先生方がどういう形で考えてくるのかというのを楽しみ

にしています。 

一色小学校長） そうですね、教職員の意識は何か変わったような気がしています。私は学校

だよりをすごく出すタイプなのですけれど、学校だよりをまずは校内回覧するの

ですね。それで、私は「こんなのを出そうと思っているけど」というものに関し

て、職員から、各学年が全部見て、意見をよこす。１年目は赤だらけだったよう

な。いや、赤がすごく多かった。それはもう。ちょうどそのとき河端先生が私の

ところにいらっしゃいましたから、すごかったよね、うん。でも、ずっとずっと

出し続けているうちに、私もしつこいですからね。ずっとやっているうちに、何

ていうのかな、だんだん私は何を考えているのだというのが、つまり、学校だよ

りがある意味職員会議じゃないけど、職員とずっと私が対話しているツールにな

っているのです。だから、それで考え方が伝わっていくようになって、私が一番

職員に求めていたのは、ちょっと勇気が足りないよとか、怖がり過ぎだっていう

ところ。例えば保護者アンケートをとったら何が起こる、何書かれるかわからな

いとか、そういったところの学校だった。地域だったと思うのですけど、それは

もうなくなってきて、もうこんな風にやればいいんだなというような部分で変わ

ってきているなとは思います。そういった面では変わってきた。 

ただ一つ私の中で変わっていないなと思うのは、いわゆる学校研究じゃなくて、

教育課程という、ちょっと難しいかもしれないですけど、道徳の発表なら道徳の

発表が回ってくるとか、葉山町に割り振られて、葉山で発表してほしいというの

が来たときに、実を言うと葉教研という組織は、余りその研究を受ける母体には

余りならない。特に小学校。小学校の研究は学校で、つまり、私たちは学校で受

けて責任持ってやろうというふうな形になっていて、いわゆる小学校何とか部と

いう教科部会が本当に位置づいているかというと、もうそんなの研究しなれてい

る横浜とかそんなところから見れば、何ていうんですかね、研究としてはとても

組織力が足りない。だから、研究部会では受けれないという部分はまだまだ、何

ていうのですかね、ちょっとだけ弱さがあるかな。これは三浦から来た部分との

違いでもあります。三浦はやっぱり部会で受けるという部分があったので、受け

るとしたら学校で受けて責任を果たすしかないというのは、まだちょっと特徴か

なとは思います。それはそれでよさはあるとは思っているのですけど、そんなと

ころはちょっと感じるところですね。 

南郷中学校長） 実は、１校に長くなってしまっているんですけど、６年もう南郷中で、その前
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に２年教頭でいましたので、合計８年。実は葉山中にはもっと長くて２１年もい

て、葉山中のことのほうがよく知っているような感じなんですけども。南郷中へ

赴任してですね、当初はやはり、皆さん様々な考え方や学校として積み上げてき

たものがあるので、自分がこうやりたいと思うことを受け入れてもらうのは大変

でした。ただ、この数年なんですけどもね、やり方わかってくれたのかなと思う

感じを受けています。ただ、それに甘えているわけにはいかないのでね。 

例えば今年、たまたま学びづくりがございました。それから道徳の、湘三管内

で２つ受けたわけです。それ２つ受けたときの私に対するバッシングはすごかっ

たんですけれども、でも、この間若い先生がですね、先生やってよかったですと、

一言。次年度に向けてこうしていかなくちゃいけないですね、ああしていかなく

ちゃいけないですといった感想を聞けたんですね。本当に先生方には大変だった、

自分でもそうだったんですけども、よかったなと思っています。 

一時、私は葉山中に戻ったときに離任の方が１１人いたりとか、そういった方

が順次試験に受かっていただいてね、戦力となって葉山中がだんだん改革をされ

てきた。南郷中学校もやはり若い人が多かったんですけども、やはり若い人たち

が、最初はどうしましょう、こうしましょうだったんです。でも、私、基本的に

はそれにすぐに答え出さないんです。あなたはどうしたいのって、常日ごろ聞く

ようにして、それでちょっと失敗したら僕が責任とるべきところはきちっととる

からねという話をしたら、いろんな若い人たちがいろいろ実行してくれて、ただ

それで学校経営うまくいかなくなっちゃったなんてこともあったんですけども。

少しずつ自信をつけていってくれたかななんて思っています。そういったものも

やる気につながっているかなと思うんですけども。やはり変わる兆しとしては先

生方の意識ですね。いろんな部分を責任を持ってやらせるとか、そういったこと

をできるだけ心がけてきたつもりでいるんですが、そういったところでいい方向

には少しずつ向いてきてくれているかなと思っています。より一層若い人たちが

成長するとさらにね、よくなってくるかなと思います。 

希望としては、２中学校しかないですから、やはり若い人たちがやはり多いと。

ある程度経験を積んで、実力をつけたところで、やはりいいものをそれぞれの学

校にね、持ち寄ってなんてね、そんな形でできると葉山町としてより一層ね、い

い文化ができていくんじゃないかなと思っています。以上です。 

長柄小学校長） 今、もう学びづくりの話はたくさん出たので、私も４年間、もう、４年弱です

ね、先生方の研究に対しての姿勢は変わってきたと思います。やっぱり学校で考

えていくというのはとても大切だし、それが先生方の今、原動力になってきつつ
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あるのかなと思っています。ただ、授業を公開するというのは特別なものではな

くて、やっぱりしっかり自分のビジョンを持って授業をつくり、それを逆にやっ

ぱりいろんな人に見てもらうというのはまだもう少しやっぱり気おくれしている

部分もあるのかなと思うので、そこをもう少しオープンにしていけると今後もい

いのかなと思っています。学びづくりはやっぱり今後もぜひ続けていくべき部分

かなと思っています。 

私はちょっと視点をもう一つ変えて、ちょっと別なところでちょっと思いを言

わせてください。４年間で、２年間教頭をやって、立場が変わって、現在の長柄

小学校で学校の環境整備。教頭のときってやっぱり物品に対して非常にやっぱり

気をつけなければいけない部分があります、学校の環境整備についても。それを

行政の協力もあって、１年目、備品の廃品回収がなかったんですよ。学校に不用

なものがたくさんあった。それを教育総務のほうにお願いしたり、たまたまそう

いう時期だったりもして、かなり今に至ってしっかり回収をしていただけるよう

になったというのは、実は地味だけれども、私は大きいことだと思っています。

教育現場っていろんなものが入れかわっていくので、そういったところでやっぱ

り計画的に、不用になったものはしっかり廃棄する。今、廃棄するのでもお金が

かかるので、そういったことでやっぱり計画的にやっていかなければいけないな

と思っています。今回も毎年、ですから、一昨年から多分毎年やっていただいて

いると思って、それで学校というのは整理されていくし、その中で必要なものを

しっかり計画的に予算で要求していくという、この根本的な部分って私ちょっと

やっぱり葉山は足りなかったんじゃないかなって、実は率直なところ思っていま

した。そこが少しペースができているので、それはもう本当に行政の方の協力な

しでは得られない部分です。それができているというところ、それから備品の整

理だったり、必要なものを大切に使っていく、そして学校を整備していくという

そこの意識をやっぱり先生方みんなで持っていきたいなとは思っています。です

から、職員作業ももちろんほかの学校もやっていると思いますけど、そういった

ことを通して、物品管理だったり、物の使い方だったり、そういったものを意識

してもらえたらいいなと思って今も考えています。今度も廃品回収ありますけれ

ども、そういったことって本当にありがたいことだと思っています。以上です。 

あと、それからパソコン室ですよね。パソコン室のほうも学校教育課と総務課

のほうでやっていただいて、少しずつ。環境整備しないとやっぱり授業って成り

立たない部分があるので、ぜひそういったことも今後やはり大切だなと思ってい

ますので、ちょっと意見を述べさせていただきました。 
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町    長） ありがとうございました。ほかにいかがですか。何か質問、確認とか。 

小 峰 委 員） 質問をさせていただきます。先ほどはこのいただいています資料の葉山小学

校の概要等々で説明をしていただきましたけど、私は各学校のホームページの中

に「本校の教育」という項で詳しく公開されているものを、プリントして手元に

持ってきました。これだけきちっと各学校が外部に、ご自分の学校の経営方針で

すとか具体的な取り組みのところを出していらっしゃるのは、反対に言えば、こ

れに対してどれだけ実現性があったのかという評価を受ける対象になっている訳

ですから、そういうお気持ちがある中で出しているのは立派だなと思いました。 

伺いたいことのまず一つは、各学校で本年度の具体的な取り組み、それをいか

に実行できたかということの反省というのは毎年どのようにしていらっしゃるの

かなということです。どの学校も校長先生がリーダーシップをきちんととれてい

る方なので、校長先生が先頭に立って推進していらっしゃるかとも思いますが、

皆さん組織としてということもおっしゃっていましたので、学校内の組織として

具体的な取り組みがどこまで実施できたのかというような反省、そうしたものが

どのような仕組みの中で出てくるのでしょうか。それからまた、こういうホーム

ページなどではその年間の反省のところまで載せられるのかどうか。これは町内

の学校一律にホームページの形式が決まっているので、各学校で出すのは難しい

のかなと思いますけども、いかがでしょうか。 

それから、これは私の意見になりますけれども、こうした取り組みを実効性の

あるものにするのには取り組みを推進していく核となる校務分掌が必要になるん

じゃないかなと思うのですけれども、そのあたりはどんなふうにお考えになって

いらっしゃるでしょうか。推進していく核になる校務分掌なり、立場の人、役割

の人、組織をどのように考えていらっしゃるのかなということ、それが２つ目に

なります。 

今、葉山の学びづくりについて、研究の形ができていく過程によって職員の方

の意識が変わってきつつあるというお話を伺いましたけれども、校長先生方が理

想とする校内研究のあり方、例えば全員ちゃんと授業を公開するとか、その辺の

具体的なところを教えていただけたらなと思います。 

すいません、私の質問が適切な言い方ができていないかもしれませんが、とり

あえず３つ伺いたいと思って質問をさせていただきます。 

町    長） ありがとうございます。３点です。時間もありますので、皆さんできるだけ

端的にお答えいただきたいと思います。評価反省の指標について３点で、それか

ら、校内の改革について中心となる人や組織はどういうことなのかということ、
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３点目が授業研究等のあり方について、理想とする方向について教えていただき

たい。３点いかがでしょうか。ランダムに皆さん、わかる方からどうぞ、お願い

します。 

小 峰 委 員） どなたでも結構です。全員にお話いただくのは大変なので。 

町    長） じゃあ、代表で、お２人ぐらいぱっと言っていただければ。 

葉山小学校長)  ３点、ご質問に十分答えられるかどうか。まず年度末に必ず職員で反省をす

るのは当たり前なんですけれども、学校評価も行っております。本校の場合人数

も多いので、２年生と４年生の保護者に対して、本校が行ってきた取り組みにつ

いてさまざまな観点から評価をいただいております。それに対して、数値的なも

のだけでなくて、質問形式で来るものもございますので、それに対しての回答を

文書にして保護者の方に示している。このような形で本校の取り組みを振り返っ

て行っているところでございます。 

それから、核となる組織ですけれども、本校の場合企画調整会議というのがご

ざいます。さらに、計画委員会という２つの組織があるんですが、計画委員会の

中ではより具体的な計画を立てていく。企画調整会の中では、月１回の定例の校

長会議がありますが、その定例の校長会議での教育長のお話ですとか、今回教育

長はこういうふうに話されているとか、または時代の流れ、「今はこういう流れ

が出てきているよ。」という、教育界の大きな流れを企画調整会議の中で話して

おります。それを具現化していくのが計画委員会と考えてもらえればなと思うの

ですけれども。ちょっと乱暴な言い方でしたけども、このような組織になってい

ます。 

それから、理想とする校内研究ですけども、先日も本校公開授業を行い、１年

から６年まであるうちの１年と３年と５年が公開をいたしました。できれば全学

年公開をしたかったなと思っているところです。ただ、そこに至るまで、もうち

ょっと私は時間がかかるのかなという気がしています。それは先ほどもお話しし

てきたように、教育長からもご質問がありましたが、変わってきたこと、今、学

校が昔の学校のスタイルから少しずつ、変わりつつあるのだろうなと思っていま

す。これからどんどん授業スタイルも変わって、また組織も変わって、多分全学

年どんどん進んで、先生方が授業を発表するようになっていくだろう。それに向

けての無理のない学校運営の仕方にも変わっていくだろうなと思っていますので、

これからを期待したいと思っているところです。 

すいません。説明になったかどうかわからないのですが、そんなところです。 

町    長） 補足される方いらっしゃいますか。どうぞ。 
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南郷中学校長） ほぼ同じかなと思いますけども、最初の部分ですね、本校も学校評価、これ

がですね、保護者・生徒、そして教科、全教科でとってもらっています。全教科、

形式は、大もとの枠は私がつくるんですけども、教科独自に少し変えてもらって

いいからねという形で。そういった中で、少人数とかＴＴなどね、そういった活

動に関しても含んで行っています。 

あと、その結果に関しては一応ですね、数量的な部分です、とか、文書の部分

も一応学校だよりを通してですね、公開、配布をしています。ホームページが今

度できましたので、ホームページに公開するという形になるとそういったものも

全てホームページにね、どのような形で載せていくかはまた検討していきたいん

ですが、基本的には公に公開していく予定ではいます。 

あと、それに関する返答なんですけども、これはですね、基本的に私から返答

を要する方はご記名くださいという形のアンケートをしているんですね。なかな

か記名はないです。でも、いろいろ正直言って様々な意見があります。回答は学

年だより等を通して、答えを返しています。あと、本校では２番に関しては企画

会という組織で対応しています。公開授業は今年度は１人、道徳もありまして、

１回から２回ですね、実施をさせていただきました。最低限１人１回はやろうと

いう形でおります。 

町    長） どうぞ。 

葉山中学校長） すみません、３点目の理想の校内研なんですが、本校も原則全員必ず１回は公

開する。それがやらされる公開ではなくて、みずからが自主的にやる公開である

ということが今の本校の雰囲気です。 

今は、全体で当然校内研究として１本やるわけですけども、それ以外にも、一

人ひとりが自分の個人の研究テーマを持つという次のステージを目指そうと、職

員に話しているところです。 

それから、研究会でつながる指導主事さんとの交流もだんだん裾野が広がり、

今までは地元町教委の指導主事さん中心でしたが、今では、ふだんの校内研でも

県に依頼をし、県から指導主事さんが来てくださっています。その後、職員が親

交を深めて連絡を取り合ったり、研究会に呼ばれたりですね、そういう関係性が

できている。この前も、一例なんですが、本校の国語の教員の授業を見たいと、

静岡県富士宮市の校長先生から要請がありまして受け入れたところです。という

ことで、今はもう研究が当たり前という雰囲気ができているのがとても前向きで

いい感じかなというふうに思います。以上です。 

町    長） ありがとうございます。 
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一色小学校長） 私は学校評価と分掌のほうについてちょっとだけ補足をします。文章的なこと

での記述は、５・６月にとる学校への要望というやつでまず出てきて、そこで対

策は考えます。学校評価の流れの中では、ちょうど今日学校評価の保護者アンケ

ートを配ったのですけど、この時期、１１月にやる学校評価の分析をすごく大事

にしています。なぜかというと、この時期にやると、学校評価の２度目ですね、

ちょっと落ち込んでいるなとか、意識が下がっているなって、それを保護者にも

指摘されたなという、教職員もアンケートをとっているので、３学期までに直そ

うということが言えるのですね。つまり、１年を通しての反省じゃなくて、やっ

ぱりＰＤＣＡの中でもう既にこの時期から改善に入らなくてはいけないと思って

いますので、最終的な２・３月に行う３回目の学校評価に関しては、それはもう

来年度の改善策として、改善策を立てるために使っているという形です。 

あと、分掌のほうですけど、これは小峰先生にわかっていただけるかどうかわ

からないけど、私の学校の特色は委員会形式の仕事の受け方なのですね。例えば

運動委員会とか、運動にかかわる行事に関して、そこに入っている先生たちがか

かわる。これは、エキスパートというのはなかなか育たないなとか思っては見て

いるのですけど、みんなで一緒にやろうという、「チーム一色」みたいな形で仕

事を片づけようということに関してはものすごく力を発揮するという不思議なと

ころです。どっちがいいのかなって。いわゆる１人１役みたいな分掌表のもとき

ちんと役を立てて、自分はこの仕事の専門みたいな形の、私は中学校でそれを経

験してきたんですけど、そういった分掌の立場とは違って、委員会形式で、何と

か委員会で受けているという方式が、ぼわんとしているのだけど、でもその委員

会としては責任を果たそうとする。そこにまずいる担当がものすごく結集して、

そこが提案することに関しては学校全員でやりますみたいな形で、個人に任せて

ないという形で、それが妙に力を発揮して、問題がないので、これもありなのか

なとは思いつつ、今は見ているという状況でございます。以上です。 

小 峰 委 員） 続けていいですか。 

町    長） どうぞ、お話しください。 

小 峰 委 員） 今、益田先生にお答えいただいた内容のほうが、私の経験からするとイメー

ジしやすいです。何かを推進していくための分掌をつくっておいて、そこが担当、

実行について計画を立てていくということのほうが私には理解しやすいです。 

今、評価についてお答えいただいたのは、外部からの評価、保護者からのアン

ケートによる評価だったんですけど、もう少し進めて、校内で先生方がご自分た

ちの今年度の取り組みに対してどう評価しているのか、評価したことに対し、そ
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れを来年度はこうしましょうというのがどのような形で出てくるのか、どちらか

の学校の様子を聞かせていただけたらと思います。 

先生方の個人、個人の取り組み方の評価ではなくて、例えば「支援教育を充実

させる」というような学校の取り組みに、今年の支援教育についてどういうとこ

ろがうまくいって、まだこういうところが足りなかったというような意見がどう

いう形で出てきて、それがどんなふうに来年度に向けて改善されていくのかとい

うような、そういう仕組み、それを教えていただけたらと思います。 

一色小学校長） 先ほどの一色の場合だと、その行事ごとに反省が出てきて、それだけですね。

それで、それでもう年度反省を終えているという従来の形の中で、実を言うと学

校評価というのはあんまり先生方にはなじみがなかったかもしれないのですけど、

私はこの３年間で完全に一色の中に組み込んでいった中で、じゃあ、学校評価で

立てている目標って何かというと、なるべく先生方と共有するように、私のつく

った文書とか、私が学校評議委員会なんかに出している文書は全部先生方にも読

んでもらっていますけれど、何ていうのですかね、みんなで立てたという感じで

はないのです、一色の場合には。一色の場合はこの５つの方針とかそういうのも

全部私が立てた中で、私がこういう学校を目指すという部分に関してみんなを引

っ張っているという形になっていて、それがいいのかどうかわからないですけど、

そんな感じですね。本当に一つ一つの年度反省みたいのは、もうその行事が終わ

るごとにちゃんと出てきて、もうそれだけで終わって、毎年同じことならできる

学校だけど、何か大きく変えるという手だては何も持たないなというふうに思っ

ているので、やっぱりもう一段上のところから、学校はこういうふうに動かすの

だという形をずっと、学校評価を組み入れて、職員に気づいてもらっている形で

すね。 

上山口小学校長) すいません、先ほどのご質問とちょっと重複するかもしれないんですが、学

校の指標としている部分は保護者からのアンケートになります。これは本校では

７項目、その中には例えば上小の子どもたちのための学習指導はちゃんと行われ

ているかとか、それから地域との連携は行われているとか、そういう項目に対し

て、「そう思う」とか、「いや、もう少しだ」というような感じの、通知表のよ

うなアンケートの数値による項目ですね。それと別に保護者からの要望という形

で、文章でここはこういうふうにしてほしいとかということも出てきます。その

部分をただ各部署に、先ほどお話ししたとおり投げたのが今年なんですね。各部

署でこの保護者の質問に対してみんなで考えて答えてくれという形をとってきま

した。それが年内に回収できる形になります。それを実は学校だよりに載せます。
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学校だよりに載せるということは公開するということですので、ホームページに

載るという形になりますので、保護者にはそうやって出している。 

それから今ご質問のあった細かいその各部署のそれぞれ、こういう方針で今年

度はやるよというのが年度初めに全部出てまいります。それについてはこちらは

内部評価になります。細かいことは保護者にね、伺っても難しい部分があると思

いますので。職員が自分たちの立てた目標についてかなり部署ごとに、例えば保

健関係の担当だったらそれについての反省、体育部だったら体育に関しての反省、

それぞれの部署で全部細かく分類して、そこを全部職員で反省をしていきます。

その反省が１月ないし２月に出てまいりますので、それを翌年、あるいはその年

の後半部分に生かすという形をとっております。そちらの内部評価のほうが各部

ごとの反省では大きいと思っています。 

町    長） よろしいでしょうか。委員の皆さんいかがでしょうか、ほかに。どうぞ、お

願いします。 

遠 藤 委 員） 保護者として質問をさせていただきます。まず、教育要覧をちょっと拝読し

たときに、あと皆さんからいただいた資料を拝読しましたときに、多分一般の方

たちだとすぐには理解できない言葉として、ユニバーサルデザインとコミュニテ

ィスクールという言葉が出てきました。もし学校での取り組み、学校によっては

記載があったところもありますけれども、ありましたら教えていただきたいとい

うのが１点目。 

それから２点目、いろんな地域をご経験された校長の皆様、それから小学校・

中学校の先生が、校長先生がいらっしゃるということで、今の葉山の小・中連携

は十分かというか、ことをちょっと、他地域との経験、そして両校との経験を踏

まえて教えていただけたらと思います。私自身は小６の保護者でもありますので、

もし課題があったとしたら、それはどこなのかということを教えていただきたい

と思います。 

３点目ですけれども、一色小の文書の中でですね、先生さらっと最後おっしゃ

られたんですけど、学校経営の方針の５番の一番最後に、「児童や地域が、そし

て指導する教師自身が希望を持てる学校づくりに努める」ということが書いてあ

りました。やはり教師のモチベーションを常に高めるということは保護者の願い

でもありますし、サポートしていきたい分野だと思います。鈴木委員長が、常に

教職員の多忙化について心配されているので、あとはメンタルのことは大丈夫か

ということを常にご心配になられています。それから相談体制は十分なのか、教

師が一人で抱えていないか、こういうことを委員会としても常に考えております
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ので、そのあたりを踏まえてお話を伺えたらと思います。 

以上３点、よろしくお願いします。 

町    長） お願いします。どなたからでもよろしいですか。 

上山口小学校長） ユニバーサルデザインについてお答えします。ユニバーサルデザインとい

うのは誰にでも通じる、一番有名なのは東京オリンピックのときにつくった男の

人のトイレ、女の人のトイレ、マークでできていますね。あれは言語を使わずに

図であらわすという。なので、ユニバーサルデザインというと一番、図であらわ

すとか、一目瞭然でわかるということを指す場合が多いんですけれども、実際に

はもっと広くてですね、支援の必要なお子さんにもわかりやすいという意味合い

がすごく。なので、先ほど私が申し上げたような、全員というのにかかわってま

いります。特にですね、１回に、１回の指示をするということをすごく教職員は

大事でして、例えば教職員の中にもこういう指示をしたときがあるんですが、体

育館に子どもが行ったときに、まず着がえたら体育館に並ぶのよ、並んだら今度

体育館に行って、体育館に行ったら中を３周しているのよという、一遍にこれだ

けの指示を出してしまうと、短期記憶の弱い子、ちょっとの短い記憶しか保持で

きないお子さんにとっては後の記憶が落ちてしまいます。その場合は、例えば５

つを全部文字にして示してあげるとか、それから、１つのこと、まず着がえなさ

いということを言い終わってから体育館に行きなさいと言うとか、そういう一つ

一つの指示に関してもこのユニバーサルデザインというのがわかりやすい、誰に

でもわかりやすい。我々も一遍に３つも４つも言われたらわからなくなりますが、

１つずつ言っていただければわかるというのと同じような。そういうのを含めて

ユニバーサルデザインと言ってますけども。 

町    長） 小・中連携について。お願いします。 

葉山中学校長） それでは、小・中連携についてお答えしたいと思います。これはもう全国ど

こでも取り組まれているところですが、本町におきましてはまず人的な部分での

連携、町費教員ですね、これを算数・数学に限定して、各小・中学校、特に小６

と中１の授業に配置しています。ねらいは、小学校６年生の子が中学校に上がっ

ても、その先生の顔を小学校６年生のときから知っておりますので、安心して中

学校１年生の生活に慣れていける、そういう安定を図る意味で機能をしているか

なというふうに思っています。更には、数学へと難しくなっていくわけですから、

安心して手を挙げて聞けるというような授業での効果もあろうかと思います。 

人的連携で言いますとね、そういう良いところもあるんですが、物理的な距離

でありますとか、時間にも限りがございますので、小学校と中学校の教職員が互
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いに行き来するのってなかなか難しいと思うんですね。とはいうものの、もう既

に情報連携であるとか、あるいは、学びづくりの取組を中心にお互いの授業を見

合い、その後研修を深めるとかというようなことはできております。さらにこれ

からできるとすれば、合同の行事がうてるのかどうか、あるいは９年間を見通し

た横浜のような学習指導要領を町でつくれるかどうかというところまでいければ

もう言うことはないと思うんですが、なかなかそこまでいくまでにはまだ時間も

かかるでしょうし、まずはやれるところからというところだというふうに思いま

す。以上です。 

一色小学校長） 英語が入ってきたときにこの校長会で一番考えたのは、４校で、小学校で育

てる段階の子が習ったことが違う状態で中学校に送っては絶対にいけないという

ことをみんなで確認できた。15時間のカリキュラムは一緒のものにしましょうと

言っているのは、やはり小・中連携の重要性を踏まえているという部分だと思い

ますので、そんな例もあります。 

コミュニティスクールに関しては、例えばうちの学校、学校関係者評価委員会

というのをやっているのですが、参加者はうちの管理職と学校評議員さん３名、

そしてＰＴＡの人が４名と、連結している学校の先生ということで、葉中から総

括教諭の先生をお１人迎えています。それだといわゆる学校関係者評価委員会に

はなるのですけど、コミュニティスクールというのは文科省がもうちょっと進め

て…本気で進めるかどうかはわからないのですけど、その組織の中に町内会長さ

んみたいな人たちを加えた組織で、だからちょっと今のやつよりか拡大するので

すけど。そこで話し合うことの中で、場合によっては人事に対して口出しができ

るのだというのが載っていたときもあるのですね。それはちょっと難しいなと思

いつつ、コミュニティスクールというのは、とにかくうちで言えば避難所運営会

で地域とやっていることの、その参加メンバーの方の、主要な方と学校評議委員

会を引っつけたような組織で、学校とか地域を連携して問題を考えていこうとい

うようなものだと思います。 

葉山小学校長） 今のコミュニティスクールに関連して、今、葉山中学校区、それから南郷中

学校区、葉山小学校区で教育懇話会が開かれておりますので、そこでは町内会長

さんを初め、民生委員さん、青少年指導員さん等がお集まりいただいて、そこの

学校に通う子どもたちの様子等についての意見交換がされております。それで、

そこが今後、今、広く世間一般で言われているコミュニティスクールに結びつい

ていくそのもととなるのかなと思っています。これからどうなっていくのか注視

していかなければならないと思います。 
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それからもう１点、先ほど教師のモチベーションの部分です。とにかく今、教

員が若いです、年齢層が。ですから、必ず１人で悩まないようにということは常

に声をかけています。何か保護者の方から要望、訴え等があったときには、１人

でなくて、必ずまずは学年の先生と相談するということが１つと、あと、管理職

側から必ず声をかけるということ。例えば「今日の運動会の練習のときの指示の

仕方はよかったね。」ほんの１つのことでもいいので、必ずいいことがあったと

きに声をかけて褒めるようにして、それによって若手の教員のモチベーションを

維持していく、高めていくことを心がけております。そんなところです。 

一色小学校長） 私も、「希望の持てる学校」を書いた学校なので。１つは、例えば働き方改

革に注目していて、今月初めてですけど、土曜参観の日はノー残業デーにしよう

みたいな、完全閉庁日みたいな形、終わりはぱっと切ろう、帰ってくださいとい

うことをお願いしていく日にしようとしています。 

また、希望の持てるというのは、先ほど中世先生がお話ししてくださったよう

に、先生の孤立が起こっちゃいけないという部分があったので、ここはすごく前

面に出して、ことし実を言うとうちの学校は新卒臨任、つまり大学とか、大学院

を卒業していきなり教師になる先生が２名いました。２名いるということがわか

った３月の時点で、その人たちって実を言うと新採用研修ってないのですね。普

通の新採用だったら研修があるのだけど、臨任で担任やる人は研修がない。だけ

ど、それは校内の組織の中でその先生が授業を見に行けるようなシステムをつく

りましょう、そして彼女たちの腕を磨けるような場をつくってあげましょうとい

って、先生方にそれぞれちょっと苦労をいただいて指導教諭をつけたりとか、あ

とＴＴで授業を持てる時間、つまりその時間は場合によっては出てほかのクラス

を見に行けたりするみたいな仕組みをつくってというところですね。その仕組み

をつくろうとしたときに、なぜって言われたときに、この「希望の持てる学校」

というのがドーンと出てきて、誰もそういうことで苦しまない、人の悩みとかそ

ういうのが相談できるような形でと説明した、そんな風にこのフレーズを学校づ

くりに使ったという形ですね。 

長柄小学校長） 小・中連携にかかわってです。学びづくりハンドブックというのがありまし

て、ごらんいただけたと思いますが、６年間と３年間、９年間で小・中の先生方

がみんなで知恵を出し合って１冊の、そういう指針になるようなハンドブックを

昨年作成いたしました。今年度も見直しをしながら、やはりまだそれが完全に９

年間のものとしてはまだなっていないかもしれないんですけれど、それがもとに

なって接続した指導が行き届くといいなと思っておりますので、そういったとこ
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ろに葉山、このハンドブックは大切にしたいなと思っています。 

町    長） ありがとうございました。先生からいただきましたけども、ほかに、委員の

方からはいかがですか。 

教育委員長）               授業関係についてはね、各学校の校長にはもう大変申しわけないと思って、

視察に行くごとにね、旧校舎が古くなったなというのが正直な印象で、この間、

長柄に行ったときにいろいろ問題あるんですけれど、それについては非常に申し

わけないなと思っています。本来はね、学びの場というのはやっぱりその子ども

たちが学びの場を得る、その場所のよさ、まずさというのは、僕、非常に大きな

問題だと個人的には思っているんですが。ただ、町長たち、みんな行政の人にね、

ちょうど耐震工事をこの四、五年前にやってもらったばっかりという状況の中で

ね、校舎の云々というようなことはなかなかちょっと言いにくいというところが

正直あってね、皆さんが視察に行くごとに苦労をかけているなとは思うんですが、

今のところ当分新築という予定はありませんので、そのまま何とかやってもらう

しかないんですが、その辺は校長・教頭には大変ご迷惑をかけているなというふ

うに教育委員長としては反省をしているんですが。具体案としては全くないんで

すが、もうその辺はおわびするしかない。申しわけありません。今、町長も頭を

下げていましたけど。僕からはそのことだけです。 

町    長） わかりました。ありがとうございます。山﨑委員は。 

山 﨑 委 員） 校長先生方が今まで目指す児童・生徒像、それから、こうありたいという教

師像ですか、それから地域の方々と連携をしながら求める学校の姿というような

形で、いわゆるグランドデザインといいますか、話をお聞きしました。その情熱

を非常に感じております。 

それで、ただ、学校経営の全体構想というような形でグランドデザインの言葉

を捉えるとすれば、非常に大きなものですから、今までの先生方の話の中で、も

ちろんそれぞれの学校の特徴はあろうと思いますけれども、大枠としてはかなり

オーバーラップといいますか、重なっている、これは当然のことだと思います。

それで、具体的な内容についてといいますか、先ほど中世先生ですか、学校は最

終的には勉強するところだということですから、そういうグランドデザインのも

とに、子どもたちの学力向上をどのように持っていくかということが最終的な課

題のようになろうかと思います。全国学力テストが実施され、その結果について

もまだまだ新聞などを見ると、どこの県が１番だとか、どこどこの学校が１番だ

ということを言われております。しかし、私は学力テストのために努力して子ど

もたちが知識を獲得して学力をつけることに非常に評価するし、また、成績上位
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学校や、あるいは県に行っていろいろ学ぶことも必要なことであるし、あるべき

姿と思っておるんですが、ただ１つ、成績がよかった、うちは悪かったというこ

とで学校の評価すべきではないということは持論でございます。 

つまり、学力というのは何だろうと考えますと、やはり学力というのは学習に

よって獲得した知識の量だというふうに考えられるので、むしろ知識の量が少な

くとも基礎的・基本的な知識を身につけ、その応用によりみずから学び、みずか

ら考えて知識を獲得する能力が求められていると、それがまさに学力があると、

このように考えております。子どもたちの学力向上というのは、よく同じことを

言うんですが、釣った魚を与えるんじゃなくて、釣り方を教えるんだよと。そう

すれば将来的にもその魚を釣って自分で生きていけると、そのように例えて、あ

ちこち使われているので、それを思い出したので使わせていただきたいと思って

います。ただ、具体的な勉強はどうだこうだということは、先ほどから言ってい

ますように、私、教職の経験もないし、あるいは教員免許も持っておりませんで、

ただ、行政経験がちょっとあるだけで、それらの知識しかございませんが、ひと

つ、先生方に言いたいのは、ナンバーワンじゃなくてもよい、オンリーワン、こ

の学校ならこれが特徴だと言えるような学校づくりをしていただきたいと思いま

す。 

それから、先ほど加藤先生から、葉山を箱庭的文化圏という言葉をお聞きしま

したが、まさにこういう、小さい地域で６校の皆さんが、何かの形で一本になっ

て、これならば葉山が１番だぞと。つまり、オンリーワンというようなことを目

指していただき、何かのときに、三浦半島では葉山がこうだとか、あるいは神奈

川県では葉山はこんな特徴があると言われるような形でやっていただければ、

我々葉山町の住民としても鼻が高いんじゃないかなと、このように思っておりま

す。今、先生方からいろいろお話があったのを非常に興味といいますか、関心を

持って教えていただきましたが、これからもそのような形で進めていただければ

幸いだと思います。よろしくお願いいたします。 

町    長） ありがとうございました。全体を通して、いかがですか。 

教 育 長） いろいろなことに感想を持ちますけれども、私もそうですけれど、教員はす

ごく話好きなんで、いっぱい思いがあるから、どうしてもなかなか話が圧縮でき

ないなと思いながら聞いていました。６人の先生方が、共通に、私が意図的に振

ったところもあるんですけれども、この間の変化で感じておられること、実はい

ろいろなことを感じておられると思います。ほぼ共通に学びづくりに関して先生

方の意識とか、あるいは前向きに取り組もうという意欲とかが変わりつつあるん
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だということをお知らせいただいたのは、大変うれしいです。多少刺激にもなっ

たかなんて、自負するところはありますけれども、そんなふうに聞かせていただ

きました。 

ただ、本当に始まったばっかりで、先生方十分ご推察のように、意欲があって

みんなでやろうと言う姿勢は良いけれど、何をどうするのかということに関して

は本当にまだまだ研究の余地があって、決して十分ではないですね。いろんな疑

問をその都度指摘させていただいておりますけれども。 

そのことにかかわって言うと、一番大切だと思っていることは、自分の経験で

言うと、自分が大学生か大学院生になったころかな、自分の小学校以来の学校生

活を振り返ったときに何が自分に役立ったかというと、余り役立ったという実感

がないんですよね。自分が本当に学びたいと思って始めたことというのは実は相

当後からやり始めたことであって、そこまでの、小学校のころのことは記憶はあ

りませんけど、中・高でやったことというのは、学校があって、そこにいたから

やっていただけであって、その後の自分に、自己形成にほとんど結びついてない

という実感を強く持っております。そのことに遅まきながら気がついた。そんな

ことを今の子にはさせたくないな。ところが残念ながら、各種のデータが挙げて

いるように、日本の子どもたちは依然として小学校から中学校、中学校から高校

へ行くと、どんどんどんどん勉強が楽しくなくなる、役立たないと思うようにな

っていくんです。どんどんどんどん低下していくじゃないですか。つまり、私が

かつて、４０年前に経験してきたことが今の日本の多くの子どもたちにも再生産

されているなという気がします。ですから、確かに一生懸命学びづくりをやって

もらって、いろいろ活性化している、いいんですけれども、そのときにもつ射程

がやはり大事なんで、それは小学校の中だけでこんなに活性化しているとか、子

どもが元気よくやっているとか、中学校でこんなに旺盛にやっているとかで終わ

ってはだめなんです。大人になったときに、あのときは小学校・中学校でやって

きたことがこんなに自分に生きているというふうに受けとめられるような、そう

いう射程でもって学びづくりのつくり方を研究をしていかないと。そんなこと言

っても大変だって話はよくわかりますけれど、小学校なら小学校で、中学校なら

中学校で、そういうことで完結したイメージを持たないように。皆さんがやって

いることは、はたしてどういう大人をつくるか、社会の中でどう生きる力を持っ

た大人をつくるかというところに焦点があるわけだから、その中のこの部分とこ

の部分をやっているだけですから、ここだけで何かよしとするような、そういう

発想を持ってほしくないそういうことを皆さんは今言ってくださったんですよね。
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小・中連携は差し当たり９年間だけれども、ぜひそういうふうなことを念頭に置

いてやっていただけるといいなと思います。大人になったときにその子が、ある

いは人生後半に差しかかったときにその子がどういう子になっている、どういう

大人になっているかが勝負ですから、そこに焦点を合わせられるような授業研究、

学校づくりのあり方、学びづくりのあり方を心がけていただけるとありがたいな

というふうに思っています。 

先ほど箱庭的という話がありまして、なるほどなと思いながら聞いていました。

よさと悪さがあるんですよね。よさは、本当に６校が緊密に連携して、本当に情

報交換を頻繁にできるし、そこからいろんなことを学べるし、切磋琢磨だってや

りやすいじゃないですか。距離の近いところで関係を壊さずにやりやすいから、

いいところもあるんだけど、下手をすると依存的で閉鎖的で小さい社会の中に安

住しがちで、互いに、何ていうんですかね、よしよしみたいな関係、なれ合いの

関係になっちゃう可能性もすごくあるんです。そのことの危険性もお互い自覚し

なきゃいけないですね。その自覚を強く持って６校の連携を進めてもらいたい。

だが、箱庭は箱庭なんです。空間的にはそうなんだけど、でも、禅の境地では、

箱庭は宇宙に通じているでしょう。箱庭で表現しているものは箱庭だけじゃない

んです。そこが持っている広がったもの、世界に通じるもの、そういったものを

絶えず意識してもらいたいと思います。 

葉山についていろいろ言いたいことはあるんですけど、私は幸い先生方にいっ

ぱいお話しする機会がありますので、いつも言っていることばかりになってしま

うのですけれども、一言だけここで再現させてもらいたい。平成２６年４月にや

ってきて、即思ったこと、そしてその１カ月後か２カ月後に冨樫課長に言ったこ

とがあるんです。その思いはそんなに変わらないんだけど、何を言ったのかとい

うと、この町を開放的で進取の気風に富んだ学びの町にしたいと言ったんです。

まさにその気持ちはいまだに変わりません。そのことを皆さん方も理解をしてい

ただいて、先ほど言った連携の進め方とか、学びづくりに尽力するとか、組織的

に取り組むとかというところに生かしてくださっているんだなと思います。とも

にさらに手を携えていけるといいな、そんなことを願いながらお話を聞かせてい

ただいた次第です。 

町    長） ありがとうございました。時間が大分迫ってきましたけども、皆様からお話

ばかりいただいています。逆に皆様方からですね、この際、私たちに質問したい

こととか確認したいことありますか。 

教育委員長）               町長がせっかく来ているんだから、町長に聞きたいことは聞くんだぞ。加藤
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校長、何かあるだろう。せっかくうちの首長に出てきてもらっているんだから、

学校としてこうこう、こんなことした、しない、そういうこと。 

葉山中学校長） 先ほども申し上げましたが、葉山ならではの特色ある教育をこれから目指し

ていくためには、やはり人と金と物が必要です。何度も申し上げますが、至極当

たり前のことなんで。町長には教育立町葉山をぜひ目指していただき、葉山がで

すね、神奈川県に、あるいは全国に発信できるような教育構想を基に、独自の教

育圏を形成していけるようぜひご尽力をいただければなと思います。どうぞよろ

しくお願いします。 

町    長） ありがとうございました。教育立町という言葉、私もよくいただくんです、

目指したらどうかと。人が生きていく上で最終的に、死ぬ間際までですね、自分

がその生きてきたあかしとして一番人間が求めるのは次世代だと思っています。

次世代のことを大きく、もっとわかりやすく言うと、きっと教育にコストをかけ

ることが町のもととなる最たる、時にはぜいたくでもあり、望みでもあり、それ

ができないのが現実の行政なわけで、それができるということに踏み込めること

がすごく意義があると私は思っているので、できればそこに踏み込める町であり

たい。それこそ開放的に真摯である町を目指すためにはですね、町全体が教育に

力を入れるんだということはすごく町の価値を上げることだと私も思っているの

で、全く同感なんです。ただ、実際には非常に難しい課題がありまして、どちら

かというとお金のほうがむしろ簡単かなと思います。私、今日もですね、こうし

て初めて皆さんのお話を伺って、今いろんな感動をいただいているのが正直なと

ころなんですが、逆に感動してしまっているぐらい知らなかったですね。感情的

に皆さんのお話を伺うことができなかったということが今まであることを思うと、

もう少し教育とのですね、行政のあり方についても考え直さないと、教育立町と

いう言葉が飾り言葉で終わってしまうようになってしまうので、次の葉山町のス

テップとして、目指す上では、よりこういった機会をどんどんふやしていくこと

で、本当の教育立町とは何かをビジョンとして固めて、具体的な方向性に落とし

込めていければ、それは財政的には葉山は大分頑張ってきていますので、先ほど

委員長にもプライマリーバランスを褒められましたけれども、新たな一歩を踏み

出すには、今、日本全体でも葉山町はすぐれた財政力であったりとか、位置にい

ると思いますので、それを示す十分土壌はあると思います。それを具体に落とし

込んでいければやれるんじゃないかと思いますので、ぜひ引き続きこういった場

を設けていくことからですね、目指していきたいなと思っていますので、よろし

くお願いします。 
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ほかには皆さんどうですか。よろしいでしょうか。 

すいません、再度私からコメントとしてお伝えをしたいんですが、本当に今も

申し上げたことが私の結論になりますが、今日お話をこうして聞けたことはすご

く大事なことだったというふうにまず思っています。私自身が行政の長として、

ただもう、すごく組織としてでき上がっている、法律的にも支えがある行政の長

として、仕組みの中で今この仕事を預かっているのですが、私は私なりにどうい

ったリーダーシップを発揮するかということは常日ごろ考えているところであり、

それは細かく繊細にタッチするというよりもですね、大きく見えるものを貫いて

いく、変わらずいること、鈍感にありながら真っすぐ愚直になることが大事なの

かなと思っているところにあります。というのを私の中で思っているんですが、

皆様方からするとまるで逆でして、もちろんそういった見せ方も絶対大事だと思

うんですが、学校という技術職の方々がいらっしゃいまして、また以前、今日傍

聴にいらしている方からですね、先生という仕事のあり方について、すごく感銘

を受ける話をいただいたことがありまして、その根幹にはやはり物でもなく、お

金でもなく、稼ぎのためでもなく、自分の新しい技術じゃなくて、人を育ててい

るという社会の、人が人間を、世界をつくっているわけですから、そこを育てる

という、とても答えがない世界に浸かっている方々を束ねる仕事をしている。だ

からこそいろんなそのリーダーシップといいますか、組織のつくり方を模索しな

ければいけないんだなというところに、非常に難しさであり、高度なスキルであ

り、皆様がまさに口々におっしゃっていました人間力を高めるという言葉を使わ

ないと表現できないその学校長としての仕事のあり方について、すごく私は今、

敬服の念を持っていますし、強く感動をしています。そういった難しさをですね、

私たちは何ができるかなと思いながらお話を伺ったんですが、まさに加藤校長が

おっしゃるように、経営資源は人と金、情報とも言われます。ぜひこれが必要な

んだというものがあればですね、ぜひそこはためらうことなくおっしゃっていた

だきたいと思いますし、私自身も今まで申し上げてきた話のとおり、例えば子ど

もがボール１個蹴るのに空気が入ってないとか、カーテン閉めるのに締めるひも

が整ってないとか、そういった本当に細かいところで子どもたちがショックを受

けるものですし、人間は不満を感じるところがあります。そういうところまでや

っぱり気配りをしてほしい。それはお金とかじゃなくて、人の気持ちがそこにな

いとそれは補填できないものですから、そういった思いで教育委員会については、

ぜひいろんな声を集めてくださいというお願いはしてきました。 

私があえて申し上げているのはですね、私が目指す学校なり葉山のあり方とし
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て、皆さんにもし違った伝わり方をしていたら、こういう機会を通じてですね、

あれはどうなんだと、これは違うんじゃないかというふうにぜひ思ってもらいた

い、言ってもらいたいと思います。信頼のという言葉もありましたけども、人間

の根幹には、あの人はそんなこと言わないんじゃないか、本当はこうなんじゃな

いかと、自分が確認をしようと、そして本当に確認をしてくれれば信頼は揺るが

ないと思うんですね。ああ、そうなんだ、あんなひどいことを言ったんだ、じゃ

あだめだねということから人間の信頼は揺らいでいきますので、ぜひ踏み込んだ

関係を互いに持てるようにしていきたいと思っておりますので、本当にここ言葉

どおりに、こういう機会を捉えて、皆さんと本当に腹の割った話し合いができる

ような仕組みを講じていきたいなというふうに思っているところでございます。 

いろいろと本当に大変な面があると思います。私も学校の状況については、教

育長なり、委員長なり、皆様からですね、お話はたくさん伺うんですが、実態は

はかり知れないところがあります。できることについては何でも協力をしますの

で、こんなこと無理だろうとか、前例がないだろうというふうにお感じになられ

てもですね、試しに振ってみてください。何とかできるということもありますし、

言ってみないと事が始まらないということもありますので、地域のほうであり、

行政のほうであり、私たちが持っている情報もたくさんありますから、ぜひおっ

しゃっていただいてですね、本当のこの言葉のとおりの地域との連携、信頼関係

を築く、教職員の技術を上げて子どもに豊かな心をつくるということをですね、

実践をしていきたいと思っています。言葉どおりになるようにぜひ頑張っていき

たいと思いますので、どうかよろしくお願いします。どうもありがとうございま

した。 

それでは、時間も、もう４時を過ぎてしまいました。以上をもちまして本日の

議題については終わりたいと思います。 

 

（その他） 

 町   長） その他項目ありますけれども、特に皆様から事前には伺っておりませんので、

よろしいですね。事務局のほう、その他でございますか。よろしいですか。あり

がとうございました。 

じゃあ、本日の日程は全て終了いたします。では、事務局のほうにお戻ししま

すので、よろしくお願いします。 

 

（閉会宣言）               
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教 育 部 長） 教育委員の皆さんは、日頃から学校訪問、学校視察などを行い、学校長とも

意見交換など行っておりますが、今回は、町長はもとより、教育委員の皆さんも、

６校の校長が一同に会した場で話し合いを持つ、貴重な機会だったのではないで

しょうか。事務局としましても、協議に出されました、いろいろな内容を改めて

振り返ってみたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日はご苦労さまでございました。以上をもちまして第２回葉山町

総合教育会議を閉会いたします。 

次回の日程は決まり次第連絡させていただきます。時刻は１６時７分でござい

ます。 

お疲れさまでした。 


