
令和３年度 朝霞市立朝霞第三小学校 第３回学校運営協議会  

                                    

日時 令和 3 年 12 月 17日(金) 

１０：００～１１：００ 

会 場 多目的室 

司会 教頭  記録 教頭 

                        

次   第 

 

 

   １ 開会のことば 

 

 

 

 ２ 学校長挨拶 

 

 

 

 ３ ２学期の朝霞第三小学校の成果と課題 

 

 

 

４ 校内視察・授業訪問 

 

 

 

  ５ 今後の予定 

 

第 4回 令和 4年 2 月 18日（金）10:00～11:00 (本年度の学校評価等) 

第 5回 令和 4年 3 月 18日（金）10:00～11:00 (令和４年度の学校運営等) 

 

 

 

   ６ 閉会のことば 



令和３年１２月１７日 

 

朝霞第三小学校学校運営協議会委員 様 

 

 

                      朝霞市立朝霞第三小学校長 

                            小島 孝之 

 

 

第４回朝霞第三小学校学校運営協議会の開催について 

 

 寒冷の候、貴台におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本校の教育活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、第４回朝霞第三小学校学校運営協議会を下記のとおり開催いたします。

ご多用の折とは存じますが、ご出席くださいますよう、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 日 時   令和４年２月１８日（金） 

午前１０時００分から午前１１時００分 

 

２ 場 所   朝霞市浜崎２３０ 

朝霞第三小学校 新校舎１階 多目的室 

 

３ 議 題    本年度の学校評価・他 について 

 

４ その他   当日、ご都合が付かず欠席される場合は、本校教頭までご連絡

ください。 

 

 

 

 

 

 

担当：教頭 清水 一良 

T E L：４７１－１６３０ 

F A X：４７６－１３２５ 

 



令和 ３年度 朝霞市立朝霞第三小学校 学校運営協議会名簿 

 

※ 名簿順は朝霞市学校運営協議会規則第７条第２項による 

 

 

№ 氏  名 備   考 

１ 高橋 健治 会長・朝霞第三小学校元ＰＴＡ会長 

２ 要害 映子 副会長・民生委員 児童委員 

３ 冨重 淳 北朝霞商業振興会役員 

４ 野島 安広 保護司 彩夏祭実行委員 

５ 久保 紀充子 朝霞第三小学校元ＰＴＡ会長 

６ 榎本 晋一 朝霞たちばな幼稚園園長 

７ 池田 幸弘 朝霞第三小学校学校応援団 

学校農園の指導者 ８ 渡辺 淳史 朝霞市社会福祉協議会常務理事 

９ 鈴木 香織 朝霞第五中学校 校長 



令和３年度 朝霞第三小学校 学校評価 ― 保護者 ― 

 

学校運営協議会資料 

 

1．学校の組織運営（ホームページ・各種便り） 

・①については、HP が全く更新されていないので残念です。 

・①について 

現在コロナ禍ということで、学校の様子がなかなか把握できない状況ですが、学校だよりや校長先

生のメールなど色々な方法を駆使して頂き、子供達の様子を伝えてくださりとても感謝しておりま

す。学校側もとても難しい状況であるにもかかわらず、子供たちや保護者の為を思って工夫して対

応してくださりありがとうございます。 

・校長先生が生徒の様子をメールで配信してくれたり、学級担任も写真でクラスの活動を教えてく

れたりと、学校での様子がよくわかります。 

・いつも子供と向き合った教育をしていただき感謝しております。 

校長先生からのメールも、いつも楽しく拝読しております。学校での様子も分かり嬉しいです。 

このご時世で、今まで以上に学校での様子がわからないので、その様子が少しでも垣間見れると嬉

しく思います。  

2．学校の組織運営（防犯・安全） 

・いつでも誰でも校内に入れるようなので、防犯面では大丈夫なのかな？といつも思っています 

・各クラスに手指消毒液を設置してほしいです。感染対策の徹底をお願いしたいです。 

・大変お世話になっております。先生方にはお忙しい中、一人一人に丁寧に対応していただき、感

謝の気持ちで一杯です。行事に関してコロナ騒動の中、ただ中止するのではなく、色々な意見もあ

る中で、開催していただき本当に感謝しております。運動会の開催で、競技やダンスの練習をする

子ども達はイキイキして、本当に楽しそうで、普段、見られない姿で子ども達にとって、大変良い

経験になったのでは、ないかと思います。ただコロナにさえ、罹らなければいいという極端な考え

ばかりが蔓延しているなかで、先生方の、二度と戻らない学童期の体験を尊重してくださるその姿

勢に大変感謝しております。合わせて、子どものマスクの常時着用は、酸素欠乏や心肺機能に負担

が掛かり、発達途中の子どもの体に大変負担になっているのではないかと思います。一律にマスク

のお願いや強制をするのではなく、必要でない場合(登下校や運動時、外での活動など、運動時につ

いては、高槻市で運動時にマスク着用したために男の子が亡くなっています。)などは、外す。ま

た、子どもや家庭の判断でマスクをしていない子や、場面場面で、マスクを外すことも、尊重され

なければ、ならないと思います。社会や高齢者を守る為に、重症化が極めて少ない、子どもの健や

かな呼吸まで奪われてはならないと感じます。子どもの心と体を守ることが、我々大人の役目で

は、ないでしょうか。マスクする、しないは、イジメにも繋がりかねないと思います。様々な意見

があり、どれもが尊重されなければならないことだと子ども達に伝えてほしいと思います。 

 

 

3．基礎学力の定着（学力の定着） 



・どの活動も楽しんで取り組めているので、毎日感謝しております。学力の理解度はもう少しかな

と思いますが、できる限り家庭でも取り組もうと思います。 

・④について、タブレットで漢字の練習や本が読めるようになったと喜んでいます。自宅でも自分

から学習する様になりました。なにより学習を楽しめているのが良かったです。 

・授業参観させて頂きました。見てないものを勝手に決めつけず、公平なお立場で指導して素晴ら

しいと考えました。相談をしっかり受け止めてくださりありがたいです。 

あとは、更に学校でのいじめをするような子をもう少し厳しく指導もして頂くのもいいのではと感

じましたが、如何でしょうか。 

・忘れ物や授業の取組に本人が自覚して意識していける様にどうしたら良いのか悩みます。引き続

き指導お願い致します。  

4．基礎学力の定着（指導体制・指導方法） 

・4 の②について。家が遠い人が多い学校なので、荷物を減らす配慮をして欲しい。身体に良くな

いと思う。タブレットとも重すぎるから軽い端末になるように働きかけて欲しい。 

・コロナ禍の中でも、様々な行事を対策を講じながら実施して頂き有り難うございました。 

・④についてです。一般的な目安が分からないのですが、少人数での指導とは何人程度でしょう

か？実際にどの様な形で行われている物を指しているのかが分かりませんが、一人一人に行き届く

様な指導は増えると良いと思います。 

また今年度コロナの影響により実施されたオンライン授業ですが、今後も希望者には利用可能な状

況であって欲しいと思いますので、その為の先生方の負担がなるべく大きくならない様な方法を確

立出来たら良いと思いました。 

体験活動は是非増やして欲しいです。コロナにより、みんなで顔を合わせて学校生活を送る事の大

切さをあらためて感じました。時間的な制限もあるかとは思いますが、みんなと楽しみながら学習

できる様な活動は身に付きやすいのかなと思います。 

・4 について。理科の授業などで iPad で撮影した写真を家で見せてくれるなど、学校での様子が

分かり、うれしいです。 

10 について。引き渡し訓練が 5〜6 月などもう少し早い時期にできないか、検討していただける

と助かります。 

・加配がもう少しフレキシブルに対応いただける整備が可能であれば親としては助かります。 

これからグレーゾーンの子が増えてくると思うので。 

担任の先生には放課後デイの先生と連携を図ってくれているので感謝しています。 

 

5．規律ある態度の育成（生活習慣） 

・授業で分かりやすく説明していただけているお陰で、今の所本人は学習でつまずくことなく楽しく取

り組めている様子です。しかし、宿題の量が多いため、家が遠方ということもあり、放課後の過ごし方

や、習い事に支障が出る、夜遅くまで宿題をすることになるなど、本人にも疲労が見られるようになっ

てきています。クラスによって、宿題の多さ・少なさに違いも感じます。 

コロナにより、短時間授業になったこともあって、授業中に行える範囲が限られていることや、高学年



になると更に宿題や自主学習が増えていくことも十分承知しておりますが、この点について改善するこ

とは難しいのでしょうか。ご検討いただけると大変有り難く思います。 

 

6. 規律ある態度の育成（学習習慣） 

・いつも大変お世話になり、どうもありがとうございます。運動会にそして今回の学校公開も大変いい

機会を下さりありがとうございました。  

・⑥学校は、児童の実態把握に基づき、規律ある態度の指導の工夫・改善に努めているについてです

が、2 年 4 組の授業を受ける態度があまりにもひどいので大変驚いてしまいました。保護者の間でも話

題となり、記入させて頂きます。 

授業中先生のおっしゃってることや指示、御指導を児童の多数が聞いていなかったことが伺えました。 

席を立つ児童や先生の御指導中におしゃべりをしている児童がおりました。 

この状況は先生が大変な思いをされているのではないかと思いました。 

校長先生をはじめ管理職の先生方、また支援の方々などに入って頂き、児童の様子を見守って頂いてい

るのでしょうか？ 

また児童に対して規律ある態度の指導の工夫・改善はどのようにされているのでしょうか？ 

具体的にお聞きできればと思いました。 

 

7．健康・体力向上（体育・外遊び・休み時間） 

・下の息子は外遊び、体育の授業が大好きでとても楽しみにしているようです。毎日、今日は、○○し

たよ。と話してくれます。 

４年生の娘は、足(有痛性外頸骨)のことがあり外遊びはしてませんが、体育で参加できることは参加さ

せてくださったり、瀬戸先生が足に負担がかからない様に考えてくださり有り難く思います。 

運動会のダンスも参加は諦めてました。ですが、参加できる様に先生方が工夫をしてくださいました。 

本当にありがとうございました。 

 

8. 健康・体力向上（体力向上） 

・体力アップカード活用については、家では 自分から積極的に行うのは 難しいのであまり意味

がないと思います。 

体力アップカードの種目のやり方がよくわからないと子どもから聞かれます。４年生の娘は、やり

方が合っているかも心配してました。進級時などにプリントをいただいているのに申し訳ありませ

ん。タブレットに動画をいただけると、低学年でも分かりやすいかな。と思います。 

・コロナ禍の行動制限があることで、前年度から今年度にかけて、学校でも家でもこどもの運動量

が減っているように感じます。家庭でも意識的に運動をさせるようにはしていますが、学校生活の

中でも、基礎体力の向上につながるような活動を増やしていただきたいです。 

・水泳の授業ですが、天候やコロナ等の影響でここ数年、授業や夏休みにほとんど行えていないの

で、近隣施設のわくわくどーむを活用して通年授業として取り組んで頂けたらと思います。(様々な

機関との調整があるので難しいとは思いますが、地域交流にも繋がると思いました。) 



また、水泳について、災害や水の事故を想定して、衣類を着用したままの着衣泳の授業を取り入れ

て頂けたら良いと思います。  

9．保護者・地域との連携（家庭との連携） 

・⑨について連携があるのは素晴らしい事だと思います。でも PTA のデジタル化を進めてほしい

です。仕事内容が昭和的な感じがします。もう少し負担を減らして欲しいですし、ルールが細かく

て理解が追いつかない部分が多々見受けられます。 

・PTA 制度はもうやめて欲しいです。共働き家庭が多い中負担でしかないので。 

・4 の②について、タブレットを持ち運ぶようになってから、ランドセルが重すぎる。重さを考慮

してくれるとの話だったが、あまり使わない音楽や図工などを置いてきているだけで変わらない。 

家と学校の距離が 2 キロあり、30 分以上歩くのに、朝は水筒を合わせて 6 キロ程のランドセルを

背負って通学するのは安全面でも不安。 

(低学年は特に疲労による瞬発力や思考力の低下等) 

遠くに住んでる児童のために、もう少し考慮してもらいたいと思います。 

・朝霞第 3 小学校は他の学校に比べ保護者への負担、PTA 活動、執行部業務、その他係業務等へ

の負担が多すぎると思います。コロナ禍で少し緩和されているのかもしれませんが、これが落ち着

いたらまた元の保護者に頼りきりの学校活動へと戻るのでしょうか。令和の時代に昭和の時代から

変わらないこのやり方を変えるべきと思います。  

１０．保護者・地域との連携（地域との連携） 

・②学校周辺（校庭側）に街灯なく、夕方夜は暗いのが気になります。校庭側にも防犯カメラをつけて

もよいのではないでしょうか？ 

・⑩引き取り訓練について。 

引き取り訓練は必要かと思いますが、今年度はコロナ感染者ピークの状況の中、ギリギリまでやる方向

でいたかと思います。判断は難しいかと思いますが、時期をずらすなどやる事に拘らず早めの判断をし

て頂きたかったと思います。 

・まず、宮戸 3 丁目のテニスコート前から宝蔵寺までにガードレールをつけてほしいです。 

白線からふくれてきた車が児童に接触しそうになったのを見かけて、ドキッとしたことが何度もありま

す。また、あそこら辺の道はよく車がスピードをだし、ガードレールが曲がっております。 

事故が多発しているので信号機なども考えていただきたいです。その曲がったカードレールの横を登校

班で通るのを見るとなんとも言えない気持ちになります。 

ご検討よろしくお願いします。 

 


