資料１
学校運営協議会開催状況
１ 鷹番小学校
（１）平成２０年度
開催
第１回

日時・主な会議内容
平成２０年４月２６日（土）１０：００〜１１：３０
○学校運営協議会制度（規則・要綱・要領）の確認、会議公開の取扱いの決定
○会長・副会長の互選
○校長から学校経営方針及び教育課程の説明と報告

第２回

平成２０年６月１日（日）１０：００〜午後（各自視察後に解散）
○運動会の視察
○学校の運動会活動状況等について校長から説明と意見交換

第３回

平成２０年６月２９日（日）１０：３０〜１２：４０
○世田谷区立用賀小学校運営協議会を視察した委員からの視察報告
○若い教職員の資質向上と算数科の指導力向上を今年度の課題とする旨校長から説
明。具体的成果を挙げるため協議会も協力し合っていくことを確認

第４回

平成２０年７月２８日（月）１０：００〜１２：００
○杉並区立桃井第四小学校運営協議会を視察した委員からの視察報告
○校長から、教員の実務の現状について報告。教職員と委員との交流会を持つことを
決定

第５回

平成２０年９月２７日（土）１０：００〜１２：００
○「教師と子どもが一緒に過ごすための時間を多くする」ことを課題として議論していくこ
とを確認
○学校運営協議会の運営方針策定のための「ロードマップ（学校運営協議会の役割、
地域、保護者、関係者との連携）」について委員から提案があり、次回以降具体的に
検討していくことを確認
○学校が夏休み等に開いている児童向けの公開講座「夢プラン」を来年度年間にわた
って開催していくいために、「放課後子ども教室」事業の申請を含めた支援について
協議・確認

第６回

平成２０年１０月２９日（水）１０：００〜１２：００
○教職員と委員との交流会の実施日程・プログラム案を検討
○ロードマップの具体化に向けた役割等について論議
○校長から２０年度に３名の退職者があること等の報告を受け、学校運営協議会から人
事に関する要望書を区及び都あてに提出することを決定

第７回

平成２０年１１月２９日（土）１３：００〜１４：３０
○学校運営協議会委員と教員との第１回意見交換会の実施計画（案）を検討・決定し、
手順や役割等を確認
○学校運営協議会の役割と位置づけについて、次回より学校の教育目標に沿ったビジ
ョン・テーマを掲げて協議を積み重ねていくことを確認

第８回

平成２０年１２月１７日（水）
○教員との意見交換会を実施（協議会の役割など教員への説明を行うともに教員から
の意見を聞く）
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第９回

平成２１年１月２４日（土）１０：００〜１２：００
○教育委員会から平成２１年度教育課程編成に関する基本的な考え方説明及び質疑
○平成２０年度活動報告会の役割の決定と報告内容の検討
○平成２１年度学校経営方針案について協議

第１０回

平成２１年２月１９日（木）１９：００〜２０：３０
○平成２１年度教育課程編成の検討・承認

第１１回

平成２１年３月１日（月）１０：００〜１１：５０
○平成２１年度学校運営協議会の活動内容全般について協議
○平成２０年度学校評価について質疑
○教員人事公募制度の結果報告

（２）平成２１年度
開催
第１回

日時・主な会議内容
平成２１年４月２０日（月）１０：００〜１１：５０
○会長・副会長の互選
○平成２１年度学校経営方針及び教育課程の確認
○平成２１年度学校の教職員体制の現状報告
○平成２１年度学校運営協議会の年間活動方針及び今後の日程について協議決定

第２回

平成２１年５月３０日（土）１０：００〜午後（各自見学後解散）
○運動会の見学
○昼食時学校の運動会活動状況等について校長から説明と意見交換

第３回

平成２１年６月２０日（土）１０：３０〜１２：２０
○５月３０日の運動会の感想（各委員から）
○ビオトープ改修計画について協議
・児童へのアンケート実施決定、担当者（古田委員）決定
○保護者との意見交換会について協議

第４回

平成２１年７月２７日（月）１０：００〜１２：１０
○ビオトープ改修計画について協議
・児童のアンケート実施結果の確認
○保護者との意見交換会について
・１１月実施の決定と意見交換会の進め方について協議

第５回

平成２１年９月１５日（火）１０：００〜１２：００
○来年度学校経営方針について校長から説明を受け協議
○ビオトープ改修計画と環境活動について協議
・改修予算確保のための区教委要望報告
○校長人事について要望書提出を決定（校長は退席）

第６回

平成２１年１０月５日（月）１０：００〜１２：００
○来年度学校経営方針について
・放課後の図書館開放、金曜サポート教室について協議
○教職員人事について要望書提出を決定
〇保護者との意見交換会の進め方について協議
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第７回

平成２１年１１月１０日（火）１１：００〜１３：００
○保護者との意見交換会実施
・学校運営協議会のこれまでの活動内容、学校と教員への支援、保護者と地域との関
係などについて４班に分かれグループ毎に意見交換
○意見交換会終了後反省会

第８回

平成２１年１１月２４日（火）１０：００〜１２：００
○学校運営協議会の自己評価等について協議

第９回

平成２１年１２月１６日（水）１０：００〜１２：３０
○来年度の学校経営方針案等について協議
○教員との意見交換会実施に向けた協議
○授業参観（アーティスト派遣による授業）

第１０回

平成２２年１月２６日（火）１８：３０〜２１：００
○教育委員会から２２年度教育課程編成等について説明・質疑
○今年度の学校評価の集計結果の説明と評価に対する意見陳述
○来年度の学校経営方針案等について協議
○活動報告会に役割分担の決定

第１１回

平成２２年３月１日（月）１０：００〜１２：００
○平成２２年度の学校経営方針案等について協議・承認
・学校評価を踏まえた学校経営方針案の説明と質疑
○平成２１年度学校予算の執行状況について報告・確認
○２月２２日の活動報告会の感想

（３）平成２２年度
開催
第１回

日時・主な会議内容
平成２２年４月１９日（月）１０：００〜１２：１０
○会長・副会長の互選
○学校運営協議会制度（規則・要綱・要領）の確認、会議公開の取扱いの決定
○学校経営方針及び教育課程の報告と説明
○学校運営協議会の年間活動方針及び今後の日程（協議）

第２回

平成２２年５月２１日（金）１０：００〜１１：３０
○学校運営協議会のこれまでの点検・評価に対する今後の活動方針について
○学校運営組織及び学校教育予算配分の報告と説明
○学校の現状と課題報告（各学級の現状等）
○学校運営協議会会議録の書式及び取り扱い（確認）

第３回

平成２２年６月２１日（月）１８：３０〜２０：３０
○学校の現状と課題報告（６月５日運動会参観の感想等）
○校内重点研究（人権尊重教育推進校）事業計画の説明
○環境教育（ビオトープ改修含む）並びに学区内の安全対策（報告）

第４回

平成２２年７月１４日（月）１０：００〜１２：００
○環境教育（ビオトープ改修含む）
・子ども教室事業（夢プランたかばん）
（報告）
○学校の現状と課題報告（中間学校評価の結果、生活指導上の課題等）
○学校運営協議会の役割と今後のすすめ方（協議）
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第５回

平成２２年８月２日（月）１０：００〜１２：００
○前回会議録の内容承認と取り扱いについて（確認）
○環境教育（ビオトープ改修とボランティア募集等）について（報告）
○学校の現状と課題報告（学力調査結果等）
○開校８０周年記念行事に向けて（報告）
○学校教職員の人事について（協議）

第６回

平成２２年９月２１日（火）１０：００〜１２：００
○学校の現状と課題報告（夏休み明けの状況、教員による中間評価について）
○ビオトープ改修に向けた説明会の報告と今後の環境教育の方針（説明）
○９月１４日文部科学省主催コミュニティ−スクール推進協議会報告
○学校教職員の人事について（協議）

第７回

平成２２年１０月１９日（火）１０：００〜１２：００
○学校の現状と課題報告（来年度に向けて人事・学級数等について）
○ビオトープ改修に向けた説明会について（報告）
○学校教職員の人事について（課長より回答）
○開校８０周年記念行事について（報告）

第８回

平成２２年１１月１７日（水）１８：３０〜２０：３０
○学校の現状と課題報告（学習発表会実施後の感想・意見、情報発信の重要性）
○ビオトープ改修に向けた方向と環境教育について（学校の方針説明）
○平成２３年度学校経営方針について（説明）
○傍聴者（教育長）からの感想

第９回

平成２２年１２月１７日（金）１０：００〜１２：００
○学校の現状と課題報告（学級・学年の状況）
○保護者による学校評価の結果報告（自由記述）
○平成２３年度学校経営方針について（説明）
○その他、ビオトープ改修、開校８０周年記念行事等報告

第１０回

平成２３年１月

１９日（火）１０：００〜１２：２０

○平成 23 年度教育課程編成に関わる基本的な考えについて（指導主事説明）
○学校の現状と課題報告（学級・学年の状況）
○保護者等の外部評価（数値）の結果について（報告）
○教員の内部評価の結果について（報告）
○平成２３年度学校経営方針について（説明）
○その他、ビオトープ改修、開校８０周年記念行事等（報告）
第１１回

平成２３年２月１７日（金）１０：００〜１２：３０
○学校の現状と課題報告（特別支援教育）
○平成２３年度学校経営方針について（承認）
○学校評価を受け、来年度の具体的な方策について（報告）
○その他、ビオトープ改修について（報告）
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第１２回

平成２３年３月８日（火）１０：００〜１２：１５
○学校の現状と課題報告（学級・学年の状況）
○平成 22 年度予算執行状況（報告）
○議事録について（ホームページ用と保存用）
（確認）
○特別支援教室設置要請について（協議）
○その他、ビオトープ、来年度の活動、開催日時について（報告）

（４）平成２３年度
開催
第１回

日時・主な会議内容
平成２３年４月１９日（火）１０：００〜１２：１０
○会長・副会長の互選
○学校経営方針及び教育課程の報告と説明
○学校の現状と課題報告（通常学級における特別支援教育）
○ビオトープ、夢プランたかばんの活動状況報告及び今後の日程

第２回

平成２３年５月２６日（火）１８：３０〜２０：４５
○学校の現状と課題報告（学校の状況、特別支援教育等）
○学校教育予算配分の説明
○ビオトープ、夢プランたかばんの活動状況報告
○担当課長あいさつ及び要望書に対する回答

第３回

平成２３年６月２０日（月）１８：３０〜２０：３０
○学校の現状と課題報告（興津宿泊体験学習報告、等）
○学校の指導の重点について説明（人権尊重教育推進校、学校運営協議会の体制）
○その他、情報交換（リソースルーム、中国九三小との交流）

第４回

平成２３年７月１２日（火）１８：３０〜２０：３０
○学校の現状と課題報告（目黒区学力調査の結果、リソースルーム等）
○学校運営協議会の今後の活動について（協議）
○周年行事について（報告）
○安全対策について（報告）
○その他、情報交換（講演会の開催、ビオトープ）

第５回

平成２３年８月２３日（火）１０：００〜１２：００
○前回会議録の内容承認と取り扱いについて（確認）
○学校の現状と課題報告（夏期休業中の様子等）
○学校運営協議会の今後の活動についての協議（組織図、広報周知等）
○開校８０周年記念行事に向けて（報告）
○その他、情報交換（区財政難対応等）

第６回

平成２３年９月１２日（月）１８：３０〜２０：３０
○前回会議録の確認
○学校の現状と課題報告（夏季休業明けの学校・子ども達の様子）
○学校運営協議会の組織図・広報周知等について（協議）
○その他、情報交換（ビオトープ、地域懇あいさつ運動等）
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第７回

平成２３年１０月１８日（火）１８：３０〜２０：３０
○前回会議録の確認
○学校の現状と課題報告（子ども達の様子）
○来年度の教育計画について（説明）
○教員の異動・人事について（協議）
○学校運営協議会の今後の活動について（組織図、広報周知等）
（協議）
○その他、情報交換（地域懇挨拶運動結果報告、ビオトープ等）

第８回

平成２３年１１月１７日（木）１８：３０〜２０：３０
○学校の現状と課題報告（人権尊重教育の取組、要配慮児への取組）
○平成２３年度行事予定について（説明）
○学校運営協議会の今後の活動について協議（組織図、広報周知等）
○その他、情報交換（ビオトープの今後の予定、人権オープンスクールの予定等）

第９回

平成２３年１２月１６日（金）１８：３０〜２０：３０
○学校の現状と課題報告（展覧会、要配慮児への取組）
○平成２４年度学校経営ビジョンについて（説明）
○学校運営協議会の今後の活動について（協議）
○その他、情報交換ビオトープ改修、情報交換等

第１０回

平成２４年１月１７日（火）１８：３０〜２０：４５
○学校運営協議会の 24 年度への考え（教育長）
○学校運営協議会の今後の活動について協議（各委員の思い等）
○学校の現状と課題報告
○平成２４年度学校経営方針について（説明・協議）
○保護者等の学校評価の結果について（説明・協議）
○教育課程編成にあたっての説明（指導主事より）
○その他、情報交換（今後の予定等）

第１１回

平成２４年２月１４日（火）１８：３０〜２０：３０
○学校の現状と課題報告（見守りメール等）
○平成２４年度教育課程について（承認）
○学校評価について（説明）
○学校評議員の推薦について（報告）
○その他、情報交換（ビオトープ改修等）

第１２回

平成２４年３月１３日（火）１８：３０〜２０：３０
○学校評価のまとめについて（承認）
○学校の現状と課題報告（学級・学年の状況）
○平成 2４年度経営方針・教育課程について（承認）
○来年度の活動・活動日程について説明（課長）
○その他、情報交換（ビオトープ、夢プラン等）
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２

田道小学校

（１）平成２０年度
開催
第１回

日時・主な会議内容
平成２０年４月１９日（土）１０：００〜１１：３０
○学校運営協議会制度（規則・要綱・要領）の確認、会議公開の取扱いの決定
○会長・副会長の互選
○校長から学校経営方針及び教育課程の説明と報告

第２回

平成２０年５月２４日（土）１６：３０〜１８：００
○運動会の視察による感想及び意見交換
○学校運営協議会の年間活動計画等について校長から提案を受け了承

第３回

平成２０年７月１９日（土）１８：００〜１９：３０
○校長から４〜７月の教育課程実施状況等の報告
○世田谷区立用賀小学校・杉並区立桃井第四小学校の学校運営協議会を視察した委
員から視察報告
○学校運営協議会のあり方について討議し、初年度は「学校を知ること」を重点とするこ
とを確認

第４回

平成２０年９月１２日（金）１５：００〜１６：３０
○中学年道徳授業地区公開講座の授業参観を行い意見交換
○次回から、第３回で論議した「学校運営協議会のあり方」の内容を深め、課題を明確
にしていくことを決定

第５回

平成２０年１０月２７日（月）１８：００〜１９：３０
○「学校運営協議会から発信できること」について、保護者及び地域住民代表委員から
現状報告と課題や提案を受け、学校・保護者・地域との連携強化や学校支援の方策
について協議
○平成２１年２月の学校公開日に、学校・保護者・地域の情報交流の場としてフォーラム
等の開催について検討

第６回

平成２０年１１月２９日（土）１４：００〜１６：００
○学芸会を参観し、感想及び意見交換
○PTA や地域において人材の発掘が課題となっていることなどについて論議
○平成２１年２月「フォーラム田道小２００９」〜保護者・地域・教員とで「子どもについて
語ろう〜の開催について決定

第７回

平成２０年１２月１７日（水）１８：３０〜２０：００
○「学校運営協議会から発信できること」について地域との連携や組織図（案）について
協議
○学校評価の報告と質疑
○「フォーラム田道小２００９」の進め方と役割の確認
○「ランドセルひろば」の土曜日実施、施設改修予定の報告

第８回

平成２１年１月２１日（水）１８：３０〜２０：００
○教育委員会から平成２１年度教育課程編成に関する基本的な考え方説明及び質疑
○平成２０年度活動報告会の役割の決定と報告内容の検討
○学校評価集計結果について報告と質疑
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第９回

平成２１年２月１４日（土）１５：００〜１６：３０
○「フォーラム田道小２００９」開催（保護者、教員との意見交換会）
コーディネーターを中心に協議会委員、保護者、教員を交えたグループに分け意見
交換を実施、
・学校評価結果の報告（特に子どもの現状、保護者の声）を受け質疑・意見交換
・次年度に向けた学校運営について意見交換

第１０回

平成２１年３月９日（月）１８：３０〜２０：００
○「フォーラム田道小２００９」及び活動報告会の反省
○平成２１年度学校経営方針、教育課程について協議・承認

（２）平成２１年度
開催
第１回

日時・主な会議内容
平成２１年４月１３日（月）１８：００〜２０：００
○会長・副会長の互選
○平成２１年度学校経営方針の報告と質疑
○学校経営方針に基づく学校の安全・安心対策について協議

第２回

平成２１年５月２３日（土）１６：３０〜１７：００
○運動会の見学（随時）
運動会終了後
○学校の運動会活動状況等について校長から説明と意見交換
○校庭改修工事ついて説明と意見交換
○避難所運営訓練の実施に向けた協議

第３回

平成２１年６月２０日（土）１６：００〜１７：００
授業参観及び教職員との懇談会後に実施
○教職員との懇談会について感想と意見交換
○校庭改修工事について図面にて説明ののち意見交換

第４回

平成２１年７月１８日（土）１０：００〜１２：００
○災害時における学校施設の確認について
・避難所運営訓練の実施に向け防災倉庫の中の確認
・災害時における学校施設の開放エリアの検討
○運動会・全日授業参観に関する保護者・地域関係者によるアンケート結果の報告と
意見交換

第５回

平成２１年９月４日（金）１３：３５〜１６：００
道徳授業地区公開講座及び意見交換会参加後実施
○道徳授業地区公開講座の感想・意見交換
○避難所運営訓練実施に向け他地区マニュアルの紹介と運営組織の検討
○学校評価アンケートの結果と今後の取り組みについて協議検討

第６回

平成２１年１０月２３日（水）１８：００〜２０：００
○学校評価について回収率向上に向け内容について検討
○避難所運営訓練実施に向けた役割等について論議
○インフルエンザの状況について報告と行事等への対応について報告を受ける
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第７回

平成２１年１１月２８日（土）１５：００〜１６：３０
○展覧会鑑賞の感想
○避難所運営訓練の複数年にわたる計画について検討
○学校運営協議会の自己評価
・２年間の成果と課題の洗い出し、評価票の作成

第８回

平成２１年１２月１５日（火）１０：３０〜１２：００
○避難所運営訓練に向け４町会関係者との顔合わせと実施に向け協議
○「子どもフォーラム 2010」の進め方について協議
・コーディネーターの依頼、全体の流れについて協議

第９回

平成２２年１月２１日（木）１８：３０〜２０：００
○教育委員会から２２年度教育課程編成等について説明・質疑
○今年度の学校評価について説明・質疑
○「子どもフォーラム 2010」の進め方・役割について協議
○避難所運営訓練について内容の確認
○学校運営協議会の報告会の役割の決定

第１０回

平成２２年２月１３日（土）１４：３０〜１６：００（全日授業公開のあと）
○「子どもフォーラム田道小２０１０」の実施
子どもたちに「豊かな心をはぐくむ」をテーマとして
・教職員、保護者、地域住民、協議会委員で生活習慣の重要性を協議・意見交換

第１１回

平成２２年２月２７日（土）１３：００〜１６：００
○避難所運営本部訓練実施（１３：００〜１４：５０）
・協議会、学校、４町会、地区消防団による訓練の趣旨及び実施内容確認
・校内消火栓、消火器、放送設備等の確認及び企画調整課学校安全対策係、防災
課係員の指導による D 級ポンプ作動及び仮設トイレ組み立て訓練の実施
・避難所運営本部訓練の反省
○平成２２年度学校経営方針等について
・学校長、副校長からの説明の後、授業時数、自然宿泊体験教室、健全育成につい
ての３校合同の取り組みなどについて質疑・情報提供
○フォーラム２０１０の反省
・実施日の設定について（保護者の参加者を増やすための工夫）
・保護者にとって身近な議題設定、議題の周知時期や方法などについて協議

（３）平成２２年度
開催
第１回

日時・主な会議内容
平成２２年４月１２日（月）１８：３０〜２０：００
○会長・副会長の互選
○学校運営協議会制度（規則・要綱・要領）の確認、会議公開の取扱いの決定
○学校経営方針及び教育課程の説明と報告
○学校運営協議会の基本方針、年間活動計画の確認、運営・進行について

第２回

平成２２年５月２７日（土）１８：３０〜２０：００
○運動会の視察による感想及び意見交換
○田道共育目標（仮称）の制定のアンケートについて（校長提案）
9

第３回

平成２２年６月１９日（土）１４：３０〜１７：００
○全日授業公開参観及び教員との意見交換
○田道共育目標（仮称）の制定のためのアンケートについて（協議）
○学校運営協議会のあり方と今後の議題について（確認）

第４回

平成２２年７月１７日（土）１０：００〜１２：００
○夏季休業中の学校の活動計画について（報告）
○避難所運営訓練について（報告）
○学校運営協議会の機能（あるべき姿）
、理解・協力を得るための手立て（協議）
○田道共育目標（仮称）の制定に向けたアンケート調査について（協議）
○学校の状況報告（各学級の現状、生活指導上の課題等）
○ランドセルひろばのあり方について（報告）
○会議録の作成について（書式、担当等）

第５回

平成２２年９月２日（木）１３：３０〜１６：３０
○道徳地区公開講座参観及び教員との意見交換
○夜間避難所運営訓練（八雲小参観）報告
○学校の状況報告（夏季休業中の児童の参加状況、前期学校評価結果等）
○今後の学校運営協議会のもち方について（提言）

第６回

平成２２年９月２７日（月）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（自然宿泊体験教室、前期児童・保護者による学校評価等）
○田道共育目標（仮称）の制定に向けたアンケート調査進捗状況について（報告）
○学力調査結果と改善プランについて（説明）
○学校運営協議会構造図について（協議）
○９月１４日文部科学省主催コミュニティ−スクール推進協議会報告

第７回

平成２２年１０月２２日（金）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（後期開始後の学級・学校の状況）
○ランドセルひろばのあり方について（報告）
○学校運営協議会の組織図について（協議）校長からも提案
○学校運営協議会の役割分担（協議）

第８回

平成２２年１１月２０日（土）１３：３０〜１５：００
○学校の状況報告（学芸会の報告と感想）
○避難所運営訓練について（報告）
○田道共育目標（仮称）の制定に向けたアンケート集計結果について（報告）
○学校運営協議会だより「はぐくみ」
（案）について（協議）

第９回

平成２２年１２月１６日（木）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（就学時健診・連合音楽会等）
○学校運営協議会の組織図・協働プロジェクト展開の図について（協議）
○共育目標づくりと協働の活動内容について（協議）
○フォーラム田道小２０１１について（説明）

第１０
回

平成２３年１月２１日（金）１８：３０〜２０：３０
○平成 23 年度教育課程編成に関わる基本的な考えについて（指導主事）
○学校の状況報告（下目小、三中との交流活動等）
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第１０回

○避難所運営訓練について（報告）
○田道共育目標について（協議）
○学校運営協議会の組織図について（協議）

第１１回

平成２３年２月７日（月）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（前回以降の教育活動、体験活動等）
○避難所運営訓練について（報告）
○平成２３年度学校経営方針（案）について（説明・協議）
○平成２２年度学校評価の結果について（報告）

第１２回

平成２３年２月１９日（土）１５：００〜１６：１０
○フォーラム田道小２０１１「豊かな心をはぐくむために
司会 熊谷恵子副校長
・会長挨拶
・本校の研究内容「豊かな心をはぐくむために」 齋藤恵子教諭他
・全体協議
・校長あいさつ

第１３回

平成２３年３月７日（月）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（前回以降の教育活動、特別支援教育の実態等）
○平成２３年度学校経営方針について（承認）
○避難所運営訓練について（報告）
○各部からの報告及び予定
○来年度の行事日程調整

（４）平成２３年度
開催
第１回

日時・主な会議内容
平成２３年４月１１日（月）１８：３０〜２０：００
○会長・副会長の互選
○学校経営方針及び教育課程の説明と報告
○学校運営協議会の年間活動計画の日程確認、運営・進行について（協議）
○教育支援部の打ち合わせ

第２回

平成２３年５月１１日（水）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（行事、教職員関係、通学路の課題等）
○年間活動計画について（確認）
○各部報告及び各部の打ち合わせ

第３回

平成２３年５月２１日（土）
○運動会参観

第４回

平成２３年６月１５日（水）１８：３０〜２０：００
＜全体会＞
○運動会について（協議）
○意見交換会（19 日実施予定）の分担決め
○各部報告（避難所運営訓練）
○学校の状況報告（行事、要望書に対する校長への回答、よさこいへの参加等）
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第５回

平成２３年６月１９日（日）１３：３５〜１６：００
○全日授業参観及び教員との意見交換会
少人数指導、個人差に対応する手立て

第６回

平成２３年７月１５日（金）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（興津自然体験学習、よさこい参加）
○夜間避難所訓練について（報告）
○給食の要望書について（区より回答）

第７回

平成２３年９月１日（木）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（夏期休業中の活動状況、等）
○前期、保護者・子ども、教員等による学校評価結果について（報告）
○子どもの心の教育についての意見交換
○その他（区財政難対応等）

第８回

平成２３年１０月５日（水）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（9 月 1 日以降の活動状況、
）
○来年度の人事についての要望書（4 点）
（協議）
○各部報告（協働プロジェクト部、安全安心部、教育支援部、評価部、広報部）
○その他（周年事業、会議録の確認）
○次回道徳授業地区公開講座の予定

第９回

平成２３年１０月３０日（日）１３：３０〜１６：３０
＜道徳地区公開講座＞
○授業参観
○講演「心豊かで思いやりのある子を育てるには」
講師

協議会委員

薩日内 信一先生

○意見交換会
＜学校運営協議会＞
○当日の道徳授業について（協議）
○来年度の人事についての要望書の承認
第 10 回

平成２３年１１月１９日（土）１４：４５〜１５：４５
○展覧会参観
○学校の状況報告（５年生の体験学習、展覧会の指導等）
○展覧会の感想（協議）

第 11 回

平成２３年１１月３０日（水）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告（学校評価の主な自由意見、
）
○各部報告（安全安心部より）
○文科省主催「地域とともにある学校づくり」推進協議会報告

第 12 回

平成２３年１２月１６日（金）１８：３０〜２０：３０
学校長ご尊父

第 13 回

ご不幸の為 急遽中止となる

平成２４年１月２０日（金）１８：３０〜２０：３０
○教育長から、今後の学校運営協議会について（説明）
○学校の状況報告（学校評価、フォーラム田道等）
○ランドセルひろばについて（報告）
○各部報告（教育支援部、安全安心部、評価部、協働プロジェクト部、広報より）
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第 14 回

平成２４年２月３日（金）１８：３０〜２０：３０
○学校の状況報告
○平成２４年度学校経営方針（案）について（説明・協議）
○教育課程編成に関する説明（指導主事）
○平成２３年度学校評価の結果について（報告）

第 15 回

平成２４年２月１８日（土）１４：３０〜１６：００
○フォーラム田道小２０１２
講演

「人とのつながり

絆 を大切にするために」

〜震災後に考える心の教育の方向性〜
講師

文部科学省初中局教科調査官 赤堀 博行先生

・全体協議
・校長あいさつ
第 16 回

平成２４年３月７日（水）１８：３０〜２０：３０
○平成２３年度学校経営方針、教育課程について（承認）
○学校の状況報告（前回以降の教育活動等）
○各委員から（感想）
○来年度の総括予定（課長）

３

２校合同の活動

（１）先進学校運営協議会の視察
日時

視察先

平成２０年６月１３日（金）１４：００〜１８：００

世田谷区立用賀小学校

平成２０年７月１４日（月）１４：００〜１８：００

杉並区立桃井第四小学校

（２）情報連絡交換会
日時

内容

出席者

平成２０年１０月７日（火）

・各学校運営協議会の活動状況

各 学校 運営協 議会会 長、

・運営にあたっての留意事項等

副会長等、各校長

平成２１年１１月１７日（火）

・活動状況等の自己評価の進め方

各 学校 運営協 議会会 長、
副会長等、各校長

平成２２年５月１４日（金）

・今後の学校運営協議会の在り方

各 学校 運営協 議会会 長、
副会長等、各校長

平成２３年２月２４日（木）

・2 期目 1 年目を終えた両校の情
報交換会

各 学校 運営協 議会会 長、
副会長、委員等、各校長

日時

内容

出席者及び参加者

平成２１年２月２３日（月）

・平成 20 年度活動の報告
各 学校 運営協 議会会 長、
・講演「地域の核としての新しい学 副会長、委員等、各校長

（３）活動報告会

校づくり」

地域、ＰＴＡ，学校関係者
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国立教育政策研究所教育政策・
評価研究部長
平成２２年２月２２日（月）

葉養 正明氏

・モデル校２校の活動状況等の報

各 学校 運営協 議会会 長、

告・発表
副会長、委員等、各校長
・有識者と学校運営協議会設置校 地域、ＰＴＡ，学校関係者
校長及び協議会委員によるパネ
ルディスカッション
コーディネーター 小松 郁夫氏
（玉川大学教職大学院教授）

以

上
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