
（仮称）石狩・八幡小学校設立準備委員会 

第 1 回教育課程部会全体会議 
2018 年１０月２日（火）15:30～ 石狩市立八幡小学校音楽室 

 

全体会議                   15:30～15:40    進行：安部  

 

１ 会場校校長あいさつ 

２ 本日の日程について 

３ 職員紹介 

４ 教育目標，めざす学校像・子ども像・教職員像について 

５ 30 年度・31 年度の作業見通しについて 

６ 質疑応答 

７ 連絡 

 

 

教育課程部会分科会              15:40～16:30  

                    ＜会議場所＞ 

分科会① 新しい学校の特色づくり    ・・・（ 図書室 ） 

分科会② 新学習指導要領への対応・・・（ 音楽室 ） 

分科会③ 地域連携              ・・・（ 図工室 ） 

分科会④ 閉校開校準備          ・・・（ 1 年教室） 

 

※チーフ、サブが決まるまでの進行は各教頭が行う。 

１ 自己紹介 

２ 部会組織の確立（チーフ・サブの選出） 

３ 業務内容の確認 

４ 次回までの作業内容確認 

 

※分科会ごとに終了してください。 

 

本日配付資料  

 

◯教育目標等 

◯教育課程部会 会議計画表 

◯各分科会予定表 

◯2019 年，2020 年カレンダー 

別紙３ 



教育課程部会7 

【分科会①】新しい学校の特色づくり 

石狩小 八幡小 聚富小 石狩中 

田中 孝治 

岩城 亮太 

阿部 康子 

（小田 牧奈） 

（榎本 留衣） 

北山 郁実 

鹿野内里恵 

高橋  博 

倉内 優子 

小村 秀喜 

 徳田 和之 伊藤 洋明 

吉田 光岐 校長    

◎チーフ  ◯サブ  

取組内容  会議日 活動内容 

＜30 年度＞ 

◯地域の教育資源活用状況

確認と特色ある教育活動の

方向性の検討 

◯児童会生徒会交流の実施 

 ①9/6 

(木) 

◯特色ある活動の洗い出し・検討 

・残せる活動 ・残せない活動 など 

◯児童会生徒会活動の洗い出し・検討 

・小中協力して取り組める活動 

 ②11/ ◯特色ある活動の検討 

・新たに設定できる活動 

・31 年度協力して取り組める活動 

 ③2/ ◯特色ある活動の検討 

・主な活動決定  ・31 年度の活動決定 

◯児童会生徒会活動の検討 

・31 年度の活動決定 

＜31 年度＞ 

◯特色ある教育活動を盛り

込んだ総合的な学習の時間

等の年間指導計画完成 

◯小中連携の具体的な取組

内容検討 

 ①5/ ◯総合的な学習の時間 教育課程作成開始 

・中学校との連携、接続検討 

◯小中統一指導事項検討 

・学習規律、持ち物、生活のきまりなど 

 ②7/  

 ③9/  

 ④11/ ◯「～～の教育」作成開始 

 ⑤2/ ◯教育課程完成 

◯「～～の教育」完成 

◯小中統一指導事項 周知（職員・保護者） 
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【分科会②】新学習指導要領への対応 

石狩小 八幡小 聚富小 石狩中 

吉田  博 

台坂 香織 

浅利  歩 

熊谷 朱莉 

（東  浩司） 

（平林  大） 

小川 康浩 

佐野美智子 

清水 崇史 

後藤祐記代 

木村 優子 

大畠  玲 久保田 豊 

 三島  哲 校長   

◎チーフ  ◯サブ  

取組内容  会議日 活動内容 

＜30 年度＞ 

◯外国語活動、外国語科年

間指導計画作成 

◯道徳科年間指導計画作成 

 ①9/6 

(木) 

◯今年度の教育課程確認 

◯次年度の教育課程確認 

（移行措置期間の学習内容） 

 ②11/ ◯行事の洗い出し・検討 

・2 校統一 ・中学校との連携、接続 

・31 年度協力して取り組める行事 

◯日課表 

 ③2/ ◯全体計画、年間指導計画ひな形検討・完成 

＜31 年度＞ 

◯その他各種全体計画作成 

◯その他各教科等の（9 年間

を見通した）年間指導計画

完成 

 ①5/ ◯教育課程に含む活動検討 

・人権教室、プログラミング、食の指導、性指導 

・がん教育など 

 ②7/ ◯各種全体計画作成・検討 

 ③9/ ◯中学校との連携、接続検討 

 ④11/  

 ⑤2/ ◯教育課程完成 

◯「～～の教育」完成 

◯各種全体計画・教育課程の周知(職員・保護者) 



教育課程部会9 

【分科会③】地域連携 

石狩小 八幡小 聚富小 石狩中 

真野 智美 

榎本 留衣 

（吉田  博） 

（田中 孝治） 

小川 康浩 

清水 崇史 

 徳田 和之 川口  渡 

   本田 明美 校長 

◎チーフ  ◯サブ  

取組内容  会議日 活動内容 

＜30 年度＞ 

◯ＰＴＡ統合の方向性検討 

◯コミュニティ･スクール

に係る情報収集 

 ①9/6 

(木) 

◯分科会の業務など確認 
・業務内容確認 
・業務計画確認 
・次回までの検討事項 

 ②11/ ◯各校のＰＴＡ組織・活動の現状確認 
・両校に共通する活動 
・特色ある活動として残した方がよい活動 
・実施に検討が必要な活動 

 ③2/ ◯学校支援推進委員 
◯町内会とのかかわり 
◯コミュニティ･スクールについて 

＜31 年度＞ 

◯ＰＴＡ活動計画案の作成 

◯コミュニティ･スクール

の構成準備 

 ①5/ ※統合校ＰＴＡ組織確立に向けた準備の説明会 
（PTA 総会など） 
 
◯統合校ＰＴＡ組織案検討 
・役員数 ・委員会数 ・主な活動 

 ②7/ ◯統合校ＰＴＡ組織案検討 
・ＰＴＡ会費、徴収方法、安全互助会 
◯統合校ＰＴＡ会則検討 
◯コミュニティ･スクールの構成について 

 ③9/ ◯統合校ＰＴＡ役員選出方法について 
◯学校支援推進委員候補者 
 
※ＰＴＡ組織案・活動計画案検討（各校役員会） 

 ④11/ ◯現ＰＴＡ解散と新ＰＴＡの発足について 
・解散に関わる取り組み 
・発足に関わる取り組み 
・総会議案 

 ⑤2/ ※解散について、発足について、ＰＴＡに報告（運営
委員会など） 
◯コミュニティ･スクールへの引き継ぎ事項などま
とめ 
◯ＰＴＡ総会準備 
◯ＰＴＡ役員選考委員会？ 
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【分科会④】閉校開校準備 

石狩小 八幡小 聚富小 石狩中 

東  浩司 

小田 牧奈 

平林  大 

（台坂 香織） 

安部由里香 

小村 秀喜 

 大畠  玲  

  青山  司 校長  

◎チーフ  ◯サブ  

取組内容  会議日 活動内容 

＜30 年度＞ 

◯記念誌・記念事業・式典の

内容や期日 

 ①9/6 

(木) 

◯式典日にち、内容など検討 

 ②11/ ◯記念誌内容、作成方法など検討 

 ③2/ ◯その他閉校に関わる事業検討 

＜31 年度＞ 

◯校歌作成 

◯式典を含めた記念事業の

実施 

 ①5/ ◯式典日にち、内容など検討、準備開始 

 ②7/ ◯参列者など案内状 

 ③9/ ◯記念誌原稿完成、発注 

◯記念品など決定、発注 

 ④11/ ◯閉校式典実施 

 

◯開校式典内容検討 

 ⑤2/ ◯開校式典準備開始 
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