
-1- 

 

  茨城町立小学校統合準備委員会  要 点 記 録   

 

 

第 １０ 回 

 

開催日時 平成２８年１月１９日（火）１９：００～２０：１０ 

開催場所 茨城町消防庁舎 多目的会議室 

出席者 

委 員 

河西健二，上田真澄，中居広行，横須賀光雄，関俊治，廣瀬香織， 

西田弘子，石毛常己，大録匡行，白岩亜厚，中村正弘，清水勝利， 

清水一雄，大久保隆昌           （敬称略，順不同） 

傍聴者 ０名 

その他 佐藤教育次長 

事務局 学校教育課再編担当 

会議次第 

【議事】 

１ 校歌について 

２ 最終報告書（案）について 

３ 今後のスケジュールについて 

４ その他（次回開催等について） 

 

 

第１０回 茨城町立小学校統合準備委員会  会 議 要 旨 

 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 議事 

議事（１）校歌について 

委員長 

 それでは，議事に入ります。 

 議事（１）校歌について，事務局からの説明を求めます。 

事務局 

校歌の作詞・作曲については，マシコタツロウさんに依頼をしていた。先般，マシコさんが役場

にお見えになり，校歌の音源が入ったＣＤをいただいた。その際に，校歌の制作にあたり，どのよ
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うな考えや思いを基にして校歌を制作されたのかについても伺うことができたので，校歌を試聴し

ていただく前に報告したい。 

まず，校歌の制作にあたっては，全体を通じて「愛」をテーマにしたということである。子供達

の周りには，普段はなかなか気づきにくいかもしれないが，親や先生や地域の方など，周囲の人々

から受ける多くの「愛」に満ちており，よく見ればその「愛」に君達も気づくことができて，決し

てひとりぼっちではないよというメッセージを込めた校歌にしたということである。 

歌詞は，葵小学校の「校訓」や「目指す児童像」などの考え方が反映された形になっている。歌

詞と「校訓」，「目指す児童像」を見比べていただきたいのだが，１番の歌詞は校訓で掲げられてい

る「自律」について，２番の歌詞は「友愛」について，３番の歌詞は「協働」についてうたったも

のである。 

１番の歌詞では，「ひとりぼっちで転んで泣いて だけど立ち上がれるよ」という箇所が校訓で

掲げられた「自律」についてうたっている箇所であり，２番の歌詞では，「ひとりぼっちじゃ気付

けなかった やさしさとか楽しさ」という箇所が「友愛」について，３番の歌詞では，「ひとりぼ

っちと思う時こそ ひとりじゃないとわかる」が「協働」についてうたっている箇所だということ

である。 

また，目指す児童像のキーワードとして掲げられている「にこにこ」，「いきいき」，「わくわく」

についても，１番から３番の歌詞の冒頭の部分に，それぞれ「わくわくすることを」，「にこにこ笑

ったら」，「いきいき歌声が」という形で採り入れられている。 

校歌全体を通じて「愛」について説かれた構成になっており，他人を思いやり，そして考えられ

るような人になってもらいたいという願いが込められた校歌になっている。 

まずは，歌詞をご覧いただきながら，校歌を試聴していただきたいと思う。そして，校歌を試聴

していただいた後に，皆様から意見・質問・感想等を伺えればと考えている。 

それでは，校歌をご試聴ください。 

≪校歌試聴≫ 

事務局 

校歌については以上である。皆様から意見・質問，感想等があればお伺いできればと思う。そし

て，この校歌の内容に問題がなければ，統合準備委員会としてこの校歌を承認していただければと

思う。 

委員長 

 議事（１）校歌について，事務局からの説明が終わりました。 

試聴していただいたＣＤでは独唱であったため，全校生徒で合唱した時の雰囲気とは違う部分も

あるのかとは思うが，意見・感想等があれば発言していただきたいと思う。「ひとりぼっち」とい

う歌詞をフレーズの中心に据えながら，「校訓」や「目指す児童像」を表現しているということで

ある。 

私の感覚では，校歌というと必ず学校名が詞に入っているイメージが頭に染みこんでおり，その

イメージから抜け切れない部分もあるが，この校歌は他の学校にはない斬新ですばらしい校歌だと
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思う。私は，歌謡曲の中でも演歌などを聴いて育ってきたが，現在テレビから流れてくる歌はこの

校歌に近いものが多く，若い人や子供達には受け入れられやすいメロディーだと感じた。 

皆さんの意見も伺いたいと思うが如何でしょうか。 

委 員 

 「自律」，「友愛」，「協働」という校訓が入っており，良い歌詞だと思った。 

また，マシコさんが，どのような思いを込めて歌詞の最後に「よく見てごらん」というフレーズ

を入れたのかを考えてみたが，これは，自分のことや周りにいる人達のことを改めてよく見つめて

ほしいということなのかなと思った。 

全体を通じて，子供達に対するメッセージも入っており，良い校歌ができたのではないかと思っ

た。 

委 員 

 リズミカルであるため，子供達がとても覚えやすい曲だと思った。それから，今はいじめなどが

あって自分に自信が持てなかったり，自分の良さに気づけないでいる子供達が多いのだが，この歌

詞の中には「誰かの大事な人」，「君はたくましい」などのフレーズがあり，子供達を勇気づける歌

になるのかなと思った。 

委員長 

 この校歌の内容でよろしければ，皆様の拍手をもって承認とさせていただきたい。 

－拍手－ 

委員長 

 この後は，開校式に向けて校歌の練習をすることになるのか。 

事務局 

 各小学校にＣＤや楽譜を配布して，開校式に向けて練習をしていただく予定である。 

 この場で１点だけ確認させていただきたいことがある。通常，校歌には曲名がついていないこと

がほとんどであるが，この校歌には「よく見てごらん」という曲名がついている。「よく見てごら

ん」を校歌の曲名としてよろしいかについて皆様にお伺いしたい。 

委員長 

 事務局から，校歌の曲名について提案があったが，このことについては如何でしょうか。 

 曲名がついた校歌は，今までにはなかったことですよね。 

事務局 

 町内では，今年度に開校した青葉小学校の校歌に曲名がついている。 

委員長 

 何という曲名なのか。 

事務局 

 青葉小学校校歌「青葉の下で」である。 

 葵小学校の校歌の場合には，葵小学校校歌「よく見てごらん」になる。 
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委員長 

 葵小学校校歌「よく見てごらん」という曲名については承認してもよろしいか。 

－異議なし－ 

委員長  

 これから，子供達が校歌の練習をすることになるが，マシコさんに１度ぐらいは指導していただ

ける機会はあるのか。 

事務局 

 大変忙しい方なので，実現するかどうかは分からないがお願いはしてみる。 

委員長 

 青葉小学校の開校前には指導していただいことはなかったのか。 

事務局 

 はい。 

委 員 

 ２点程お願いがある。１点目は，先程聴いた校歌を歌っていたのはおそらく３年生ぐらいのお子

さんだと思うのだが，少し声が低くなってきた高学年の男の子達が歌うのには少し難しい曲なのか

なと感じる部分があったので，学校の音楽の先生に依頼して，曲のキーについてこのままでも問題

がないかを確認してもらおうと思う。おそらく問題はないと思うが，もしキーが高すぎて歌うのが

難しいという場合には，マシコさんに依頼してキーを下げていただくような微調整があり得るかも

しれないということをお含みおきいただきたいということである。 

 ２点目は，体育館などに設置する校歌の扁額を製作するにあたってのことである。校歌の扁額は

通常横に長く，歌詞は縦書きとする場合が多い。しかし，この歌詞は縦に長いものであるため，扁

額に入るように適当な場所で改行する場合に，どこで改行をすれば良いのかが分からないため，そ

れをマシコさんに確認してほしいということである。その際にもし可能ならば，マシコさんに依頼

して直筆で歌詞や楽譜を書いていただき，それを葵小学校の記念の品として大切に保管できれば良

いなとも考えている。話の成り行きでそうしたことができるのであれば，可能な範囲でお願いをし

てほしい。 

事務局 

 まず，１点目の曲のキーについてであるが，マシコさんに確認したところキーは２つまでは下げ

られるということであった。ただし，キーを下げるとピアノの譜面がかなり難しくなるため，式典

などで児童がピアノを弾くことを考えた時には，ピアノがかなり上手な児童でないと弾くのが難し

くなるとの話であった。 

 ２点目の歌詞の改行については，今後連絡を取り合う中で話をしてみる。 

委員長 

 ５年生や６年生になると声変わりする子もいるのか。 

事務局 

 はい。曲のキーについては，実際に学校で子供達に歌ってみてもらい，その結果でキーを下げる
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必要があるかどうかを判断させていただきたいと思う。 

 

議事（２）最終報告書（案）について 

委員長 

 議事（２）最終報告書（案）について，事務局からの説明を求めます。 

事務局 

 これまで約１年半にわたり，葵小学校の統合に向けた協議を行ってきたが，次回の統合準備委員

会をもって最終回とさせていただきたいと考えている。最終回では，これまでの統合準備委員会並

びに専門部会において協議・決定してきた結果を最終報告書に取りまとめ，委員長から教育長へ最

終報告書を提出するという形式的な内容の会議を予定している。 

本日は，これまでの協議結果を取りまとめた最終報告書の原案の内容や表現等について，加筆訂

正等すべき箇所があれば，この場でご意見等をいただければと考えている。なお，この最終報告書

の原案は，現段階で取りまとめることができる範囲で作成したものであり，今後のスケジュールが

現段階で確定していないものは空欄になっている。また，今後の統合までの期間において，既に決

定している内容に修正等が入った場合には，その内容を随時最終報告書にも反映していきたいと考

えている。そのため，確定版については，再度，皆様に確認していただければと考えているので，

その点についてはお含みおきいただければと思う。 

 統合準備委員会の経過としては，平成２６年７月２２日の第１回統合準備委員会から始まり，本

日までに１０回の会議を開催し，次回，第１１回の会議をもって最終回になる。これまでの各回に

おける協議の内容は資料に掲載したとおりである。 

 もし，報告書の内容や表現等について加筆訂正等が必要な箇所がある場合にはこの場でご意見を

いただき，必要であれば修正を加えたうえで，次回，教育長に提出する最終報告書とさせていただ

きたいと考えている。 

委員長 

 議事（２）最終報告書（案）について，事務局からの説明が終わりました。 

 最終報告書（案）は，事前に会議資料として皆様に配布されていたので，一通り目を通していた

だいていると思う。ご意見等があれば伺いたい。 

委 員 

 引越し計画の欄について実施日が未定と記されているが，３月２６日（土）で最終調整をしてい

る。 

委員長 

 開校式の日程についても未定と記されているが，どの辺りで調整しているのか。 

事務局 

 ４月６日（水）を候補日として調整しているところである。 

委員長 

他にご意見等がないようであるため，最終報告書の原案について承認してもよろしいか。よろし
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ければ，拍手をもって承認としたい。 

－拍手－ 

 

議事（３）今後のスケジュールについて 

委員長 

 議事（３）今後のスケジュールについて，事務局からの説明を求めます。 

事務局 

 葵小学校の開校まで残りわずかの期間となった。残りの期間で予定されている行事等について，

改めて確認をさせていただきたい。 

 まず，１月２９日（金）には，葵小学校の新入学児童保護者説明会が実施される。この中では，

スクールバスの説明会もあわせて実施する予定である。在校児童保護者向けのスクールバスの説明

会は，昨年の１１月に石崎小学校と広浦小学校において既に実施したので，今度の新入学児童保護

者向けの説明会をもってスクールバスの説明会は全て終了となる。 

 ２月２０（土）には広浦小学校の閉校式，翌日の２月２１日（日）には石崎小学校の閉校式が，

それぞれ午前中に行われる予定である。閉校式は，各学校の主催で行われるため，現在各学校の教

職員，ＰＴＡ，地域の方などの協力のもと，閉校式の準備が進められているところである。 

 統合準備委員会は，次回の会議をもって最終回とするが，開催日は３月１６日（水）を予定して

いる。 

 ３月１８日（金）には町内全小学校の卒業式，３月２４日（木）には町内全小学校の修了式が行

われる。なお，長岡第二小学校の閉校式は，３月２４日（木）の１０：００に行われる予定である。 

 学校が春休みに入り，３月２６日（土）あたりに，石崎小学校と広浦小学校の備品を長岡第二小

学校に運び込む引越し作業を実施したいと考えている。大規模な引越し作業は１日で済ませ，その

後，始業式までの間に全ての準備を整えたいと考えている。そして，４月６日（水）には始業式，

翌日の４月７日（木）には入学式が実施され，葵小学校の新学期がスタートするというスケジュー

ルになっている。 

 開校式は町主催で実施するが，先程も話したように日程は４月６日（水）を候補日として調整を

進めているところである。４月６日（水）には始業式も行われるため，同日に開校式の日程が確定

した場合には，午前中に始業式を行い，午後から開校式を行うことになると思う。 

 葵小学校開校までは以上のようなスケジュールを予定しているが，質問等があればお伺いしたい。 

委員長 

 議事（３）今後のスケジュールについて，事務局からの説明が終わりました。何か質問等があれ

ばお伺いしたい。 

委 員 

 開校式には，地域の方々も出席するのか。 

事務局 

 学区内の区長には，来賓としてご出席いただければと考えている。 
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委 員 

 その他の地域の方々は，出席しないのか。 

事務局 

 会場のスペース等の問題があり，多くの方にご出席いただくのは難しい状況である。 

委 員 

 そうすると，招待者のみが出席することになるのか。 

事務局 

 その辺りは調整しているところである。 

委員長 

 戸数が多くてなかなか難しいのですね。 

事務局 

 青葉小学校の場合には，元々が中学校であったことから体育館が広かったのだが，葵小学校の場

合には体育館がコンパクトであるため，希望される方全員に出席していただくというわけにはいか

ないかもしれない。 

 

議事（４）その他（次回開催等について） 

事務局 

 専門部会の方から，連絡又は報告等があればお伺いしたい。これまでにも随時，専門部会の進捗

状況については報告をいただいてきたが，実質的な会議は今回が最後となるため，これまでの協議

の総括等も含めて各専門部会の方から報告をいただきたい。 

学校運営部会長 

学校運営部会から報告する。学習指導面においては，例えば筆記用具について，子供達の握力の

ことなどを考慮するとできる限り鉛筆を使わせるべきだろうとか，細かな部分まで協議をしている

ところである。しかし，いくら細かな部分まで考慮しているつもりでも，いざ開校してみたら何ら

かの協議・調整が漏れていたということになるのが現実なのかなと思っている。 

 開校式については，町の主催で４月の当初に実施するという話であったが，そうなると新入生が

入学する前に開校式が行われることになるため，学校ではそれとは別に，全学年の子供達が揃った

中で「学校が始まったね」と子供達全員が意識できるような何らかの式典を５月の連休頃に行って

はどうかという話があがっている。 

運動会については，子供達自身に内容等を練り上げてもらい，９月に実施する方向で決定をした。 

 開校まで残りわずかな期間であるが，子供達の登校班の編成，立哨活動のあり方など，最後の詰

めを行っていきたいと考えている。 

ＰＴＡ部会長 

 ＰＴＡ部会から報告する。現在，石崎小学校，広浦小学校及び長岡第二小学校からＰＴＡの本部

役員の候補者を４名ずつ選出していただいた後，３校のＰＴＡ会長を中心として，選出された１２

名の候補者の方々にどの役職に就いていただくかを協議・決定していこうとしているところである。 
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また，３校にはそれぞれの後援会があるのだが，学校が統合した後も引き続き地域の方の協力を

いただけるよう，今後の後援会のあり方などについても後援会の役員や区長等にお集まりいただき，

協議・調整を行ってきた。その結果，これまでの後援会を活かした形で，葵小学校の後援会を組織

していただけることが決定した。 

ＰＴＡの方や地域の皆様の協力をいただきながら，統合に向けた準備を順調に進めてくることが

でき，大変感謝をしている。 

施設整備部会長 

 施設整備部会から報告する。青葉小学校の引越しの時には，閉校する４校から必要な備品を青葉

小学校の校舎に全て持ち込んでおり，その際には，町立小中学校の教職員やＰＴＡの方の協力もい

ただいて引越しを行った。葵小学校の場合には，長岡第二小学校に他の２校から不足する備品を持

ち込むような形になり，基本的には長岡第二小学校にあるものをベースとしながら，不足するもの

や劣化の激しいものを他の２校から持ち込むという計画を立てている。 

引越しは３月２６日（土）を予定しているが，その際には教職員をはじめＰＴＡの方の協力も得

ながら実施したいと考えている。 

事務局 

 各専門部会から協議の状況について報告をしていただいたが，他の委員の皆様から連絡又は報告

等はないか。 

 なければ，事務局から２点程連絡をさせていただく。１点目は，次回の統合準備委員会の開催日

程についてである。先程，説明をさせていただいたとおり，３月１６日（水）に開催をさせていた

だく予定である。会議は，清水委員長から鈴木教育長へ最終報告書を提出していただくという形式

的な内容を予定しており，時間的には２０分程度で終了する予定である。 

２点目は，葵小学校の開校式についてである。日程は確定していないが，４月６日（水）を候補

日として調整をしているところである。統合準備委員の皆様には，来賓として出席をしていただけ

ればと考えているので，開催日程が確定し次第，詳細を示した案内状を郵送させていただく予定で

ある。 


