
 

 

 

 

 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 報告事項 

（１）３部会の検討状況について 

    ・すごい！学校創造部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

    ・教育環境整備部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

    ・江山の宝応援部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

（２）広報紙の発行について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料４ 

 

４ 議 事 

（１）検討スケジュールの変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・資料５ 

（２）地域住民及び保護者への情報提供について 

    ・広報紙の名称について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料６ 

    ・広報紙の発行手順について 

    ・各部会議事概要の市教委ホームページ掲載について 

・委員名簿の公開について 

    ・会議の公開について 

（３）めざす子ども像について 

（４）その他 

 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 

 

第 2 回 江山地区義務教育学校設立準備委員会 

平成３０年９月２５日 (火)  １９：００ 

鳥取市立美和小学校 ２階 多目的ホール 



区　　分 　役　職　等 氏　　　名 部　　会 備　考

1 地域代表 神戸地区区長会推薦 栗本　保夫 すごい！学校創造部会 委員長

2 地域代表 美穂地区区長会推薦 松本　広幸 教育環境整備部会

3 地域代表 大和地区区長会推薦 中村　徹 江山の宝応援部会

4 保護者代表 美和保育園保護者会会長 森田　匡隆 教育環境整備部会

5 保護者代表 美和保育園保護者会 森下　将伍 江山の宝応援部会

6 保護者代表 神戸小学校ＰＴＡ会長 山本　賢璋 江山の宝応援部会 部会長

7 保護者代表 神戸小学校ＰＴＡ副会長 坂本　訓子 すごい！学校創造部会

8 保護者代表 神戸小学校ＰＴＡ 牛尾　早知 教育環境整備部会

9 保護者代表 美和小学校ＰＴＡ会長 上田　光徳 教育環境整備部会 副委員長、部会長

10 保護者代表 美和小学校ＰＴＡ副会長 有田　京子 すごい！学校創造部会

11 保護者代表 美和小学校ＰＴＡ 前田　真琴 江山の宝応援部会

12 保護者代表 江山中学校ＰＴＡ会長 谷口　範仁 すごい！学校創造部会

13 保護者代表 江山中学校ＰＴＡ副会長 石尾　万紀子 江山の宝応援部会

14 保護者代表 江山中学校ＰＴＡ 山本　敏夫 教育環境整備部会

15 保育園代表 美和保育園園長 塩見　雅代 すごい！学校創造部会

16 保育園代表 美和保育園副園長 太田　信子 江山の宝応援部会

17 学校代表 神戸小学校校長 高木　雅子 すごい！学校創造部会 部会長

18 学校代表 神戸小学校教頭 山根　啓嗣 江山の宝応援部会 副部会長

19 学校代表 神戸小学校教務主任 小谷　直和 教育環境整備部会

20 学校代表 美和小学校校長 安田　政彦 教育環境整備部会 副部会長

21 学校代表 美和小学校教頭 武林　真理 教育環境整備部会

22 学校代表 美和小学校教務主任 田村　薫 すごい！学校創造部会

23 学校代表 江山中学校校長 山本　博美 江山の宝応援部会 副委員長

24 学校代表 江山中学校教頭 長谷川　理恵 すごい！学校創造部会 副部会長

25 学校代表 江山中学校教務主任 安木　良 すごい！学校創造部会

（事務局） 市教委事務局 中村　隆弘　

市教委事務局 石上　直彦

市教委事務局 藪下　昇

市教委事務局 福田　美奈

市教委事務局 大坪　宗臣 ２０－３０８９　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）

江山地区義務教育学校設立準備委員会委員名簿

２０－３３５５　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）

２０－３０８９　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）

２０－３３５３　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）

２０－３３５７　　上魚町３９番地　（市役所第２庁舎３階）



第１回 江山地区義務教育学校設立準備委員会（すごい学校創造部会）概要について 

 
１ 日 時  平成３０年９月１１日（火） １９時  ～ ２０時３０分 

 

２ 会 場  神戸小学校 図書室 

 

３ 出席者 【委員】 

       すごい学校創造部会員９名 
      【教育委員会事務局（教育総務課・学校教育課）】 

職員２名 
 
４ 議 事 
（１）今後のスケジュールについて 

・現段階では、スケジュール表にある項目について検討を進める。 
・具体的な教育課程の検討については、H31 からとなっているが、今年度中に検討

を始める必要がある。特に、ブロック制については早く決定するようにする。 
・総合的な学習、特別活動、人権教育についても早めの検討が必要ではないか。 
・小中一貫校のカリキュラムについて、まずその内容を勉強する必要がある。他校

の取組も含めて情報提供をお願いしたい。 
（２）めざす子ども像と小中一貫教育ビジョンについて 

・現在の江山校区の３校のめざす子ども像と中学校区のグランドデザインを確認し

た後、江山の子どもたちの「さらに伸ばしていきたいところ」「課題ではないかと

感じるところ」について近くの委員と話し合った。そして、その話し合いを通し

て一人一人が考えたことを出し合っていった。また、「なぜそのような課題がある

のか」「その課題を克服するためにどのような取り組みが必要か」など、今後行っ

ていきたい教育の在り方について意見交換を行った。（別紙のとおり） 
・９月２５日の全体の委員会の中で、部会での意見を部会長が報告する。 
・委員会後に学校関係者（部会委員を中心に）で、めざす子ども像や小中一貫教育

ビジョン等について原案を検討し、次回部会に提案する予定。 

   
５ その他 

・副部会長に江山中学校教頭を選出。 
・次回の部会を、１０月１１日（木）19：00～20：30 神戸小学校で開催。 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料１



 
＜別紙＞     めざす子ども像と小中一貫教育ビジョンについて 

 
【江山の子のこんなところを伸ばしたい】 

・心優しく純粋なところ。 
・地域の行事に参加している子ども、地域のことに関心が高い子どもが多く、地域のこと

が大好きである。 

 
【江山の子にこんな力をつけてやりたい】 

・改まった場所では緊張するので、自分の考えを大勢の場でも自信を持って発表できるよ

うになってほしい。 
・挨拶の声が小さい。学校ではあいさつができても、学校外でできないことが多い。どこ

でも、誰にでも元気よくあいさつすることができるようにしたい。 
・自分に自信がない子が多いので、自尊感情・自己肯定感を高めるとともに、自信を持ち

目標に向かってチャレンジする子に育ってほしい。 
・地域を大切にし、ふるさとを愛する子に育ってほしい。 
・課題に対しても、困難なことに対しても前向きにぶつかっていく子を育てたい。 
・目標を持ち、主体的に学ぶ子を育てていきたい。 
・思いやりのある子、人を大切にする子、気配りのできる子を育てていきたい。 

 
【江山の子にこんな教育をしてやりたい】 

・ふるさとの伝統を引き継ぐような取組をしていきたい。 
・自信や夢を持ち、活力ある子を育てるために、様々な体験ができるようにし、子ども同

士がぶつかり合うような切磋琢磨できるような環境づくり・教育をしたい。 
・経験の少なさが、自信のなさにつながっているのではないか。学級集団以外のところで

も、様々な人と関わる取組・活動をし、新たな自己発見から自己肯定感の高まりにつな

げるようにしたい。 
・自分が子どものころは、外によく出ていた。自然豊かな環境を活かしたいろいろな体験

活動が必要ではないか。 
・手本となるモデルが少ないのではないか。中学生がよいモデルになるような小中一貫教

育を行っていきたい。 
・叱ってくれる大人がいることで、大人に守られていると感じるのではないかと思う。地

域・保護者・子どもがつながって、大人総がかりで江山の子どもを育てる取組をしてい

きたい。 
・固定された人間関係で伝えなくても伝わる関係になりがちである。言葉できちんと伝え

るスキルもつけさせなければいけないと思う。 



第１回 江山地区義務教育学校設立準備委員会（教育環境整備部会）概要について 

 
１ 日 時  平成３０年９月１０日（月） １９時  ～ ２０時５０分 

２ 会 場  江山人権福祉センター 

３ 出席者 【委員】 

       教育環境整備部会員８名、江山の宝応援部会員１名 
      【教育委員会事務局（教育総務課）】 

職員３名 
４ 議 事 
（１）今後のスケジュールについて 

・本日は、改修する校舎に必要な教室について意見を出し合う。 
・次回は、その意見を受けて事務局と学校で整理の上、確認する。 
・駐車場など外構については、１１月以降に協議する。 
・校名については、募集するかどうかを含めて年末から年明けにかけて協議する。 
・校名案が決定した後に、市長に報告し、市議会に諮る。 
・前記のプロセスを経て校名決定した後に、校章・校歌の策定について協議を行う。 
・学校教育目標やめざす子ども像、ブロック制が決定した頃に、教室配置や情報教育

環境整備の検討を行う。 
（２）めざす子ども像と小中一貫教育ビジョンについて 

・現在の江山校区の小中学校のめざす子ども像と小中一貫教育ビジョンを確認しな 

がら、「伸ばしていきたいところ」「力をつけさせたいところ」「こんな教育をして

ほしい」といったことについて意見を出し合った。（別紙のとおり） 
・９月２５日の全体の委員会の中で、部会での意見を部会長が報告する。 

（３）学校施設整備について 
  ・仮設校舎整備についての基本的な考え方の確認や、改修する校舎に必要な教室につ

いて意見を出し合った。 
・仮設校舎は、特別教室も含め既存の校舎にあるものの代替施設という考えに立って

整備される。学校の特色を生かす部分の施設については、改修する校舎を検討する

中で取り入れられていく。 
・仮設校舎は、音楽室など特別教室から生じる音を低減するための防音対策部材の利

用や教室配置の工夫を行う。 
・仮設校舎の位置については、グラウンド利用の面からも検討が必要ではないか。 
・改修後の校舎に、児童クラブを確保できないか。 
・数が予測できない部分があるが、改修後の校舎には、必要な特別支援学級の教室を

確保していくことも必要。 
・他の学校に比べて、生徒数に対してのグラウンドや体育館の広さ、教室数の数がど

うなのか知りたい。 
５ その他 

・副部会長に美和小学校校長を選出。 
・次回の部会を、１０月９日（火）19：00～20：30 江山人権福祉センターで開催。 

 

資料２



 
 

＜別紙＞     めざす子ども像と小中一貫教育ビジョンについて 

 
【江山の子のこんなところを伸ばしたい】 

・優しくて素直なところは伸ばしたい。 
・少人数の強みとして、発言の機会が多いということがあるが、それは継続してやってほ

しい。 
・砂見太鼓は、色々な場所で披露しているが、場数を踏ませることで子どもの大きな自信

につながると思うので、さらに充実させてほしい。 
・子どもの数が増えるので、神戸の桃の直売をＪＡ以外にも色々な場所で経験させたい。 
・江山中は平成２９年度に「科学の甲子園ジュニア」県大会で優勝するなど頑張っており、

伸ばしていきたい。 

 
 
【江山の子にこんな力をつけてやりたい】 

・自尊感情を芽生えさせたい。 
・大人数の中でも自分を出せるようにしてやりたい。 
・自主学習ができる子どもにしてほしい。 
・普段出会わない校区外の人などに対して進んであいさつができる子にしたい。 
・競争意識が薄いと思うので、いい意味でのライバル意識を持たせたい。 
・スポーツの力が弱いと感じるので、環境面も含めて強化が必要だと思う。スポーツが強

くなれば、子どもの自信にもつながり、強くなれば校区外からでも子どもが来るのでは

ないか。 
・決まったことだけでなく、工夫して実行する力をつけさせたい。 
・他校との交流の際に少し遠慮しながらついていくような姿を見かけるので、自主的に進

んでやるような力をつけさせてやりたい。 

 
【江山の子にこんな教育をしてやりたい】 

・子どもの数が少ないから３校が一緒になってデメリットを解消するというだけでなく、

校区外からでも江山の教育を受けさせたいと思わせるような学校にしたい。 
・神戸の特色である、「桃づくりの学習」、「砂見太鼓」を保護者としては教育に取り入れて

ほしい。 
・神戸小の裏の桜山では昔スキーもできた。伝統文化として麒麟獅子もある。 
・神戸小、美和小の相互にない部分を取り入れて高めていけたらいいと思う。 
・江山は自然豊かな環境があるので、自然科学分野に力を入れていただきたい。 
・桃の栽培が盛んであったり、広大な田園風景が広がっていたり、自然環境が豊かである

ので、それを教育活動につなげていけたらいいと思う。 
・個人的には、いいところを伸ばしてやる方向の方が良いのではないかと思う。 
・人権意識の高い子を育ててほしい。 



第１回 江山地区義務教育学校設立準備委員会（江山の宝応援部会）概要について 

 
１ 日 時  平成３０年９月１１日（火） １９時  ～ ２０時４０分 

２ 会 場  大和地区公民館 

３ 出席者 【委員】 

       江山の宝応援部会員７名 
      【教育委員会事務局（教育総務課）】 

職員１名 
４ 議 事 
（１）今後のスケジュールについて 

・本日は、地域住民・保護者への具体的な情報提供の方法について議論する。 
・次回は、準備委員会が発行する便りの原稿確認のほか、通学方法についても現状を

確認しながら検討を進めていく。 
・通学方法の検討の際には、学校の生活時程も関係してくると思う。 
・バスの停留スペースなども考慮して検討する必要がある。 
・義務教育学校になったらランドセルはどうなるかといった保護者からの問い合わ 
 せもあるので、学用品の検討は早めに行うべきである。 
・閉校に向けての事業については、概要は準備委員会で決定するにしても、実施の有

無や、事業の細かい内容は各学校において判断して実施するものと考える。 
・コミュニティスクールの検討は、「すごい！学校創造部会」にも関係すると思う。 
・神戸小と美和小が一緒になることから、放課後児童クラブの組織づくりの検討も必

要ではないか。 
（２）めざす子ども像と小中一貫教育ビジョンについて 

・現在の江山校区の小中学校のめざす子ども像と小中一貫教育ビジョンを確認しな 

がら、「伸ばしていきたいところ」「力をつけさせたいところ」「こんな教育をして

ほしい」といったことについて意見を出し合った。（別紙のとおり） 
・９月２５日の全体の委員会の中で、部会での意見を部会長が報告する。 

（３）地域住民・保護者への情報提供について 
  ・当面は、便りとＨＰを通じて、準備委員会の検討状況等について周知を図る。 

・便りは、Ａ４･１枚ものを１～２か月に１回、公民館便りと一緒に全戸配布する。 
・便りの作成方法は、「部会の前に大和公民館長が準備委員会の決定事項を中心に原

案を作成→部会で原案の校正→設立準備委員会に諮る→全戸配布」というサイクル

で実施する。 
・スケジュール的に設立準備委員会に諮ることができない場合の取扱について、９月

２５日の会に諮る。 
・便りの名称は、部会の各委員で持ち帰り検討し、９月２５日の会に諮る。 
・設立準備委員会が立ち上がったことについて地域住民に周知するため、事務局が文

面案を作成し、委員長了解のもと９月下旬に公民館を通じて全戸配布する。 
・ＨＰの情報提供は江山中学校と市教委で行うこととする。 

５ その他 
・副部会長に神戸小学校教頭を選出。 
・次回の部会を、１０月１６日（火）19：00～20：30 大和地区公民館で開催。 

資料３



＜別紙＞     めざす子ども像と小中一貫教育ビジョンについて 

 
【江山の子のこんなところを伸ばしたい】 

・ふるさとというのは、義務教育学校になっても大事にしてほしい。 
・少人数教育の良さを生かしていただきたい。 
・神戸と美和のそれぞれの良さがあると思うので、それを引き継いでいただきたい。 
【江山の子にこんな力をつけてやりたい】 

・子どもたちがあいさつをするためには、まずは、家庭からしっかりと見本となるような

形にしていけたらと思う。 
・９年生がしっかりとあいさつをすれば、それを見た下級生も見習って頑張ってもらえる

のではないか。 
・子どもが失敗を恐れて自信がないのではないかと感じることがある。話を聞くと、恥ず

かしいということもあるようだ。これから社会に出ていくにあたっては、失敗を恐れず

に色んなことに立ち向かっていく姿を学校生活の中で友達と一緒に乗り越えていける力

を学校生活の中でつけていってほしい。 
・向上心を持った子どもに育ってほしい。 
・自分の思いを伝えようということが、よく研究テーマに挙がることがあるが、話し合え

る子に育てたいと思う。たとえ自分の考えや意見がなかったとしても、人と話ができる

ような子に育てたい。 
【江山の子にこんな教育をしてやりたい】 

・学校は集団生活の場であるので、誰もが居心地の良い、居場所のある学校であるべきで

はないか。そのためには、生徒同士の思いやりが基盤として必要だと思う。特色という

よりも、そういった基盤を学校風土として根差すような学校でありたいと思う。 
・集団という言葉を聞くと、始まりは保育園だと思う。集団で過ごした後に帰るところは、

家庭である。そういったことから、保護者支援ということも必要である。 
・コンピューターが子どもの習熟度を判断して、個別学習ができるようになるようなこと

を聞いた。これからＩＣＴを使った教育モデル校などがスタートしていくわけだが、横

一列ではなく自分に合った学習ができる機会があればいいと思う。 
・大人数の前で発表できるような場面をつくっていただきたい。 
・９か年をどう見取って教育していくのかということが非常に大きいと思う。上学年が化

学年にモデルを示し、その姿を引き継いでいくということが、義務教育学校にとって大

きな目的であると思う。例えば、砂見太鼓を６年生が指導していく、またそれを次の６

年生が引き継いでいくというようなロールモデルになっていくというシステムを大事に

していけるといいと思う。 
・学校が統合するということは、地域も一つになると思う。どういう意識で一つの方向に

向かうのか、学校と地域と保護者が考えていかないといけないと思う。 
・美和小学校のめざす子ども像の中に「早寝早起き朝ごはん」という言葉があったり、午

前５時間制に取り組んでいたりするが、それが定着してきて学校を欠席する子も少なく

なってきている。学校と地域と家庭で連携・協働ということもあるが、家庭の役割もと

ても重要であると思うので、その取組も前面に出していってもいいのではないか。 



　

　　　　　　

７月にお知らせしたように、「江山地区に小中一貫校を設置する。」という鳥取市校区審議会

の答申を受けて、鳥取市教育委員会は、平成30年6月29日に以下のように方針を決定しました。

○神戸小、美和小、江山中を統合し、新たな義務教育学校を開設する。

○学校の位置は美和小の位置とし、開校時期は平成３２年４月１日とする。

○美和小の校舎を引き継ぐが、大規模改修等の必要な整備を行う。

○義務教育学校の教育理念、教育環境整備、学校名等については、関係学校職員及び

地域の関係者で組織する会議で検討し、その検討結果を尊重する。

この方針に基づき、鳥取市教育委員会は、「江山地区義務教育学校設立準備委員会」を

設置し、８月２７日に義務教育学校開設に向けた検討を開始しました。構成委員は、以下

の２５名です。

○地域代表３名（江山地区区長会推薦により３地区から１名ずつ）

○保護者代表１１名（３校のPTA及び美和保育園の保護者会代表）

○学校代表１１名（３校の教職員及び美和保育園の職員代表）

平成３２年４月の義務教育学校開校を目指して！

準備委員会では、今後、定期的に便り（1～2ヶ月に1回程度）をお届けするとともに、鳥取

市教育委員会・各学校のホームページで、学校教育目標やめざす子ども像、学校名等々の

検討状況を、随時地域の皆様にお知らせします。

皆様のご意見もいただきながら、新しい学校

づくりを推進していきます。 ご質問などがあれ

ば、準備委員会までお問い合わせください。

第１回「江山地区義務教育学校設立準備委員会」開催！

発 行：江山地区義務教育学校設立準備委員会

事務局：鳥取市教育委員会事務局校区審議室

TEL:(0857)20‐3089

E‐mail:kokushingi@city.tottori.lg.jp
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年度 Ｈ３2
８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

設立準備委員会

すごい！学校創造部会

小中一貫教育ビジョン

学校教育目標・めざす子ど
も像

ブロック制の検討

校訓の検討

開校に向けての３校の交流
について

９年間のカリキュラム作成

江山ならではの特色ある教
育

学校行事・異学年交流等

生活時程

教育環境整備部会

施設・整備について
（改修校舎・増築校舎）
施設・整備について
（仮設校舎）

校名の策定

校章の策定

校歌の策定

教室配置の検討

情報教育環境整備

江山の宝応援部会

地域住民・保護者へ情報提
供

学校応援団組織について

コミュニティスクールの導入

通学方法

ＰＴＡ組織

閉校に向けての事業

学用品等の物品

制服

H30～Ｈ31年度　江山地区義務教育学校開校までのスケジュール　H30.9.25現在

Ｈ30 Ｈ31

第１回 第2回

検討項目等

義
務
教
育
学
校
開
校
・
開
校
記
念
式
（

日
）

検討 実施

先進地視察

第１回

先進地視察

第12回第3回 第4回 第5回 第6回 第7回

先進地視察

第8回 第9回 第10回 第11回

先進地視察

第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10 第11

検討

検討

委員会だより、説明会、ＨＰ 等

制服検討委員会
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江山地区義務教育学校設立準備委員会広報紙の名称案について 

 

【江山の宝応援部会】 

番号 名称案 

１ 新生江山校区通信 

２ 地域で考える江山 

３ 未来を見据えた江山通信 

４ 輝け！江山校区 

５ 江山の未来通信 

６ 江山の明日 

７ 江山校区だより 

８ フロンティア 2020 

９ 創る 

１０ 義務教育学校設立準備委員会ニュース 

１１ 新しい風 

１２ 美神大（※みかんやま）レボリューション 

※上味野駐在所の広報誌のタイトル 

１３ ふるさとの学校たより 
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