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第３回井口地域小中一貫校設置協議会会議録（要点記録） 

［日時］令和元年１１月２０日（水）開会：午前１０時 閉会：午前１１時２０分 

［場所］南砺市役所 井波庁舎３階 多目的ホール 

［出席委員］ １５人 

成瀬 喜則 委員長 松本 謙一 副委員長 山田 誠 委員 

梶  尚美 委員 森田 正人 委員 今井 幸代 委員 

加藤 久恵 委員 山下 透 委員 小林 加津實 委員 

中山 秀一 委員 柳田 由紀 委員 武部 眞理子 委員 

林 昭憲 委員 荒木 信人 委員 柴 雅人 委員 

［欠席委員］３人 尾田 慎一郎 委員  山﨑 宏充 委員  平田 裕美子 委員 

［事務局員］ 

教 育 部 長 村上 紀道 教 育 総 務 課 氏家 智伸 

教 育 総 務 課 
副 参 事 北島 一朗 

教 育 総 務 課 
副主幹（学務係長） 野村 大輔 

教育センター所長 新明 春生 教 育 部 参 事 
こ ど も 課 長 武田 秀隆 

［協議事項等］ 

１．開会 委員長あいさつ  

２. 協議事項 

   （１）義務教育学校の基本的な在り方について 

   （２）学年区分について 

   （３）（仮称）井口地域義務教育学校の校名について 

   （４）（仮称）井口地域義務教育学校の校歌、校章、制服、体操服等について 

 ３．次回協議会の日程  

 ４．閉会 副委員長あいさつ  
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［会議の概要］ 

○開会 

教育総務課長 令和元年度第３回井口地域小中一貫校設置協議会を開会いたします。お

忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は、山崎委員さん、平田委員

さんから、欠席のご連絡をいただいております。 

１．委員長あいさつ 

教育総務課長 開会にあたり、成瀬委員長から挨拶をお願いいたします。

委員長 前回の協議会では、委員の皆様から様々な意見をいただきました。本日は多く

の議題があります。前回に決定しなかった議題についても決定していきたいと思って

おります。南砺市の学校を作るという観点で議論していただければと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

２.協議事項 

（１）義務教育学校の基本的な在り方について 

委員長 義務教育学校の基本的な在り方について、事務局から説明をお願いします。

事務局 【資料１の説明】 

委員長 各委員からのご意見をお願いいたします。 

委員Ａ 「地域への愛着」というところで、「コンサート等、音楽に触れる情操教育」と

ありますが、音楽だけに特化しているように思います。本物の芸術を鑑賞するなど広

がりのある言葉でお願いできないかと思います。 

委員長 芸術という観点があればいいという意見でしたが、今回は大枠の形は決定とい

うことにさせていただいて、今後、詳細を決めていく場面があるのでしょうか。 

事務局 大枠の特色が決まりましたら、今後は教育課程部会において、より具体的なカ

リキュラム等を決めていきたいと思っております。その中で芸術という言葉の表現に

も触れていきたいと思います。

委員Ｂ 中学３年生になったときにどのような生徒像が想定されているのか具体的な姿

が見えません。この学校で９年間学び、どんな中学３年生になって欲しいかという具

体的な生徒像が見えないのですが、どう考えられているのでしょうか。 

事務局 卒業に向けての成長や目指すところについては、教育目標に向かって進めてい

き、具体的な内容は、今後、教育課程部会等で決めていきたいと思っています。 

（２）学年区分について 

委員長 学年区分について、事務局から説明をお願いします。
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事務局 【資料２の説明】 

委員長 各委員からご質問ご意見等ありましたらお願いします。 

委員Ｃ 資料の確認なのですが、２学年合同学習では、２年間で８つのカリキュラムが

あるとした場合に１年目に１・３の内容をし、２年目に２・４の内容を学習するとい

ったように２年間で８つのカリキュラムを学習するという事でいいのでしょうか。ま

た、７ページの学年合同学習のところでオープンスペースで１から３組に分けられ、

作業となっていますが、どういうことでしょうか。 

副委員長 ２学年合同学習はそのとおりです。学年合同学習については、福野小や福光

中部小のように学年に複数の学級がある場合の例になります。この場合は、２学年合

同ではなく、１・２・３組で学習するということになります。２学年合同学習とは、

単級や複式学級のような１学年に１学級しかない場合の例になります。 

委員Ｃ ６ページの教科担任制のところに、２カ年ＡＢカリキュラムに音楽、技術・家

庭、美術は８・９年で行い、体育は７・８年で行う。これらも２年間で２年分を行う

ということになると思います。音楽は７年生だけで行うことでいいのでしょうか。

副委員長 学習指導要領には音楽は中学１年生（７年生）だけで学習するというのが基

本になっています。体育だけが他の教科とずれている形になります。文部科学省が学

習指導要領に定めていますので決まりに従って進めていくことになります。 

委員Ｃ 来年度から南砺市全体で６ページに記載してある２カ年ＡＢカリキュラムを行

うのでしょうか。

副委員長 南砺市内の小学校は井口を含め、来年度から始める予定です。中学校は新し

い学習指導要領が来年決まる予定ですので、令和３年度から始める予定としています。

委員Ｃ 特色として、外国語教育に力を入れていくとありますが、これは別扱いにする

のでしょうか。 

副委員長 外国語教育は、情報教育も含めまして、早ければ小学１年生や保育園の年長

児も含めて特色のあるカリキュラムとして取り入れていこうと考えています。 

委員Ｄ 例えば、７・８・９年に英語がありませんが、単年度ごとに学習するので、複

数学年となるものだけ資料に提示しているということでよいのでしょうか。 

副委員長 ７・８・９年生の５教科である英語・国語・社会・数学、理科については、

学習指導要領によって学年ごとに学習しなければならないということになっています。 

委員長 詳細については、学習指導要領に沿って教育課程部会の方で決めていくという

ことになると思います。

事務局 岐阜県の白川村では既に義務教育学校が開校されており、開校時は４－３－２

制で運用しておりましたが、不都合が多くあり今年度より４－２－３制に変更された

ということです。４－２－３制の方がスムーズに運営することができるのではないか

と思います。 
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委員長 開校後、運用しながら考えていかなければならないことが多くあると思います。

学年区分につきましては、４－２－３制で進めていきたいと思います。 

（３）（仮称）井口地域義務教育学校の校名について 

委員長 （仮称）井口地域義務教育学校の校名について、事務局から説明をお願いしま

す。

事務局 【資料３の説明】 

委員長 前回の議論では、井口という言葉を残すかどうかという点で意見が分かれたと

思っています。それを受けて南砺市の学校であるということで事務局の方から提案を

受けたということです。各委員からご質問ご意見等ありましたらお願いします。 

委員Ｅ 先日、井口地域で教育講演会があり、教育長から義務教育学校の校名について

お話していただきました。そこでは、南砺市の義務教育学校ということでお話してい

ただき、最後は拍手もあったので、その場では賛同を得られたのではないかと思いま

した。また、地域の協議会でも校名について話をしました。「南砺」と井口地域を表す

「椿」という言葉があり、反対の意見も無かったと思います。「なんと椿学舎」で良い

という意見がありました。 

委員Ｄ 校名の南砺を漢字か平仮名にどちらにするかという意見がありました。「なんと」

が平仮名だと、後ろに「!」を付けて揶揄されてしまうという意見もありました。児童

生徒が外に出たときに「なんと」と言わなくなるのではないでしょうか。また、アン

ケートの集計結果には「井口」を校名に使って欲しいという意見がたくさんありまし

た。「なんと椿」には「井口」地域の熱い思いが入っていると解釈して良いかと思いま

す。井口にある学校だから、「井口」の名前を使ってほしいという思いもありましたが、

この学校は南砺を代表する学校であるため、継続した取り組みをしていかなければな

らないと思います。しかし、市内の小中学校が再編の対象にされています。この特認

校である義務教育学校が市に認めてもらえるような努力を継続していく必要があると

考えます。 

委員Ｃ 少子化や財政等の厳しい状況の中で学校再編の話がどんどん話が進んでいるよ

うに思います。南砺市の教育や人づくりをどうしていけばいいのかを第一に考えて、

それに対して学校をどう運営したらいいのかを考えていく必要があると思います。特

徴のある学校を運営していくべきであり、南砺市で唯一の義務教育学校は、地域に密

着した特徴のある学校名にするべきであると考えます。今回提案された内容等を地域

の方に伝えていきたいと思います。 

委員Ｆ 「なんと」を平仮名にすると「!」を付くのではという意見に賛成です。そして、

小学生とって「椿」という漢字は難しいと思います。「南砺」と「学舎」に「つばき」
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をひらがなで入れると素敵だと思います。「南砺つばき学舎」が良いと思います。 

委員Ｇ 校名については、協議会等で議論され、井口地域の方の思いを十分に聞かせて

いただきました。井口の特徴である「椿」を入れるということは、非常に素晴らしい

校名として存在感のある校名になったと思います。 

委員長 「椿」という漢字は小学何年生で習うのですか。 

委員Ｆ 小学校で習いません。「学舎」も習いませんが、イメージで掴めると思います。

委員Ｈ 響きが良く大変美しい校名だと思います。市や地域の方々の熱い思いが込めら

れていると感じます。その一方で責任は重く、子供たちのためにより努めていかなれ

ればならないなという思いです。 

事務局 漢字・平仮名につきましては、「南砺」という地名は全国的には読みづらいもの

かと思いました。この義務教育学校から全国に発信したいという思いから「なんと」

を付けさせていただきました。しかし、この「南砺」という名前を多く広めるという

思いで「南砺」でいいのかと思います。「南砺」を漢字にするのであれば、「つばき」

は平仮名に変更していいと思います。 

委員長 「南砺市立南砺つばき学舎」で校名を決定したいと思います。

（３）（仮称）井口地域義務教育学校の校歌、校章、制服、体操服等について 

委員長 （仮称）井口地域義務教育学校の校歌、校章、制服、体操服等について、事務

局から説明をお願いします。

事務局 【資料３の説明】 

委員長 各委員からご質問ご意見等ありましたらお願いします。 

委員Ｅ 児童生徒の校歌に対する思いや地域の思いがありますので、その思いを大切に

して校歌等の作成を進めてほしいと思います。

委員Ｇ 校歌は大切で子供の心に残る一生のものだと思っています。前回、「第１校歌を

小学校校歌、第２校歌を中学校校歌とする」という案がありましたが、運用が難しい

のではないかと思いました。どちらかが文化的な要素になってしまって、校歌の要素

が薄れてしまうのではないかと思っていました。新たに義務教育学校として生まれ変

わっていく機会をとらえて、例えば子供たちに新しい校歌の歌詞の素材を出させたり

して、子供たちが考えたという校歌の歌詞を作る。旋律については、希望に満ちた曲

になればいいと思います。また、現在使っている小中学校の校歌のそれぞれの特徴の

あるフレーズを入れるもの良いのかと思います。 

委員長 校歌はいつまでにつくる予定なのでしょうか。 

事務局 今日決めるのは新しい校歌をつくるということで、新しい校歌をつくるのは来
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年度の予定にしております。 

委員Ｉ 素敵な校歌ができればいいと思いました。また、時間と余裕があれば応援歌も

あったらいいのではないかと思います。福野中学校は校歌より前に応援歌が出来てい

ます。大会等がありましたら、全校生徒で応援歌を歌う文化があります。後々、応援

歌もあればいいのかと思います。また、外履きズックですが、体育の授業で外履きを

使用しますので、外履きズックこそしっかりしたものを提示したらいいと思います。 

委員長 総務部会からの案を受けて、事務局から出していただいた案を認めていただき

ましたので、今回の協議事項を終わらせていただきます。 

  何かその他でご意見ありましたら、お願いします。 

事務局 今後の手続き的な事をお伝えいたします。本日の議題で決めていただきました

校名については、正式には南砺市議会で校名を議決していただく必要があります。協

議会での意見や井口地域の思いなど説明して議決していただけるよう努力していきた

いと思っています。 

委員Ｂ 現在、井口小中学校にある教育理念等の継承は今後どうしていくのでしょうか。

それとも新しいものをつくるのでしょうか。 

副委員長 来年度から具体的にしていく中で、今までの歴史を踏まえて現在の井口小中

学校を生かしながら、良いものは継承していきたいと思います。 

委員Ｄ 先人が色々な苦労や努力がある面が今回で継承されていないことや言葉として

繋がっていないことがないように、先人たちの残したものをやはり知っておかなけれ

ばならないと思います。これから南砺市の唯一の特徴ある学校をつくるということで

はありますが、少し地域の人の思いを入れてほしいと思います。 

委員Ｅ 校名等が今回で決定いたしましたが、地域の方へ説明していただきたいと思い

ます。それが、議会前か議会後になるか分かりませんがお願いします。 

事務局 議会への提案前には地域の方々へ説明させていただきたいと思います。 

委員Ａ これまで井口小中学校が積み上げてきた伝統等がありますので、それらを継承

していってほしいと思います。

３.次回協議会の日程 

教育総務課長 次回の第４回の協議会は、１月下旬を予定しています。 

４．閉会 副委員長あいさつ 

教育総務課長 長時間に渡り、ご協議をいただきありがとうございました。閉会にあた

り松本副委員長から閉会のご挨拶をお願いいたします。

副委員長 今日は長時間に渡り、委員のみなさまには、貴重なご意見をいただき、あり
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がとうございました。残り開校まで１年４カ月程度になりましたが、しっかりと開校

できるように検討していきたいと思います。新聞に小中学校の数を減らすという記事

がでました。南砺市の公共施設の面積を減らすという点で、この話が出てきたのでは

ないかと思います。そのような中で新しい義務教育学校をつくることになります。南

砺市のそれぞれの町村には様々な文化があると思います。学校数を減らすと小中学校

がなくなる地域には文化が発展しない地域が出てくると思います。南砺市ではＳＤＧ

ｓの考えを取り入れています。誰一人も取り残さない。１つ１つの町村を大事にする

ということと同じだと思います。井口の義務教育学校が南砺市の先導的な役割を果た

し、地元の子供たちが地元の学校に通える、地域の特質を生かしながら、地域を中心

とした子供たちを育てていく。このような田舎が市長の目指している「一流の田舎」

になるのではないかと思います。この義務教育学校の中身を実のあるものにして、再

来年の四月の開校、そして井口保育園を含めた１２年一貫教育の見本となるように地

域のみなさんの意見を聞きながら進めていきたいと思っています。どうか一年余りに

なりましたが、この学校が井口を含めた南砺市全体にとっての未来の明るいシンボル

になって欲しいと思います。今後ともご協力をお願いいたします。本日はありがとう

ございました。 

教育総務課長 以上をもちまして本日の会議を終了いたします。ありがとうございまし

た。  


