
井口地域小中一貫校設置協議会（令和元年度 第３回） 

令和元年１１月２０日（水）午前１０時００分 

南砺市役所井波庁舎 ３階多目的ホール 

１．開会 委員長あいさつ 

３．協議事項 

（１）義務教育学校の基本的な在り方について 資料１  

（２）学年区分について 資料２  

（３）（仮称）井口地域義務教育学校の校名について 資料 3  

（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 

 資料 4  

４．次回協議会の日程 

（１）令和元年度 第４回協議会   月  日（ ）

５．閉会 副委員長あいさつ 



１ 義務教育学校の基本的な在り方について 

（１）井口地域が目指す子ども像 

◎第７回（令和元年度第２回）の協議会における教育目標に関する主な意見 

・特になし 

（２）井口地域の特色を生かした教育 

◎第７回（令和元年度第２回）の協議会における地域の特色を生かした教育に関する主な

意見 

・ふるさと教育の部分の「収穫の喜びを味わう体験活動」という部分を「体験活動を通じ

た人間力の養成」としてその具体例に「収穫体験や起業体験」のようにすればいい。 

・色について中段の色のグラデーションを上段の色と下段の色となるようにすればいい。 

・「椿まつり」の記載は地域づくり協議会で実施しているが、永久にできるか分からない

ので、検討したい方がいい。 

・「地域の特色を生かし、個性を輝かせる９年一貫教育」での「地域の特色」の具体的な説明

があってもいい。

・「子供が主役のわくわく授業で、能力を最大限に伸ばします」という部分を「子供が主役の

わくわく授業で、確かな学力を身に付けます」とすればいいのではないか。

・「思考大会、科学オリンピック等にチャレンジし、確かな学力を身に付けます」を「思考大

会、科学オリンピック等にチャレンジし、思考力・応用力を伸ばします」とすればいいのでは

ないか。

資料１

☆教育目標 

「ふるさとを愛し、世界に羽ばたく子供の育成」 

☆目指す子供像 

自主 学び続ける子（知） 

    ・自分で考え、相手を意識して表現することで学びを深める子供 

誠実 励まし合う子（徳） 

    ・互いのよさを認め合いながら個性を発揮し、伸びゆく子供 

剛健 きたえる子（体） 

・進んで運動に取り組み、心身ともに健康で、体力の向上を目指す子供 
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・子供自身を磨くし、教師も子どもを磨くということで「個性を輝かせる」は「個性を磨く」

がいいのではないでしょうか。

・６つの大枠の言葉は、語尾を揃えるなど統一した方がいいと思う。

・「ふるさと教育」のところで「いのくち学」とあるが、世界にはばたくという目標にするの

であれば、南砺市をベースに考えればいいのではないかと思う。
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外国語教育の充実 
低学年からの学級担任とＡＬＴ、英語教員

による授業の展開 

〇前期：スタート・イングリッシュ（慣れ親しむ）

〇中期：エンジョイ・イングリッシュ（交流する） 

〇後期：パワーアップ・イングリッシュ 

語学研修（使いこなす） 

○英語資格・検定試験にチャレンジ 

表現力の育成 
読書を推進し、心に響く言葉や書く力

を育成

〇読書活動の推進 

〇９年間の系統的な作文指導 

〇学校討論会の実施 

〇１年生からの漢字読み検定 

○漢字資格・検定試験にチャレンジ 

部活動の推進
地域に根ざした一貫した指導体制によ

る部活動 

〇９年間の系統的な体育指導 

〇部活動の推進

地域への愛着 
地域に学び、地域に貢献する心や態度の 

育成（ふるさと教育）

〇地域の本物に出会う教育（なんと学・井口学） 

〇収穫の喜びを味わう体験活動 

〇特産品を生かした起業体験 

○コンサート等、音楽に触れる情操教育

地域との連携 
井口地域住民の学校教育への参画

〇子供が創り上げた行事に地域の人を招待 

〇地域参加型入学式、卒業式の実施 

〇地域の祭りや催し物への貢献 

〇コミュニティ・スクールの導入 

ＩＣＴの活用 
学校独自のＩＣＴ利活用、市内外との遠隔

協働学習の推進

〇一人一台のタブレットパソコンの配備 

〇ＩＣＴ遠隔協働学習の日常化 

（利賀小中、上平小、平中との学校間ネットワー

クの構築） 

〇プログラミング的思考の育成

地域の特色を生かし、 

個性を磨く９年一貫教育 

〇子供が主役のわくわく授業で、確かな学力を身に付けます。 

〇授業の中にチャレンジタイムを設け、問題を選択して自力解決する力を育てます。 

〇たてのつながりを生かした体験活動を重視し、連帯感や感動を共有します。 

○全学年同一授業時間とし、同一時限運行にて異学年との合同授業を行います。 

〇思考大会、科学オリンピック等にチャレンジし、思考力・応用力を伸ばします。

グローバル

広い視野で考える 

ローカル

地域発展に貢献 

修正案

地域の特色･･･子供たち一人一人を支えてくれる温かい地域の力
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（２）学年区分について

◎第７回（令和元年度第２回）の協議会における学年区分に関する主な意見 

・中期を２年から３年に区分を変更されているが、小学校や中学校の先生方はどのような

対応されるのか。

・小学校は、低・中・高と２年ずつの学年区分を今後も大切にしていきたい。

・小学校と中学校の授業時間はどうするのか。

・全学年４５分授業で考えております。現在の５０分から４５分に変更し、時間を工夫し

て特色を出していきたい。

・４－２－３制の理由は、学校を運営する面の事だと思う。

・他の義務教育学校の学年区分は、６割から７割程が４－３－２制となっている。

・京都の義務教育学校は、長期間かけて４－３－２制としているので、当初の４－３－２

制の方が良い面があるのではないかと思う。

・前期・中期・後期について、特色ある教育のどの部分をどの学年区分で実施するか見え

てないと判断が難しいと思う。

・４－３－２制と４－２－３制のメリットやデメリットを具体的に提示してほしい。

資料２
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井口地域義務教育学校の学年区分は、前期４年、中期２年、後期３年とする。

学年区分と指導形式の考え方 

【学年区分】

教
科
担
任
制

９年

〈

後

期

〉

８年

７年

一
部
教
科

担
任
制

６年 〈

中

期

〉５年

学
級
担
任
制

４年

〈

前

期

〉

３年

２年

１年

【学年区分の中期を３年から２年とする理由】

 ・小学校学習指導要領（図工、音楽、体育、家庭、生活、道徳など）は２か年単位での指

導要領となっており、中学校学習指導要領との違いにより中期を２年とする。なお、中学

校教諭の乗入れ授業（一部教科担任制）や一部教科での中学校課程の前倒し授業を実施す

ることより、中学校課程への移行に影響はないと考える。

 ・小学校課程において、体育や音楽、図工などは２学年（１・２年、３・４年、５・６年）

同時に複数担任（ベテランのクラス担任と若手のクラス担任、又は専門課教諭とクラス担

任）で授業を行うこととするため、中期は２年とすることが望ましい。

 ・市内小学校にて複数教員による多学級合同指導体制の導入を予定しているため。

社会で自立して生きていく基礎づくり 

前期・中期で身に付けたことを発展させ、自

立して社会で生きていく基礎である義務教育

９年間を修了するにふさわしい学力と社会性

を身に付けます。 

小学校から中学校へのスムーズな移行 

小学校５・６年生に一部教科担任制、相互乗

り入れ授業を実施して、教員の専門性を生か

した指導を充実させ、知識・技能を活用する

カを身に付けます。 

繰り返しによる基礎・基本の習得 

学級担任によるきめ細かな指導を行い、「早

寝・早起き・朝ごはん」などの基本的な生活

習慣と、読み書き・計算などの中期につなが

る基礎的なカを身に付けます。 

新

学

習

指

導

要

領

等

の

理

念

の

実

現

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

の

実

践

・

検

証

・

改

善

前回提出資料
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小学校・中学校学習指導体制の区分

※各グループに中学校又小学校の教員を配置し、教員の小中連携及び授業及び教員の質を向上させるが可能となる。

小学校・中学校学習内容の区分

1 2 3 4 5 6 7 8 9

　４－３－２制の中期（５～７年生）で
は、従来なら小教員と中教員が混合
したグループであるが、４－２－３制
では、指導体制を工夫し、各グルー
プに中教員又は小教員を配置するこ
とにより、教員の小中の連携が可能
となる。また、授業及び教員の質を向
上することが出来る。

国算 国算社理（一部教科担任） ５教科（教科担任）

　学年・学級指導体制（（２・２）４・２・３制）について

学級担任制を基本とし、一部教科担任 学級担任・一部教科担任 教科担任制

学年別

１・２年 ３・４年 ５・６年 ７・８・９年

小教員 ３ ３人 ３人 ５人

（含中教員１） （含中教員１） （含小教員１）

音（８・９） 技・家（８・９）
美（８・９） 体（７・８）

※総合的な学習の区分を分けることにより、各区分でのリーダー（責任感）の醸成が可能となる。（例：３・４年生、５・６年生ｏｒ５・６・７年生など）

２カ年
ABカリキュ
ラム

生活科 総合的な学習（３～９年生の間で区分する）

音　図　体　道（１・２年、３・４年、５・６年）、家（５・６年）

※令和２年度より市内の小中学校にて２学年合同学習を実施予定であり、中期３年の場合、異動してきた教員が混乱する恐れがある。

※中一ギャップについては、小学校課程にて中学校教諭により、一部の教科にて教科担任制を実施するため、中学校課程での授業速度や指導の
仕方について理解が可能となる。また、入学する１年生は義務教育学校として入学し、常に７～９年生と同じ校舎で生活するため、進級への戸惑い
は無いと考えられる。

合同

※４－３－２制では学習指導要領に一致せず合同の授業はできない
※中学校課程の３年間は、高校等へ繋がる３年間としており、４－３－２制では学習指導方法に支障が出てくる恐れがある。

-
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一学級一担任制・一校一評議委員会制からの脱却 ①授業の質的向上、均質化
②多様な子供へ多様な教員の指導
③学級固定化の解消
④１人きりの教員をつくらない
⑤教師の個性、よさの柔軟な活用
⑥日常的OJTの実施
⑦教員の負担軽減、休暇をとりやすく

（その後個別も可）
（その後個別も可）

――参考資料――

＜中学校＞

学年配属教員が順に
（あるいは複数で）
HR・給食指導

＜小学校単級・複式＞

低・中・高別合同HR

複式（or学校全体）HR

＜小学校学年複数学級＞

学年単位による合同HR

保・小・中一貫、複数教員による

多学級合同指導体制

基本

〈
H
R
〉
〈

◎小・中合同学校評議委員会

＜＜令和２年度より実施予定（案）＞＞

校務支援

システム

の活用

・主務を分担

（複式学級方式）
教科のカリキュラムを２教員で対応

学年合同学習

話し合い

作業

話し合い

作業

２学年合同学習

〉
〈
目
標
が
２
学
年
で

示
さ
れ
て
い
る

教
科
・
領
域
〉

内容（例）

１－１

１－３

２－２

２－４

内容（例）

１－２

１－４

２－１

２－３

（A年度） （B年度）

オープンスペース

１組 ２組 ３組

・授業の質的向上

・負担軽減

学級・教科担任

合同授業が可能

発展
時差出勤

A：２限～１８：００（部担当）
B：朝 ～１６：４５

発展 ☆担当１人を他学年の教科

担任と入れかえる

-
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（３）（仮称）井口地域義務教育学校の学校名について 

◎第７回（令和元年度第２回）の協議会における学校名に関する主な意見 

・義務教育学校を南砺市に設置しようとする過程なので、今までの井口小・中学校とは

違うと思う。

・井口にこだわらずに新しい学校ということで、「未来・みらい」や「学舎」などを加

えるのがいいのではないか。「学園」ではなく「学舎」としたことは、富山県では「学

園」は福祉の学校に多く使われており、「学舎」として注目を集める名前がいいと思う。

・井口に特色のある義務教育学校を作るという思いであれば、名称は非常に大切なもの

だと思います。名称により行きたいという方もいると思います。その中で「井口小中学

校」という名前では、ありふれた名称ではないかと思う。

・井口という名前があえて無くても、「つばき」「つばさ」「みらい」など井口の特色が

学校名の中に表れている名前があると思う。

・地域の名前を出すことで、教育目標のふるさと教育が生きてくるのではないかと思う。

南砺市の井口にあるということで、南砺井口○○という方がいいと思う。また、地元の

想いを大切にしてほしい。

・地域の連携やふるさと教育を推進する中で、「井口」という言葉は大切だと思う。

・地域と学校は非常に密接な関係もあり、アンケート結果からも多くの方が「井口・い

のくち」という言葉を残してほしいと言っているので、残してほしいと思う。

・南砺市の目指す小規模の学校のメリットは、井口の義務教育学校なら活かせると思う

ので、新しい学校として、南砺の新しい学校名がいいと思う。

資料３
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（仮称）井口地域義務教育学校 校名案 

基本コンセプト

  ◇南砺市に設置する唯一の特認校制度を採用した学校であり、また、特色ある教育を進め

る先陣的な役割を担う義務教育学校となる。市内の多くの児童生徒が転入、転校できるよ

うに南砺市の義務教育学校とした校名とする。

校名（案）

南砺市立  南 砺   未来・みらい    学  園

なんと 椿・つばき    学  舎

                      小中学校

                      義務教育学校

【学校名としての言葉の意味（事務局案）】

○南砺

  南砺市内に設置する学校

○未来・みらい

   教育目標の「世界に羽ばたく」フレーズから入学者は希望を胸に「未来」（世界）に羽

ばたけるよう成長していく

   （富山市･･･未来高等学校、富山みらい高等学院 ←どちらも同一系の学校）

○椿・つばき

   井口の名産としている「椿」の多くは地植えでは実生（種）から７年から１０年かけて

成長し花を咲かせる植物であり、９年間の義務教育学校にて椿の成長と同様に心身ともに

成長していく。

○学園

   学舎と意味の違いはない。

全国の多くの義務教育学校は新たな名称を「学園」としている。

    （氷見市･･･西の杜学園、富山市･･･片山学園）

富山県内の児童福祉系の施設にて多く使用されている。

    （富山市･･･富山学園、恵光学園、魚津市･･･つくし学園、黒部市･･･黒部学園、

砺波市･･･砺波学園、南砺市･･･わらび学園）

○学舎

  学園と意味の違いはない。古くから使われている言葉

   地域の古き良き伝統や文化等を学舎（まなびや）で学ぶ

    （高知県･･･土佐山学舎）

○小中学校

小学校と中学校が一つの学校である 

○義務教育学校 

  学校の形態を表している 
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No 学　　校　　名　（案） 理　　　　　　由

井口小中学校　98 住民アンケートにて記載された名称が一番多かった。

いくのち小中学校　22 以前の学校名と変化が少なく、混乱が少ない

アンケート記入者数　120 シンプルで学校名を見ただけで、地名と教育内容が分かる

「井口」という言葉自体が市民になじみがある

「井口」を「いぐち」と読む人もいるので、ひらがなが分かりやすい

ひらがなの方が印象が優しい感じがする

井口学園（学舎）　34(3) 住民アンケートにて記載された名称が三番目に多かった。

いのくち学園（学舎）　24(4) 地域が分かり、「学園」とすることで新しい雰囲気（響き）がある

アンケート記入者数　58（学園） 地域内外から見ても聞いても分かりやすい

アンケート記入者数　7（学舎） 「井口」を「いぐち」と読む人もいるので、ひらがなが分かりやすい

ひらがなの方が印象が優しい感じがする

井口義務教育学校　17 簡潔で分かりやすい

いのくち義務教育学校　2 以前より広報、新聞等により義務教育学校の名称が出ている

アンケート記入者数　19 ９年間の義務教育の学校であるから

義務教育学校という名称が他校と違い、少し特別な感じがする。

地域内外から見ても聞いても分かりやすい

「井口」を「いぐち」と読む人もいるので、ひらがなが分かりやすい

ひらがなの方が印象が優しい感じがする

井口未来学園（学舎）　3(0) 新しい学校を想像させる

井口みらい学園（学舎）　18(1) 「未来（みらい）」は目指す方向や教育理念のイメージがある

いのくち未来学園（学舎）　16(2) 井口の将来を担う子供たちが育つ学校

アンケート記入者数　37（学園） 未来に羽ばたく子供たちが育つ学校

アンケート記入者数　3（学舎） 「井口」を「いぐち」と読む人もいるので、ひらがなが分かりやすい

ひらがなの方が印象が優しい感じがする

井口椿学園（学舎）　7(0) 井口では椿をイメージされるから

井口つばき学園（学舎）　16(1) 地区名及び椿が入り、親しみが持てる校名

いのくち椿学園（学舎）　8(2) 椿は９年間育てていく花であり、９年間の教育課程と同様だから

アンケート記入者数　31（学園） 「井口」を「いぐち」と読む人もいるので、ひらがなが分かりやすい

アンケート記入者数　3（学舎） ひらがなの方が印象が優しい感じがする

他地域の人にも分かりやすい

南砺市の井口にある学校だと分かる

高校名も南砺○○（地名）高校であり、他地域からも入りやすい

※住民アンケートが多数であったが、総務部会にて協議の結果、学校名（案）に提出しなかった学校名及び理由

学校名：「井口（いのくち）小中一貫校」　住民アンケート数　90

②

理由：他校区の小中学校でも小中一貫教育を実施予定のため、違いが分からずに混同して紛らわしくなる。
また、小中一貫は教育の形態を表しているため、校名としては適切ではないと考えた。

○第３回の総務部会より協議会に提出する学校名（案）及び理由

主として基本となる学校名（案）

    １．誰にでも分かりやすい学校名

    ２．地域の意見を反映した学校名

    ３．市内唯一の義務教育学校であり、他地域からも入学したくなるような学校名

①

③

④

⑤

１～５の校名案の最初に南砺（なん
と）を付けたもの

⑥
～
⑩
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（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 

【総務部会の活動内容】 

○第４回 R 元年 9月 20 日（金） 

  ・校歌、校章、制服、体操服、ズックのアンケートについて 

    保育園、小学校、中学校の保護者への各問に関する希望アンケート 

    回答数１０３（保育園３６、小学校４９、中学校１８） 

◇アンケートの結果

    各問いに関して多かった回答 

Q1 校歌･･･現在の小中学校の校歌を第１校歌、第２校歌とする 

Q2 校章･･･新たに校章を作成する 

Q3 制服･･･今のままでよい 

Q4 制服のデザイン･･･ブレザーとズボン、スカート 

Q5 体操服、ズック･･･体操服と内履きズックは統一、登校用ズックは自由 

【第４回の総務部会より協議会に提出する校歌等の案】 

●校歌

 アンケート結果により、歴史ある小中学校の校歌は、世代を超えて親しまれているもの

であり、同窓会についても今後も継続予定であることから、小中学校の校歌を第１校歌、

第２校歌とする。また、アンケート結果では、小学校の校歌のみを使用する意見も多かっ

たことから、第１校歌を小学校校歌、第２校歌を中学校校歌とする。なお、第１校歌及び

第２校歌の運用については、検討していく。 

●校章

 アンケート結果により、新たな義務教育学校が設置され、新たな校名、新たな教育目標

が決まる点で、新しい校章を作成する。なお、作成方法については、検討していく。 

●制服

 アンケート結果から、「全ての学年で同じ制服（回答３３）」、「小学校の制服と中学校の

制服を変える（回答１８）」の回答を合わせると（回答５１）、約半数が制服を望んでいる。

なお、アンケート結果から、「今のままでよい（回答４４）」、「全ての学年で自由服（回答

８）」の回答を合わせると（回答５２）、上記とほぼ同数の結果であったが、義務教育学校

という新たな学校となり、特認校制度として他の校区からの入学・転入を進めるために魅

力ある学校の１つとして、全学年統一した新たな制服とする。

新たな制服については、ブレザーとズボン、スカートとする。

移行期間として開校時の中学校生徒にも配慮し３年間の移行期間を設ける。 

●体操服、ズック

 アンケート結果から、「体操服と内履きズックは全て学年で統一し、登校用ズックは自由

でよい（回答４５）」という回答が多かったが、低学年では靴紐を結ぶことが難しい児童が

いることが想定されるため、「体操服は統一、内履きズックは１年生から４年生は自由であ

るが白色を基調とするもの、５年生から９年生は体育の授業や部活動など運動量が上がる

ことから、足を守るために学校が推奨するものとする。外履きズックは自由（運動できる

もの）」とする。 

移行期間として開校時の中学校生徒にも配慮し３年間の移行期間を設ける。 

資料４
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【総務部会からの案を受け事務局にて再考した案】 

●校歌

 総務部会からは「第１校歌を小学校校歌、第２校歌を中学校校歌とする」という案であ

ったが、設置する義務教育学校は南砺市唯一の特認校制度を採用した学校であり、新たに

他校区より転校、転入を進めて行く上で、今までの歴史を踏まえ、新たなコンセプトを入

れながら新たな学校として進めていくという点で「新たな校歌を作成」する。なお、作成

方法については、校名の決定後に検討していく。 

新しい校歌を作成する 

●校章（総務部会の案と変更無し）

 アンケート結果により、新たな義務教育学校が設置され、新たな校名、新たな教育目標

が決まる点で、新しい校章を作成する。なお、作成方法については、校名の決定後に検討

していく。 

新しい校章を作成する 

●制服（総務部会の案と変更無し）

 アンケート結果から、「全ての学年で同じ制服（回答３３）」、「小学校の制服と中学校の

制服を変える（回答１８）」の回答を合わせると（回答５１）、約半数が制服を望んでいる。

なお、アンケート結果から、「今のままでよい（回答４４）」、「全ての学年で自由服（回答

８）」の回答を合わせると（回答５２）、上記とほぼ同数の結果であったが、義務教育学校

という新たな学校となり、特認校制度として他の校区からの入学・転入を進めるために魅

力ある学校の１つとして、全学年統一した新たな制服とする。

新たな制服については、ブレザーとズボン、スカートとする。

移行期間として開校時の中学校生徒にも配慮し、開校後３年間の移行期間を設ける。 

・全学年統一した新しい制服とし、ブレザーとズボン、スカートとする。 

・移行期間として、開校後３年間の移行期間を設ける。 

●体操服、ズック（総務部会の案と変更無し）

 アンケート結果から、「体操服と内履きズックは全て学年で統一し、登校用ズックは自由

でよい（回答４５）」という回答が多かったが、低学年では靴紐を結ぶことが難しい児童が

いることが想定されるため、「体操服は統一、内履きズックは１年生から４年生は自由であ

るが白色を基調とするもの、５年生から９年生は体育の授業や部活動など運動量が上がる

ことから、足を守るために学校が推奨するものとする。外履きズックは自由（運動できる

もの）」とする。 

移行期間として開校時の中学校生徒にも配慮し、開校後３年間の移行期間を設ける。 

・全学年統一した新しい体操服とする。 

・内履きズックは１年生から４年生まで白を基調としたもので自由とし、 

 ５年生から９年生は学校が推奨するものとする。 

・外履きズックは自由とする。 

・移行期間として、開校後３年間の移行期間を設ける。
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校歌、校章、制服、ズックにおけるアンケート結果について（保育園、小学校、中学校）
記入者数 103 人

①校歌について 人数 全体率

　１．新たに校歌を作成する。 36 35.0%

　２．現在の小中学校の校歌を第１校歌、第２校歌とする。 45 43.7%

　３．現在の中学校の校歌を使用する。 0 0.0%

　４．現在の小学校の校歌を使用する。 22 21.4%

　　１に○を付けられた方はご記入下さい

　校歌に入れて欲しい言葉があれば３つまで記入下さい

椿１６ 井口１５ 希望３ 夢１ 友情１ 伝統１ 郷土１ 未来１

笑顔１ 清い１ 明るい１ 健やか１ 未来の望み１ わが母校１ 輝く１ ふるさと１

理想高く１ 誇り高く１ 翼広げ１

②校章について 人数 全体率

　１．新たに校章を作成する。 45 43.7%

　２．現在の小学校と中学校の校章を合わせてデザインする。 44 42.7%

　３．現在の中学校の校章を使用する。 9 8.7%

　４．現在の小学校の校章を使用する。 5 4.9%

　　１に○を付けられた方はご記入下さい

　　デザインモチーフがあれば３つまで記入下さい

椿２０ 井口６ はばたき５ 輝き２ 絆２ 力強さ１ 夢１ 羽１

万年筆１

・小学校の校章の中央を「小」から「井」に変更。

・子供達にデザインさせてみたい

・椿にこだわらなくてもいい

・学校名が決まっていないので考え難い

・新しい学校像を表すものにしてほしい

③制服の有無について 人数 全体率

　１．全ての学年で同じ制服 33 32.0%

　２．小学校用の制服と中学校用の制服を変える 18 17.5%

　３．全ての学年で自由服 8 7.8%

　４．今のままでよい（小学生は自由服、中学生は制服） 44 42.7%

④制服のデザインについて（③にて１又は２に○を付けた方のみお答えください。） 人数 ③の1・2合計の率

　１．ブレザーとズボン、スカート 33 64.7%

　２．現在の中学校の制服とセーラー服 9 17.6%

　３．その他 9 17.6%

・上衣の校章入りポロシャツ（長袖と半袖）その上に着るものは自由、下衣は自由

・小学校はブレザーを私服の上から、中学校はブレザーとズボン、セーラー服とスカート

・小学校はブレザーとズボン、スカート、中学校は現在の制服

・あまりがっちりした制服でなく、シンプルなものがよい。

・片山学園初等科の制服のような上着が女子はよい。

・制服サンプル画像を見せたが、女子は「かわいくない、着たくない」と言っている。

・上平小と同じような似た制服はよくない。

・小学生はカッターシャツより、ポロシャツにした方が脱着しやすい。

赤祖父（山）１５

（赤祖父）山５

赤祖父の郷１

永遠に栄えある１

輝く未来１

・中学校の校章には、世界にはばたく翼があり、我々をいつも見守ってくださる赤祖父山がある。こ
れを基本に使ってほしい。世界に羽ばたくにはもっと鋭い翼がいいです。
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・新しい感じ、着たいと思う憧れの制服にしてほしいと願う。

・リボン、ネクタイの色が暗い。

・女子は、夏セーラーでもよいかもしれない。

・制服がかわいい、格好がよいと他の地域から編入してくる子供も増える。

・小学校または中学校で、セーラー服とブレザー、スカート。

・ポロシャツのみ統一し、下は自由服（今の小学校の自由服に近いイメージ）がよい。

・最低限の式等で使えるシンプルな服でよい。

・ヨーロッパの小学生のような制服のデザインがよい。

・ブレザーと、男女ともにポロシャツ、カッターシャツ、ズボン、スカートがよい。

・ブレザー、ズボン（男子）、セーラー、スカート（女子）で見本に合ったものがよい。

・機能性とデザインが優れたブレザーにしてほしい。

・小学生はブレザーとスカート、中学生は学ランとセーラー服

・女子の場合、小学生はブルーのリボン、中学生は紺色のリボン

⑤体操服、ズック（登校用、内履き）について 人数 全体率

　１．全ての学年で統一した体操服、ズック（登校用及び内履き）でよい 1 1.0%

　２．体操服と登校用ズックは全ての学年で統一し、内履きズックは自由でよい 0 0.0%

　３．体操服と内履きズックは全ての学年で統一し、登校用ズックは自由でよい 43 41.7%

　４．体操服のみ全ての学年で統一し、ズックは自由でよい 35 34.0%

　５．今のままでよい 20 19.4%

　（体操服：小学校と中学校は別々）

　（登校用ズック：小学校は指定なし、中学校は白を基調としたもの）

　（内履きズック：小学校は指定なし（白色がよい）、中学校は推奨するもの）

　６．その他 4 3.9%

・体操服は全学年統一、ズックは自由もしくは簡単なドレスコードがあればいい。

・ズックは下の子にも使えるように、学年で色の指定はしない。

・高機能性素材を採用した体操服にしてほしい。

・体操服は統一、登校用ズックは指定なし、内履きズックは白色で指定なし。

・ズックは、制服の場合、ローファー等がよい。

・何もかも統一されると破算する。成長期がこわい。

・内履きが2,000円以下になるなら、内履きズックも統一にしてよい。

・体操服は統一。登校用ズックは今のまま。内履きズックは白で指定なし。低学年は紐が
扱えないので違ってもいい

・体操服は上は統一しズボンの色を変える。内履きズックは統一し、小中学生でラインの
色を変える。外履きズックは指定なし。

・男子のズボンも、女子と統一した柄にしたらよいと思う（サンプルのグレー色はださ
い）。

・小学生はポロシャツのような簡単なものとズボン、スカート。中学生は今のままでもよ
い。

・サンプルのリボンやネクタイの色が暗かったのでもっと明るくしてもよい。椿のイメー
ジにこだわらなくてもよい。

・小中学生なのに、高校生みたいな制服のサンプルで、若々しさがなかった（特に小学
生）。

・運動会用の帽子があればよい（グラウンドでの熱中症対策）。表裏が赤青で、運動会の
班分けができる。
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⑥その他

アンケート内容やその他にご意見等がありましたらご自由に記入下さい。

・なるべく同じでいいのではないか。

・お金がいろいろかかるのでかからない方向がいいと思う。

・アンケート結果を公表して下さい。

・先日、制服などの保護者向け説明会があったのに、このアンケートはおかしいと思う。

・この機会に制服、体操服を全学園統一にしたものにしてほしい。２

・新しい制服決定時、移行期間を約３年設けてほしい。２

・学童の支援を充実してください。（夏休み等）

・井口で責任を持ち、教育・育児ができる環境にしてください。

・費用対効果にとらわれず、何が必要かよく考えてください。

・制服は中学生からでいいと思う。

・中学生からもっとお金がかかるのに小学生で制服はいらないと思う。

・子供は憧れていると思うが、親からすると金額が大きい。

・制服は楽しみだが、高価すぎて高校並に高い。

・制服の譲渡会など、お古を頂けるシステムを作ってほしい。

・お金がかかる思考にあるようで、不安に感じる。

・学校名が決定してから、今回のアンケートを出した方が考えやすい。

・外見より、中身が･･･。充実した教育を期待します。

・校舎の建設が間に合わない中で、新入生や卒業生が出るのはかわいそう。

・アンケート結果は、開示してほしい。

・ランドセルは今までのように選ばせてあげたいです。

・制服、体操服、ズックについて現在と変更になるのなら、１年早く購入できるよう配慮していた
だきたい。

・高校並みの制服の値段の高さで驚いた。小学生はブレザーのみで成長期に合わせられないか。多
子家庭にはつらい出費になりそう。

・公立で片山学園のような学校にしてほしい。ホームページなど、見せ方がうまい。作りがよい。

・自由な学校で、誰もがあこがれるような校風が、新しい学校に求められるのではないか。

・協議会のメンバーはどうやって決まっているのか。誰が中心になっているのかと疑問である。

・校舎建て替えの際、一時的に体育館を教室にすると聞いた。体育館は、運動はもちろん、災害時
の避難所となる。井口にとっては重要な場所である。中学校の既設校舎をやりくりしながら教室を
確保してはどうか。ランチルーム等は一定期間ないのはやむを得ないのではないか。

・協議会及び総務部会の会議録を小中学校のホームページにおいて早期に公開してもらいたい。

・新しい学校の校訓に自由・誠実・剛健を掲げており、その中でも自由という点からでも自由服が
いいのではなか。

・好きな服を着るという中にも場所・行事の内容を理解し、自ら考える力を磨くことが出来ると思
う。新しい学校の特色として打ち出していけばどうか。

・近年全国的に不登校や保健室登校が増えていると聞きます。その本人や親の方々でも頼りにされ
るフリースクール的な学校作りはどうか。

・井口の子供達には、学習かスポーツに立ち向かう力強さ、弱い子には温かい手を差し出すことが
できる優しさがほしいです。

・他の学校と違うのは良いことかもしれませんが、生徒としては、あまりに違いすぎると同じ市内
の生徒なのに浮いたような感じになるので気をつけてほしい。
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校歌、校章、制服、ズックにおけるアンケート結果について（保育園）
記入者数 36 人

①校歌について 人数

　１．新たに校歌を作成する。 11

　２．現在の小中学校の校歌を第１校歌、第２校歌とする。 14

　３．現在の中学校の校歌を使用する。

　４．現在の小学校の校歌を使用する。 11

　　１に○を付けられた方はご記入下さい

　校歌に入れて欲しい言葉があれば３つまで記入下さい

椿５ 井口５ 希望２ 夢１ 友情１ 伝統１

②校章について 人数

　１．新たに校章を作成する。 12

　２．現在の小学校と中学校の校章を合わせてデザインする。 16

　３．現在の中学校の校章を使用する。 3

　４．現在の小学校の校章を使用する。 5

　　１に○を付けられた方はご記入下さい

　　デザインモチーフがあれば３つまで記入下さい

椿７ 井口２ はばたき１ 輝き２ 絆１ 力強さ１

・小学校の校章の中央を「小」から「井」に変更。

③制服の有無について 人数

　１．全ての学年で同じ制服 12

　２．小学校用の制服と中学校用の制服を変える 6

　３．全ての学年で自由服 3

　４．今のままでよい（小学生は自由服、中学生は制服） 15

④制服のデザインについて（③にて１又は２に○を付けた方のみお答えください。） 人数

　１．ブレザーとズボン、スカート 12

　２．現在の中学校の制服とセーラー服 3

　３．その他 3

・上衣の校章入りポロシャツ（長袖と半袖）その上に着るものは自由、下衣は自由

・小学校はブレザーを私服の上から、中学校はブレザーとズボン、セーラー服とスカート

・小学校はブレザーとズボン、スカート、中学校は現在の制服

⑤体操服、ズック（登校用、内履き）について 人数

　１．全ての学年で統一した体操服、ズック（登校用及び内履き）でよい 1

　２．体操服と登校用ズックは全ての学年で統一し、内履きズックは自由でよい

　３．体操服と内履きズックは全ての学年で統一し、登校用ズックは自由でよい 12

　４．体操服のみ全ての学年で統一し、ズックは自由でよい 17

　５．今のままでよい 5

　（体操服：小学校と中学校は別々）

　（登校用ズック：小学校は指定なし、中学校は白を基調としたもの）

　（内履きズック：小学校は指定なし（白色がよい）、中学校は推奨するもの）

　６．その他 1

・体操服は全学年統一、ズックは自由もしくは簡単なドレスコードがあればいい。

・ズックは下の子にも使えるように、学年で色の指定はしない。

赤祖父（山）５

（赤祖父）山３
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⑥その他
アンケート内容やその他にご意見等がありましたらご自由に記入下さい。

・この機会に制服、体操服を全学園ン統一にしたものにしてほしい。２
・新しい制服決定時、移行期間を約３年設けてほしい。２
・学童の支援を充実してください。（夏休み等）
・井口で責任を持ち、教育・育児ができる環境にしてください。
・費用対効果にとらわれず、何が必要かよく考えてください。
・制服は中学生からでいいと思う。
・中学生からもっとお金がかかるのに小学生で制服はいらないと思う。
・子供は憧れていると思うが、親からすると金額が大きい。
・制服は楽しみだが、高価すぎて高校並に高い。
・制服の譲渡会など、お古を頂けるシステムを作ってほしい。
・お金がかかる思考にあるようで、不安に感じる。
・ランドセルは今までのように選ばせてあげたいです。
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校歌、校章、制服、ズックにおけるアンケート結果について（小学校）
記入者数 49 人

①校歌について 人数

　１．新たに校歌を作成する。 19

　２．現在の小中学校の校歌を第１校歌、第２校歌とする。 20

　３．現在の中学校の校歌を使用する。 0

　４．現在の小学校の校歌を使用する。 10

　　１に○を付けられた方はご記入下さい

　校歌に入れて欲しい言葉があれば３つまで記入下さい

椿８ 郷土１ 希望１ 未来１ 井口８ 笑顔１ 清い１ 明るい１

健やか１ 未来の望み１ わが母校１

②校章について 人数

　１．新たに校章を作成する。 25

　２．現在の小学校と中学校の校章を合わせてデザインする。 20

　３．現在の中学校の校章を使用する。 4

　４．現在の小学校の校章を使用する。 0

　　１に○を付けられた方はご記入下さい

　　デザインモチーフがあれば３つまで記入下さい

椿１０ 羽ばたき２ 井口４ 輝く未来１ 夢１

・子供達にデザインさせてみたい

・椿にこだわらなくてもいい

・学校名が決まっていないので考え難い

・新しい学校像を表すものにしてほしい

③制服の有無について 人数

　１．全ての学年で同じ制服 16

　２．小学校用の制服と中学校用の制服を変える 9

　３．全ての学年で自由服 4

　４．今のままでよい（小学生は自由服、中学生は制服） 20

④制服のデザインについて（③にて１又は２に○を付けた方のみお答えください。） 人数

　１．ブレザーとズボン、スカート 17

　２．現在の中学校の制服とセーラー服 3

　３．その他 5

・あまりがっちりした制服でなく、シンプルなものがよい。

・片山学園初等科の制服のような上着が女子はよい。

・制服サンプル画像を見せたが、女子は「かわいくない、着たくない」と言っている。

・上平小と同じような似た制服はよくない。

・小学生はカッターシャツより、ポロシャツにした方が脱着しやすい。

・新しい感じ、着たいと思う憧れの制服にしてほしいと願う。

・リボン、ネクタイの色が暗い。

・女子は、夏セーラーでもよいかもしれない。

・制服がかわいい、格好がよいと他の地域から編入してくる子供も増える。

・小学校または中学校で、セーラー服とブレザー、スカート。
・サンプルのリボンやネクタイの色が暗かったのでもっと明るくしてもよい。椿のイメー
ジにこだわらなくてもよい。

・男子のズボンも、女子と統一した柄にしたらよいと思う（サンプルのグレー色はださ
い）。

・小学生はポロシャツのような簡単なものとズボン、スカート。中学生は今のままでもよ
い。

赤祖父（山）７

（赤祖父）山１

永遠に栄えある１
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・ポロシャツのみ統一し、下は自由服（今の小学校の自由服に近いイメージ）がよい。

・最低限の式等で使えるシンプルな服でよい。

・ヨーロッパの小学生のような制服のデザインがよい。

・ブレザーと、男女ともにポロシャツ、カッターシャツ、ズボン、スカートがよい。

・ブレザー、ズボン（男子）、セーラー、スカート（女子）で見本に合ったものがよい。

・機能性とデザインが優れたブレザーにしてほしい。

⑤体操服、ズック（登校用、内履き）について 人数

　１．全ての学年で統一した体操服、ズック（登校用及び内履き）でよい 0

　２．体操服と登校用ズックは全ての学年で統一し、内履きズックは自由でよい 0

　３．体操服と内履きズックは全ての学年で統一し、登校用ズックは自由でよい 24

　４．体操服のみ全ての学年で統一し、ズックは自由でよい 13

　５．今のままでよい 11

　（体操服：小学校と中学校は別々）

　（登校用ズック：小学校は指定なし、中学校は白を基調としたもの）

　（内履きズック：小学校は指定なし（白色がよい）、中学校は推奨するもの）

　６．その他 1

・高機能性素材を採用した体操服にしてほしい。

・体操服は統一、登校用ズックは指定なし、内履きズックは白色で指定なし。

・ズックは、制服の場合、ローファー等がよい。

・何もかも統一されると破算する。成長期がこわい。

・内履きが2,000円以下になるなら、内履きズックも統一にしてよい。

⑥その他
アンケート内容やその他にご意見等がありましたらご自由に記入下さい。

・学校名が決定してから、今回のアンケートを出した方が考えやすい。

・外見より、中身が･･･。充実した教育を期待します。

・協議会及び総務部会の会議録を小中学校のホームページにおいて早期に公開してもらいたい。

・公立で片山学園のような学校にしてほしい。ホームページなど、見せ方がうまい。作りがよい。

・自由な学校で、誰もがあこがれるような校風が、新しい学校に求められるのではないか。

・校舎の建設が間に合わない中で、新入生や卒業生が出るのはかわいそう。

・協議会のメンバーはどうやって決まっているのか。誰が中心になっているのかと疑問である。

・アンケート結果は、開示してほしい。

・高校並みの制服の値段の高さで驚いた。小学生はブレザーのみで成長期に合わせられないか。多
子家庭にはつらい出費になりそう。

・校舎建て替えの際、一時的に体育館を教室にすると聞いた。体育館は、運動はもちろん、災害時
の避難所となる。井口にとっては重要な場所である。中学校の既設校舎をやりくりしながら教室を
確保してはどうか。ランチルーム等は一定期間ないのはやむを得ないのではないか。

・運動会用の帽子があればよい（グラウンドでの熱中症対策）。表裏が赤青で、運動会の
班分けができる。

・制服、体操服、ズックについて現在と変更になるのなら、１年早く購入できるよう配慮していた
だきたい。

・小中学生なのに、高校生みたいな制服のサンプルで、若々しさがなかった（特に小学
生）。

-19-



校歌、校章、制服、ズックにおけるアンケート結果について（中学生）
記入者数 18 人

①校歌について 人数

　１．新たに校歌を作成する。 6

　２．現在の小中学校の校歌を第１校歌、第２校歌とする。 11

　３．現在の中学校の校歌を使用する。 0

　４．現在の小学校の校歌を使用する。 1

　　１に○を付けられた方はご記入下さい

　校歌に入れて欲しい言葉があれば３つまで記入下さい
赤祖父の郷１ 椿３ 井口２ 輝く１ ふるさと１ 理想高く１ 誇り高く１ 翼広げ１

②校章について 人数

　１．新たに校章を作成する。 8

　２．現在の小学校と中学校の校章を合わせてデザインする。 8

　３．現在の中学校の校章を使用する。 2

　４．現在の小学校の校章を使用する。 0

　　１に○を付けられた方はご記入下さい

　　デザインモチーフがあれば３つまで記入下さい

椿３ 羽ばたき２ 羽１ 万年筆１ 赤祖父山１ 絆１

③制服の有無について 人数

　１．全ての学年で同じ制服 5

　２．小学校用の制服と中学校用の制服を変える 3

　３．全ての学年で自由服 1

　４．今のままでよい（小学生は自由服、中学生は制服） 9

④制服のデザインについて（③にて１又は２に○を付けた方のみお答えください。） 人数

　１．ブレザーとズボン、スカート 4

　２．現在の中学校の制服とセーラー服 3

　３．その他 1

・小学生はブレザーとスカート、中学生は学ランとセーラー服

・女子の場合、小学生はブルーのリボン、中学生は紺色のリボン

⑤体操服、ズック（登校用、内履き）について 人数

　１．全ての学年で統一した体操服、ズック（登校用及び内履き）でよい 0

　２．体操服と登校用ズックは全ての学年で統一し、内履きズックは自由でよい 0

　３．体操服と内履きズックは全ての学年で統一し、登校用ズックは自由でよい 7

　４．体操服のみ全ての学年で統一し、ズックは自由でよい 5

　５．今のままでよい 4

　（体操服：小学校と中学校は別々）

　（登校用ズック：小学校は指定なし、中学校は白を基調としたもの）

　（内履きズック：小学校は指定なし（白色がよい）、中学校は推奨するもの）

　６．その他 2

赤祖父（山）３

・中学校の校章には、世界にはばたく翼があり、我々をいつも見守ってくださる赤祖父山がある。
これを基本に使ってほしい。世界に羽ばたくにはもっと鋭い翼がいいです。

・体操服は統一。登校用ズックは今のまま。内履きズックは白で指定なし。低学年は紐が
扱えないので違ってもいい

・体操服は上は統一しズボンの色を変える。内履きズックは統一し、小中学生でラインの
色を変える。外履きズックは指定なし。
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⑥その他
アンケート内容やその他にご意見等がありましたらご自由に記入下さい。

・なるべく同じでいいのではないか。
・お金がいろいろかかるのでかからない方向がいいと思う。
・アンケート結果を公表して下さい。
・先日、制服などの保護者向け説明会があったのに、このアンケートはおかしいと思う。

・近年全国的に不登校や保健室登校が増えていると聞きます。その本人や親の方々でも頼りにされ
るフリースクール的な学校作りはどうか。
・井口の子供達には、学習かスポーツに立ち向かう力強さ、弱い子には温かい手を差し出すことが
できる優しさがほしいです。
・他の学校と違うのは良いことかもしれませんが、生徒としては、あまりに違いすぎると同じ市内
の生徒なのに浮いたような感じになるので気をつけてほしい。

・新しい学校の校訓に自由・誠実・剛健を掲げており、その中でも自由という点からでも自由服が
いいのではなか。
・好きな服を着るという中にも場所・行事の内容を理解し、自ら考える力を磨くことが出来ると思
う。新しい学校の特色として打ち出していけばどうか。

-21-



校歌、校章、制服、体操服、ズックについて 

お子さまの情報について下記に○を付けてください。 

１．保育園児   ２．小学校児童   ３．中学校生徒

①校歌について（参考：別紙 小中学校の校歌）

以下より１つ選んでいただき、番号に○を付けてください。

１．新たに校歌を作成する。

２．現在の小学校、中学校の校歌を第１校歌、第２校歌とする。

３．現在の中学校の校歌を使用する。

４．現在の小学校の校歌を使用する。

  １に○を付けられた方はご記入下さい

校歌に入れて欲しい言葉があれば３つまで記入下さい（例：①椿 ②井口 ③赤祖父山）

①              ②             ③

②校章について（参考：別紙 小中学校の校章）

以下より１つ選んでいただき、番号に○を付けてください。

１．新たに校章を作成する。

２．現在の小学校と中学校の校章を合わせてデザインする。

３．現在の中学校の校章を使用する。

４．現在の小学校の校章を使用する。

  １に○を付けられた方はご記入下さい

デザインモチーフがあれば３つまで記入下さい（例：①椿 ②羽ばたき ③友情）

   また、デザイン案があれば記入ください。

○モチーフ             ○デザイン

①

②

 ③

質問は裏面に続きます
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③制服の有無について

以下より１つ選んでいただき、番号に○を付けてください。

 １．全ての学年で同じ制服

 ２．小学校用の制服と中学校用の制服を変える

 ３．全ての学年で自由服

４．今のままでよい（小学生は自由服、中学生は制服）

④制服のデザインについて（③にて１又は２に○を付けた方のみお答えください。）

以下より１つ選んでいただき、番号に○を付けてください。

  １．ブレザーとズボン、スカート

２．現在の中学校の制服とセーラー服

  ３．その他

⑤体操服、ズック（登校用、内履き）について

以下より１つ選んでいただき、番号に○を付けてください。

 １．全ての学年で統一した体操服、ズック（登校用及び内履き）でよい

２．体操服と登校用ズックは全ての学年で統一し、内履きズックは自由でよい

３．体操服と内履きズックは全ての学年で統一し、登校用ズックは自由でよい

４．体操服のみ全ての学年で統一し、ズックは自由でよい

５．今のままでよい

（体操服：小学校と中学校は別々）

（登校用ズック：小学校は指定なし、中学校は白を基調としたもの）

（内履きズック：小学校は指定なし（白色がよい）、中学校は推奨するもの）

 ６．その他

⑥その他

アンケート内容やその他にご意見等がありましたらご自由に記入下さい。

アンケートは以上となります。ありがとうございました。

いただいたご意見を参考にし、井口地域小中一貫校設置協議会総務部会において協議させ

ていただきます。
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