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小糸・清和地区統合準備室 第９回総務部会（清和小部会）会議録 

 

日 時：平成３１年３月１８日（月） 午後７時００分～午後８時１０分 

場 所：君津市立秋元小学校  

 

１ 開会のことば 

【事務局】 

皆様、こんばんは。年度末で大変ご多用の中、定刻にお集まりいただきまして、ありがと

うございます。本日進行を務めます金田と申します。よろしくお願いいたします。それでは、

只今より、第９回総務部会清和小部会を開会いたします。開会にあたり、会場校校長よりご

挨拶申し上げます。 

 

２ 会場校校長あいさつ 

【校長】  あいさつ 

【事務局】 

ありがとうございました。それでは、これより議題に入りますが、本日の会の終了時刻を

遅くとも８時としますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。なお、議事録等、記録

の都合上、音声と写真を録らさせていただきますことにご了承いただけたらと思います。で

は、この後の議事進行を校長先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３ 議 題 

【議長】 

それでは、これより議題に入ります。「（１）清和小学校の校章・校歌の制定について」事

務局お願いします。 



2 

 

【事務局】 

それでは、校章と校歌の制定について説明させていただきます。前回、校章校歌について、

ある程度まで協議していただきましたので、確認程度に説明させていただきます。 

まず「進め方の確認」です。前回６月５日に、校章校歌についての協議をしています。時

間の関係上、途中までだったと思いますので、本日は、さらに協議を進めていただき、制定

方法を決定していただきたいと思います。本日の結果を受けて、来年度の１学期には、公募

もしくは依頼を進めていきたいと思います。もし、今回、大枠が決まらずということであれ

ば、もう１回総務部会を開催ということも考えられます。もしくは、後は詳細だけというこ

とであれば、校長先生に一任ということもできます。臨機応変に対応いたします。 

つづいて、「校章校歌制定方法の確認」です。前回の確認になります。 

まずは、「校章」についてです。校章制定までの基本的な流れですが、まず図案制作、選

定、必要があれば補正・デザイン化、そして制定という流れになります。専門家に頼む場合

でも、公募でも同じ流れになります。 

つづいて、「校歌」についてです。校歌制定までの基本的な流れは、校章と同じになりま

す。原案の制作、選定、必要があれば調整、そして制定となります。こちらにつきましても、

音楽家に頼む場合、公募する場合でも同じ流れになります。 

以上、基本的な流れになりますが、今回は、前回決まらなかった項目を決めていきたいと

思います。 

参考として周東中の場合について確認したいと思います。まず「校章」についてですが、

制定時期を統合前としました。これは、開校時によいスタートが切りたい、ということ開校

した後では余裕が無いのではないかという意見です。図案制作については、地域を知ってい

る方に作ってほしいということから、小糸清和地区にお住まいの方、または住まわれていた

方、中学校の卒業生を対象に校章図案を公募しました。そして、見た目も大事ということで

補正を事業者に依頼することとしました。図案の内容については、つながりを大切にしたい
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ということで両地区のつながりと統一性のある校章としました。その他、詳細については、

校長先生と打ち合わせをさせていただき、公募、選定、補正という流れをとり、制定までた

どり着きました。 

次に「校歌」についてです。制定時期と原案制作については、校章と同じ考えとなります。

歌詞のフレーズを公募し、また、校歌制作者についても地域を知っている方にお願いしたい

ということで、清和地区出身の指揮者である坂本和彦氏に依頼することになりました。フレ

ーズの内容としては、①子どもたちや地域にとって親しみやすい言葉、②地域の自然条件や

歴史、伝統、文化にちなんだ言葉③、前向きで明るく新しい学校にふさわしい言葉を募集し

ました。集まったフレーズをもとに校歌を制作していただくという流れになりました。 

なお、小櫃・上総地区についても、同時に進めており、上総小櫃中に関しては、周東中と

同じ流れになりますが、校歌については公募せずに直接専門家に頼む方向性です。また、上

総小については、子どもたちに校歌のフレーズを募集するために、事前交流を充実させると

いうことが話し合われました。校章校歌の制定を１つの教育の場と捉えて話し合いが行われ

ました。以上、校章校歌制定の確認でした。 

それでは、協議をはじめていただきますが、ワークシートを使って協議してください。ワ

ークシートのそれぞれの項目に前回に決まった内容を打ち込んでいます。まずは、前回から

時間がたっていますので、この方向性で決めていくのかの確認をお願いします。清和小の場

合は、校章校歌共に、清和中校章校歌の一部を使う案が出ていますので、協議をお願いしま

す。なお、各校の情報と周東中の校章校歌募集要領を資料として配付していますので参考に

してください。募集要領については、あくまでも周東中の場合になります。清和中の校章校

歌制作のために充実した協議をお願いいたします。 

それでは、議長、宜しくお願いいたします。 

【議長】 

それでは、これより校章校歌の制定について協議していきます。はじめに、校章について
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です。前回の総務部会でいくつかの方向性は決まっておりますので、このワークシートを使

って進めていきます。初めに、校章図案の作成方法についてです。話し合いの途中であった、

公募か、清和中の一部を変えるだけにするのか、ご意見ありますでしょうか。 

【委員Ｂ】 

清和中の校章を使用してよいのでしょうか。 

【事務局】 

清和中校章について調べたところ、清和中に統合する前の秋元中と三島中の校章を合わせ

たデザインでした。もともとは、それぞれの校章を掛け合わせた校章ですから、使用して問

題ないと考えます。 

【委員Ａ】 

制作者についてはわかります。当時、子どもから図案を募集しました。秋元小児童の図案

を参考にして完成させました。三島の杉と秋元の剣玉とペンを合体させた校章です。商標登

録をしているわけでもないし、公募で集めた中の図案ですから、使用できるとは思います。

しかしながら、中学校のイメージが強すぎるので、小学校でそのまま使用するのはどうかと

思います。皆さんの意見を聞きたいです。そもそも、秋元中と三島中の校章を合体させてい

るわけですから、イコールにはならないと思います。現に三島小と秋元小にも校章があるわ

けですから、それを合体させることも考えられます。ただ、新しい学校に生まれ変わるとい

う視点もあると思います。周東中の校章もすごく素敵です。新しくよい図案が公募では出て

くると思います。 

【議長】 

ありがとうございました。新しいという視点が出ましたが、他の方はどうでしょうか。 

【委員Ｂ】 

新しいという視点はよいと思います。ですから、手間はかかると思いますが、公募という

かたちはどうでしょうか。 
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【委員Ａ】 

子どもたちに考えさせたら面白い発想が出てくると思います。新しい学校を皆で作るとい

う気持ちを持たせることができます。小学生ですが、それなりに図案は出てくると思います。 

【委員Ｂ】 

子どもですから、どのような図案が出てくるかわかりませんが、最後は事業者に調整して

いただくことで成り立つと思います。 

【議長】 

新しい学校に希望が持てるようにという方向性で賛成意見が多いと思いますので、公募を

かけて、事業者に依頼していくということでよろしいですか。 

【委員一同】 

了承。 

【委員Ｃ】 

聞き逃したのかもしれないので確認させてください。子どもたちに公募をかけるというの

はすばらしいことだと思います。たくさん集まった中で、どのように決めていくのでしょう

か。周東中の場合は、どうでしたか。 

【事務局】 

図案に関しては、１９２点応募がありました。そのまま、総務部にかけるのは難しかった

ので、事務局である程度に絞らせていただきました。公募のねらいに合った作品かどうか、

それぞれ違いますので選定させていただき１１作品まで絞りました。その中から１点を決め

ていくわけですが、それでも決まらずに２点まで絞り、補正をかけて、最終的に１点に決め

ることができました。 

【事務局】 

１１点の絞り方ですが、カテゴリ別にも分けています。丸形や四角形、前の校章の一部を

使っているものなどに分けました。また、デザインだけで決めるのではなく、作品への想い
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も大事にして選定させていただいています。もちろん図案には、完成度の高いものや手書き

のものもありますので、補正を試みました。中学生の作品の中でも完成度の高い作品もあり

ました。第２校章、第３校章にしたい作品もたくさんありました。ですから、理由のしっか

りしている作品を大切にして選びました。小学生でも可能だと思います。 

【委員Ｃ】 

大人にも公募かけたのでしょうか。 

【事務局】 

地域在住の方というかたちでかけています。 

【委員Ｃ】 

それなら、子どもと保護者で考えることもできます。よいと思います。専門家にはどのタ

イミングで依頼したのでしょうか。 

【事務局】 

図案を２点に絞ってから、委員さんの意見をもとに補正し、比較して１点に決定しました。 

【委員Ｄ】 

周東中の場合、１９２点でしたが、中学生の割合はどの程度だったのでしょうか。 

【事務局】 

中学校では、授業の一環として取り組みましたので、応募件数が多くなっています。 

【委員Ｄ】 

周東中の校章や校歌はかなり評判がよいです。私個人としても、清和小の新しい校章を見

てみたいという気持ちになっています。 

【議長】 

それでは、確認しますが、三島・秋元小の子どもたちを中心に保護者を交えて公募をかけ

たいと思います。周東中の場合は、事務局が絞り込んでいましたが、絞り込みについてはい

かがいたしましょう。 
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【委員Ｂ】 

事務局で絞り込んでいただきたいと思います。周東中の校章がよくできているので、その

やり方を踏襲したいと思います。 

【議長】 

それでは、周東中と同じような決定方法でいきたいと思います。それでは、どのような校

章を作っていくのか内容を考えなくてはいけませんが、ご意見ありますでしょうか。 

【委員Ｂ】 

地域を反映させる内容でよいのではないでしょうか。 

【委員Ａ】 

教育目標を反映させるというのもあります。三島も秋元も同じような教育目標だと思うの

ですが。 

【委員Ｃ】 

あかるく、かしこく、たくましくというのはどの学校でもあると思いますが、校章に表し

にくいと考えます。清和小の教育目標はできていませんので、難しいと思います。 

【事務局】 

周東中の場合、両校のつながりや統一性ということで、公募をかけています。ですから、

両地区をつなぐ小糸川がメインになりました。 

【委員Ｃ】 

２つの校章を合体させた校章といった狭い応募ではなく、広く公募したほうがオリジナリ

ティのある作品が出てくると思います。 

【議長】 

要素として、校章の合体や地域性をデザインしたものが出てくるように広く応募するとい

うことで、よろしいでしょうか。 
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【委員一同】 

了承。 

【議長】 

範囲については、先程も話題に挙がっていますので、清和地区だけでよろしいでしょうか。 

【委員Ｂ】 

児童中心で、保護者も含めてということになろうかと思います。 

【議長】 

清和地区の児童・保護者・地域の方ということで応募範囲としたいと思います。 

【事務局】 

参考までに、周東中の場合、全てを包括して、お住まいの方、以前お住まいだった方、卒

業生という文言にしました。 

【議長】 

応募条件については、いかがでしょうか。 

【委員Ｅ】 

グラデーションについては、作品としてはよいと思うが、校章旗や一文字幕を作る場合に

表現が難しくなると思います。ですから、単色バージョンも必要だと思います。 

【事務局】 

周東中のホームページはスクールカラーの紫紺ですが、カラーバージョンの校章と合わな

いという意見もありました。自由度をもたせるのは大事だと思います。 

【議長】 

最終的には、単色も制作していくということでお願いします。確認し忘れましたが、統合

前に制作することでよろしいでしょうか。 

【委員一同】 

了承。 
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【議長】 

選定基準について、絞り込むために必要な要素ですがご意見ありますか。 

【委員Ｂ】 

周東中と同じでよいと思います。 

【委員Ａ】 

児童生徒の投票というわけにはいかないと思います。専門家の方に見てもらうことも考え

られます。応募してくるのは、案であって作品ではないので補正していくのがいいと思いま

す。これからずっと残りますので、こちらで決めていくことが必要だと思います。子どもた

ちから集めるということは教育上、大切だと思います。 

【委員Ｅ】 

選定基準で話すと、どんな想いで作られているのかを大事にして、想いを語って次世代に

つなげていけるような校章を求めていきたいです。 

【事務局】 

きれいな図案もたくさんありますが、想いが無ければ校章として成り立ちません。 

【委員Ｃ】 

確かに、周東中校章の想いを聞いてすばらしいと思いました。 

【議長】 

公募する段階で、説明を明確にして出していただき、その想いも選定基準にしていくとい

うことで、よろしいでしょうか。 

【委員Ｅ】 

子どもに公募すると、その部分が上手く伝えられないと思うので、大人が汲み取るという

のも大事にしたいです。上手な表現でフォローしてあげればよいと思います。 

【議長】 

デザインの理由づけを大事にしながら選定していきたいと思います。つづいて、最終決定
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者についてはどうしますか。 

【事務局】 

周東中の場合は、準備室の周東中部会で決めました。他市の事例ではありますが、市長が

決めているところもあります。 

【議長】 

このメンバーで決定ということでよろしいと思いますが、どうでしょうか。 

【委員一同】 

了承。 

【議長】 

以上で、校章については終わりになります。つづいて校歌の制定について決めていきたい

と思います。順を追っていきます。最終的な決定方法は校章と同じでよろしいですか。 

【委員一同】 

了承。 

【議長】 

制定時期も前回の協議結果の統合前でよろしいですか。 

【委員一同】 

了承。 

【議長】 

つづいて、原案の制作方法を決めたいと思います。前回出た内容では、清和中のメロディ

の一部を使うという案、新しい校歌を作る案が出ていますが、ご意見ありますでしょうか。 

【委員Ａ】 

清和中校歌ができた当時、歌詞を作った人が校長先生でした。歌詞が文語調で最近の子た

ちには歌いにくいのかと思います。歌詞に合わせてメロディもあるわけですから、清和中の

メロディを使うというのは、小学生に向かないのではないのかと思います。 
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【事務局】 

中小も同じような校歌ですが、勉強になりました。 

【委員Ｄ】 

周東中の校歌を聞いてとても良かったので、あのような校歌がよいと思います。 

【委員Ｃ】 

校章と同じ考えで、新しい校歌を求めていいと思います。 

【委員Ａ】 

難しい校歌を歌わせるのは、厳しいと思います。 

【委員Ｂ】 

小学生ですから、元気が出る校歌がよいと思います。歌いやすい、優しい歌詞にして作っ

てもらいたいです。 

【委員Ａ】 

戦争前後の歌は、お国のためにというイメージが多いと思います。 

【議長】 

清和中のメロディは使わないで、新しい校歌を作っていくということでよろしいでしょう

か。 

【委員一同】 

了承。 

【議長】 

つづいて、どのような校歌にしていくのか決めていきたいと思います。今、明るいとか元

気なというキーワードが出てきましたが、具体的にご意見ありますでしょうか。 

【委員Ａ】 

子どもたちにどんな校歌がよいか公募してはどうでしょうか。 
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【議長】 

子どもたちから、フレーズやどんな校歌にしたいかを公募するということでよろしいでし

ょうか。 

【委員Ｄ】 

ちなみに、周東中の場合も公募したのでしょうか。 

【事務局】 

フレーズについては、公募いたしました。１９６名の方からいただき、１人が何点も応募

してくるので、すごい数になります。同じようなフレーズをまとめる作業も必要でした。 

【事務局】 

子どもたちからも集めているので、自校の校歌の好きなフレーズを応募してくることが多

かったです。広く考えられたらよいのかと思います。 

【委員Ａ】 

子どもたちには、新しい学校をつくるという視点を持たせて公募すればよいと思います。 

【議長】 

歌詞が中心となって、ご意見いただいていますが、曲についてはこちらで考えるのが難し

いと思いますので、専門家にお願いするというかたちでどうでしょうか。 

【委員Ｂ】 

作詞作曲をしてくれる人が引き受けてくれるとよいです。 

【議長】 

確認ですが、歌詞についてはフレーズを募集して、作詞作曲については専門家に依頼する

というかたちでよろしいでしょうか。 

【委員一同】 

了承。 
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【議長】 

公募範囲は、校章と同じでよろしいでしょうか 

【委員一同】 

了承。 

【議長】 

曲の方向性についてはどうでしょうか。 

【委員Ｃ】 

小学校でも２部合唱はあります。 

【委員Ａ】 

合唱にするにも、後で編曲するということもできるので、初めは斉唱でよいと思います。 

【委員Ｄ】 

周東中校歌はどうでしょうか。 

【事務局】 

斉唱になります。オーケストレーションしていただいております。 

【議長】 

基本的には合唱できるように作ってもらうということで、よろしいでしょうか。 

【委員Ａ】 

作曲者に合唱も後でできるようにと頼んではどうでしょうか。 

【委員Ｃ】 

周東中校歌は２番まででお願いしているのでしょうか。 

【事務局】 

初めは、３番まででお願いしていましたが、専門家の意向がありますので２番までとなり

ました。お願いするにあたり、こちらがほしい校歌にならない可能性があるので、ある程度

条件といいますか、イメージを伝えるというかたちになります。しかしながら、専門家の想
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いもありますので、大事にしていきたいところではあります。今回、歌詞に小糸や清和とい

う言葉を入れてほしかったのですが、「小さな糸」のように直接的な言葉を使わないという

ことになりました。 

【委員Ｂ】 

確かに、地域名を直接入れるのは、昔の校歌のようになってしまうと思います。 

【委員Ｃ】 

これから、どんな時代になるのか想像できませんが、長くて３番までがよいのかと思いま

す。秋元小は４番までですが、歌うのが大変だと思います。 

【委員Ａ】 

長いと歌うのも覚えるのも大変だと思います。 

【事務局】 

周東中の場合、初めは３番構成で考えていたのですが、子どもが覚えられないのではない

かということで２番になりました。 

【議長】 

要望としては、長くて３番までとし、斉唱で合唱にできるような校歌にしてほしいという

ことでよろしいでしょうか。 

【委員一同】 

了承。 

【議長】 

公募した場合、たくさんのフレーズが集まってくると思います。それをどのように専門家

に使っていただくのか考えたいと思います。 

【事務局】 

周東中の場合、初め３フレーズぐらい選んで歌詞に入れてもらえばよいと考えて総務部会

で協議したのですが、全てのフレーズが地域の想いだという意見がありました。そこで、全
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てのフレーズを専門家に託して、使えるフレーズを歌詞に落としてもらうということになり

ました。全ては無理ですが、２、３割は入っています。 

【委員Ａ】 

それでよいと思います。専門家が全てのフレーズを見てイメージしてもらって作るという

かたちがよいと思います。あくまでも参考としてのフレーズを公募するというかたちでよい

です。 

【委員Ｂ】 

前と同じような校歌にならないようにするために、同じ方法でよいです。 

【議長】 

フレーズを専門家の方に見ていただいて、作詞していただくということで、よろしいでし

ょうか。 

【委員一同】 

了承。 

【委員Ｂ】 

専門家はたくさんの校歌も聞いているでしょうから、任せたほうがよいと思います。 

【議長】 

では、誰に頼むのか、ご意見ありますでしょうか。 

【委員Ｃ】 

○○さんがいます。○○にも関わっています。力のある方です。 

【議長】 

これで協議を終わりにしますが、慎重審議ありがとうございました。以上で協議が終わり

ました。これをもとに事務局で公募や依頼について進めていっていただきます。宜しくお願

いいたします。他に確認しておくことございますか。無ければ、（２）「その他」について事

務局から何かありますでしょうか。 
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【事務局】 

ありません。 

【議長】 

本日の議題については以上となります。これで議長の任を解かせていただきます。 

 

４ 連絡 

【事務局】 

議長どうもありがとうございました。また、委員の皆様、慎重審議のほど、ありがとうご

ざいました。 

それでは、連絡です。本日協議していただいた結果、公募となりましたので募集要領をこ

の後に作成します。１学期中に公募をかけさせていただき、応募作品が集まりましたら、夏

休みごろに清和小部会を招集させていただきます。校歌について、誰に頼むのかはその時に

最終決定させていただきます。連絡は以上となります。 

 

５ 閉会のことば 

【事務局】 

以上を持ちまして、第９回総務部会（清和小部会）を閉会いたします。長時間にわたり、

ありがとうございました。 


