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大和田小・坂田小統合準備室 第３回総務部会 会議録 

 

日 時：令和２年１２月８日（火） 午後７時００分～午後８時３５分 

場 所：君津市立大和田小学校 

 

１ 開会の言葉 

【進 行】 

本日はお忙しい中、定刻にお集まりいただきありがとうございます。それでは、只今よ

り第３回総務部会を開会いたします。開会にあたり、室長より一言ご挨拶いたします。 

 

２ 室長あいさつ 

【室 長】  

～あいさつ～ 

【進 行】 

それでは、これより議題に入ります。この後の議事の進行を室長にお願いします。 

 

３ 議 題 

【議 長】 

それでは、議題の（１）校章について、事務局、説明をお願いします。 

【事務局】 

 ～説明～ 

【議 長】 

ただいま、事務局より説明がありましたが、何かご質問やご意見はありますか。 

【Ａ委員】 

前回協議した校名は公募で案を集めましたが、地域の方から、公募なのになぜ４つの校名

が候補になったのか理解できないと意見がありました。公募だから一番多い名前が校名にな
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らないのはおかしいという意見です。ですから、今回公募をするのであれば、アイデアを募

集しますということで良いのではないでしょうか。 

【事務局】 

参考資料として添付している実施要綱をご覧ください。清和小の場合、タイトルにある通

り、あくまでも校章図の案を公募しています。実際、総務部会で修正や補正を加えています。 

＜校章について＞ 

【議 長】 

はじめに校章を何のために制定するのかについて協議します。ご意見ありますか。 

【事務局】 

これまでの準備室では、地域が拡大することから、帰属感や所属感を高めるためなど目的

をもって制定しております。ですから大和田小・坂田小の統合校についても、目的をはっき

りさせて進めていきたいです。 

【Ｂ委員】 

シンボルとして使うということで良いと思います。質問ですが、委託の予算はどうなって

いるのでしょうか。制作方法を委託することに決めてもできないということにならないです

か。デザイナーに頼めばそれなりの金額がかかるので、そのお金がないのであれば委託につ

いて協議する必要はないと思います。委託ではなく公募で案を募った方がよいと思います。 

【事務局】 

これまでの統合校では、校章図の案を公募し、最終的には業者に補正を委託しています。

校歌については、これまでの聞き取りから予算を確保しております。費用の件になると、協

議がストップしてしまうので、大和田小・坂田小の統合校の子どもたちのためにどういった

校章校歌が必要なのかを、協議していただきたいと思います。その中で、費用がかかるとい

うことになれば、何とか努力させていただきます。 

【Ｂ委員】 

委託にすると、こんな目的で作ってほしいということになりますので、どんな内容で制作

するのかを多く議論する必要があります。ですから、図案を公募する方がよいと思います。 
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【議 長】 

様々な場面で使用するものであり、大和田小・坂田小が統合するにあたって、こんな想い

があるということでも良いので意見ありますか。 

【Ｃ委員】 

校章がなくても学校は成り立つと思います。小学校の校章で帰属意識を感じたことはあり

ません。中学校では制服等にありましたが、小学校では校章を使用する機会が少ないと感じ

ます。制定の目的に係ってきますが、二つの学校が合わさることが重要ではなくて、これか

らの子どもたちがどう学ぶのかという理念の方がとても大事だと考えています。それによっ

て、どのような校章、校歌がふさわしいのかということになると思います。ですから、今の

段階で慌てて決めなくてもよいと思います。大和田小の石碑にあるように「優しく強く逞し

く」といった教育目標の方が大事であって、校章が統合の象徴にならない方がよいと思いま

す。学校で何をコンセプトに教育していくのかが決まってから制作した方が良いと思います。

別の視点になりますが、この学校再編は小中高の連携がメインにあるので、君津高校の美術

部に依頼しても良いと思います。高校生でも十分デザイン化できると思います。地域等には

公募しなくてよいかと思います。 

【議 長】 

制定の目的は、この後の協議内容につながる部分です。目的を踏まえながら、制定の時期

や内容など広く意見をいただきます。 

【Ｃ委員】 

先程も言いましたが、学校教育のコンセプトが決まってからの方が良いと思います。極端

に言うと、両校の校章には校名にちなんだデザインが入っていますが、校名さえも決まって

いないので公募のしようもないと思います。 

【事務局】 

スケジュール的には、校名が３月に決まる予定ですので、公募する場合、その後の５月を

予定しています。 
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【Ｃ委員】 

例えば、学校が始まってからであれば、それ以降の制作になると思うし、学校がどういう

イメージで制作したいかもコンセプトができると思います。 

【事務局】 

これまでの準備室でも、学校の校訓などを校章にした方が良いのではないかという意見も

ありました。協議を進める中で、統合により地区が広くなるので、団結や絆などといった目

的で校章や校歌を制作した方が良いのではないかという意見なども出ました。その流れで、

良いスタートを切るために開校前に制作しています。ですから、皆様からご意見いただく中

で、制作のタイミングが決まってくると思います。 

【Ｃ委員】 

学校のコンセプトが反映された方が良いと思うので、統合してからで良いです。 

【Ｄ委員】 

制定の目的については、簡単に考えて、必要であるから制作するということよいと思いま

す。校章がない小学校はないと思います。小学校の時、校章の意味はわからなかったです。

両校共に溶鉱炉が校章に表現されており、このように地域の特性なども踏まえて校章ができ

あがったと思います。ですから、他の学校でも実施しているように、地域を知っている方々

に協力していただきたいと考えております。よい校章図案が出てくるのであれば，公募もよ

いと考えます。 

【Ｅ委員】 

学校の立場としては、学校のシンボルとして使用する場面が多いので、制作したいと思い

ます。様々な想いが込められた校章を制作したいと思います。制定の時期としては、新しい

学校がスタートしたときに、校章があるとないとでは、何をもって心を一つにするかと考え

ると校章が開校前からある方がよいと思います。先程、コンセプトができてからという意見

もありましたが、その通りだと思っています。しかし、学校教育目標は、その年度の校長が

作るものになるので、そこまで全て汲んで校章図を制作するのは難しいと考えます。 
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【Ｆ委員】 

校章については、単純に考えています。校歌は早めに制定して、校章は統合してから子ど

もたちに作ってもらってもよいと考えています。先程も意見がありましたが、子どもたちが

みんなで校章を考え、そして君津高校の生徒に見てもらい、デザインとして仕上げるという

ことを考えています。自分たちの学校を自慢できるものにするのに、自分たちで作っていく

ことで達成したいと思います。きちんとデザインにして、周西中学校にも関わってもらいな

がら、また新しい学校をお祝いしながら制作していけばというイメージです。 

【議 長】 

校章については統合校の一期生の力を使い制作していくこと、校歌については開校前に制

作するということですか。 

【Ｆ委員】 

校歌がないとスタートできないと思います。 

【Ｇ委員】 

学校のシンボルのために制作するというのは、納得できます。 

【Ｈ委員】 

制作時期は、学校がスタートする前がよいと思います。校章がないと集団として難しいの

ではないかと思います。委託すると個人の力になってしまいますが、保護者や地域の方々等、

たくさんのアイデアや想いを集めるのが理想だと思います。校名を募集したように幅広く公

募してはどうでしょうか。公募の範囲についても、限定するのではなく幅広い方に募集する

ので良いと思います。小さい子どもだから考えられないではなく、頭の柔らかい子どもたち

にも協力してもらうという考えもよいと思います。 

【議 長】 

何のために制定するかということで協議していますが、これまでの意見をまとめていくと、

学校のシンボルとして必要ではないか、地域の想いを受けることも必要なのではないか、学

校教育目標を入れてもよいのではないかという３点が主な意見だと思います。 

次に、制定する時期としてはどうでしょうか。現状、開校前と開校後で分かれていますが、
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良いスタートを切るために令和３年度中に決めるのがよいのではないかという考え、また、

校章については、１期生の子どもたちが協力して制作する方法が良いのではないかという意

見が出ています。 

【Ａ委員】 

せっかくだから一緒になってからの方が良いと思います。時期としては、早い段階で交流

を兼ねて制作していく、できるのであれば、開校までに制作できないのかと考えています。

しかし、コロナ禍でもありまので、難しいとも思っています。 

【Ｉ委員】 

校章を使用するためには、いつまでが良いのかと考えていました。卒業証書には必要だと

思いますので、最低でも令和４年度中に制作がよいと思います。ただ、名札に校章を入れる

場合、開校する前に準備するので、開校前には必要だと考えます。そう考えると、二つの学

校の想いを入れるために、皆様から公募で案をいただいてから制作すると、制定するのは、

統合直前になるのかと考えます。 

【事務局】 

制定時期の方向性だけでも決めていただけると、次回の２月の総務部会につながるので、

協議をお願いします。 

【Ｃ委員】 

子どもたちが大事だと思うので、統合して最初の共同作業として、校章の制作を残してお

いた方がよいと思います。先程名札の件がでましたが、初めから名札はなくても良いと思い

ます。登下校時は、名札を外す指導もしています。そのような時代ですから、必ずしも開校

前に必要というわけではないと思います。校内で名前がわかれば良いと考えます。 

【Ｅ委員】 

統合後、子どもたちに制作させるという考えもあると思うが、統合前に制作させるのも、

それほど差異はないと思います。子どもたちだけで考えるのは難しいので、修正を加える必

要はあるかと思います。学校のシンボルがスタート時にあるということ、その前に子どもた

ちが考えていくということも大切だと思います。 
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【議 長】 

学校では、今年度は子どもたちが徹底的に交流して、来年度は子どもたちと保護者が交流

してという計画はありましたが、コロナの影響でそれが叶いませんでした。来年度は許され

る範囲で交流していこうと考えていますので、その中で、子どもたちに校章を制作させるよ

うな取り組みができると思います。この校章の制作は交流の柱にしてもよいと感じています。

低学年には厳しいと思いますが、高学年には十分できる力量があると考えています。時期と

しては、開校前を目指して準備するということでよろしいでしょか。 

【Ｄ委員】 

開校時の６年生が卒業するときまでには、制定していてほしいです。 

【議 長】 

できれば開校前に制定して、良い気持ちでスタートした方が良いと思っています。子ども

たちの想いを乗せた上で、交流の中で考えていくということでよろしいでしょうか。 

【全委員】 

了承。 

【議 長】 

では、制作方法についてはどうでしょうか。 

【Ｃ委員】 

子どもたちに制作させたいので、公募はしない方が良いと思います。 

【Ｊ委員】 

この地域の出身者で制作できる方はいますか。地域の方に依頼しても良いと考えています。 

【事務局】 

聞いたことはないが、地域に調査すればいると思います。 

【Ｉ委員】 

卒業生でアニメーターをしている方は知っています。 

【議 長】 

一般の方を含めて、デザイナーさんなどに子どもたちの意見を吸い上げて、高校生を巻き
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込んで制作していくという考え方が出ています。 

【事務局】 

これまでの準備室では、地域と一緒に作り上げたいということで、地域に公募しています。

周東中学校は小糸地区と清和地区に募集し、約２００作品の応募がありました。中には、デ

ジタル化されたものから、手書きのもの、低学年が一生懸命に描いた校章までありました。

制定の目的があって、公募という選択をしています。 

【議 長】 

子どもたちの発想は素晴らしいと感じています。地域にもスペシャリストがいるかもしれ

ないので、公募という選択もありだと思います。 

【事務局】 

きみぴょんの場合は、公募して決めています。プロが応募してくることもあります。 

【Ｆ委員】 

先程、子どもたちに書いてもらうことが決まったので、公募はしなくてよいと思います。 

【Ｈ委員】 

子どもたちが制作するイメージがわからないので、もう一度確認させてください。 

【議 長】 

交流しながら、持ち寄って協議して、絞り込んでいくイメージです。そこに卒業生にも協

力してもらうというかたちになると思います。 

【Ｃ委員】 

地域の方々の協力はいらないと思います。子どもたちだけで制作するということです。し

かし、最後にデザインを完成させるためには、専門家の方の力は必要になってきます。簡単

に修正補正してもらう程度で十分だと思います。自分たちで校章を考えたということで良い

と思います 

【議 長】 

教師サイドとしては、統合するにあたり、地域学習を充実させていく中で、子どもたちが

制作していくという流れになると思います。 
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【Ｃ委員】 

子どもたちが、校章の制作のために休み時間等にも話し合うことが、統合に向けて大事な

ことだと思います。やり方はいろいろありますが学習ができると思います。 

【Ｂ委員】 

地域を入れるとなれば、公募するべきだと思います。地域を入れる話になっていましたが、

再度方向性を確認させてください。 

【Ｄ委員】 

デザインについては新しいものでも良いと思いますが、大和田小と坂田小の校章に溶鉱炉

が表現されているので、地域のものとして溶鉱炉が入っても良いという意見です。 

【議 長】 

子どもたちが、溶鉱炉に視点が行くか行かないかわかりませんが、教師の地域学習にもつ

ながっていきます。 

【Ｄ委員】 

子どもたちが考えたものであれば、地域柄が校章に反映されなくてもよいと考えています。 

【Ｉ委員】 

スーサイくんは生徒から公募しています。ただ、その案を修正したのは、美術教員でした。

子どもたちに制作させる案も出ていますが、技術的に考えても、最後の仕上げは、やはりあ

る程度、大人の力が必要なのではないか思います。 

【議 長】 

これまでの意見を整理します。子どもたちのスタート意識という意見、地域から広く想い

を聞いていくというという意見が出ています。何か意見はありますか。 

【Ｇ委員】 

子どもたちに制作してもらうという意見は納得できます。この地域には、製鉄所などの歴

史があると思います。ですから、難しいかもしれませんが、子どもたちに歴史を教えて、そ

の結果を校章に反映させても良いと思います。 
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【議 長】 

校章を制作していくには、歴史を学習していかなくてはいけないということです。 

【Ｇ委員】 

来年、市政５０周年ですので、それに合わせて取り組んでも良いと思います。低学年には、

難しいと思いますが、やる価値はあると思います。 

【議 長】 

方向性がまとまってきました。子どもたちに歴史を学んだ上で制作させた方が良いという

意見が多いと思います。公募ではなくて、子どもたちが主体となって進めるという方向性で

よろしいでしょうか。 

【全委員】 

  了承。 

【Ｈ委員】 

子どもたちが図案を制作していき、最終的には誰かが手を加えていくという方向性で良い

と思います。 

【事務局】 

校章をゼロから制作してもらうというのは難しいですが、子どもの発想である程度、校章

の形が決まっているのであれば、手直しがしやすいと思います。 

【Ａ委員】 

最終的に専門家にお願いするというのは良いと思いますが、高校生が最終的に手直しを含

めてデザインを決める方法でも良いと思います。大人が手を加える必要もないかと思います。 

【Ｃ委員】 

私も高校生までで良いと思います。子どもたちが良いと判断すれば良いと思います。決し

てデザインがかっこいいものを制作する意味は無いと思います。 

【Ｉ委員】 

君津高校の先生にも確認して、どのぐらいの力量があるのかを確認する必要があります。 
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【議 長】 

次回、２月の総務部会までに確認をします。校章制作に向けてやることは、子どもたちに

は、しっかりと歴史を学び、交流し、制作するということでよろしいでしょうか。 

【全委員】 

了承。 

【議 長】 

以上で校章についての協議を終わりにします。 

＜校歌について＞ 

【議 長】 

続いて、議題の（２）校歌について、事務局、説明をお願いします。 

【事務局】 

～説明～ 

【議 長】 

校歌については、専門性が高い分野ですが、何かご意見ありますでしょうか。 

【Ｆ委員】 

学校に対する想い等のワードを組み合わせて歌詞を制作することができるでしょうか。 

【Ｅ委員】 

清和小学校の時はどうだったのでしょうか。 

【事務局】 

制作者については、地域と一緒に作り上げるということで、清和地区出身の方にお願いし

ました。また地域の想いも反映させたいということで、校歌のフレーズを公募しました。集

まったフレーズを一覧にして、地域の想いということで制作者に託しています。応募された

フレーズをそのまま歌詞にすることは難しいので、同じ意味ですが言葉を変えて作詞してい

ただきました。 

【Ｅ委員】 

上総小櫃中は、制作者が各学校を訪問して制作したと聞いていますがどうですか。 
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【事務局】 

同じように、上総小櫃中の総務部会で協議しましたが、やはり制作者候補については決ま

らず、４校の校長先生で決めるということになりました。校長同士で何回か協議する中で、

制作者候補を決定し、総務部会で承認していただきました。誰にするかというのは重要です。

制作者を公募するというのも大変なことになります。誰かに依頼するといっても候補がいれ

ば良いのですが、校歌制定に向けて、ここが大事な協議になります。 

【Ａ委員】 

歌詞のフレーズについては、子どもたちからでも集めることができます。作曲については、

美和幼稚園の近くにピアノ教室があるので、その方でも良いと思います。 

【議 長】 

依頼する場合、ある程度この地域を知っている方がよいのではないかとも思いますが、上

総小櫃中学校の事例からも、決してこの地域の出身者でなくてもよいと考えます。 

【事務局】 

補足ですが、上総小櫃中学校の場合、統合する４校を訪問して直に子どもたちと交流する

中で、校歌を制作していただきました。依頼しても公募しても、結局、制作は一人ではでき

ないと思います。小櫃・上総地区総務部会でも、制作者候補の選定には時間がかかりました。 

【議 長】 

この地域で制作者候補はいますか。 

【Ｉ委員】 

この地域出身に限定しなければ候補はたくさん出てきますが、出来栄えは制作者で違うと

思うので選定は難しいです。 

【議 長】 

それでは、次までに候補をリサーチするということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

制作期間ですが、長い方では６ヶ月はかかりますので、統合前に制作するのであれば、来

年度初めまでには、候補を決定している必要があります。 
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【Ｃ委員】 

予算の問題があると思いますがどうでしょうか。 

【事務局】 

予算に関しては、事務局で交渉しますので、校歌の制作者を誰にお願いするのが良いのか

を決めていただきたいと思います。 

【議 長】 

では、次回の総務部会が２月ですので、それまでに各自がリサーチしてくるということで

よろしいでしょうか。まずは地域で制作してくれそうな方がいるかどうか、そして他の地域

で候補がいるかどうかをリサーチするということよろしいでしょうか。 

【全委員】 

了承。 

【Ａ委員】 

弓削田さんの出身地はわかりませんが、全国各地で学校の合唱曲や校歌を制作していると

聞いています。 

【Ｃ委員】 

弓削田さんは有名な方です。オリジナルソングなどを制作していますが、子どもたちから

話を聞いて、制作していく手法だと聞いています。学校での曲に特化した方だと思います。

まず目的を確認することが大事で、それがクオリティをどこまで求めるのかにつながってく

ると思います。子どもたちが、一緒になって歌えることが一番大事だと思っています。 

【議 長】 

子どもたちにとっては、やはり歌いやすさが大事なのかと思います。制作するにあたり、

制作者も地域をリサーチしてくれると思います。 

【Ａ委員】 

県ＰＴＡ研修会の時に、弓削田さんは、子どもたちにインタビューしたり、歌ったりして

いると聞いていますので、子どもたちのことをよくわかっていると思います。楽しく制作し

ていることを感じたので、制作者の候補として挙げたいです。 
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【議 長】  

コンセプトとしては、明るく元気が出る校歌でよいかと思います。それでは、各自が２月

までの宿題として、制作者候補を調査していただければと思います。 

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

 

４ 閉会のことば                            

【進 行】 

以上を持ちまして、大和田小・坂田小統合準備室第３回総務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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


