
中学校再編委員会の議題（案）

No 部会 内容 No 部会 内容

第１回 4 教1 校訓 ― 総 進行計画検討
１月 5 教1 学校教育目標 ― 総 再編委員会検討内容

２６日 6 教1 学校運営方針
（水）

117 生 部活動 現中1生への対応
118 生 部活動 現小6生への対応
119 生 部活動 各大会への参加
111 生 制服
112 生 体操服，ジャージ

88 運 PTA組織づくり
【方針】組織、規約づくりの方
向性

第２回 27 教1 総合的な学習テーマ 2 総 校章・校歌・校旗
【方針】決定へ向けての手順、
日程案

３月 28 教1 総合的な学習　課程 98 運 スクールバス
１７日 99 運 通学路の指定
（木） 128 地 高　速　船

31 教1 体育的・文化的行事
125 地 地域学習（行事・祭礼）
88 運 PTA組織づくり
89 運 組織規約等

第３回 104 運 閉校式 1 総 校名
【承認】校名案の決定　→　町
議会にて条例改正案へ

５月 105 運 記念誌 4 教1 校訓
106 運 閉校記念品 5 教1 学校教育目標
107 運 学校お別れの会 6 教1 学校運営方針

42 教2
特別支援学級対応

（支援員配置）
【方針】支援員等、町雇用職
員の配置方針

77 施 教室配置 【方針】第一案の提示

92 運 懇談会・家庭訪問の持ち方
【方針】決定へ向けての手順
案

84 運 通学体験 【承認】実施計画

16 教1 交流活動 【報告】交流計画

第４回 43 教2 校則・生活の内規 【方針】第一案の提示

６月 38 教2 学級編成 【方針】編成の手順

104 運 閉校式
105 運 記念誌
106 運 閉校記念品
107 運 学校お別れの会
124 地 家推協・青育会 【方針】各地区の課題等確認

【承認】計画案

【方針】所属の決定時期、合
同活動の在り方について

【方針】どのような手順で決め
ていくのがよいか

備考

【方針】用品の指定について

1 総

【方針】各地区の課題、検討
時期（手順）確認

【方針】統合校PTAの組織、規
約を決めていく手順

校名

【承認】校訓等の案について
（承認をもとに、学校教育の詳
細検討へ）

【方針】決定へ向けての手順、
日程案

回（日付）
A　熟　　　　議 B　検討内容（部会提案）を受けた協議

　毎回、一つのテーマについてそれぞれの立場からの
意見をもとに、再編委員会としての方向性を提示

ア　事務局で論点を整理して提示
イ　論点に沿って、委員それぞれの立場で討議
ウ　場合によってはグループ討議も？

ア　（方向性提示を受けた）検討部会での検討内
容を審議
イ　内容についての可否
ウ　修正の要不要
エ　実務の進行について質疑
オ　必要に応じて継続審議

統合中学校がどのような学校になっていくとよいか

～南知多の子どもたちにとっての“よりよい学校教育”とは～

どのような学びを統合校の特色にするとよいか

～教育課程の核としての総合的な学習の時間について～

（原案をもとに）

現中学校の閉校をどのように迎えるか

～ ～

委員より「熟議テーマ」



中学校再編委員会の議題（案）

No 部会 内容 No 部会 内容
備考回（日付）

A　熟　　　　議 B　検討内容（部会提案）を受けた協議

第５回 123 生 部活指導 地域人材の確保 120 生 合同部活対応
【報告】所属希望調査の結果
提示

８月 97 運 地域学習における人材の確保 16 教1 日課表
【方針】大枠の提示　→バス等
運行の基準に

98 運 スクールバス
99 運 通学路の指定
128 地 高　速　船
8 教1 小中連携 【報告】R5計画の方向性

第６回 125 地 地域学習（行事・祭礼） 【報告】各地区の進展

９月 42 教2
特別支援学級対応

（支援員配置）
【承認】町雇用職員の配置

53 施 危機管理マニュアル策定 【方針】第一案の提示

60 施
タブレット運用

（オンライン授業含む）
【報告】統合校での活用案、実
践（実証）事例

111 生 制服

112 生 体操服，ジャージ

113 生 指定ｶﾊﾞﾝ
114 生 通学用シューズ
115 生 上靴、体育館シューズ

第７回 27 教1 総合的な学習テーマ
１０月 28 教1 総合的な学習課程

92 運 懇談会・家庭訪問の持ち方 【承認】

123 生 部活指導 地域人材の確保
97 運 地域学習における人材の確保
109 運 開校式 【方針】第一案提示

第８回

１月 96 運 コミュニティスクール 【方針】

【報告】決定事項（サンプル
等）の提示

【承認】R5年度の原案

【報告】7月熟議を受けたその
後の動き

【承認】経路案、運行
地域人材をどのように確保するか

～持続可能な部活動・有意義な地域学習のために～

委員より「熟議テーマ」

委員より「熟議テーマ」


