
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 令和２年１月１８日（土） 

      午後２時～４時１５分（午後１時３０分開場） 

場  所  羽村市生涯学習センターゆとろぎ  小ホール 

 

 
 

主  催  羽村市教育委員会、第 22 回羽村市地域教育シンポジウム実行委員会  

問合せ  羽村市教育委員会生涯学習部生涯学習総務課生涯学習推進係   

Tel 042-555-1111（内線 362・ 363）  

★ テーマに関する寸劇を観た後、グループ討議などを通して大人と子どもが話し合います 

★ 手話通訳あり 

記 録 集 

 



 

 

 
 
 
 
午後2時00分    開会の辞（川端実行委員長） 

 
主催者あいさつ（桜沢教育長） 

 
趣旨説明 

 
 

午後2時10分  寸劇（羽村第一中学校・都立羽村高校演劇部） 

 

「子どもの気持ち・大人の気持ち 

   ～身近な決まりごとについて～」 

 
 

午後2時30分  グループ討議 

ファシリテーター： 小学生グループＡ 石川実行委員 

小学生グループＢ 下別府実行委員 

中学生グループ 和田実行委員 

 

午後3時15分  ～～ 休憩（10分間） ～～ 
 

 

午後3時25分  グループ討議結果発表（座長：若松実行委員） 

 
     意見交換・まとめ  
 

 

午後4時15分  閉会の辞（葛尾副実行委員長） 
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開会 

司会 皆さま、お待たせいたしました。ただ

いまから、「第 22 回羽村市地域教育シン

ポジウム」を開会いたします。私は、本

日の司会を担当いたします、羽村第三中

学校 PTAの鈴木 と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

   また、本日は手話通訳を羽村市手話通 

訳者の会にお願いしております。 

 

   

 

 

 

 

 

開会に先立ちまして、教育委員会が、

このシンポジウムでの発言を記録し、会

場の模様を写真撮影させていただきます

ことをご了承ください。  

後日、記録集の作成、及び、羽村市公

式サイトへの掲載を予定しております。 

また、本日は、報道機関による撮影を

行っておりますので、ご自身の映りこみ

などに同意できない方がいらっしゃいま

したら、お手数ですがシンポジウム終了

までに、撮影している者にお声かけくだ

さい。 

   それでは、始めに主催者を紹介いたし

ます。地域教育シンポジウム実行委員会

から、川端実行委員長です。 

川端 よろしくお願いします。 

司会 葛尾副実行委員長です。 

葛尾 よろしくお願いします。 

司会 次に、教育委員会から桜沢教育長です。 

桜沢 皆さん、こんにちは。 

司会 江本教育長職務代理者です。 

江本 皆さん、こんにちは。 

司会 羽村委員です。 

羽村 皆さん、こんにちは。 

司会 永井委員です。 

永井 こんにちは。 

 

 

開会の辞 

司会 それでは、川端実行委員長より、開会

の辞を申し上げます。 

川端 皆さんこんにちは。 

本日は、雪が降る悪天候の中、第 22 回

羽村市地域教育シンポジウムにお越しい

ただきまして、ありがとうございます。 

 

今回のテーマは、「子どもの気持ち・大

人の気持ち ～身近な決まりごとについ

て～」です。 

小・中学生の皆さん、大人の皆さん、

今日はお互いに子どもの気持ち・大人の

気持ちとして意見をたくさん出してくだ

さい。 

議論を進めていくうちに相手の考えを

理解することができると、相手を思いや

る、良いコミュニケーションができるこ

とと思います。 

今日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  （会場拍手） 
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主催者あいさつ 

司会 続きまして、主催者を代表し、羽村市

教育委員会桜沢教育長よりご挨拶を申し

上げます。 

 

桜沢 皆さん、こんにちは。 

ただいまご紹介いただきました羽村市 

  教育委員会教育長の桜沢です。 

今日は雪が降ってしまいましたが、寒

い中、小・中学生の皆さん、地域教育シ

ンポジウムに参加していただき、ありが

とうございます。 

そして、校長先生をはじめ、多くの教

員の皆様、地域の皆様もご参加くださり、

ありがとうございます。 

また、このシンポジウムを開催するに

あたりましては、実行委員会の皆様には

準備から本日の運営までご尽力いただき、

心から感謝申し上げます。 

さて、小・中学生の皆さん、算数や数

学などの勉強をしているとき、自分が考

えた解き方の他にも別の解き方があると

いうことを経験したことがありますよね。 

同じように、人それぞれの考え方とい

うものがあります。 

地域教育シンポジウムでは、参加者同

士が意見を交わし、様々な人の考えを聞

いたうえで自分の考えを深めていくこと

を目的としています。 

2020 年度から新しい学習指導要領が

始まりますが、主体的で対話的な深い学

びがキーワードとなっています。自ら考

え、それを周囲と対話して更に深く考え

ることを、学校現場でも行われていきま

す。 

今日は様々な人の意見を聞き、自分と

異なる意見についても耳を傾け、ではど

うしたら良いか、ということを考える経

験をしていただきたいと思います。 

是非、活発に意見を交わしてください。 

（会場拍手） 

 

 

趣旨説明 

司会 ありがとうございました。 

   さて、22 回目を迎えた地域教育シンポ

ジウム、今回のテーマは「子どもの気持

ち・大人の気持ち～身近な決まりごとに

ついて～」です。それでは、本日のシン

ポジウムの進め方をご説明させていただ

きます。 

このシンポジウムは二部構成となって

います。第一部は、羽村第一中学校、都

立羽村高等学校の演劇部による寸劇をご

覧いただいた後、小学生グループはＡと

Ｂの 2 つのグループに分かれ、レセプシ

ョンホールに移動し、グループ討議を行

います。 

中学生グループは、異動せずにこの会

場でグループ討議を行います。 

それぞれの会場において、子どもたち

と大人の方たちでざっくばらんに話し合

ってください。 

なお、小学生の Aグループと B グルー

プの分け方については後ほどご説明いた

します。   

第二部は、小学生グループに戻ってき

ていただき、この会場でシンポジウムに
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参加している皆さん全員で討議していた

だきます。 

始めに、グループ討議でどんな意見が

出たのかを発表していただいた後、皆さ

んからテーマについて自由に、様々な意

見を出していただきながら話し合いを進

めていきたいと思います。 

小学生の皆さんには、２回会場を移動

していただきますが、その移動時間はた

いへん短い時間ですので、速やかな行動

にご協力ください。 

なお、グループ討議の進行は、小学生

グループA は石川実行委員に、小学生グ

ループ B は下別府実行委員に、また中学

生グループは和田実行委員にファシリテ

ーターを担当していただきます。  

そして第二部の進行は、座長として若

松実行委員に担当していただきます。 

それでは、第一部、羽村第一中学校・

都立羽村高等学校の演劇部による寸劇を

三話、ご覧ください。 

   寸劇はこの後、各グループで討議して

いただくテーマになっております。小学

生グループＡは「宿題は夕食の前に」、小

学生グループＢは「テスト７５点以下は

反省文」、そして中学生は「３年間同じ部

活動を」です。 

寸劇で見た内容がグループ討議で話し

合う課題になりますので、留意してご覧

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸劇 

「子どもの気持ち・大人の気持ち 

～身近な決まりごとについて～」 

出演：羽村第一中学校演劇部、都立羽村高等

学校演劇部、地域教育シンポジウム実

行委員有志 

 

 

第 1場 プロローグ 

（音楽） ♪ ♪ ♪ 

（幕があくと、Ａ，Ｂ，Ｅが舞台奥のシン

ポジウム看板を見ている） 

 

ことかべ  子どもの気持ち、大人の気持ちね・・・ 

おとかべ  ふーん 

くさかべ  いいじゃないですか。 

    （幕があいたことに気づいて、客席

を見る） 

 

ことかべ  お、始まったね。 

おとかべ  みなさん 

3人で  こんにちは。 

ことかべ  私たちは、見てのとおり 

3人で  魔女だよ！ 

ことかべ  今年のシンポジウムは、私たちがナ

ビだよ。いいかい？ところで、昨年の

テーマを覚えているかい？ 

おとかべ  『コミュニケーションについて考え

よう』でした。 

ことかべ  そう。そして今年は！ 
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くさかべ  『子どもの気持ち・大人の気持ち』

です。（看板を指して） 

ことかべ  いいねえー、つながっているねー・・・ 

「ん？なんで？」って今思った人、い

るだろう。わからない人、いるだろう？ 

おとかべ  でもね、私たちは・・・。 

3人で  教えませーん。 

ことかべ  だってシンポジウムってそういうも

のだからね。 

おとかべ  子どもも大人もみんなで考えて、意

見を発表し合うのがいいのです。 

くさかべ  でも、ヒントは出しますよ。それを

これから見ていきます。だから、大人

も子どもも自分の思ったことを、どん

どん発表してね。 

おとかべ  ただし、一人で長くしゃべりすぎな

いでください。大勢の人が発表できる

ように、協力し合いましょう。 

ことかべ  それじゃあ、始めるよーの前に・・・

一応私たちの名前を言っておこうか。  

私は、ことかべ。 

おとかべ  私は、おとかべ。 

くさかべ  私は、くさかべ。  

ことかべ  覚えておいておくれ。 

    （ことかべがほうきを振ると、暗転） 

    （音楽） ♪ ♪ ♪ 

  

 

 

第２場 宿題は夕食の前に 

 

（音楽） ♪ ♪ ♪ 

（母が仕事から帰ってきたところ。イスにす

わって、テレビをつける。疲れている様子

でテレビを見る） 

（中学生の長女が上手からくる） 

 

お姉ちゃん  ただいまー。 

お母さん  おかえり。今、三年Ｃ組の再放送 

やってるよ。 

お姉ちゃん  えー本当？見る見る！須田まさや、 

いいよねー。あれ？お母さん、今、 

帰ってきたとこなの？ 

お母さん  そう。なつは、明日からテストだ 

ね？ 

お姉ちゃん  うん。でも、明日の社会は教科書 

持ち込みだし、英語は楽勝だし、こ 

れを見てから勉強するよ。 

お母さん  余裕だね。お母さんもちょっと休 

憩ね。 

（小学生の悠、上手からくる） 

 

悠くん  ただいま。お母さん、宿題の音読、 

聞いてくれる？  

お母さん  えー今？あと 20分でこれ終わる 

んだけど・・・ 

お姉ちゃん  姉ちゃんが聞いてあげようか？ 

悠くん  慎んでご遠慮もうしあげます。 

ねえ、お母さんってば。それ終わっ 

たら、ごはんの支度をするでしょ？ 

そしたらまた聞いてくれないじゃん。 
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お姉ちゃん  悠の帰ってくるのが遅かったんじ 

ゃないの？ 

お母さん  ごはんが少し遅くなってもいいな 

ら、支度する前に聞くけど・・・長 

い？ 

悠くん  今日のは、ちょっと長い。 

お姉ちゃん   私は早く食べて、テスト勉強したい

んだけど。 

悠くん   姉ちゃんもごはんの前に勉強すれ

ば？宿題はご飯の前って決まってい

るんだから。 

お姉ちゃん  小学生のお前とは違うんです！ 

宿題じゃないんです～！ 

お母さん   さっきは楽勝って言ってなかっ 

た？ 

お姉ちゃん  英語はね。でもあと 2教科あるし、 

社会だって少しは勉強しておかない 

とさ。ねえ、悠の宿題って今日だけ 

ごはんの後でやればいいじゃん？ 

悠くん  今日は塾が休みだから、ごはんの後 

はテレビ見るの！ 

お母さん  じゃあ、宿題は？ 

悠くん  ・・・テレビの後。 

お姉ちゃん  ごはん食べてテレビ見たら、お前 

絶対寝るでしょ？ 

悠くん  寝ないもん！ 

お姉ちゃん  いつもそう言って寝るから、ごは 

んの前に宿題をすることにしたでし

ょ！・・・っていうか、帰ってくる

のが遅いからすべてが狂ってきちゃ

うんだよ。 

 

お母さん   もう、わかったわかった。 

テレビ消して音読聞くよ。ごはん 

も早くします。それでいいでしょ！ 

 

（音楽。親子 3人はマイム） 

（3人の魔女たち、上手から出てくる） 

 

ことかべ  おやまあ、あっちこっちでよく聞 

く、よく見るシーンだね。 

おとかべ  音読の宿題を聞くのは、母親じゃ

なくてもいいですよね？ 

くさかべ  父親でも、お姉さんでも大丈夫な 

はずだよ。弟は、なぜお姉さんに音 

読を聞いてもらうのを嫌がったのか 

なあ？ 

ことかべ  晩ごはんの前に宿題をすませよう 

としたのは、感心したけどね。 

おとかべ  でも、仕事から帰ってきたばかり

の母親の気持ちが、ついていけなか

ったのですね。 

くさかべ  子どもがどう思ったか・・・。 

想像はつくよね。 

おとかべ  そう、そしてみんなの思いがこん 

がらがっちゃって・・・ 

ことかべ  はい！そのくらいにしておこう。

みんなの気持ちを私たちが言って 

しまうと、シンポジウムが面白くな 

いからね。 

 

（親子 3人、ばらばらに下手へ去る） 

ことかべ  では、次のシーンを見てみようか。 

    （魔女、ほうきを振ると暗転） 
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第３場 75点以下は反省文 

 

（お母さんとカイトくんがテーブルにつく。

テーブルの上に 71点の答案用紙がある） 

 

お母さん  （ため息をつく） つまりカイトは、 

欠席した時に授業でやったところが

テストにたくさん出たから、71点し

か取れなかったと言いたいのね？ 

カイトくん  ・・・そう。 

お母さん  じゃあ、どうして欠席してわから 

ないところをわからないままにした

の？それに学校は欠席しても塾で習

ったでしょ？ 

カイトくん  塾も 3回休んだから・・・。 

でも、わからないところを教えても 

らおうとしたんだけど、先生が忙し 

くて相手にしてくれなかったし・・・。 

お母さん  先生のせいにして・・・。 

平均点は？ 

カイトくん  クラスの平均が 55点で、学年が 

62点。 

お母さん  あ、そう・・・。平均よりはまあ 

    上なのね。 

でもカイトは 75 点以下だから、

約束どおり反省文を書きなさいね。

どこが間違ったのか、何が足りなか

ったのかをよく考えて次のテストで

はいい成績が取れるようにどうする

のか、反省と決意を書きなさい。 

 

（お母さん、上手へ去る） 

（カイトくん、シャーペンとレポート用紙を

だして、いやいや反省文を書き始める） 

（三人の魔女たち現れる） 

 

 

ことかべ  ここの家のきまりごと、わかった 

ね？ 

くさかべ  テストで 75 点以下を取ったら、

反省文を書かなければならない。 

     反省文を書けば、次は成績が上が 

るのでしょうか？ 

ことかべ  おや、いい質問だね。というか、

その疑問は大切だね。 

くさかべ  母親の気持ちもわからなくはない 

けど、やり方が合っていないような 

気がするなあ・・・。 

おとかべ  子どもの気持ちはどうなのでしょ 

う？真面目に反省文を書いてますけ 

ど・・・ 

ことかべ  はい、そこまでだね。あとは、み 

んなに考えてもらおうじゃないか。 

（魔女たち、下手へ去る） 

 

カイトくん  ん？（魔女たちがいた辺りを見て）

気のせいか・・・はああ・・・ 
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（カイトくん、レポート用紙などをしまって

下手へ去る） 

（音楽） ♪ ♪ ♪ 

    

 

第４場 3年間、同じ部活動を 

 

（武田先生が歩いてくる。追うように小原こ 

ずえが出てくる） 

 

こずえ  武田先生！ 

武田先生  はい、武田です。何ですか？ 

こずえ  部活のことなんですけど。親がや

っぱりバレー部を辞めさせてくれ

ません。 

武田先生  そうか・・・それは困ったな。 

こずえ  もう本当に・・・親の夢を押し付

けないで欲しいです。バレーの才能

がないって自分でわかってるから、

これ以上続けるのは辛いのに・・・ 

武田先生  うーん、親御さんの方から僕や学

校に相談に来てくれたらバレー部の

現状と演劇部に向いていることを勧

められるんだけどなあ。 

     しかし、お母さんが全日本の出身

で、ケガで泣く泣く引退したとなる

と、子どもに夢をかなえて欲しくな

るんだろうなあ。 

 

（友人Aと友人Bが下手から出てきて話にま 

ざる） 

友人 A  こずえー、 

友人 B  今日、部活どうする？また体験で 

来る？ 

こずえ   ああ、今、武田先生に相談中。 

友人 A  こずえのお母さん、やっぱり辞め 

させてくれないの？ 

こずえ   うん・・・ 

友人 B  小原の親は、二人ともアスリート 

だからな。部活やるなら運動部しか 

ダメなんだろ？ 

武田先生  しかも、日本代表クラスまでいっ

てるからねえ・・・小原さんにもバ

レーの才能はあると思うけどなあ。 

こずえ  親がすごいから比べられてプレッ

シャーすごいんですよ。私がどんな

に頑張っても、できて当たり前みた

いな空気ももう嫌です。楽しくなく

なりました。先生は、親の味方です

か？ 

武田先生  いや、敵とか味方とかではなくて

さ・・・。 

 

友人 B  子どもは自分の気持ちで部活を選 

んでいいはずですよね？ 

友人 A  それに一度入ったら三年まで辞め

るな！っておかしくない？ 

友人 B  それな！部内で人間関係こじれて 

もなんでも、根性論出してくる親っ 

ているんだよね。 

武田先生  親には子どもへの期待とか気持ち

が、いろいろあるんですよ。 

まあ、家族でじっくり話し合って、 

小原さんの気持ちをわかってもらう
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しかないだろうな。バレー部の先生

には、僕からも話してみるから。 

こずえ  お願いします。 

友人 A   え？ 結局、どうなったわけ？ 

友人 B  いっそ、兼部でいいんじゃね？ 

（話しながら、武田、上手へ去る。こずえ、

友人 Aと友人 Bは、下手へ） 

      

♪ ♪ ♪ 

（音楽が流れ全員が舞台袖に退場） 

♪ ♪ ♪  

 

第 5場 

 

（魔女３人、出てくる） 

ことかべ  あの子の家のきまりは、子ども 

の気持ちは無視のようだね。 

おとかべ  3年間、同じ部活をやり通すっ 

てことですね。 

くさかべ  あーいやだいやだ、鳥肌が立つ。 

ことかべ  親の強い気持ちがあるようだか

ら、どう折り合いをつけるのか、

難しそうだね。 

おとかべ  ところで、ここまで見てきたき 

まりごとの他に身近なきまりごと

って、どんなものがあるのかな？ 

 

（黒子①、走ってくる。他、次々にくる） 

黒子①  廊下を走ってはいけません。 

黒子②  外出先でお母さんの年齢を言っ 

てはいけません。 

黒子①  電車の中や大勢の人がいるとこ 

ろでは、静かにしなさい。 

黒子②  好き嫌いをしないで何でも食べ 

なさい。 

子ども  大人は子どもの気持ちをわかっ

てないよ。 

子ども  子どもの気持ちにちゃんと向き 

合ってよ。 

大 人  大人にだって分かってほしい思

いがあるんです。大人だって我慢

していることも多いんです。 

くさかべ  大人の気持ちと子どもの気持ち、

どっちが〇とか×じゃあないんだ

よね。 

おとかべ  大人は子どもに幸せになってほ

しいと願っている。だから、きま

りを作るんですね。 

おとかべ・くさかべ  だけど・・・ 

全 員  誰でもはじめはみんな子どもだ 

った。でも・・・ 

ことかべ   そのことを覚えている大人は…

少ない！ 

       

 

（音楽）  ♪ ♪ ♪ 

 

（卵から生まれるようにしゃがみこんだ姿

勢から立ち上がり、舞台を行き交う） 

  

 

 

 

 

（最後に出演者全員が一列に並ぶ。） 
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全員  本日はどうもありがとうございま

した！！ 

（出演者一度、礼） 

（会場拍手） 

 

 

司会 羽村第一中学校・都立羽村高等学校

の演劇部の皆さん、素晴らしい寸劇を

ありがとうございました。皆さん、も

う一度、盛大な拍手をお願いいたしま

す。 

それではこの後、小学生はＡグルー

プとＢグループに分かれてレセプショ

ンホールへ、中学生グループはこの会

場でグループ討議をしていただきます。 

小学生グループの分け方についてで

すが、本日受付の時にお渡しした、首

にかけている学校名、学年が書いてあ

る名札の色で分かれていただきます。

まずは名札の色をご確認ください。 

名札の色が黄色い、羽村西小学校、

富士見小学校、松林小学校、武蔵野小

学校の児童は Aグループ。 

名札の色がピンクの、羽村東小学校、

栄小学校、小作台小学校、武蔵野小学

校の児童は B グループです。 

A グループはレセプションホールＡ、 

B グループはレセプションホールＢが

会場となります。小ホール出入口のと

ころに、A グループ・B グループのフ

ァシリテーターが立っていますので、

ファシリテーターの誘導に従って、各

討議会場に移動してください。 

大人の方につきましては、受付時に 

   ご希望いただいたグループの部屋に分 

かれていただきますようお願いいたしま 

す。 

小学生・中学生の席には席札が付いて 

います。大人の方は、子どもたちの周り

に座っていただきますようお願いします。 

討議の際には、皆さんにお願いがあり 

ます。 

プログラムの裏表紙にもありますよう 

に、「手を挙げてから発言すること」、「一

人の意見が長くなり過ぎない」など、ご協

力をお願いします。 

14 時 33 分から討議を始めますので、速

やかに移動してください。 

そして、各グループの討議が終わったら、

15 時 25 分にはこの会場にお戻りください。 

また、移動する際は、必ずお荷物をお持

ちになってください。 

それでは、移動をお願いいたします。 
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グループ討議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 悠くんの気持ち ● 

など 

● この決まりの良いところ ● 

など 

● この決まりの悪いところ ● 

各グループ内で小学生は３班、中学生は２班 

に分かれて討議をしました！ 

皆さん、たくさん意見を出してくれました。 

・疲れているから少し休ませてほしい。 

・決まりと休憩どちらを優先しようか。 

 

● カイトくんの気持ち ● 

など 

・反省文は自分のためになっているのかわからない。 

・お母さんの気持ちだけで決まりを作っていないか。 

など 

など 
● お母さんの気持ち ● 

・決まりを守れなかったら反省するのは当たり前。 

・反省文を書きたくなかったら頑張れば良い。 

 

● お母さんの気持ち ● 

など 

● この決まりの悪いところ ● 

・反省文よりご褒美の方が頑張れる。 

・子どもの気持ちが追いつめられる。 

など 

● この決まりをどのようにしたら良いか？ ● 

・親子で話し合い、お互いが納得できる決まりにす 

る。 

・良い点を取ったらご褒美をもらえるという決まり 

にする。 

● この決まりの良いところ ● 

・テストの振り返りになる。 

・反省する気持ちが成長につながる。 

など 

・自分は決まりをちゃんと守っている。 

・夕食の後はテレビを見たい。 

・宿題をやってしまえば、後の時間が自由に使える。 

・宿題をすることを忘れない。 

・お母さんが帰ってすぐだと時間がない。 

・時間をきちんと決めていない。 など 

● この決まりをどのようにしたら良いか？ ● 

・夕食の前にできなかった場合のどうするか決まり 

を作る（決まりに幅を持たせる）。 

・宿題の時間を決める。 など 
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グループ討議発表 

司会 皆さま、お待たせいたしました。これ

から、第二部を開始させていただきます。 

先ほどのグループ討議では、寸劇のお

話を題材に討議しました。 

小学生グループA は、夕食の前に音読

の宿題をする決まりの悠くんのお話。 

小学生グループＢは、テスト 75 点以下

は反省文を書く決まりのカイトくんのお

話。 

中学生グループは、スポーツの部活動

をさせたい両親と演劇部に入りたいこず

えちゃんのお話でした。 

この後、全体会を行いますが、進行は、

若松座長にお願いします。 

座長 皆さんこんにちは。 

私は、今回座長を務めさせていただく

若松と申します。よろしくお願いします。 

始めに、グループ討議で出た意見の発

表を行ってもらいます。 

それでは、小学生グループ A から発表

をお願いします。

 
小学生グループＡ 小学生グループ A では、

夕食の前に音読の宿題をする決まりにつ

いて、どのようにしたら良いか、決まり

は何のためにあるのかを考え、話し合い

ました。 

「決まり通りにいかないときはこの方

法も良いという決まりに幅をもたせたら

どうか」という意見がありました。また、

・バレーボールの楽しさを知ってもらいたい。 

・嫌なことから逃げてほしくない。 

 
● この決まりの良いところ ● 

● こずえちゃんの気持ち ● 

● この決まりの悪いところ ● 

・自分の気持ちを尊重してほしい。 

・無理やりやらせられると反抗したくなる。 

・中学生は色々なことをやってみた方が良い。 

・自分がやりたいことができなくなる。 

● 両親の気持ち ● 

・忍耐力がつき、達成感が感じられる。 

・大人になったとき、嫌なことも乗り越えられる 

ようになる。 

● この決まりをどのようにしたら良いか？ ● 

・親子でよく話し合って決める。 

・第三者を入れて話し合う。 
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「この決まりを作るときは、時間をはっ

きりと決めておいたらどうか」という意

見や、「夕食の前でなくても、宿題をする

ことを決まりにすれば良いのではないか」

という意見も出ました。 

「この決まりは、子どものために作っ

たものなので、親はこの決まりを守るべ

きだ」という意見もありました。 

  

 

 

 

 

 

 

座長 ありがとうございました。続いて小学

生グループＢの発表をお願いします。 

小学生グループＢ 小学生グループＢは、テ

スト 75 点以下は反省文を書く決まりに

ついて話し合いました。 

反省文を書くことを、カイトくんの立

場とお母さんの立場、それぞれの気持ち

を考え、メリットとデメリットを整理し

てから、この決まりをどうしたら良いか

意見を出し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 まず、「75 点以下ではなく平均点以上

であれば反省文なしにすればどうか」と

いう意見や、「自分に反省する気持ちがあ

れば反省文を書くことにする」という意

見、「できなかったときの反省文ではなく、

できたときのご褒美の方がやる気が出る」

という意見、「反省文以外の方法を家族で

考える」という意見が出ました。 

 また、「決まりをつくるときは、家族で

きちんと話し合い、お互いに納得して決

めることが大事」という意見が出ました。 

座長 ありがとうございました。最後に中学

生グループの発表をお願いします。 

中学生グループ 中学生グループでは、部活

動は 3 年間、運動部に入る決まりについ

て話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

まず、子どもの気持ちとして、「大事な

3年間をバレーボールで縛られるのは嫌」

や「子どもの気持ちを尊重してほしい」、

「無理やりやらされると反抗したくなる」

という意見が出ました。両親の気持ちと

しては、「子どもにもバレーボールの楽し

さを体験してほしい」、「嫌なことから逃

げないでほしい」、「期待に応えてほしい」

という意見が出ました。 

この決まりの良いところは、「忍耐力が

付く」、「達成感がある」、「大人になった

ときに嫌なことも乗り越えられる」、「仲

間との連帯感を体験できる」という意見

が出ました。悪いところとしては、「自分

がやりたいことができない」「運動部と限

定されるのが嫌」、「望まない部活は嫌に

なる」「中学生は色々なことを体験した方

が良い」という意見が出ました。 

この決まりについてどうしたら良いか

を考えたところ、「試しにやってみてから

どうするか考える」、「やるのは本人だか

ら子どもの気持ちを尊重するべき」とい
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う意見が出ました。 

また、「お互いの意見が入った決まりに

するためによく話し合うことが大切」と

いう意見が出ました。 

 

 

意見交換 

座長 どうもありがとうございました。 

これから、それぞれのグループで討議し

た内容について、全体会で意見交換を行

います。 

今年は、例年と違い、全体会の座席を

大人と子どもに分かれて座っていただき

ました。是非、大人の皆さまにも積極的

にご発言ください。先生方も、先生とし

て、というよりは、お父さん・お母さん、

近所のおじさん・おばさん、お兄さん・

お姉さんといった気持ちでご意見をいた

だきたいと思います。 

まず、小学生グループＡでは、夕食の

前に宿題をする決まりがある家庭で、お

母さんは仕事で疲れてひと休みしていた

ところに悠くんがいつもより遅く帰って

きたので、決まりがいつも通りにいかず、

家族でこの決まりをめぐってトラブルに

なったお話を題材に討議しました。グル

ープＡ以外の皆さんは、この決まりにつ

いてご意見はありますか。 

子ども 私は、「宿題は夕食前」とタイミング

を決めるより、「宿題はその日のうちに必

ず済ませる」という決まりの方が良いと

思いました。その日によって帰宅時間が

違うし、夕食の時間に宿題をしていたら

食事が冷めてしまう。家族の団らんも大

事だと思います。 

座長 タイミングを限定しない方が、決まり

を守れるということですね。 

他に意見はありますか。 

子ども 「夕食前」と時間を限定されると、

どうしてもできなかったときにストレス

になります。宿題はその日のうちに終わ

らせれば、問題はないと思います。 

座長 ストレス社会という言葉を耳にします 

が、子どもだってストレスを感じるとい

うことですね。他の方はいかがですか。 

子ども 私の家では、宿題が終わったらゲー

ムをしてよいという決まりがあります。

そうでないと、弟とゲームの取り合いに

なるので、決まりはあった方が良いと思

います。 

座長 宿題が終われば楽しいゲームができる 

という決まりですね。他に意見はありま

すか。 

子ども 中学生が 3 年間同じ部活をする決ま

りについて討議がありましたが、小学校

高学年のクラブ活動は 1 年ごとに希望を

聞いています。中学校でもそういう決ま

りがあったら良いと思います。 

 
 

座長 ありがとうございます。今度は、大人

の方、いかがでしょうか。 

大人 夕食の前に宿題をするという決まりだ

と、限られた時間で宿題を済ませるのは

難しいと思います。先ほどの意見のよう

に宿題の後にゲームができる、など楽し

みが後にある決まりは良いと思います。    

そもそも宿題はやらなくてはならない

ものなので、自発的にするのが望ましい

＊記載の発言と写真の発言者は同一ではありません。 
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のですが、それができない子どもには決

まりをつくったら良いと思います。 

また、劇のお話ですと、悠くんが、疲

れているお母さんのことを考えずに自分

の気持ちを優先させていましたが、子ど

もだから仕方がないとしても、相手の状

況を考えるようによく話し合った方が良

いと思いました。 

座長 子どもにも気遣いをしてほしいですね。 

大人の方、いかがですか。  

大人 うちでは、ご飯の前という決まりはあ

りませんが、夕食を食べた後、眠くなっ

たり、だらだらしてしまうとその日のう

ちに宿題ができなくなり、翌朝、登校前

に慌ててやるということになってしまう

ことが心配で、「早めに済ませなさい」「遊

びに行く前に済ませなさい」と言ってし

まいます。 

座長 ありがとうございます。 

さて、次は小学生グループＢで討議し

た、テストで 75 点以下の場合は反省文と

いう決まりについて、グループＢの方で

も結構ですが、グループＢ以外の方でご

意見はありますか。 

 
子ども このお話の場合は、親が一方的に決

めた決まりを子どもが仕方なく受け入れ

ているので、あまり効果がないと思いま

す。子どもが反省の気持ちを紙に書いて

終わりにするのではなく、親子で反省す

るべき点を話し合った方が、効果がある

のではないかと思いました。 

座長 親子で話し合って次の対策を考えた方

が良いということですね。 

子ども 罰則ではなく、ご褒美がある決まり

の方が良いと思います。 

座長 罰則はなくした方が良いということで

すね。他の方はいかがですか。 

子ども 基準が 75 点は高いと思います。 

  せめて 50 点以下にしてほしいです。 

座長 かなり頑張らないと 75 点を取るのは

難しいですよね。 

 

 

子ども ずっと続けている決まりでも、改め

て見直す機会があったら良いと思います。 

座長 ありがとうございます。そうですね。  

子ども 私も 75 点は基準が高いと思うので、

60 点くらいならどうかなと思いました。 

座長 ありがとうございます。他にご意見は

ありますか。  

子ども さっき、親子で話し合った方が良い

という意見がありましたが、話し合いの

中で反省の気持ちを直に伝える方が良い

と思いました。 

座長 ありがとうございます。それでは、次

は大人の方たちにも聞いてみましょう。 

大人 子どもたちの意見にもありましたが、

点数で縛る決まりですと、子どもがプレ

ッシャーを感じるので、良い出来だった

らご褒美をあげるなどのモチベーション

を上げる決まりの方が良いと思います。 

   また、親子で話し合うという意見があ

りましたが、とても大事なことだと思い

ました。 

＊記載の発言と写真の発言者は同一ではありません。 
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座長 ありがとうございます。 

それでは、次に中学生グループが討議

した、中学校の部活動は運動部を 3 年間

続けることが決まりのこずえちゃんのお

話について、ご意見はありますか。     

子ども 自分が好きなことだけするのではな

く、嫌なことを避けないで前向きに乗り

越えていくことも人生では必要だと思い

ます。 

座長 嫌なことでも、前向きに頑張って乗り

越えられれば、自分にとってプラスにな

るということですね。 

討議をした中学生にも意見を聞いてみ

ましょう。  

 

子ども グループ討議の中でも、「嫌なことか

ら逃げないという経験は必要」という意

見がありましたが、大人になるまでまだ

時間がある中学生の 3 年間は、興味のあ

ることに挑戦する期間にしても良いので

はないかという意見もありました。 

座長 ありがとうございます。小学生はいか

がですか。 

子ども 中学生の部活動の経験は、将来の自

分に影響することもあると思うので、興

味のあることをした方が良いと思います。 

座長 そうですね。ありがとうございます。 

子ども 部活動を選ぶのは、親の気持ちだけ

でなく、子どもの気持ちも尊重してほし

いと思います。 

座長 子どもの気持ちも知ってほしいという

ことですね。 

子ども 両親がバレーボールをさせたい気持

ちが強くても、それが子どもの将来につ

ながるのは嫌だと思います。親には子ど

もがやりたいことを応援してもらいたい

と思います。 

座長 ありがとうございます。たくさん手が

挙がっていますが、まだ発言していない

子に意見をもらいたいと思います。 

子ども 嫌々で仕方なくやる子より、やりた

い気持ちが強い子に勧めた方が良いと思

いました。 

座長 ありがとうございます。次は大人の意

見も聞いてみましょう。 

大人 好きなものをやらせてほしいという意

見がありましたが、社会には子どもが好

きなものがたくさんあり、YouTube やゲ

ーム、E スポーツなど、子どもたちのや

り方次第では、大人として何でも応援で

きるものではないのかなと思います。 

また、嫌なことを我慢して続けること

を強制しなくても良いと思います。   

座長 YouTube も E スポーツも今は社会で

かなり盛り上がっていますね。 

   他にいかがですか。 

子ども 自分の好きな部活動で結果を残した

方が自分のためになると思います。 

 

 

座長 ありがとうございます。他の意見はあ

りますか。 

子ども 大人になって、中学生の時にやりた

＊記載の発言と写真の発言者は同一ではありません。 
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いことができなかった後悔をするのは嫌

だと思います。 

座長 ありがとうございます。 

子ども 忍耐力は嫌なことを頑張ってやると

きだけつくものではなく、好きなことを

する過程でもつけられると思います。 

座長 ありがとうございます。他にはいかが

ですか。 

子ども 部活動はお金がかかることでもある

ので、嫌々やらせるのでは無駄なお金を

使うことにもなりかねないと思います。 

座長 ありがとうございます。大人の方はい

かがですか。 

大人 3 年間という期間、続けることが大切

で、その間に楽しいことも嫌なこともあ

ると思います。親は子どもが嫌々やるこ

とを望んではいません。好き、楽しい、

頑張ろう、と思うことを応援したいと思

います。   

3 年間続けるという決まりは、学校で

決められたことでも社会で決められたこ

とでもなく、家庭の中での決まりごとな

ので、子どもが親に遠慮せず、自分の気

持ちを率直に伝えれば、親も子どもの話

に耳を傾けると思います。 

 

 

座長 子どもの方から、自分はこうしたい、

という気持ちを率直に親に伝えて話し合

うことが大事ということですね。 

さて、ここまで各グループで討議した

内容について意見交換をしましたが、最

後に、今日の討議や意見交換を通して、

感想をいただきたいと思います。 

 

子ども 初めて地域教育シンポジウムに参加

しました。討議を通して、改めて、親と

きちんと話し合うことが大事だと感じま

した。 

座長 素晴らしい感想をありがとうございま

す。他の方はいかがでしょうか。 

子ども 地域教育シンポジウムに参加して、

中学生や大人の意見が聞けて良かったで

す。 

座長 ありがとうございます。他の方はいか

がでしょうか。 

子ども 今日は、大人の気持ちを知ることが

できて良かったです。 

座長 ありがとうございます。他の方はいか

がでしょうか。 

子ども 私も初めて地域教育シンポジウムに

参加しました。初めて会う皆さんと話が

できたので良かったです。 

座長 ありがとうございます。是非、また参

加してください。他の方はいかがでしょ

うか。 

大人 今回の寸劇の脚本を作りました。 

魔女のうち 1 人の名前を「ことかべ」

としましたが、名前の意味は「言葉の壁」

です。 

これは、親子の間に言葉の壁、いわゆ

るコミュニケーションが不足すると、家

＊記載の発言と写真の発言者は同一ではありません。 
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庭で決まりをつくってもうまくいかない

というメッセージを込めています。 

また、昨年度の地域教育シンポジウム

のテーマは「コミュニケーションについ

て考えよう」でしたが、今回のテーマと

コミュニケーションというキーワードで

つながっています。 

先ほど、親子で話し合うことが大事と

いう感想がありましたが、脚本のメッセ

ージを受け止めてくれたことが感じられ、

とても嬉しく思いました。 

座長 ありがとうございます。 

最後に中学生にご意見をお願いします。 

子ども 今回の地域教育シンポジウムのテー

マは「子どもの気持ち・大人の気持ち」

でした。子どもと大人、それぞれの視点

で意見交換をしましたが、子どもと大人、

２通りの意見ではなく、何通りにも意見

があるので、様々な意見を聞きながら、 

  どうしたら良いか考えることを地域教育

シンポジウムで経験できました。 

   決まりを作るときは、自分だけで決め

るのではなく、決まりに関わる周囲の人

たちとよく話し合って決めなくてはいけ

ないと思いました。 

  今後も、この経験を踏まえて考えてい

きたいと思います。 

 

座長 ありがとうございました。 

日本最古の憲法である十七条憲法の第

一条には「以和為貴（和を以って貴しと

なし）」とあります。人との和を大事にし

なさいという意味ですが、一番初めにそ

の決まりを記しています。 

日本は昔から人との和を大事にしてき

た国です。皆さんも親子、友人同士、兄

弟など周囲の人たちとの和を大切にして

いただきたいと思います。 

また、寸劇の最後に「誰でもはじめは

みんな子どもだった」というセリフがあ

りましたが、大人の皆さんは、自分の子

どもの頃の気持ちを思い出しながら、子

どもたちの気持ちを汲んでいただければ

と思います。 

   以上で全体会を終わらせていただきた 

  いと思います。ご協力ありがとうござい

ました。 

（会場拍手） 

 

 

閉会の辞 

司会 若松座長、ありがとうございました。 

皆さま、もう一度盛大な拍手をお願い

します。 

（会場拍手） 

最後に、葛尾副実行委員長より閉会の

辞を申し上げます。   

副実行委員長 皆さま、本日はお疲れ様でし

た。今日はあいにくの天候となりました

が、足元の悪い中、第 22 回地域教育シン

ポジウムに参加していただき、ありがと

うございました。 

皆さんに伝わるものがあれば良いと思

い、このテーマにしましたが、いかがで

したでしょうか。 

開会式で教育長から皆さんへ「活発な

意見をお願いします」と声掛けがありま

したが、皆さんの討議を見ていて、大変

活発な意見を交わし合う姿が見られ、人
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それぞれに様々な意見をもっていること

を知っていただけたと思います。 

今日、地域教育シンポジウムで体験し

たことを良かったと感じていただけたら、

実行委員会としても嬉しく思います。 

皆さま、本日は長時間、ありがとうご

ざいました。 

（会場拍手） 

 

司会 以上をもちまして、第 22 回羽村市地

域教育シンポジウムを終了いたします。 

    なお、名札につきましては回収いた

しますので、出口で返却してください。 

    また、受付でお配りしましたアンケ

ートはご記入いただき、受付のアンケ

ート回収箱に入れてください。 

    皆さま、本日はありがとうございま

した。お忘れもののないよう、お気を

つけてお帰りください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ◆参加者数 大人 126人 中学生 30人 小学生 50人 計 206人

※前年 計173人 (前年比 19.1%)

 ◆アンケート回収状況 大人 17人 中学生 21人 小学生 47人 計 85人
(回収率 41%)

 ◆アンケート回答者年代構成
年齢 人数 割合

10歳代 69 81%
20歳代 2 2%
30歳代 0 0%
40歳代 2 2%
50歳代 3 5%
60歳代 3 5%
70歳代 5 7%
無回答 1 0%
合計 85 100%

１．　「地域教育シンポジウム」に参加したきっかけ　（複数回答可）
大人 中学生 小学生 合計 割合

①広報はむら 4 1 3 8 8%
②ポスター 1 2 4 7 7%
③チラシ 1 2 8 11 11%
④学校 8 17 34 59 57%
⑤団体 6 0 0 6 6%
⑥知り合い 0 2 3 5 5%
⑦その他 1 0 7 8 8%
合計 21 24 59 104 100%

第22回羽村市地域教育シンポジウム　アンケート結果

4
1 1

8 6

0 11 2 2

17

0 2 0
3 4

8

34

0
3

7

0

10

20

30

40

①広報はむら ②ポスター ③チラシ ④学校 ⑤団体 ⑥知り合い ⑦その他

人

大人
中学生
小学生
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２．　なぜシンポジウムに参加しようと思ったか　（複数回答可）
大人 中学生 小学生 合計 割合

5 13 17 35 32%
3 3 8 14 13%

10 4 11 25 23%
0 2 9 11 10%
5 6 15 26 23%

23 28 60 111 100%

✐その他意見

　＜大人＞

・ 子どもたちが発言する姿を見たかった
　＜子ども＞
・ 違う学校の子と話ができるから。
・ 前回、意見が言えなかったので、今回は言おうと思った。
・ このような場に参加するのは初めて。でも良い体験になるかと思ったから。

３．　今回のテーマについてどう思ったか
大人 中学生 小学生 合計 割合
10 21 38 69 81%

4 0 7 11 13%
3 0 2 5 6%

17 21 47 85 100%

４．　グループ討議に参加したか寸劇はいかがでしたか？
大人 中学生 小学生 合計 割合
11 21 39 71 84%

4 0 8 12 15%
0 0 0 0 0%
2 0 0 2 2%

17 21 47 85 100%

④その他（無回答）
合計

合計

①話しやすいテーマ
②話しにくいテーマ

①わかりやすかった（討議の参考になった）

②一部わからないところがあった
③よくわからなかった

①テーマに興味
②中学生の寸劇に興味
③子どもの考え、大人の考えが聞ける
④自分の考えを伝えたかった

③その他（無回答含む）
合計

⑤その他（無回答含む）
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⑤
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（
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む
）

人

大人
中学生
小学生
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3

21

0 0

38

7
2

0
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10
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45

①話しやすいテーマ ②話しにくいテーマ ③その他（無回答含む）

人

大人
中学生
小学生
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4
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2

21

0 0 0

39

8
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①わかりやすかった（討議

の参考になった）

②一部わからないところが

あった

③よくわからなかった ④その他（無回答）

人

大人
中学生
小学生
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5．　グループ討議に参加したか
大人 中学生 小学生 合計 割合

8 17 46 71 84%
8 2 1 11 14%
0 0 0 0 0%
1 2 0 3 4%

17 21 47 85 100%

6．　グループ討議はどうだったか
大人 中学生 小学生 合計 割合

7 14 25 46 53%
5 4 19 28 33%
2 0 2 4 6%
2 0 0 2 2%
1 3 1 5 6%

17 21 47 85 100%

7．　グループ討議の良かった点は何か　（複数回答可）
大人 中学生 小学生 合計 割合

8 10 15 33 22%
14 14 28 56 38%

1 9 20 30 21%
5 6 12 23 16%
2 0 0 2 1%

30 39 75 144 100%合計

①みんなが話し合いに参加していた
②他の人の意見が聞けた
③自分の意見を言えた
④活発に意見が出た
⑤その他（無回答含む）

②まあ良かった
③あまり良くなかった
④良くなかった
無回答
合計

②見学した
③参加しなかった
無回答
合計

①良かった

①参加した

8

14

1
5

2

10
14

9
6

0

15

28

20

12

0
0

5

10

15

20

25

30

35

①みんなが話し合いに参

加していた

②他の人の意見が聞けた ③自分の意見を言えた ④活発に意見が出た ⑤その他（無回答含む）

人

大人

中学生

小学生

8 8

0 1

17

2 0 2

46

1 0 0

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

①参加した ②見学した ③参加しなかった 無回答

人

大人

中学生

小学生

7
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2 2 1
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4
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3
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2
0 1

0

5

10
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①良かった ②まあ良かった ③あまり良くなかった ④良くなかった 無回答

人

大人

中学生

小学生
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8．　グループ討議の良くなかった点は何か　（複数回答可）
大人 中学生 小学生 合計 割合

4 8 14 26 26%
3 7 19 29 30%
2 0 3 5 5%
1 1 4 6 6%

10 6 15 31 32%
20 22 55 97 101%

✐その他意見
　＜大人＞
・ 時間不足
・ 聞き取りにくかった
・ 特になし（3人）
　＜子ども＞
・ 大人の意見が少なかった
・ 特になし（9人）

9．　グループ討議の時間はどうだったか
大人 中学生 小学生 合計 割合

0 2 4 6 7%
6 16 31 53 62%

10 3 12 25 29%
1 0 0 1 1%

17 21 47 85 100%合計

⑤その他（無回答含む）

①長かった
②ちょうど良かった

③自分の意見を言えなかった

③短かった
無回答

合計

④あまり意見が出なかった

①話し合いに参加していない人がいた
②同じ人ばかり発言していた

0

6
10

12

16

3 0
4

31

12

0
0
5
10
15
20
25
30
35

①長かった ②ちょうど良かった ③短かった 無回答

人

大人
中学生
小学生

4 3 2 1
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8 7
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①話し合いに参加してい

ない人がいた

②同じ人ばかり発言して

いた

③自分の意見を言えな

かった

④あまり意見が出なかっ

た

⑤その他（無回答含む）

人 大人

中学生

小学生
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10．　全体での意見交換についてどう思ったか

　＜大人＞
・ 子どもたちが積極的に発言していた。同意見4人
・ それぞれのグループのトピックがプログラムにあると良い
・ 大人と子どもを分けて座るのは良かった。
　＜子ども＞
・ 色々な人の意見が聞けて良かった　　同意見23人
・ 子どもの意見を大人が「ああ」「うんうん」と言ってくれると、伝わっているなと思った
・ 答えは1つとは限らず、多くの視点の意見を聞いて物事を考えることが大切だと考えました
・ 改めて、親と向き合おうと思った　　同意見3人
・ 自分のグループ以外の討議についても話し合えてよかった

・

１1．　来年のシンポジウムで取り上げてほしいテーマ、提案
テーマ
　＜大人＞
・ 公共の場のマナーについて
・ ＳＮＳについて　　同意見2人
・ 友達・親友について
・ Ｅスポーツについて
　＜子ども＞
・ ＳＮＳについて　同意見2人
・ 校則について　同意見2人
・ 友達について
・ ゲームの時間と勉強の時間
・ スマートフォンのルール　同意見6人

今回、自分たちより小さい小学生や大人を交えて話をしてみて、自分とは違う意見がたくさん出てきて、「こ
ういう考え方もある」と視野を広げられた。年齢によって考え方が違い、色々な立場で考える機会ができて良
かった。みんなで話し合い、考えを深めることは楽しいと思えました。
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所　　　　　属

下別府 秀光 　　羽村東小学校ＰＴＡ グループ討議ファシリテーター

実行委員長 川端 秀明 　　羽村西小学校ＰＴＡ

島田　健一 　　富士見小学校ＰＴＡ

横山　裕二 　　栄小学校ＰＴＡ

青山　ひとみ 　　松林小学校ＰＴＡ

中野　浩一 　　小作台小学校ＰＴＡ

本田　昭夫 　　武蔵野小学校ＰＴＡ

和田　光弘 　　羽村第一中学校ＰＴＡ グループ討議ファシリテーター

松田　穂貴 　　羽村第二中学校ＰＴＡ

鈴木　則子 　　羽村第三中学校ＰＴＡ

石川　千寿 　　青少年対策東地区委員会 グループ討議ファシリテーター

浦野　雅文 　　青少年対策西地区委員会

鈴木　将史 　　青少年対策富士見地区委員会

藤井　金苗 　　青少年対策栄小地区委員会

副実行委員長 葛尾　豊 　　青少年対策松林地区委員会

中野　裕 　　青少年対策小作台地区委員会

深川　博利 　　青少年対策武蔵野地区委員会

中村　誠 　　青少年育成委員会

岡嶋　美保 　　栄小学校副校長

若松　仁     学校地域支援本部 座長

塩田　真紀子 　　羽村第一中学校演劇部関係者

7月25日（木）

8月19日（月）

10月29日（火）

11月26日（火）

2月13日（木）

第22回羽村市地域教育シンポジウム実行委員名簿

第22回羽村市地域教育シンポジウム事務局名簿

第22回羽村市地域教育シンポジウム実行委員会活動記録

　　児童青少年課児童青少年係主査

　　生涯学習総務課生涯学習推進係主任

羽村市立小・中学校
ＰＴＡ連合会

　　生涯学習総務課長

　　生涯学習総務課生涯学習推進係長

羽村市青少年育成委員会

備　　考

所　　　　　属

地域教育シンポジウム概要説明、実行委員長・副委員長の
選出、シンポジウムの内容（テーマ、構成）の検討

氏　　名

　　生涯学習総務課総務係主事

　　生涯学習総務課総務係長

 中島　喜代枝

司会

　　生涯学習総務課生涯学習推進係主事

　　生涯学習総務課総務係主任

第5回実行委員会

第4回実行委員会

第2回実行委員会

グループ討議の進行を決定、ポスターの決定、座長・司会・ファシ
リテーターの決定

役割分担の決定、当日の流れの確認、実行委員研修（グループ討
議・全体会のシミュレーション、検証）

進行内容及びテーマ・サブテーマの決定、グループ討議・全体会の
方法について

アンケート実施、意見交換、来年度の実施に向けて

第1回実行委員会

区分

 加藤　友希乃

事務局
 佐野　瑞恵

実施日

 萩原　涼介

羽村市立小・中学校副校長会

 池田　浩幸

協力

 浅見　義昭

氏　　名

羽村市青少年対策
地区委員会

第3回実行委員会

 古屋　恵

 小林　孝一郎

内　　　　　容
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回
数
年
度

テーマ 構成 パネラー コーディネーター

1
平成

10
本音で語ろう
子どもの心　大人のかかわり

講義・発言・質疑及び意見交換・
まとめ

保護者（親）・町内会育成部長・
中学校教諭・中学生

岡本　富郎
（白梅短期大学教授）

2 11
子どもとともに語ろう
～家庭・学校・地域～

寸劇（都立羽村高校演劇部）・発言・
質疑及び意見交換・まとめ

保護者（親）・地区委員会役員・中学
生・高校生

岡本　富郎
（白梅短期大学教授）

3 12
子どもとともに語ろう　PART2
～家庭・学校・地域

趣旨説明・寸劇・発言・質疑及び
意見交換・まとめ

保護者（親）・町内会育成部長・中学
校教諭・中学生・高校生

岡本　富郎
（白梅短期大学教授）

4 13
学校週5日制に向けて
～今度の土曜日何しようかな～

意見発表・討論（フリートーク）・コーディ
ネータまとめ

7つの小学校地区ごとに5・6年生が意
見を発表

岡本　富郎
（白梅短期大学教授）

5 14
学校週5日制をふりかえって
「土曜日に何がしたいの？」

事例発表・アトラクション（小作台小「南
中ソーラン」）・フリートーク・まとめ

高校生（洋上セミナー参加者）・小学
生・中学生

岡本　富郎
（白梅短期大学教授）

6 15
良いことってなあに？
「あいさつ」「手伝い」「家族の会話」につ
いて考えよう

寸劇（羽村一中演劇部）・事例発表・フ
リートーク・まとめ

小学生（市内小学校7校）・
中学生（一中・二中）

岡本　富郎
（明星大学教授）

7 16
考えよう！
今のわたしにできること

寸劇（羽村一中演劇部）・事例発表・フ
リートーク・まとめ

地区委員会会長（1名）・
PTA会長（1名）

星　一郎
（心の東京革命推進協
議会専門委員・心理セラ
ピスト）

8 17
子どもとの上手な関わり方
　～ほめ方・しかり方～

寸劇（羽村一中演劇部）・
フリートーク・まとめ

なし
岡本　富郎
（明星大学教授）

9 18 たったひとつの“いのち”だから…
寸劇（羽村一中演劇部）・
フリートーク・まとめ

なし
岡本　富郎
（明星大学教授）

10 19
社会の一員として
～なぜ守らなくてはいけないの？～

寸劇（羽村一中演劇部）・
フリートーク・まとめ

なし
久田　邦明
（神奈川大学講師）

11 20
夢をかたろう
～10年後の未来予想図～

寸劇（羽村一中演劇部）・
グループ討議・まとめ

なし
久田　邦明
（神奈川大学講師）

12 21
みんなのふるさと
～羽村の自慢を再発見！～

寸劇（羽村一中演劇部）・
グループ討議・まとめ

なし
久田　邦明
（神奈川大学講師）

13 22
こんな「きまりごと」おかしくな～い？
～身近なきまりごと　子どもの言い分、大人
の言い分～

寸劇（羽村一中演劇部）・
グループ討議・まとめ

なし
久田　邦明
（神奈川大学講師）

14 23
人とのつながり
～つながろう友だち・つなげよう笑顔～

寸劇（羽村一中演劇部）・
グループ討議・まとめ

なし なし

15 24
「はむらの未来を創造・想像しよう
～子どもとおとなの夢をかなえる街づくりプ
ロジェクト～」

寸劇（羽村一中演劇部）・
グループ討議・まとめ

なし なし

16 25
「はむらの未来を創造・想像しよう
～やさしさあふれる“まちづくり”～」

寸劇（羽村一中演劇部）・
グループ討議（小学生・中学生）・
まとめ

なし なし

17 26
「はむらの未来を創造・想像しよう
～安心ってなんだろう？～」

寸劇（羽村一中・二中演劇部）・
グループ討議（小学生・中学生）・
まとめ

なし なし

18 27
「ルールについて考えよう
～こんなルールがあったらいいな～」

寸劇（羽村一中演劇部）・
グループ討議（小学生・中学生）・
まとめ

なし なし

19 28
「考えてみよう！みんなの個性！
～自分を表現できていますか～」

寸劇（羽村一中・羽村二中演劇部）・
グループ討議（小学生・中学生）・
まとめ

なし なし

20 29
「AIとわたしたちの未来
～想像しよう　人工知能でどう変わる？
～」

寸劇（羽村一中・都立羽村高校演劇部、
羽村二中演劇部有志）・
グループ討議（小学生・中学生）・
まとめ

なし なし

21 30
「コミュニケ―ションについて考えよう
～あなたはどう伝えていますか・・・～」

寸劇（羽村一中・都立羽村高校演劇
部）・グループ討議（小学生・中学生）・
まとめ

なし なし

22
令和

元
「子どもの気持ち・大人の気持ち
～身近な決まりごとについて～」

寸劇（羽村一中・都立羽村高校演劇
部）・グループ討議（小学生・中学生）・
まとめ

なし なし

地域教育シンポジウム実績一覧
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羽村第一中学校・都立羽村高等学校 演劇部の皆さん  

■都立羽村高等学校演劇部■ 

◇ 部員紹介 ◇ 

１年生：大野 成美さん 

内田 凌誠さん 

榎戸 彩珠さん 

 

※ 2年生も在籍していますが、今回は学

校行事のため参加できず、1年生だけで

頑張ってくれました！ 

■羽村第一中学校演劇部■ 

◇ 部員紹介 ◇ 

1年生 長岐 陽菜さん 

岡村 悠翔さん 

北條 蒼大さん 

バーネット 晴葵 レイさん 

2年生 吉田 詩さん 

柴田 なつきさん 

木藤 綾音さん 

木下 美結さん 

後藤 小町さん 

栗谷 海李さん 

小作台小 PTAの武田さんも劇に出演してくれました♪ 

皆さんが集まり、リハーサルを 

行いました♪ 

羽村第一中学校演劇部、都立羽村高

等学校、地域教育シンポジウム実行

委員会演劇部（仮称）の皆さんです。 



 

 

◆全体会会場・グループ討議会場 

 

 

見学の方は、討議の妨げにならないよう、

静かに出入りしてください。 

討  議  の ル ー ル 
 

 グループ討議の時、発言する人は手を挙げてから発言してください。 

 どうしても意見が出ない場合は、「パスです」でもＯＫです。 

 先に言われてしまった…と思っても、気にせず発言してください。 

 皆が意見を言えるように、1人の回答が長くなり過ぎないこと。 

地下１階 

グループ討議会場 
(小学生グループＢ) 

グループ討議会場 
(小学生 グループＡ) 

受
付 

受
付 

←ｴﾚﾍﾞｰﾀ― 

全体会会場 
 

グループ討議会場
(中学生グループ) 
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