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※準備委員会の名称変更について：昨年度に校名が正式決定したことを受け，委員会の名称を「玉里学園義務

教育学校開校準備委員会」へ変更しました。  1 
 

 

 

  

このたよりは，玉里学園義務教育学校の開校に向けた準備の情報をお届けするものです。 

今号では，６月１１日（火）に開催した第２０回開校準備委員会の様子をお知らせするとともに，

校章デザイン案の募集を実施します。 

 

 

 

今回の委員会では，校章，制服・体操服，通学について協議を行ないました。 

会議に先立ち，新たに委員となられた方に委嘱状が交付され，また，前年度委員長・副委員長の

委員交代に伴い，大山委員長（玉里幼稚園園長），吉永副委員長（玉里中学校校長）を選出しました。 

    

◆◆◆◆新新新新たにたにたにたに委嘱委嘱委嘱委嘱されたされたされたされた委員委員委員委員 

区 分 氏 名 所属・役職等 
 

区 分 氏 名 所属・役職等 

保護者代表 

狩谷   孝則 玉里小 PTA 
 

学校職員 
相澤  牧夫 玉里東小教頭 

市村  勝則 玉里小 PTA 
 

吉永  成範 玉里中校⻑ 
⻲井  研一 玉里北小 PTA 

 
渡邉  信幸 玉里中教務主任 

橋本  昌弘 玉里東小 PTA 
 地域住⺠代表 

吉倉  一郎 玉里小地区区⻑ 
久保田 香織 玉里東小 PTA 

 
宮田   実 玉里北小地区区⻑ 

上田 貢一郎 玉里中 PTA 
 

その他 
教育委員会が 

必要と認める者 

佐川  智美 玉里幼稚園 PTA 
⻄村  恵子 玉里中 PTA 

 
中嶋  正也 玉里幼稚園 PTA 

学校職員 
堀川  和男 玉里小教務主任 

 
原田  啓司 玉里幼稚園 PTA 

園部 ゆかり 玉里北小教頭 
 

笹目  賢一 ルンビニー学園幼稚園 PTA 
皆川   修 玉里東小校⻑ 

 
山口  智志 ルンビニー学園幼稚園 PTA 

 

 

 

 

会議名と検討内容 6666月月月月    7777月月月月    8888月月月月    9999月月月月    10101010月月月月    11111111月月月月    12121212月月月月    1111月月月月    2222月月月月    3333月月月月    

次年度次年度次年度次年度

にににに続続続続くくくく    

開校準備委員会（予定） ●●●●                ●●●●        ●●●●            ●●●●        

総務・通学 

部会 

校章・校歌            

通学体制  

学校運営部会 教育課程            

PTA部会 PTA組織編制等            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉里学園義務教育学校 

開校準備委員会だより※ 

【第 20 号】 

 

◆◆◆◆新新新新しいしいしいしい制服制服制服制服・・・・体操服体操服体操服体操服    

 選定結果は，本紙２ページのとおりとなりました。 

 今後は，ボタンやプリントのデザイン等を調整し，１０月に最終デザインとして決定します。 

 なお，納品開始は来年２月を予定しております。 

販売に関する詳細事項は，学校を通して保護者の皆様へお知らせします。 

 

◆◆◆◆校章校章校章校章デザインデザインデザインデザイン案案案案のののの募集募集募集募集    

 募集要項は，本紙３ページをご覧ください。 

 応募のあったデザインの中から，部会で複数点を選定し，１０月の準備委員会で決定します。 

 

◆◆◆◆通学通学通学通学にににに関関関関するアンケートするアンケートするアンケートするアンケート調査調査調査調査のののの実施実施実施実施    

 玉里地区の児童の通学についての現況を把握するため，園児，児童の保護者の皆様を対象に，

通学に関するアンケート調査を実施いたします。 

調査用紙は，７月に学校等を通して配布いたしますので，ご協力をお願いいたします。 

 

◎◎◎◎準備委員会準備委員会準備委員会準備委員会でのでのでのでの主主主主なななな意見意見意見意見    

・校章デザイン案の募集の際には，校章デザイン作成にあたっての参考となるよう，施設整備

方針等を記載した方が良い。 

本年度本年度本年度本年度スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

順不同，敬称略 

第第第第 20202020 回開校準備委員会回開校準備委員会回開校準備委員会回開校準備委員会をををを開催開催開催開催    
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◆◆◆◆選定結果選定結果選定結果選定結果    

 ４月２０日（土），２１日（日）に，玉里学園義務教育学校の新しい制服及び体操服の最終選定

を実施し，下記のとおり決定しました。 

【投票結果】 得票数：２５８２５８２５８２５８票票票票（１家庭につき１票の投票） 

  児童・生徒数（5 月 1 日現在） 投票した家庭の園児・児童・生徒数 投票率 

幼稚園・保育園 — 30 — 

小学校 345 298 86.4％ 

中学校 191 103 53.9％ 

 ※園児数については，対象人数が不明のため，投票率の集計は省略 

＜＜＜＜制制制制    服服服服＞＞＞＞                                                        ＜＜＜＜体操服体操服体操服体操服＞＞＞＞    

ブレザータイプに決定        紺地・シャドーストライプに決定 

得票数：１５０票／２５８票      得票数：１７４票／２５８票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※色合い等の詳細は，市ホームページをご覧ください。 

   男 子 女 子    110-150 サイズ   SS-4L サイズ 

価格合計 ¥40,700 ¥45,100  価格合計 ¥12,000 ¥13,900 

上 着 ¥21,450 ¥19,800 

 長袖体操服 ¥4,200 ¥5,050 

 長ズボン ¥3,050 ¥3,500 

スラックス/スカート（夏） ¥9,350 ¥12,320  半袖体操服 ¥2,650 ¥2,900 

スラックス/スカート（冬） ¥9,900 ¥12,980  半ズボン ¥2,100 ¥2,450 

※10％税込価格です。 

◆◆◆◆着用着用着用着用のののの決決決決まりについてまりについてまりについてまりについて    

        制 服   ： 男女ともに白色のレギュラーシャツを着用する。 

          ネクタイやリボン等の付属品は着用しない。 

半袖体操服 ： 公的行事時以外の市販品の着用を可とする。 

  なお，市販品の仕様は，以下のとおりとする。 

色：白色またはグレー（左胸のワンポイント可） 襟：丸襟 

 

◆◆◆◆新新新新デザインのデザインのデザインのデザインの着用着用着用着用についてについてについてについて    

 新デザインは，令和２年２月に納品を開始し，４月から着用できるよう，準備を進めています。 

 なお，旧デザインの着用期限はありません。 

 

 

 

 

 

新新新新しいしいしいしい制服制服制服制服・・・・体操服体操服体操服体操服    

開校準備委員会の日程は、市のホームページでお

知らせしています。委員会は，自由に傍聴できます

ので，詳細は事務局までお問い合わせください。 

発行：玉里学園義務教育学校開校準備委員会 

（事務局）小美玉市教育委員会  

施設整備課 学校づくり推進係 

〒311-3492 小美玉市小川4-11 

電話 0299-48-1111（内線：2217） 

Eメール shisetsu@city.omitama.lg.jp 
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玉里学園義務教育学校の，学校のシンボルとなる，校章デザイン案を募集します。 

皆さんのご応募をお待ちしています。 

募集内容募集内容募集内容募集内容    小美玉市立玉里学園義務教育学校の校章デザイン案 

応募期限応募期限応募期限応募期限    令和元年９月３日（火）必着 

応募資格応募資格応募資格応募資格    

下記のいずれかに該当する方 ※１人につき１点の応募とします。 
(1) 市内在住 
(2) 玉里地区在学・在勤 
(3) 玉里地区の小中学校の卒業生 

デザインデザインデザインデザイン案案案案のののの    

作成要領作成要領作成要領作成要領    

(1) 応募作品は未発表で，オリジナルのものとします。 
(2) デザインに使用する色は単色としてください。また，白黒や拡大・縮小して 

使用できるよう配慮し，グラデーション（ぼかし）は使用しないでください。 
※最小で１cm 四方のサイズでの使用を予定しています。 

(3) モチーフの指定はありません。 
(4) 「説明」欄には，デザインの説明（理由や意図等）を必ず記入してください。 

選定基準選定基準選定基準選定基準    

選定では，下記の点を総合的に判断します。 
(1) 校章としてのふさわしさ，活用のしやすさ，わかりやすさ 
(2) デザインの独創性 
(3) デザインの説明に対する内容の明確性 

応募方法応募方法応募方法応募方法    

必要事項（①校章デザイン案，②校章デザイン案についての説明，③住所，④氏

名，⑤資格区分）を記入した応募用紙（任意の用紙可）により，下記のいずれか

の方法で応募してください。 
（応募用紙は市ホームページ「http://city.omitama.lg.jp/」にも掲載しています。） 
(1) 郵送または持参 
◆宛先                      
 〒311-3492 小美玉市小川４番地１１ 
 小美玉市教育委員会 施設整備課 学校づくり推進係 
(2) 電子申請・届出サービス 
◆申し込み先ＵＲＬ

https://s-kantan.jp/city-omitama-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10286 

応募応募応募応募にににに際際際際してのしてのしてのしての    

留意事項留意事項留意事項留意事項    

(1) 応募作品は返却しません。 
(2) 応募にあたっての経費は，応募者負担でお願いします。 
(3) 応募用紙は，折り曲げないでください。 
(4) 採用作品は，データ化による修正等を行う場合があります。 
(5) 個人情報は，目的以外で使用することはありませんが，採用者においては， 
(5) 市ホームページ等で氏名等を公表いたしますので，ご了承ください。 
(6) 採用作品に関する一切の権利は，小美玉市教育委員会に帰属します。 

作品作品作品作品のののの決定決定決定決定    応募作品の中から，開校準備委員会で選考の上，決定します。 

採用作品採用作品採用作品採用作品のののの発表発表発表発表    

採用者へ１１月頃に直接連絡します。 
また，市ホームページ等で発表します。 

表彰等表彰等表彰等表彰等    最優秀賞１点 賞状及び副賞（図書カード５千円分） 

    

    

    

    

    

    

    

    

校章校章校章校章デザインデザインデザインデザイン案案案案のののの募集募集募集募集    

◆デザイン◆デザイン◆デザイン◆デザイン案作成案作成案作成案作成にあたってのにあたってのにあたってのにあたっての参考参考参考参考    

【【【【学校教育目標学校教育目標学校教育目標学校教育目標】】】】グランドデザイングランドデザイングランドデザイングランドデザイン（（（（案案案案））））    

・たたたたくましく ままままごころあふれる りりりりりしい 児童生徒の育成 

・「４･３･２制」による学びの創造と施設一体型校舎を生かした取り組み 

【【【【学校施設整備方針学校施設整備方針学校施設整備方針学校施設整備方針】】】】 

  ・テーマ：豊かな自然環境の中で真剣な瞳と輝く笑顔があふれる学び舎 

※詳細は市ホームページをご覧ください。 
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下 

説 明 

※理由や意図等

デザインの説明を

必ず記入して 

ください。 

 

 

 

 

 

 

応

募

者

氏

名

等

 

住 所 

〒 

 

電話番号 

（自宅 ・ 携帯 ・ 勤務先） 

※○を付けて下さい。 

氏 名 

（ふりがな） 

 

資格区分 

該当する区分に☑を入れてください。 

□ 市内在住  □ 玉里地区在学・在勤（勤務先           ） 

□ 玉里地区の小中学校の卒業生 

参考参考参考参考：：：：玉里地区玉里地区玉里地区玉里地区のののの小小小小中中中中学校学校学校学校のののの校章校章校章校章    

                玉里小学校玉里小学校玉里小学校玉里小学校                玉里北小学校玉里北小学校玉里北小学校玉里北小学校                玉里東小学校玉里東小学校玉里東小学校玉里東小学校                玉里中学校玉里中学校玉里中学校玉里中学校    

               

校章デザイン校章デザイン校章デザイン校章デザイン案案案案応募用紙応募用紙応募用紙応募用紙 


