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コミュニティ・スクール（＝ＣＳ）通信＠ＵＭＩ

宇美町教育委員会

平成26年9月

第７号

全国CSニュース

平成２６年４月１日現在）（

１１ コミュニティ・スクールを推進していく上での課題

関係者がどれだけ思いを共有できるかという点が課題を克服する上で重要。

２ 今後に期待されること
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H17 コミュニティ・スクール指定状況
コミュニティ・スクール数１９１９校
幼稚園９４，小学校１２４０、中学校５６５、高等学校１０、特別支援学校１０
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担い手となる人材の不足や実務負担の在り方。●
●コミュニティ・スクールによって何をめざすのか、教職員も含め、課題認識と目的の共有がなけれ

ば、主体性は生まれにくい。
●互いに力を出し合ったとしても、具体的な目標設定や取組の検証・見直しが十分でなければ、子ど

もたちが直面する教育課題の解決や的をしぼった支援、共同体制の構築は困難。

全国コミュニティ・スクール研究大会in下関

コミュニティ・スクールの指定状況
地域とともにある学校づくりの有力なツール

として、制度創設から約１０年が経過したコミ

ュニティ・スクールは、この３年間で新たに、

１，１３０校が指定を受け、現在、１，９１９

校になりました。

福岡県においては、昨年度までの２市４町に

加え、大野城市（１５校 、筑紫野市（４校 、） ）

糸島市（４校 、小郡市（３校 、太宰府市（５） ）

校 朝倉市 １校 飯塚市 １校 大木町 ４）、 （ ）、 （ ）、 （

校 、那珂川町（１０校 、大刀洗町（１校）が） ）

コミュニティ・スクールに指定されました。

それぞれの自治体で取り組んでいるコミュニ

ティ・スクールの成果が伝わり、急速な広がり

を見せています。

平成２６年８月５日（火）山口県下関市竹崎町の下関市民会館において、全国コミュニティ・スク

ール研究大会が行われました。その中で、成果はもちろんですが、コミュニティ・スクールを推進し

ていく上での課題と今後に期待されることが出されましたので紹介します。

絆絆づくりと活力あるコミュニティの形成！

○子どもたちは学校だけでなく、家庭や地域の中での様々な経験や出会いを積み重ねながら成長して
いく。そんな子どもたちの日々の成長に、周りの大人たちが責任をもち、関わっていくこと。

○子どもたちのはぐくみを中心に、町全体が豊かな関係を作り、ともに課題を乗り越えていくこと。
○関わる人々との出会いを通して、教職員や保護者、地域がともに成長していくように、活動をより

充実させていくこと。
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宇美町小中学校のCSの取組
宇美小学校、宇美南中学校区の取組を紹介します。今号は

宇美小学校
ガードボランティアの皆様と１年生との交流会

ガードボランティアの方の感想

宇美南中学校区
小中連携学習強調週間

取組の結果
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原田小学校 テレビやゲームを全くし

なかった

テレビやゲームの時間を

減らした

いつもと変わらなかった
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会議室から体育館までご案内 感謝の気持ちを込めてプレゼント 一緒に食べる給食は、おいしい！

交流会の練習、大変だったことでしょう。とてもかわいくて上手。元気もよかったです。かわ

いいネックレスありがとうございました。大事に飾ってみんなのことを思い出します。これから

も車に気を付けて登校してください （本田 ミナ子さん）。

入学して３か月、ちゃんとお話を聞くことができる子どもたちのしっかりとした姿に驚きまし

た。１年３組のみなさん、給食時間は、元気にお相手をしていただきありがとうございました。

心もおなかもいっぱいになりました。ごちそうさまでした （齊藤 恭子さん）。

７月３日（木）１１時３０分より宇美小学校で、毎日の登校を見守ってくださっているガードボ

ランティアの皆様への感謝の気持ちを込めて１年生との交流会が行われました。まず、１年生が、

会議室から体育館まで皆様をご案内しました。お礼の会の後、児童が給食を準備している間には、

先生方との情報交換が行われました。その後、各教室で一緒に給食をいただきました。

原田小学校と宇美南中学校は、子どもたちの学習習慣の定着をめざし、本年度、宇美南中学校

の中間・期末考査の週にあわせて小中連携家庭学習強調週間を設けました。実施期間は年間４回

で、この期間は、家庭でゲームをしたり、テレビを見たりする時間を制限する等、ノーメディア

を意識し、学習中はテレビを消すように家庭にも呼びかけました。第１回目は６月１６日（月）

から６月２０日（金）に行いました。

右のグラフから、家庭学習強調週間でテレビや

ゲームの制限をした家庭は、小学校が９４％、中

、。学校が６９％でした この取組を継続することが

各家庭の習慣につながり、テレビやゲームの時間

を削減によって生まれた時間が、家庭学習につな

がることを期待したいと思います。ご家庭のご協

力をお願いします。



- 3 -

宇美町小中学校の学校運営協議会

【会長 渡邉 美佐さん】

CSの目的は何か、何のためにしてい

るのか？子どもたちを置き去りにせず、

子どもの育ちを確認しながら今後の活

動を考えていくことが大切です。

桜原小学校

【環境整美部会 盛次 真理子さん】

「地域の人と一緒に働き、感謝の心を

もつ子ども」にしたいです。

思いやりがあり、誰も見ていなくて

も、トイレのスリッパを並べることが

できるような子どもになったらいいで

すね。

【福岡教育大学教授 鈴木 邦治 先生】

熟議が成熟してきています！子どもの育

ちをお互いに評価し、小さな成長を見つけ、

分かち合うことで同じベクトルで進めるこ

とができます。地域と先生方がここまで話

せるのはすばらしいです。まさに協働責任

分担方式になりつつあります。今後、成果

や課題をより「見える化」し、一枚岩になっ

て取組を進めていくといいですね。

みんなが主役の学校運営協議会

コミュニティ・
スクール

さくらばる

【教頭 金子 眞恵 先生】

まずは、各部会がめざしている子

どもの姿を出し合ってください。

【安全・安心部会 内村 眞治さん】

「自分の命、友達の命を守れる子ど

も」になってほしいですね。

そのためには、我々がかける言葉も

「おはよう」だけでなく、「○○君が

先に一人で行きよったぞ」など変わっ

てきますね。

【学習支援部会 入江 トシ子さん】

「分からないことが分からないと言

える子ども」にしたいですね。

できる喜びを味わってほしいです。

【ゆたかな心部会 二階 安雲さん】

「しっかり聴ける子ども、想像力を働かせ

る子ども」にしたいです。

家読（うちどく）リレーに取り組みます！

。桜原小学校には 「学習支援部会 「ゆ今号は、桜原小学校の学校運営協議会の様子を紹介します 、 」、

たかな心部会 「環境整美部会 「安全・安心部会」の４つの部会があります。学校運営協議会委」、 」、

員と教職員は「 でめざす子ども像 「子どもの育ち」を共有しながら、それぞれが果たす役割と責CS 」

任を明確にして活動を進めています。４月１７日（木）の第１回学校運営協議会では、本年度、各部

会がめざす子ども像について熟議をしました。
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１ コミュニティ・スクールを推進していく上での課題

関係者がどれだけ思いを共有できるかという点が課題を克服する上で重要。

２ 今後に期待されること

コミュニティ・スクール指定状況
コミュニティ・スクール数１９１９校
幼稚園９４，小学校１２４０、中学校５６５、高等学校１０、特別支援学校１０

宇美町中学校「土曜寺子屋」

編集後記

土曜寺子屋学習サポーター

町内 町外

高校生 ２ ０

大学生 ５ １３

社会人 ３ ０

計 １０ １３

ご協力ありがとうございます。

土曜寺子屋で頑張りたいこと

宇美町教育委員会学校教育課

宇美町宇美５丁目１番１号

電 話 ９３４－２２４５

ＦＡＸ ９３３－９２１１

E-mail：gakkou@town.umi.lg.jp

僕が頑張りたいことは、この特別にいい環境で勉強させ

ていただけるので、配られるプリントなどをなるべく自分

の力で解き、分からないところがあったら近くにいる先生

や学習サポーターの先生たちに聞いたりして自分の学力を

向上させられるようにすることです。僕は、人に聞いて教

えていただいたりすることが少し苦手なので積極的に聞け

るようにがんばりたいです。よろしくお願いします。

（宇美中３年 小串 悠馬くん）

私は数学が苦手なので、わからないところがあったら質問したり、プリントをいっぱい解いた

りして克服したいと思います。寺子屋は学校の先生ではなくて大学生や社会人の方が教えてくだ

。さるとても貴重な体験だと思うので精一杯がんばりたいです これからよろしくお願いします。

）（宇美東中３年 吉岡 美音さん

私は、分からないところをついそのままにしてしまっている時があるので、自分の苦手なこと

が分かるようになりたいです。寺子屋は、自分のペースで進められるし、先生方もたくさんいら

っしゃるので、ちゃんと質問をしたいです。そして、基本的な問題はもちろん、応用的な問題も

（宇美中２年 佐藤 未優さん）解けるようにがんばりたいです。

サポーターの先生方とお互いに信頼関係を築き、分からないところは先生と一緒に、分かるとこ

ろは自分で解けるようにしたいです。毎回の寺子屋で分からないところを一つでも克服して、家に

帰ってプリントでおさらいをして分からない部分をなくしたいです。

（宇美南中１年 桑原 綾那さん）

中学生の皆さんの学習に対する素直で前向きな気持ちを大切にしたいです。
一緒にがんばりましょう。

宇美町のコミュニティ・スクールがゆっくり、じっくり進んでいること
をうれしく思います。本年度より、この「３つの輪」の配付が、宇美町の
全家庭ではなく、学校運営協議会の方々、区長様方になりました。各ご家
庭では回覧板で読んでいただくことになりましたが、コミュニティ・スク
ールについて、宇美町の方々に知っていただきたいので、学校、地域、家
庭で各学校、各校区での取組を話題にしていただけると幸いです。

絆づくりと活力あるコミュニティの形成！

宇美町教育委員会が主催して行っている「土曜寺子屋」は今年で３年目を迎えます。中学生の学
力向上と学校の先生以外の方から勉強を教わることで多くのことを学んでほしいというのが目的で
す。会場は各中学校で、１年生から３年生までの希望者を対象に年間１０回実施しています。９時
から１２時まで、国語、数学、英語のプリントを使った個別学習です。支援をしてくださっている
のは、応募してくださった高校生、大学生、社会人の方々です。まさに、コミュニティ・スクール
がめざす「地域で子ども育てる」取組であり、地域の方々の「市民性」を育むことにもつながって
います。

苦手を克服できるよい機会だと思うのでこの寺子屋を充分に活用して復習をしたいです。学習

サポーターの先生方に分からないところを質問して、自分の苦手や不得意を見極めてしっかり理

解できるようにがんばりたいです。短い１０日間を勉強のために有効に使いたいです。

）（宇美東中１年 竹村 菜月さん
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