
～学校も地域も 大人も子どもも
みんなが元気になる～

　新しい時代を担う子どもたちには、時代のニーズに応じた様々な知
識や技能の習得と共に、普遍となる豊かな人間性、そして地域の文化
や伝統をしっかりと伝授していくことが求められると思います。今後地
域連携を更に深め、子どもたちを取り巻く地域の教育力をもっと身近
に、もっと積極的に活かすことが大切ではないでしょうか。こうした地
域の輪の広がりと同時に、学校・家庭・地域の連携という大きな母体に
支えられ、子どもたちは進んで行くでしょう。「前へ！」と。

下松中学校区　地域学校協働活動推進員　中村　啓 さん
下松中学校運営協議会会長
中村　啓 さん

笠戸島デイキャンプ

　学校、生徒そして先生方がより身
近になった今年度。目指す「下松っ
子像」の実現に向
けたその一助を地
域の私たちも共に
担っていきたいも
のです。

下松中学校

下松小学校運営協議会会長
森氏　民雄 さん

昼休みの運動あそび

　めざす「くだまつっ子像」にむけ
て、～笑顔であいさつが行き交う街
～ になるよう、子
どもたちへ「行って
らっしゃい」「お帰
り」の声かけをお願
いします。

下松小学校

　昨年度、小学校で体験学習を行った時のことです。中学生が企画、立
案、ボランティアとして参加し、盛り上げてくれました。活動最後の終わ
りの会で、中学生の代表が、参加した児童、特に6年生に向けて呼びか
けました。「来年は中学校に入学される皆さん、地域の方々と一緒にこ
の行事をつないでください。」頼もしいその言葉に、小学生・中学生・学
校・家庭そして地域がひとつになった感動をおぼえました。
　地域の皆様、子どもたちと一緒に手をつないで、「ふるさとを愛し心豊か
でたくましく生きる久保っ子」を応援しましょう。児童生徒の未来のために！

久保中学校区　地域学校協働活動推進員　藤江　旬仁 さん
久保中学校運営協議会会長
藤江　旬仁 さん

くーぼのアートミュージアム

　「ふるさとを愛し心豊かでたくまし
く生きる久保っ子」思いやりの心を
育む活動を、今ま
で以上に学校を核
として、児童生徒の
未来のために地域
は応援続行です。

久保中学校

東陽小学校運営協議会会長
林　孝昭 さん

東陽小子ども歌舞伎

　本年、学校教育目標の再設定「思いやり
とやり抜く力のある『東陽っ子』の育成」を承
認しました。この方針に
沿って、教職員、保護
者、地域住民が一体で
学校運営の質の向上
を図ってまいります。

東陽小学校久保小学校運営協議会会長
山岡　喜久吉 さん

希望の森再生プロジェクト

　久保小学校では、亥の子体験や米
作り、授業参加など、地域と連携した
様々な活動を行って
います。今後も久保
のよさを生かした取
り組みを進めていき
たいと思います。

久保小学校

【問い合わせ】 学校教育課　☎1869　生涯学習振興課　☎1871

　「さあ 学校へ行こう―!!」初めは高かった学校の敷居も、再度訪問するうちに低くなります。小学生時代怒られるときにしか入らなかった校
長室にも入れるようになります。皆さん、「地域の宝」を育てる学校へ来て、子どもの姿を見てください。良いところも悪いところもたくさんありま
す。その良いところは伸ばし、悪いところを多くの皆さんで直してやりましょう。子どもと一緒に学ぶ楽しさや他地区の人と知り合える喜びが味わ
え、自分自身も成長できます。コミュニティ・スクールは知れば知るほど、やればやるほど、子どもにとっても地域にとっても大切なものです。

末武中学校区　地域学校協働活動推進員　藤田　典敬 さん

中村小学校運営協議会会長
小林　拓宏 さん

生け花コーナー

　「あったか中村」のフレーズが好きです。
そして、何より子どもが大好きです。中村地
区に縁のある方、学校
運営に参画して、子ど
もたちが喜ぶアイデア
をじゃんじゃん出して
共に実行しましょう。

中村小学校末武中学校運営協議会会長
藤田　典敬 さん

避難所運営ゲーム

　末武中学校CSの特色は、大規模校の強
みを生かした地域連携です。避難所運営
ゲーム５０人、職業講
話講師１４人の地域協
力者が簡単に募集で
きます。今後もこの強
みを生かしたいです。

末武中学校

花岡小学校運営協議会会長
岩本　浩司 さん

昔のあそびを楽しもう

　学校・家庭・地域で話し合いをして、
どんな学校づくりをし、目標とする児童
生徒を育むか。
　それに向けて協議・行
動していく仕組みがコミュ
ニティ・スクールです。一
度、のぞいてみませんか。

花岡小学校公集小学校運営協議会会長
森　徳治 さん

クラブ活動の指導

　コミュニティ・スクール公集小で
は、学校・家庭・地域が一体となった
学校づくりを目指
しています。子ども
たちの学びや育ち
をともに支えてい
きましょう。

公集小学校

●学校と地域住民等との間の情報の共有を図るとともに、地域と学
校がパートナーとしてつながり協働できるように働きかけます。

●下松市内の３つの中学校区に一人ずつ配置されています。
●法律に位置付けられた存在として、下松市教育委員会が委嘱して

います。
末 武士 くん
すえ  たけ  し

くーぼ くだコン

＊学校・家庭・地域の3つの立場の代表者が集まって話し合います。
　これを  学校運営協議会  と呼んでいます。  学校運営協議会  という組織

を設置している学校がコミュニティ・スクール（CS）です。

など、子どもたちや地域のことについて意見を出し合います。
時には、子どもたちも話し合いに参加し、一緒に考えます。

＊3者の思いを共有し、 目標をひとつ にします。
＊同じ目標に向かって学校と家庭と地域が深くかかわり、連携して“地域と
ともにある学校”を実現するには、地域のみなさんのご理解とご協力が必
要です。

どんな学校を
めざすか

み
ん
な
で
知
恵
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
い
ま
す

地域の力を、学習や行事に生かしています
あなたの特技や経験を活かしたり子どもたちとふれ合ったりしませんか学校では

地域では 子どもたちが力を発揮しています
子どもたちといっしょにあなたの地域を盛り上げませんか　

地域のみなさんのおかげで、学校では豊かな
体験や取り組みを実施することができています。

下松市の
小学校・
中学校は

子どもの元気は地域の元気、みんなで元気になりましょう

地域の宝である地域の子どもをみんなで育てましょう

地域学校協働活動推進員 って

どんな子どもを
育てるか

そのために3者で
どんな連携・協力をすればよいか

学校
（学び）

子ども家庭
（生活）

地域
（体験）

　「くだまつコミュニティ・スクール推進だより」で、各校の取り組みなどを紹介しています。
公民館などにも掲示していますのでご覧ください。

豊井小学校運営協議会会長
清木　健一 さん

豊井安全マップを作ろう

　地域とのつながりが大変深い学校
です。学校と地域が学びで結ばれ充実
した地域学習ができ
ています。学校を応
援する地域の輪を
広げていきたいと
思います。

豊井小学校

学校と地域がつながるとさまざまな取り組みができます

をご存じですか？
～地域とともにある学校～

末武中学校 久保中学校 下松中学校
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