平成３０年７月１日発行

Community School

≪大島小学校≫≪小島小学校≫≪松城小学校≫≪松前中学校≫
松前町コミュニティ・スクール[学校運営協議会]事務局：松前中学校

「第１回松前町 CS 会議」が行われました。
日

時：５月２５日（金）１６：００～

場

所：松前中学校 ランチルーム

内

容：辞令書交付、会長、副会長選出、
議題（松前町学校運営協議会について、
各委員会担当者について ほか）など

会

長には、

『佐藤健治』さん
副会長は２名ですが、まずは、

『竹内

琢』さん

がそれぞれ選出されました。
（副会長もう１名は、第２回の CS 会議に
て、４つの支援委員会より互選されます。
）

事務局である松前中学校の大橋栄寿校長先生か
ら、改めてコミュニティ・スクールの仕組みや目
的などが説明されました。また、松前町で今年度
から導入となった「小中一貫型小学校・中学
校」
、通称「松前学園」の運営方針が話され、委
員さん方より承認を得ることができました。
今後は、学園の取組を広く地域の方々に知って
いただき、
「地域とともにある学校づくり」を
目指していくことになります。

全体会の後で、「各委員会ごとの打合せ」を行いました。
ふるさと学習
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支援委員会
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体力向上
支援委員会
広報委員会
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～代表に「寳福真紀さん」～
主に、児童生徒がふるさとに誇りと愛着、
ふるさとに生きる意欲をもたせられるような
取組をサポート
～代表に「新井田博之さん」～
主に、児童生徒の学力向上のため、目標達
成や学習規律の徹底などをサポート
～代表に「市田恵之さん」～
主に、児童生徒の豊かな人間性を育むため
の書道教育の充実をサポート
～代表に「滝川春光さん」～
主に、児童生徒の体力向上のため、支援策
などの取組をサポート
～代表に「竹内 琢さん」～
主に、学校の運営状況を点検したり、評価
したりする取組

なお、千葉工業大学教授「笠嶋

写真

義夫」様が、委員の一人として CS をお手伝いしてくださいます！

地域の皆さまとともにある学校づくりを目指すため、活動を推進してまいります。
「松前町コミュニティ・スクール」の活動に、ご協力と御支援をお願いいたします。

【簡易版】

松前町小中一貫型小学校・中学校

「 松 前 学 園 」

松前愛 挑戦 感動

学校支援部会

（◎は委員長さん）

広報部会

評価部会
評価
委員会

ふるさと学習
支援委員会

学力向上
支援委員会

書道教育
支援委員会

体力向上
支援委員会

広報
委員会

◎寳福真紀さん

◎新井田博之さん

◎市田恵之さん

◎滝川春光さん

◎竹内 琢さん
(松前高等学校長)

秋本コウさん

川村規子さん

石山勝敏さん

鹿毛幹丸さん

笠嶋義夫さん
(千葉工業大教授)

今泉欣也さん

酒井雅史さん

横山義和さん

佐藤樹理さん

佐藤健治さん

近江辰仁さん
(松城小学校長)

中島直哉さん
(小島小学校長)

濱田嘉彦さん

岩井栄一さん
(大島小学校長)

中島直哉さん
（小島小学校長）

大橋栄寿さん
(松前中学校長)
※１ なお、事務局は「松前中学校」となります。
※２ 各小中学校の教頭先生や先生方も数名、各委員会の活動に参加します。

「地域とともにある学校づくり」の実現に向け、
松前町コミュニティ・スクールの活動に、
御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。

平成３０年１１月１日発行
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松前町コミュニティ・スクール[学校運営協議会]

広報委員会

保護者の代表や地域住民の代表などで構成される
を設置している学校のことです。
松前町では、
の４校がそろってこの協議会を設置しました。
学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むこと
が、何より大切な仕組みです。

～改めて、会長さん、副会長さん、各委員会の代表の方をご紹介します！～

会

スペシャル

長：

佐藤

健治

さん

（松前中ＰＴＡ会長）※保護者の代表

副会長：

竹内

琢

さん

（松前高等学校長） ※学識経験者

千葉工業大学教授

副会長：

滝川

春光

さん

（元学校評議員）

笠嶋

ふるさと学習支援委員会委員長： 寳福 真紀さん

サポーター！

※地域住民の代表

義夫 様

≪これまでの会議から…≫
第１回ＣＳ会議 ５月２５日（金）

学 力 向 上支援委員会委員長：

新井田博之さん

書 道 教 育支援委員会委員長：

市田 恵之さん

・
「松前学園」運営の経営方針の承認

体 力 向 上支援委員会委員長：

滝川 春光さん

第２回ＣＳ会議 ７月２７日（金）

広報 兼 評価委員会委員長：

竹内

・前回会議の振り返りと各委員からの報告

琢さん

・委員の方への辞令交付

・各委員会による熟議（話し合い） ほか

地域の人々にとって…
子どもにとって…

教職員にとって…

保護者にとって…

●経験を生かして、生き

●体験活動の充実し、学

●地域の人々の理解と

●学校や地域に対する

がいや自己有用感につ

びが広がる！

協力を得た学校運営！

理解が深まる！

なぐ活動を！

●自己肯定感と他人を

●地域人材を活用した

●地域の中で育てられ

●学校が社会的つなが

思いやる心が育つ！

教育活動の充実！

ているという安心感が

り、地域のよりどころと

●地域の担い手として

●地域の協力により子

生まれる！

なる！

の自覚が高まる！

どもと向き合う時間を

●保護者同士や地域の

●学校を中心とした地

●防犯・防災等の

確保できる！

人々との絆、人間

域ネットワーク形成！

関係を構築！

●地域の防犯・防災体制

対策により、安全・
安心な生活へ！

等の構築へ！

去る８月３１日[金]、渡島合同庁舎において、ＣＳの効果的な運用や地域との連携・協働体制の確
立を目指した「平成３０年度渡島管内ＣＳ推進協議会」が開催されました。そこで、
「ＣＳの導入・
取組の成果と課題」についての提言が松前町ＣＳ会議に求められ、
代表して中島直哉校長（松前町立小島小学校長）が発表を行いまし
た。前年度の準備段階から連携した各団体との話し合いの経緯や、
学校と地域の思いを共有するための「まつまえワールド・カフェ」
そして、子どもたちの「松前の未来を考える合同学習」などの活動
を紹介しました。他の地区の代表者の発表や北海道ＣＳアドバイザー
櫻井 貴志 氏 の助言等もあり、今後の本町の活動にも生かされる有益な話し合いがなされました。

渡島教育局で募集のあった「平成３０年度校内・地域教職員研修促進費に係る地域連携研修」と
いうものに、松前中学校が応募したところ「道外視察研修」を実施することができました。東京都
の３校を視察してきた中から、ＣＳに関する内容を簡単にご紹介させていただきます。

中学校 1 校と小学校 3 校とで
一貫ではなく、ゆるやかな連携
（校舎併設型小中連携校）を実
践している。うち、小学校 1 校
は中学校と同じ校舎で学び、学
校運営協議会はそれぞれの学校
で設置している。年 3 回会議。

H20 から中学校 1 校と小学
校 2 校の小中一貫教育校（三鷹
の森学園）をスタートさせ、同
時にそれぞれの学校に学校運営
協議会を設置。H21 に 3 つを
束ねる形で三鷹の森学園 CS 委
員会が形成された。

中学校単独での学校運営協議
会を設置。また、区の教育委員
会が「学校支援本部」という組
織を立ち上げ、様々なボランテ
ィアにより学校のニーズに応じ
た支援体制を確立している。

≪今後の活動予定から≫

今年度は、毎年行われている「松前町ＰＴＡ連合会」の主催による「松前町ＰＴＡ連合会研究大会」と
共催をさせていただき、今求められている「地域とともにある学校づくり」の実現に向けて講演会を開催
することとなりました。講師は、９月３日（月）掲載の北海道新聞でも取材に応じられていた、コミュニ
ティ・スクール推進員（文部科学省が委嘱）で北海道科学大学教授の出口寿久氏です。コミュニティ・ス
クール（ＣＳ）導入の意義や効果について参考になるお話をしていただけるものと期待しております。
なお、この研究大
会への参加対象は、
松前町ＰＴＡ連合会
の会員（小・中学校
の保護者、先生方）
と松前町学校運営協
議会（ＣＳ会議）の
委員さんとなってお
りますので、あらか
じめご了承ください。

平成３１年４月１日発行
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５月２５日（金） 第１回松前町学校運営協議会 １６：００〜 松前中学校
（各委員への辞令書交付、学校運営協議会の目的について ほか）
７月 １日（日） 松前町ＣＳ通信第１号発行（広報折込）
７月２７日（金） 第２回松前町学校運営協議会 １６：００〜 松前中学校
（副会長の選出、各支援委員会の活動状況について ほか）
８月３１日（金） 渡島管内ＣＳ推進協議会 渡島合同庁舎 提言者：中島直哉（小島小学校長）
１０月２７日（土）
（いももち汁、ジャガイモピザ作り）
１１月 １日（木） 松前町ＣＳ通信第２号発行（広報折込）
１１月１０日（土） 「松前町ＰＴＡ連合会研究大会における講演会」[松前町学校運営協議会後援]
（講師：北海道科学大学教授 ＣＳマイスター 出口 寿久 氏、演題：
「地域とと
もにある学校づくり」〜コミュニティ・スクールと地方創生〜）
１１月２７日（火） 第３回松前町学校運営協議会

１６：００〜 松前中学校

（松前学園の教育活動について、先進地視察の情報提供 ほか）
平成３１年
２月２２日（金） 第４回松前町学校運営協議会

１６：００〜 松前中学校

（１年間の活動のまとめ、次年度に向けて ほか）
４月 １日（月） 松前町ＣＳ通信第３号発行（広報折込）

「子どもたちに、松前の歴史を知りながら料理して
ほしい」という思いをもった３名の講師の方々の御指
導のもと、和気あいあいと楽しく料理教室が開催され
ました。参加した子どもたちは、「また作りたい」
「家
でも積極的に手伝いたい」などの感想をもち、大変有
意義な体験となっ
たようです。次年
度はもっと多くの
方に参加してもら
えるよう実施方法
や周知の方法を工
夫する予定です。

講師：ＣＳマイスター

出口 寿久 氏（北海道科学大学教授）

講演会には、各学校の保護者、先生方を含む学校関係者、学校運営協議会委員
など、約４０名が参加しました。「コミュニティ・スクール制度導入の背景」や
「今後の方向性（学校を核とした地方創生）
」などについて、約９０分に渡って
貴重なお話を伺うことができました。
特に、
「保護者や地域住民が学校のよき理解者となり、子どもの教育に対する自
覚を高めることが期待されていること」
、また、「地
域とともにある学校づくりを目指すことによって、
学校を核とした地域ネッワークが形成され、地域の
活力向上が期待されること」などについて具体的な
事例をもとにお話しいただきました。
最後に、
「地域を愛する子どもを育てることが地
域を救う！」といった熱いメッセージとともに、松
前町の将来を担う児童生徒の育成に対してもエール
を送ってくださいました。

【今年度の成果や課題について】
☆学力向上支援委員会 松前町小中一貫型小学校・
☆ふるさと学習支援委員会 〇10 月 27 日に親子料理教
室を開催し、有意義だった。ただし、参加者が少なかっ
たので、周知方法や参加料について検討が必要。
〇来年度は、他の支援委員会の取組に抱き合わせで、料理
教室等を開きたい。
〇来年度以降に、松前町の伝統芸能（神楽、杵振舞、タナ
バタ、祇園ばやし等）に関わる取組を視野に入れたい。

☆書道教育支援委員会 「書の日常化」を目指し、学
級内の掲示物等を児童生徒が毛筆で書いたり、全国・全道
の書道コンクールへ参加して、子どもたちの作品を積極的
に外部へ発信したりするなど意欲的に取り組んだ。また、
できる限り地域の資源を活用した授業を実践できた。今後
は、地域の声を聞きながら、児童生徒の書が町にあふれる

中学校（松前学園）が取り組んでいる、
『松前町学力向上
アクションプラン ターゲット２９＋２』の推進状況を
知り、今年度実施の学力学習状況調査結果によって、こ
こ数年の取組の成果が出ている現状を確認した。学校と
保護者が一体となり、全町的に学力向上を進めているこ
とは紙面で理解できたが、今後は、実際に学校を訪問し
ての授業参観等も実施したい。

☆体力向上支援委員会 町内３小学校と１中学校の
『体力向上の取組』について意見を交流した。また、町
内４校の、体力運動能力運動習慣等調査の結果をもとに、
特に運動習慣について意見を交流した。さらに、今年度、
松前学園で作成している『松前町体力向上アクションプ
ラン ターゲット２９＋２』について、意見を出し合っ
た。今後は、実際に学校で取り組んでいる体育の授業や
体育的行事の見学も考えていきたい。

ような取組を考えていきたい。

☆広報委員会兼評価委員会 今年度の活動については、
全体的には「概ね良好である」と結論付けた。また、児童生
徒の様子について、学校内でも街中であっても「あいさつ」
が大変立派であるとの話題が出され、小・中学校と地域の連

写真

携により今後も伸ばしたい資質のひとつとして改めて共有で
きた。次年度も課題の解決に向け、今ある学校の教育活動を
支えることを基本スタンスに取組を進めていきたい。

〜今後も地域のみなさまの御理解と御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。〜
発行元：松前町コミュニティ・スクール[学校運営協議会]

広報委員会（松前中学校内

４２−２１２５）

令和元年７月１日発行
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松前町では、平成３０(２０１８)年度から、大島小学校、小島小学校、松城小学校、
松前中学校の４校で一つの学校運営協議会を設置し、９年間を通じて系統性を持った支
援活動を実践しています。
令和元年度の「第１回松前町学校運営協議会（ＣＳ会議）」が開催されました。
日

時：５月１７日（金）１６：００～

会

場

所：松前中学校 調理室

『佐藤健治』さん

内

容：辞令書交付、会長、副会長選出、

副会長には、

長には、

松前学園経営方針の承認、各委員会担

『竹内 琢』さん
『滝川春光』さん

当者について、目標の共有

がそれぞれ選出されました。

議題（松前町学校運営協議会について、
ほか）

事務局である松前中学校の蛯子友正校長先生
（松前学園 学園長）が、松前町で昨年度から導入
された「小中一貫型小学校・中学校：松前学園」
の運営方針について話され、委員さん方より承認
を得ることができました。また、改めてコミュニ
ティ・スクール（ＣＳ）の仕組みや目的などが確
認されました。

全体会の後で、「各支援委員会等ごとの打合せ」を行いました。
ふるさと学習
学力向上
書道教育
体力向上
広報・評価委員会

～代表に「門脇静男さん」～
主に、児童生徒がふるさとに誇りと愛着、ふるさとに生きる意欲をもたせられるような取組をサポート
～代表は、次回のＣＳ会議にて決定します～
主に、児童生徒の学力向上のため、目標達成や学習規律の徹底などをサポート
～代表に「市田恵之さん」～
主に、児童生徒の豊かな人間性を育むための書道教育の充実をサポート
～代表に「滝川春光さん」～
主に、児童生徒の体力向上のため、支援策などの取組をサポート
～代表に「竹内 琢さん」～
主に、学校の運営状況を点検したり、評価したりする取組

地域の皆さまとともにある学校づくり
を目指すため、活動を推進してまいりま
す。「松前町ＣＳ」の活動に、ご協力と
ご支援をお願いいたします。

なお、今年度も、千葉工業大学教授「笠嶋 義夫」様が、委員の一人として CS をお手伝いしてくださいます。

５月１３日（月）
「松前学園第１回乗り入れ授業」では、ＣＳ委員さん数名にお手伝をいただきました。

松前町内３つの小学校の６年生（大島小・小島小は
５・６年生）が松前中学校へ朝から登校し、１日を過ご
す取組
≪当日の時間割≫

時間割

１

２

６年生

交流学習

国語

５年生

書

道

３

４

家庭科
『郷土料理の実習』

学校支援部会

５

６

体育

音楽

音楽

体育

（◎は委員長さん）

※１『郷土料理の実習』で
は、秋本コウさんが講
師として指導。
※２『書道』では、市田恵
之さんが、書道アドバ
イザーとして５年生を
指導。

広報部会

評価部会
評価
委員会

ふるさと学習
支援委員会

学力向上
支援委員会

書道教育
支援委員会

体力向上
支援委員会

広報
委員会

◎門脇静男さん

石戸 保さん

◎市田恵之さん

◎滝川春光さん

◎竹内 琢さん
(松前高等学校長)

秋本コウさん

川村規子さん

石山勝敏さん

鹿毛幹丸さん

笠嶋義夫さん
(千葉工業大教授)

宮崎修二さん

酒井雅史さん

横山義和さん

佐藤樹理さん

佐藤健治さん

近江辰仁さん
(松城小学校長)

清水勝也さん
(小島小学校長)

濱田嘉彦さん

岩井栄一さん
(大島小学校長)

清水勝也さん
（小島小学校長）

蛯子友正さん
(松前中学校長)
※なお、事務局は「松前中学校」となります。（４２－２１２５）

今後とも「地域とともにある学校づくり」の実現に向け、
松前町学校運営協議会（ＣＳ）の活動に、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
発行元：松前町コミュニティ・スクール[学校運営協議会]

広報委員会（松前中学校内

４２－２１２５）

令和元年１１月１日発行

Community School

≪大島小学校≫≪小島小学校≫≪松城小学校≫≪松前中学校≫

第

５

号

松前町では、平成３０(２０１８)年度から、大島小学校、小島小学校、松城小学校、
松前中学校の４校で一つの学校運営協議会を設置し、９年間を通じて系統性を持った支
援活動を実践しています。
「第２回松前学園乗り入れ授業」を支援しました。（令和元年８月２７日［火］）

松前町内３つの小学校の６年生（大島小・小島小は
５・６年生）が松前中学校へ朝から登校し、１日を過ご
す取組
≪当日の時間割≫

時間割

１

２

６年生

音楽

書道

５年生

理科「サイエンス教室」

３

４

理科「サイエンス教室」
社会

書道

５

６

社会

交流学習

総合

※インターネ
ットの利用

※ＣＳ委員の笠嶋義夫教授（千葉工業大学）が、
「サイエンス教室」を
行いました。子どもたちは、グループごとに協力し合い、笠嶋先生
の指示をよく聞いて、テキパキと実験に取り組んでいました。

「サイエンス教室」
～紙おむつの中を
調べてみよう！～

≪子どもたちの声≫
・おむつの吸水力やおむつ
に使われている成分など
を知ることができて楽し
かったです。紙おむつを開
発した人はすごいと思う。
・高吸水性ポリマーを利用
して、実際に芳香剤を作る
ことが楽しかったです。自
分の家のトイレに置きま
した。 （松城小６年生）

「第２回松前町学校運営協議会（ＣＳ会議）」が開催されました。
「第２回松前学園乗り入れ授業」の様子を参観しつ
日 時：８月２７日（火）１６：００～
場 所：松前中学校 調理室
内 容：●前回会議の振り返り（各支援委員
会から、これまでの取組内容の発表
と今後の支援の方策について）
●諸連絡（２学期中に松前学園が行
う授業参観や学校行事等の御案内、
渡Ｐ子育て研修会松前大会での伝統
芸能披露等の情報提供 ほか）

つ、同日に第２回目のＣＳ会議を開催しました。各支
援委員会から、これまでの取組のほかに、子どもたち
の成長のために、松前学園の教育活動への支援の方
策について熱心な熟議が行われました。今後も少し
ずつですが、着実
に子どもたちの活
動に役立つ支援を
考えていければと
思います。

２学期中の主な「松前学園」の教育活動を御紹介いたします。
内

容

月

１日授業参観・公開日

１１月

（※５日には、給食試食会もあ
ります。問い合わせは松前中へ）

会

日（曜）

場

（時間帯）

５日（火）

松前中学校

６日（水）

（８：４０～１５：１０まで）

授業参観日

１１月２８日（木）

授業参観日

１２月

１日（日）

全校書道参観日

１２月

３日（火）

松城小学校
（１３：３０～１４：１５まで）

小島小学校
（９：１５～１１：００まで）

大島小学校
（８：３５～１５：０５まで）

「地域とともにある学校づくり」のために
は、「子どもの姿」を実際に見ていただくこ
とが一番大切です。各学校の保護者の方々は
もちろんですが、地域の方々もぜひ一度足を
運んでみてはいかがでしょうか。各学校への
事前申込などは特に必要ありませんので、お
時間がありましたら、参観のほどよろしくお
願いいたします。きっと、子どもたちの「笑
顔」を見ることで、大人の私たちも元気をも
らえるはずです。お待ちしております！

改めて、各支援委員会の代表の方と取組内容を紹介させていただきます。
ふるさと学習

～代表に「門脇静男さん」～
主に、児童生徒がふるさとに誇りと愛着、ふるさとに生きる意欲をもたせられるような取組をサポート
～代表に「川村規子さん」～（→第２回目の会議の際に決定いたしました。
）
主に、児童生徒の学力向上のため、目標達成や学習規律の徹底などをサポート

学力向上

～代表に「市田恵之さん」～
主に、児童生徒の豊かな人間性を育むための書道教育の充実をサポート
～代表に「滝川春光さん」～
主に、児童生徒の体力向上のため、支援策などの取組をサポート

書道教育
体力向上
広報・評価委員会

～代表に「竹内 琢さん」～
主に、学校の運営状況を点検したり、評価したりする取組

今後とも「地域とともにある学校づくり」の実現に向け、
松前町学校運営協議会（ＣＳ）の活動に、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
発行元：松前町コミュニティ・スクール[学校運営協議会]

広報委員会（松前中学校内

４２－２１２５）

令和２年４月１日発行

Community School

≪大島小学校≫≪小島小学校≫≪松城小学校≫≪松前中学校≫

第

６

号

松前町では、平成３０(２０１８)年度から、大島小学校、小島小学校、松城小学校、
松前中学校の４校で一つの学校運営協議会を設置し、９年間を通じて系統性を持った支
援活動を実践しています。
「令和元年度松前町学校運営協議会」の主な活動報告について
令和元年
５月１３日（月） 松前学園第１回乗入れ授業への支援と参観 松前中学校
５月１７日（金） 第１回松前町学校運営協議会 松前中学校
（各委員への辞令書交付、学校運営協議会の目的について ほか）
７月 １日（月） 松前町ＣＳ通信第４号発行
８月２７日（火） 松前学園第２回乗入れ授業への支援と参観 松前中学校
第２回松前町学校運営協議会 松前中学校
（各支援委員会の活動状況について、情報提供 ほか）
８月３０日（金） 渡島管内ＣＳ推進協議会 渡島合同庁舎
９月１８日（水） 檜山管内ＣＳ推進協議会 檜山合同庁舎 提言者：大島小学校 岩井栄一校長
１１月 １日（金） 松前町ＣＳ通信第５号発行
１１月２６日（火） 第３回松前町学校運営協議会 松前中学校
（松前学園の教育活動アンケートについて ほか）
令和２年
１月２８日（火） 松前学園第３回乗入れ授業の参観 松前中学校
２月２１日（金） 第４回松前町学校運営協議会 松前中学校
（１年間の活動のまとめ、次年度に向けて ほか）
４月 １日（水） 松前町ＣＳ通信第６号発行

岩井栄一校長）

「北海道教育庁学校教育局義務教育課
子ども地域支援グループ」で発行して
いる「ＣＳ通信 第６号」に掲載され、
本協議会の先進的な取組が紹介されま
した。

「松前町学校運営協議会」を代表し、実践発表も行われました。（大島小学校

新たな何かをするよりも、まずは「ＣＳ委員が学校へ足を運ぶことから支援は始まる」という意
識を持つことができました。 ［第３回松前町学校運営協議会（令和元年１１月実施）より］

≪第４回松前町学校運営協議会より≫ ～令和２年２月２１日（金）～
【今年度の松前学園の主な成果（〇）や課題（●）について】
〇小中一貫教育の核としての「書道
科」の取組の充実が、何と言っても一
番の成果である。また、新しい形での
乗り入れ授業に関しては、児童生徒の
双方にとって素晴らしい思い出がで
き、中 1 ギャップの解消になればと願
っている。また、郷土料理や伝統芸
能、歴史的財産に触れる多くの機会を
得たことは、必ずや児童生徒のアイデ
ンティティーの形成に役立つものであ
ると考える。

●『早寝、早起き、朝ご
はん』の徹底や生活リズ
ムの確立が大きな課題で
あると考えられる。家庭
の御協力も得ながら、地
道に改善していかなけれ
ばならない。また、
「いじ
め、思いやり」の部分で
も十分な取組を考えてい
く必要がある。

今後とも「地域とともにある学校づくり」の実現に向け、
松前町学校運営協議会（ＣＳ）の活動に、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
≪お知らせ≫
発行元：松前町コミュニティ・スクール[学校運営協議会]

広報委員会（松城小学校内

４２－２０１６）

令和２年８月１日発行

Community School

≪大島小学校≫≪小島小学校≫≪松城小学校≫≪松前中学校≫

第

７

号

松前町では、平成３０(２０１８)年度から、大島小学校、小島小学校、松城小学校、
松前中学校の４校で一つの学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を設置し、９
年間を通じて系統性を持った支援活動を実践しています。
🌸令和２年度の「第１回松前町学校運営協議会（ＣＳ会議）
」が書面にて開催されました
今年度に関しては新型コロナウイルスの感染拡
大予防のため、６月に各委員の皆様に書面にて承
認をいただく形で開催させていただきました。
内

容：辞令書交付、会長、副会長選出、

議

題（松前町学校運営協議会について、松前
学園経営方針の承認、各委員会担当者
について、目標の共有

会

長には、

『石戸 保』さん（松城小ＰＴＡ会長）
副会長には、

『葛西 智』さん（松前中ＰＴＡ会長）
『滝川春光』さん（元学校評議員）
がそれぞれ選出されました。

ほか）

🌸協議会は以下の部会で構成されており、松前町の小中一貫教育（松前学園）をサポートします。
ふるさと学習

～代表 門脇 静男さん～
🌸主に、児童生徒がふるさとに誇りと愛着、ふるさとに生きる意欲をもたせられ
るような取組をサポート

学力向上

～代表 川村 規子さん～
🌸主に、児童生徒の学力向上のため、目標達成や学習規律の徹底などをサポート

書道教育

～代表 市田 恵之さん～
🌸主に、児童生徒の豊かな人間性を育むための書道教育の充実をサポート

体力向上

～代表 滝川 春光さん～
🌸主に、児童生徒の体力向上のため、支援策などの取組をサポート

広報・評価委員会

～代表 濵名 一博さん～
🌸主に、学校の運営状況を点検したり、評価したりする取組

なお、千葉工業大学教授「笠嶋

義夫」様が、委員の一人としてＣＳをお手伝いしてくださいます。

🌸地域の皆さまとともにある学校づくりを目指すため、活動を推進してまいります。
「松前町ＣＳ」の活動に、ご協力とご支援をお願いいたします。

松前町コミュニティ・スクール（ＣＳ）組織図
松前町小中一貫型小学校・中学校

「

松

前

松前愛

学

園

」

挑戦 感動

サポート

学校支援部会

（◎は委員長さん）

広報部会

評価部会
評価
委員会

ふるさと学習
支援委員会

学力向上
支援委員会

書道教育
支援委員会

体力向上
支援委員会

広報
委員会

◎門脇静男さん

◎川村規子さん

◎市田恵之さん

◎滝川春光さん

◎濵名一博さん
(松前高等学校長)

秋本コウさん

東館幸範さん

工藤正継さん

鹿毛幹丸さん

笠嶋義夫さん
(千葉工業大教授)

酒井雅史さん

宮崎修二さん

葛西 智さん

佐藤樹理さん

横山義和さん

蛯子友正さん
(松前中学校長)

神 龍治さん
(大島小学校長)

石戸 保さん

佐々木善貴さん
(小島小学校長)

神 龍治さん
（大島小学校長）

岩井栄一さん
(松城小学校長)
※

今年度より事務局は「松城小学校」となっております。

今後とも「地域とともにある学校づくり」の実現に向け、
松前町コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の活動に、
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
発行元：松前町コミュニティ・スクール[学校運営協議会] 広報委員会（松城小学校内

４２－２０１６）

