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今回は「ＣＳ」について
～ 保護者・校区の皆様に知っておいていただきたいことです ～

校 長 藤山 洋一

早いもので今年度も前半が終了します。新型コロナウイルス感染症という厄介ものの影に
惑わされながらも保護者・校区の皆様の御理解と御支援のもとに無事に学校教育活動が推進
できましたことに感謝申し上げます。後半期も引き続きよろしくお願いします。
さて、保護者・校区の皆様にお尋ねしますが、「ＣＳ」という言葉を耳にされたことがござ

いますでしょうか。いちき串木野市は４年前からこの制度を導入し、市内全小・中学校（小
学校９校、中学校５校、計１４校）が「ＣＳ」になっています。「ＣＳ」というのは、コミュ
ニティ・スクール（ Ｃommunity School ）の略で、学校の中に「学校運営協議会」を設
置している学校のことをいいます。したがって、串木野小学校もこの学校運営協議会を設置
しておりますが、一体その組織がどういうものなのか、目的は何か、メンバーは誰なのか等
については、多くの保護者や校区の皆様はご存じないのではないでしょうか。これまで学校
として皆様への説明・周知が十分なされていなかったことを申し訳なく思っております。
学校運営協議会（いわゆるＣＳ）を一言で言いますと、地域社会総掛かりで未来を担う子

どもたちを育てるための仕組みということになります。なぜ、総掛かりで？子どもの教育は
学校に任せておけばよいのでは？と思われる方も多いかもしれませんが、今の時代は、私た
ちが学生だったころと比べて、学校や子どもたちの抱える課題も大きく変化し、複雑になっ
ています。そのため未来の担い手を育てるという一大事業は、到底学校だけでは果たせない
仕事になりました。
学校は、保護者や地域の皆様の智恵やお力をお借りし、皆様の声を聞き、これまで以上に

連携、協働して子どもたちを教育する時代になったのです。
以上のようなことから、今後とも本校教育に対する御意見やお気付きがございましたらご

遠慮無くお声を届けてください。学校運営協議会メンバーは、皆様からのお声を学校とつな
ぐ役割も担っております。また、一方では、学校や子どもたちの抱える課題を解決するため
に学校運営協議会の方から、地域の皆様方へ御相談やお力添えのお願いに上がる場合も今後
出てくるかと思います。本年度、串木野小では、学校課題解決に向けて、実効性のある学校
運営協議会となるよう組織体制を改編し、以下の７名のメンバーで取り組んでいただいてお
りますので、皆様におかれましても御承知おきくださるよう、どうぞよろしくお願いします。

【串木野小学校ＣＳ 学校運営協議会のメンバー】（敬称略）

会 長 西田 憲智 前 串木野小ＰＴＡ会長 現 串木野高校ＰＴＡ会長
現 鹿児島県ＰＴＡ連合会副会長 （有）西田塗装経営者

副会長 長 洋孝 楓共励斉指導者（合気道）
宮之原 尚 元 小学校長 市口地区老人クラブ会長
黒江 康子 元 小学校長 市家庭教育支援委員
尾場瀬ちなみ 読み聞かせグループ「花さき山」代表
小川奈緒美 元 串木野小ＰＴＡ副会長
隈元 眞一 現 串木野小ＰＴＡ会長 野元商店（有）経営者

おめでとうございます
子どもたちが夏休みに取り組んだ，作文や理科研究記録・採集物の結果をお知らせします。

特選のみ掲載します。この他にも，多くの子どもたちがいろいろなコンクールに挑戦しまし
た。今後も，結果が分かり次第お知らせいたします。

＜第63回児童生徒作文コンクールいちき串木野市作文審査会＞
特 選
１年 大囿 心花「あそんでほしいだけなのに」（地区審査へ）
３年 中屋 真子「花をさかせたリュウゼツラン」（地区審査へ）
４年 大迫 あやの「消えた「予ぼうせっしゅ」」（地区審査へ）
５年 岡田 裕己「今までありがとう レイ君」
６年 上新 結芽「母のま法」

＜いちき串木野市小・中学校理科に関する研究記録及び採集物の審査会＞
特選（研究記録の部）
３年 井手上 碧芭「目指せ！３色で作るテレビの色～色のひみつをさがそう～」

（県審査へ）
５年 木塲 亮太「気温と高さ 一番暑いのはだれだ！！」

特選（採集物の部）
１年 ふちがみ りんたろう（昆虫採集） いずみ みこ（植物採集）
３年 池田 昊空（貝殻採集）
４年 神薗 龍太朗（貝殻採集） 橋口 心華（貝殻採集） 神薗 翔太郎（貝殻採集）

大久保 妃海（貝殻採集） 神薗 孝太朗（貝殻採集）
５年 内田 智康（岩石採集） 平 佑音（植物採集） 佐藤 煌（貝殻採集）
６年 堂薗 英志（岩石採集） 西 心路（岩石採集） 寺田 遥祐（岩石採集）

住田 信太朗（植物採集）

子どもの「自尊感情」を育んでいきましょう。
自尊感情は，落ち込んだ時や失敗した時，物事がうまくいかない時等に，自分を支えてく

れる大切なものです。県のＰＴＡ新聞９月号に県教育庁人権同和教育課から次のような文章
が掲載してありました。「（前半省略）自尊感情を育むには，人との関わりが大切です。仲間
と協力して，試行錯誤しながら学校行事を成功させたり，地域の行事に参加して「へー，そ
んな考え方もあるんだ！」と多様な価値観に触れたりする中で，子どもは，他者と様々な感
情を共有することができます。そして，そのような経験を積み重ねることで，ありのままの
自分を認める感情が生まれ，自己を受け入れていくことにつながります。
親子で一緒に遊んだり，食事を作ったりするなどの活動を通して，泣いたり笑ったりする

感情を共有することで，「自分は愛されている」という安心感が少しずつ積み重ねられ，自尊
感情は育まれていきます。愛情をもってほめたり叱ったりしながら，子どもと共に様々な体
験をしてください。」という文章が掲載されていました。

自尊感情が高い子どもの姿の例 自尊感情が低い子どもの姿の例
○ 自分の思いや考えを素直に話すことができる。 ○ ありのままの自分を出すことに自信が持てな
○ 学校に行くことが楽しいと感じている。 い。
○ 自分に自信があり，様々な物事に取り組む意欲が高 ○ 失敗を恐れ，消極的になる。
い。 ○ 他者に対して信頼感を持つことができない。

○ 友達や周囲の大人との人間関係が良好。 など ○ 他者を排除したり，攻撃的な態度に出たりする。

１０月行事予定 １１月行事予定

10日(土）土曜授業 1日(日) 地域が育む「かごしまの教育」県民週間（～７日）
13日(火）心の教育週間(～19日) 2日(月）体育集会
19日(月）６年修学旅行（～20日） (参観者：1･6の保護者2名限定)
21日(水) 6年休養措置 4日(水) 学校参観（各学年1･4組の保護者）

5日(木）学校参観（各学年2組の保護者）
6日(金) 学校参観（各学年3組の保護者）
14日(土) 土曜授業
15日(日) ＰＴＡリサイクル活動
25日(水) 西中校区小中一貫公開研究会



校内陸上記録会
令和２年度のいちき串木野市陸上記録会は，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，陸上

競技場に全小学校が集合しての大会は中止となり，各学校で記録をとることになりました。本
校は，９月２５日（金）に校内陸上記録会を実施しました。
選手に選ばれた子どもたちは，自分の記録に一生懸命挑戦していました。その結果をお知ら

せいたします。

５年１００ｍ走 ６年１００ｍ走

男 子 女 子 男 子 女 子

１位 満園智輝(15.3) 福山詩羽(17.0) １位 植屋遥翔(14.0) 漆島祐衣(16.0)

２位 外薗千洋(16.9) 鬼塚千晴(17.3) ２位 毎床奏(15.4) 平野幸花(16.4)

３位 松本海政(16.9) 中尾美輝(17.4) ３位 波村瑛貴(15.8) 田島彩葉(16.6)

５年８００ｍ走 ６年８００ｍ走

男 子 女 子 男 子 女 子

１位 愛川隼斗（2.52．84） 濱平爽寧(3.02.37) １位 木場海璃(2.41.21) 重留茉桜(2.56.81)

２位 久木山敬心(3.09.94) 大迫希空(3.06.68) ２位 柳田将誠(2.46.55) 重信 捺(2.59.99)

３位 田代煌晟(3.18.43) 古川 栞(3.12.75) ３位 青木武蔵(3.05.55) 大重美結(3.19.21)

５年走り幅跳び ６年走り幅跳び

男 子 女 子 男 子 女 子

１位 平地令旺(3ｍ 40) 下茂凛香(3ｍ 38) １位 大平篤史(4ｍ 22) 久保潤奈(3ｍ 42)

２位 岩下健心(3ｍ 37) 松木薗愛里(3ｍ 14) ２位 平 涼太(3ｍ 89) 毎床みお(3ｍ 25)

３位 久木野麗也(3ｍ 20) 久木山柚奈(2ｍ 94) ３位 北薗佑真(3ｍ 49) 福元優華(3ｍ 14)

「５年生の走り高跳び」と「６年生の６０ ６年走り高跳び
ｍハード走」は，まだ授業で行っていないた
め，今後，体育の授業で子どもたちの技能を 男 子 女 子
高めた後記録をとっていきます。

１位 大井 春(120ｃｍ) 田代恋未(115 ｃｍ)

２位 鳥井原涼太(105 ｃｍ) 前田叶夢(110 ｃｍ)

３位 住田信太朗(100 ｃｍ) 宇都心晴(110 ｃｍ)
今田楓人，木佐貫登生

おいしいお茶の入れ方
９月２９日（火）の２～４校時に

５年生が日本お茶インストラクター
の方を招いて，お茶の出前授業を行
いました。
例年は，家庭科室でグループを作

って行っていましたが，今年度は，
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ために，教室で対面にならないよう
にして行いました。久しぶりに，外
部講師を招いての授業に，子どもたちは熱心に講師の説明に聴いていました。
この授業で子どもたちは，おいしいお茶をいれるためのコツとして，一人分の茶葉はだいた

い２ｇ（小さいスプーン１杯），お湯の量は約９０ｍｌ～１００ｍｌ，温度は７０度程度、急須
にお湯をいれたら１分程度待って湯飲みに注ぐ事などを学んでいました
今後は，この出前授業で学んだことを基に，お茶にはいろいろな種類がありそれらにあった

いれ方があることや，お茶を出しておもてなしをする日本の心などにも関心をもってくれたら
と思います。

安全に気をつけて
９月２１日(月)から９月３０日(水)までの期間は秋の全国交通安全運動でした。この期間に

限らず，子どもたちの登下校や地域での道路歩行等を見守り隊や公民館長さん，地域の有志の
皆様，保護者の皆様等に見守られて，子どもたちは安全に過ごすことができています。
しかし，最近「通学路でない箇所を通って通学している」「自転車で危険な乗り方をしている。」

等の情報が寄せられています。下の地図は，通学時に通って良い箇所○、通っていけない箇所
×を示してあります。

学校でも「踏切は絶対に通
らない」「通ってよい横断歩道
や通っていけない横断歩道」
等について指導をしています。
各ご家庭でも，安全な登下校
について話をしてください。
また，本校では，３年生以

上が自転車に乗ってよいこと
になっています。下の自転車
の乗り方を参考に安全な乗り
方についても話をして頂きた
いと思います。

登下校時に通って良い箇所○，通っていけない箇所×

自転車の乗り方
① 車道の左側を通る。
② 安全ルールを守る
・二人乗りはしない
・並進はしない
・夜間はライトを点ける
・交差点等では必ず一時停
止をして，安全を確認す
る

・信号を守る
③ ヘルメットは必ず着用す
る

規則正し
い生活を
するため
に，９時
OFF を 守
りましょ
う。


