生 冠 中 だ よ り

平成３０年６月発行

～学校運営協議会の設置２年目～
校 長 池之上 良和
本校では，昨年度から学校運営協議会を設置し，コミュニティ・スクールとなっています。コミュティー・スクールと
は何か，その概要をお知らせします。
１ コミュニティ・スクールの目的
コミュニティ・スクールとは，子供たちの確かな学びと育ちの実現を目指し，学校と保護者・地域との連携をより充
実させることを目的としています。具体的には，学校と保護者・地域の皆さんがともに知恵を出し合い，学校運営協議
会に意見を反映させることで，一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進
めていく仕組みをつくり上げることです。
コミュニティ・スクールの構想図

また，急速な少子高齢化，グローバル化，ＡＩ化の社会情勢においては，学校づくりを核とした持続可能な地域づく
り（特色ある学校と生きがいの創造，子供の地域づくりへの参画）を目指しています。
２ 学校運営協議会の活動内容
学校と保護者や地域の皆さんを結ぶ架け橋的な役割を担います。具体的には，学校教育への期待や地域の役割などに
ついて「熟議」（協働を目指して対話すること）を行います。

学校からの依頼や保護者・地域の願いを受け，「熟慮」と「討議」を重ねながら課
題解決を目指し，お互いの立場や果たすべき役割への理解を深め，個々人が納得し
て自分の役割を果たせるように話し合うこと。

学校運営協議会の熟議を通したコミュニティ・スクールのイメージ

学校からの依頼
保護者・地域の願い

熟議

地域・保護者の
役割認識・分担

教育活動の展開・支援

本校の学校運営協議会については，次号でお知らせします。時代とつながり，社会に開かれた，生冠地区ならではの学
校づくりが必要です。
先日，生福地域と合同の生福小学校大運動会に生徒６人が補助員として参加しました。これまでも行われてきた補助員
活動ですが，これもコミュニティ・スクールとしての取組です。地域と共にある学校づくり，どうぞよろしくお願いしま
す。

自助・共助・公助地震避難訓練
５月１７日（木）に，
市消防本部救急隊員の
方に来ていただき，地
震避難訓練を実施しま
した。避難後は，ＡＥ
Ｄの使い方・胸骨圧迫
の仕方を教えていただ
きました。隊員の方か
らは「救急車が来るま
での空白の時間に自分
に何ができるのかが大
切です。何もしないではなく，何かするようにして
ください」との話があり，大変有意義な時間となり
ました。本校のＡＥＤは事務室前に常設してありま
す。
校内スケッチ大会
５月 2２日（火）２～３校時に，学校敷地内で校
内スケッチ大会を実施しました。当日は天気もよ
く，どの生徒も事前に選んだ場所で真剣に取り組ん
でいました。
各学年から１作品を美
術担当の先生に選んでも
らい，２階に掲示してい
ます。来校の際は，ぜひ
ご覧ください。

真剣な討議 生徒総会
５月１８日（金），生
徒総会が行われました。
落ち着いた雰囲気の中
で今年度活動計画や予
算等について真剣な討
議が行われ，今年度のス
ローガンも「ＢＥ ＰＯ
ＳＩＴＩＶＥ～みんな
で挑戦！全員生徒会～」
に決まりました。一人一
人が自覚を持ち，自分達
で決めたことが確実に
実行され，より良い生冠中となることを期待します。
生徒会役員の皆さん，準備や運営等，お疲れさまでし
た。
学び ふれあい 親力 UP!
５月３０日（水）家庭教
育学級開講式を行いまし
た。
市教育委員会社会教育
課の瀬戸山武社会教育指
導員をお招きして，
親自身
の学びが大切なことや家
庭の教育力を高めること
の必要性などについて学
びました。また，今年度の
活動について話し合いま
した。
学級長の肥前のり子
さん，
副学級長の國分希美
子さんを中心に，皆さんと一緒に「学ぶ楽しさ 集う楽
しさを味わえる」家庭教育学級になればいいなあと考え
ています。多数の御参加をお待ちしています。
命をいただく
ＰＴＡ親子奉仕作業
５月３０日（水）２年
６月３日（日）ＰＴＡ親子奉
生は総合的な学習の時間
仕作業を６：３０から行いまし
に取り組んでいる食育の
た。草払いや除草，側溝掃除等
学習の一環として，本市
を手分けして行いましたが，み
にあるプリマハム鹿児島
んなで時間いっぱい取り組み，
工場へ行きました。工場
見違えるようにきれいになり
に勤められている方々の
ました。また，校門付近の築山
話を聞いたり工程の様子
を囲んでいるレンガが長年木
を見学する中で，食べ物
の根で押された影響で崩れて
は多くの人達の働きや思
おり，その修繕をニトン会が行
いがあって自分のところ
いました。速く，しかも丁寧な
へ届いていること，自分
作業ぶりにさすがだと感心し
達は命を与えられていること，好き嫌いなく感謝の気 ました。御参加くださった皆さ
持ちをもって食べることの大切さなどを学んでいま ん，ありがとうございました。
した。
次回もよろしくお願いします。

新職員の紹介
地区総体 陸上・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
６月１日（金）に久木田美香里（くきた みかり） 5 月 2４日（木），伊集院陸上競技場で地区中学校陸
先生が本校に赴任され，共に学校生活を送っていま 上競技大会が開催されました。本校は全校生徒参加し，
す。家庭科と特別支援学級２組
選手・補助員・応援としてそれぞれに頑張り，男子は総
の担任をしていただきます。よ
合４位，女子は総合 6 位の結果でした。
ろしくお願いします。
また，6 月１２日（火）は伊集院総合体育館で地区中
◇趣
味
学校総合体育大会バレーボール競技が行われ，男女バレ
音楽鑑賞
ーボール部が参加し熱戦を繰り広げました。男子は見事
（ＡＲＡＳＨＩは好きです）
優勝しました。おめでとうございます。
◇生冠中の印象・皆さんへ
[ 入賞者 ]
あいさつを自分からしっかりとしてくれて，いいな ・男子バレーボール… 優 勝
あと思いました。おかげで皆と話しがしやすくな ・女子バレーボール… 予選リーグ敗退
り，とても嬉しかったです。生冠中へ楽しみにして ・陸上競技部
１位…柿本 来希（２年）
きました。皆さんと一緒に楽しく活動していきたい ・共通三段跳び
・２年１５００ｍ
３位…大六野 凜（２年）
です。
・共通８００ｍ
３位…砂坂 康太（２年）
串木野高校卒業生による講演会
・２年８００ｍ
２位…鍜治屋朋華（２年）
・共通１００ｍＨ
３位…岡田 珠杏（３年）
６月８日（金）串木
野高校卒業生藤﨑恭一
＜その他＞
・陸上競技部
氏をお招きして講演会
・南日本中学生陸上競技大会
を行いました。藤﨑氏
・男子共通ジャベリック・スロー3 位…砂坂 康太（２年）
は，鹿児島大学へ進学
し，県内公立高校で数
学教諭として教鞭を執られ，また進路指導の取組にも
力を入れられ，県立川内高校の校長を定年退職後，現
在は鹿児島純心女子短期大学に勤められています。演
題は「未来に羽ばたけ，薩摩スチューデント生冠中学
校生」で，「昨日の夢は今日の希望になり，明日の現
実になる」といった熱い言葉や，これからの未来につ
いて，仲間の大切さや今頑張ることの大切さ等を教え
ていただきました。

７ 月 の 行 事 （ 予 定）
１日（日）英検２次
５日（木）地区道徳教育研修会
６日（金）非行防止教室（１年）
ＰＴＡあいさつ運動３年（～２０日）
８日（日）生福地区一斉清掃
９日（月）定時退校日
１２日（木）ゆめはこぶくん来校
体育大会選手・役員決め，
１３日（金）原子力防災訓練
生徒会代議員会
ＰＴＡ役員選考委員会
１４日（土）土曜授業，大六野祭り，
さのさ祭り前夜祭
１５日（日）さのさ祭り
１７日（火）ＳＳＷ来校，生徒会専門部会
２０日（金）校内球技大会，大掃除，終業式

夏 休 み の 行 事 （ 予 定）
＜7 月＞
２１日（土）県中学校総合体育大会陸上（～２２日）
２２日（日）大阪都島神社夏祭り参加（～２４日）
２３日（月）第２回学校運営協議会
２４日（火）県中学校総合体育大会バレー（～２６日）
２７日（金）生福地区ナイターソフトボール大会
（～２８日）
＜8 月＞
1 日（水）出校日
１１日（土）生福かかし祭り
１２日（日）リフレッシュ・ウィーク（～18 日）
１４日（火）生福夏祭り
１９日（日）ＰＴＡ親子奉仕作業（予備日：２６日）
生福夏休み作品作り（兼女性セミナー）
21 日（火）出校日

【串木野高校ＯＢ講演会の生徒感想－
【１年】
○ 軍原 隼斗

一部紹介】

君

藤﨑恭一先生，今日はありがとうございました。僕はまず「德永先生の担任をされた」ということに驚きました。今日の講
演会でいろいろなことを学びました。例えば，藤﨑先生の「小学時代」「中学時代」「高校時代」のことについて教えてくだ
さったので，これからは教えてもらったことを意識できるようにしたいです。德永先生も言っていたように話が面白かったの
で，更に「聞こう」という気持ちが強くなりました。最後あたりに出てきた名言で『昨日の夢は今日の希望になり，明日の現
実になる』というのが，とにかく頭に残っていて，おそらく『昨日の夢は今日までの希望になって，明日には実現するかもし
れない』ということだと僕は思います。この名言をしっかりと頭に入れておきたいです。
○ 田島 翔太 君
今日はいろいろなことが知れました。一つは德永先生の恩師で，数学の先生だったということを知りました。もう一つは，
大学や高校などの面接の内容などです。『１人で見る夢は夢，誰かと見る夢は現実』という言葉が気に入りました。「１人で
夢を見てもそれはただの夢，誰かと見る夢こそ現実ではないのか」ということだと僕は思いました。この講演会で，藤﨑先生
のように頑張り，高校などの面接でもしっかりしていきたいです。僕は，人の話を聞いても，それを感想にまとめても，その
ことを行動にうつさなきゃいけないと思うので，しっかりとできるようにしていきたいです。
【２年】
○ 大薗 咲幸

さん

今日はお忙しい中生冠中学校に来てくださり，ありがとうございました。今日私が学んだことの中で一番印象に残った言葉
があります。それは『昨日の夢は今日の希望となり，明日の現実になる』という言葉です。私はこの言葉を聞いて，本当にそ
うだと思いました。他にもこれからの未来のことも学びました。私は機械化が進む今，一番大切なことは，やはりコミュニケ
ーションだと思います。なので，私は，これからも人とのつきあい方や話し方を考えて，いろいろなことに挑戦していきたい
と思います。また，未来について悩むことがあったら，今日学んだことを参考にして生きていきたいです。
○ 山下 紅葉 さん
今日はお忙しい中，ＯＢ講演会をしてくださり，ありがとうございました。私は未来のことについて何も考えずに過ごして
いましたが，今回，藤﨑先生が話をしてくださって，やっと未来に関することを考えるようになりました。あと，社会につい
て話をしてくださり，いろいろな社会のことをたくさん知ることができました。そして，私が１番驚いたことは，３人のうち
１人が６５歳以上になることです。今回は，今まで気にしていなかったこと，考えなかったこと，知らなかったことなどを教
えてくださった藤﨑先生にとても感謝しています。本当にありがとうございました。これからも，コミュニケーションや社会，
未来について，じっくり、そして悩み，考えていきたいと思います。
【３年】
○ 有川 直輝

君

今日はお忙しい中，生冠中学校へお越しいただき，ありがとうございました。今後，変わりゆく社会を生き抜いていくため
の「力」を学びました。知識，活用する力，そしてコミュニケーション能力と，将来社会へ出て役に立つような大人になれる
よう努力していきたいと思います。自分は，将来人工知能に関わる勉強や仕事をやりたいと思っています。変化する社会にし
っかりと対応していけるような生活を送っていきたいと思います。今日は，貴重なお話しを聞かせていただき，ありがとうご
ざいました。
○ 山内 凜

さん

私は今日の藤﨑先生のＯＢ講演会の話を聞いて，とても勉強になりました。まず，串木野高校へ行っても大学へ行けること
に驚き，しかも德永先生の高校時代の数学の担当の先生と聞いて，もっと驚きました。次に，これから社会が次々と変わって
いき，テスト内容の変更やＡＩが始まることも知りました。その社会に対応していくために「１ 知識

２ 活用する力

３ コミュニケーション能力」が必要であることを学んだので身に付けていきたいと思います。更に「友だちの協力があれば
夢は現実になる！」という言葉を見て，心に響きました。私は，自分の夢は自分で叶えることだと思っていましたが，協力を
すればもっとよくなることを初めて知りました。私は今，自分の夢に向かって頑張っています。今回のことは，とても勉強に
なり，参考にしたいと思いました。今日は，お忙しい中お越しいただきありがとうございました。

