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 だより 

～地域は学校を支え、学校は地域を結ぶ～ 
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評価部 新部長 

吉野恵蔵 

 毎年保護者の方に実施し

ている学園評価アンケート

は学校の発展に欠かせま

せん。ご協力お願いします。 

 

サポート部 新部長 

渡辺真弓 

 サポート部はCSの原形。

どんなに CS が大きく成長し

ても、出発点を大切に活動

していきたいと思います。 

             

 

 

 

地域部 部長  

菊島成二 

三鷹の森学園の子どもた

ちの地域活動を支援してい

きたいと思います。皆様よろ

しくお願いします。 

広報部 新部長  

村井訓子 

今年度の目標は「攻める

広報」です。広報の方法や

紙面で実感していただける

ようがんばります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新副会長 小山 雅巳 

今年で５年目を迎えた三鷹の森学

園ＣＳ。今まで築き上げられた実績

の継続、さらにはステップアップし

「子どもたちの豊かな成長と笑顔を

支える！」を目標に学校と保護者、

地域の皆さんとのパイプ役として取

り組んで行きたいと思います。 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

新副会長 浅見 忍 

今年度は、副会長として地域部と

評価部を担当しています。  

今年１年、篠原副会長、小山副会

長と共に石井会長の目指す「持続可

能な組織作り」を進めて行きたいと

思います。地域の皆様、どうぞよろ

しくお願いします。 

 

会長 石井 章夫 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

三鷹の森学園が開園し５年目となり 

全く新しく取り組み始める難しさから 

より良く、持続可能な組織へとの難し 

さに変わってきたことへの対応として 

今期大きく体制を改変しました。 

関わってくださる方々を増やす意識を 

常にもち、風通し良く運営していくこ 

とに腐心する日々ですが、子供の笑顔 

のため、それが地域の活性化につなが 

ると確信しているからこそ仲間と共に 

乗り越えていけます。今までよりも、 

さらに一歩でより良くとなり、ひとり 

の小さな決意がみんなを動かします。 

今後ともご協力宜しくお願い致します。 

 

新 

副会長 篠原 秀和 

「地域は学校を支える！」 

この言葉を忘れる事なく、今年度も 

「子ども達が笑顔で通える学校」を 

しっかりイメージし、先生方と協力 

しながら、三鷹の森学園三校の応援 

隊として、がんばっていきます！！ 

 
新しい風を運んでくる 

新委員にご期待下さい！ 
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 ★CS 委員会が支える活動 

 
 

★CS 委員会がつなぐ活動 

・小， 

★地域諸団体との活動 

 

★小･小，小･中の交流活動 
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サポート部 

学校から講師の依頼 学校とサポート部の打合せ 

学校のニーズをくみ取り、ど

のような授業にしたいのか 

講師人数、日程などを聞く。 

講師とサポート部の打合せ 

学校の希望する授業の説

明と具体的な授業構成を決

め、授業の時間配分を連絡す

る。 

授業当日 

アンケートの実施 

授業終了後には次回へ活かすた

め学校、サポート部、講師の方との

反省会とアンケートを実施した。 

例：三中授業「職業人の話を聞く」（平成 24 年度 2月実施） 

 

サポート部会の様子 

この日の主な議題は「高山小

算数ボランティア」と「三中

道徳地区公開講座」について

の話し合い 

例：「花いっぱい運動」 

子
ど
も
を
真
ん
中
に
・
・
・
・
・
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活動の目的 

健 全 育 成 

  
 

高山小父親の会 

防災キャンプ（7/13･14） 
高山地区青少対 

早朝歩く会（7/21） 

三鷹台盆踊 

五小ソーラン（8/3･4） 
いなげや・サミット 

高山小 川上村レタス販売(8/25･26） 
五地区青少対 

夏休みラジオ体操(8/29～9/2） 

五小オヤジの会 

防災キャンプ（7/20･21） 

児童・生徒会会議(6/13） 五小・高山小自然教室 

八ケ岳川上村(6/25～28） 

サマーコンサート(8/23） 部活動体験(8/27） 三中から小学校へ 

体育乗入れ授業(7/8) 

子どもに 9年間の学園生活

の中で、豊かな人間力を育成

するために、ＣＳ委員会や地

域団体・PTA と連携し人や社

会と関わる活動の機会を与

える。 

地 域 部～学校と地域の活動をつなぎます～ 

水泳交流会(9/6） 

学校からの依頼を受けて、学校教育に必要な人財と教育の場を提供します。 

きめ細やかな配慮と幅広い人脈で学校教育を支えます。 

 

地域部には子どもの「やってみたい」、地域の「こんなことしてみませんか」

の声が集まってきます。地域に根ざした学校づくりのために学校と地域の関

係づくりをお手伝いし、子どもの「やりたい」気持ちを支えます。 

子どもが地域のなかで、人と関わりながら自分自身や仲間の大切さ、

井の頭のよさを感じることが出来る貴重な経験です。 

小学校高学年になると本格

的になる高山小・五小・三中

との交流活動。隣の小学校を

知り、中学校に足を運ぶこと

で中学校生活がどのようなも

のか体験できます。 

【夏休みの記録】 

また、子どもだけでなく、先生方も学園研究や乗入

れ授業などの交流を通して、情報を共有し学園の子

どもを支えます。 

 

じつは昭和 30年代後半から始まったこの活動。 

学校としてより豊かな教育環境をという願いが、ＣＳ地域部により実現！再び開花。 

地域部会 

花と緑のまち 

三鷹創造協会 

 
 

先生、9月 18日にお花が届

きます。三校で植えましょう。

子どもは何人参加しますか。

？ 

 先生、9月 18日にお花が届

きます。三校で植えましょう。

子どもは何人参加しますか？ 

分かりました。お花をお届

けします。大切に育ててね。 

 

お花を植えたいので、

苗をください。よろしくお願

いします。 

 

地域部の皆さん、 

きれいなお花をありがと

うございます。 

みんなで大切にします。 

「もっちぃ」 
ＣＳキャラクター 
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部会からのお知らせ

学園の予定         9/２７現在 

10月  4日 合唱コンクール（三中） 

10月 12日 運動会（高山小） 

10月 17・18・19日 三中授業公開 

10月 19日 道徳授業地区公開講座（三中） 

10月 26日 学校公開（五小・高山小） 

10月 26日 道徳授業地区公開講座 

             （五小・高山小） 

10月 30日 プレ中体験（三中） 

11月 14日 学園研究会（会場：三中） 

  

 
 

私たち CS委員は学校運営協議会の委員でもあります。 

年度初めの学校運営協議会では、学校長から学校経営計画、予算、学校の概況の説明を聞きます。 

その他に各学校の課題について意見交換をします。 

 この度、高山小学校では先生の指示のもと、算数学習

アシスタントとして、1～3学年の算数授業サポ－トにご

協力いただける方を募集いたします。 

  
【内 容】授業中の児童の学習への助言や手助け、 

学習プリントのチェックなど 

【応募先】下記担当窓口まで、ご連絡をお願いい 

たします。 
 

   三鷹の森学園三鷹市立高山小学校 

  副校長 高野 康弘 

電 話：0422-45-3275  

メ－ル：y-takano@city.mitaka.tokyo.jp 
 

【その他】 
■配置学年および時間はボランティアの方々と相談の上、 

決定させていただきます。 

■ご応募、その他詳細については学校から直接ご説明さ 

せていただきます。 

■ホ－ムペ－ジ（三鷹の森学園 高山小学校）にも募集 

要項等について掲載いたしましたのでご覧ください。  
             

 

三鷹の森学園コミュニティ・スク－ル サポ－ト部 

三中学校運営協議会 
6/14 

 第 1 回ＣＳ委員会の様子 

三中 60 周年記念のロゴ

マーク 

シリーズ 防 災 高山小の取組み 

今年度は各学校の防災に関して特集します。 

毎月一回実施される避難訓練は実に様々な

状況設定でおこなわれています。高山小は新た

に「クラブ活動中に地震が発生した」という設定で

避難訓練をしました。 

どんな状況でも落ち

着いて行動できるよう

に訓練しておくことは

とても大切です。 

「分かるまで教える」学力向

上・授業改善について 
 

放課後の部活動の充実のため

の部活動サポートについて 
 

消防団員のお手伝いで実施し

た 2 学年防災教育の実施状況

について 
 

修学旅行の日程をくじ引きでは

なく三中独自で決めていきたい 

三中の夏休みを取り戻す 

（PTA会長） 

「算数ボランティア」募集 

三鷹の森学園高山小学校 

mailto:y-takano@city.mitaka.tokyo.jp

