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コミュニティ・スクールにより地域が変わる
スクール・コミュニティ

学校・家庭・地域でともに育つ

コミュニティ・スクールのめざすところはスクール・コミュニティです。
学校・学園を核として、様々な世代の人々が交流する中で地域社会を
つくっていくこと、大人も子どもも、誰もが幸せに暮らせるまちづく
りが目的です。
にしみたか学園ができて約15年、徐々にその成果が出てきています。
この学園を卒業した子どもたちが今、社会に出て様々な場で活躍をし
ています。同時に社会人として活躍しながら地域活動にも参加し、地
域の仲間の輪を広める方も増えています。
自ら挨拶をする子どもも多く見られ、中学生を中心にボランティア活
動に積極的に参加する子どもが年々増えています。多世代の住民が地
域との輪を広める活動により、より住みやすい街に変わりつつありま
す。

そしてこの先、にしみたかのコミュニティ・スクールは理想のスクー
ル・コミュニティへ向けてさらなる発展を目指します。子どもたちを
地域の大人が育てながら、大人もいっしょに育っていきます。
学びや成長は子どもだけのものではありません。子どもたちと関わる
中でかつて気付けなかった大切なものに改めて出会い、大人自身も成
長を続けます。新しい時代のことを子どもたちから学んだり、子ども
と一緒に学ぶ場面もたくさんあります。大人が学ぶ姿を見せることが、
子どもたちの刺激にもなります。
学校・家庭・地域が子どもたちに知識を還元するだけでなく、子ども
たちから学んだり共に学びあうことによって、地域が子どもも大人も
関係なく知的好奇心を満足させられる場所として活性化し、こういっ
た学びの循環が地域の更なるつながりを生みだすのです。

にしみたか学園　教育目標
地域に根ざし、自らの生き方を主体的に切り拓き、創造性あふれ、
国際性豊かな児童・生徒の育成をめざす。

学び続ける人　　共に生きる人　　たくましく伸びゆく人

学校の先生とおうちの人・地域の人がいっしょに
学校を作ろうっていう活動のことだよ。にしみ
たかには色んなことが得意な大人がいっぱい！
そういう人たちの力や知恵を借りながら学校の
授業だけじゃ勉強できない色んなことを教えて
もらって、みんなが元気にたくましく育っていけ
るよう応援しているんだ。

コミュニティ・スクール（CS）とは？
に し み た か 学 園
コ ミ ュ ニ テ ィ
ス ク ー ル
ガ イ ド

作詞：にしみたか学園学園児童・生徒 　作曲：本澤陽一

CS 委員会の学校運営参画の中で重要な活動の一つが「熟議」です。
にしみたか学園では学校・保護者・地域が子どもたちの将来あるべき
姿を話し合い、にしみたか学園の目指す児童・生徒像を共有していま
す。理想像に向けて学校教育・家庭教育・社会教育の中で何ができる
のか、互いにアイデアを出し合い、コミュニティ全体で子どもたちを
育てる意識を分かち合います。

にしみたか学園といっしょにみんなを応援し
ている団体の人たちがたくさん集まっている
よ。「この人にやってほしいなー」という人に
学園長の先生と教育委員会の人がお願いして
いるんだ。

CSはどんなことをやってるの？

CS熟議

CS委員はどういう人がやってるの？

１）校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
２）学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることがで

きる
３）教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教

育委員会に意見を述べることができる
……ちょっと難しいね。とにかくみんなで意

見を出し合って、にしみたか学園をどんな学園に
したらいいと思うかを決めていくのがお仕事。
みんながすてきな学校生活を送れるように考え
ているよ。
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あささん
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　　　学園歌

一.
ここに生まれた　ひとつの学園
笑顔あふれる　にしみたか
限りなく未来へ
未来へつづく道
さくらと　さわらと　あかまつの
その木のように　たくましく
新たな歴史
共に創っていこう

二.
ここに生まれた　みんなの学園
笑顔かがやく　にしみたか
たくましく時代を
時代を創るため
勇気と　絆と　やさしさと
学び続ける　仲間たち
新たな一歩
共に進んでいこう
共に　共に

学園キャラクター

2020年1月、にしみたか学園の
児童・生徒プロデュースで学園
キャラクター「あささん」が誕
生しました！

＜プロフィール＞
鷹の子ども。かわいくて、頭に
それぞれの学校のシンボルツリ
ー（あかまつ・さくら・さわら）
が生えているのが名前の由来。
みんなの挨拶パワーが食べ物。
挨拶しないとパワーが減って、
お腹が空く。あささん

喜びの図

お腹減った図

・自ら考え、行動し、自分で未来を切り拓いてく児童・生徒
・失敗を恐れず、積極的にチャレンジしていく児童・生徒

にしみたか学園 目指す児童・生徒像
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に し み た か 学 園
コ ミ ュ ニ テ ィ
ス ク ー ル
ガ イ ド

作詞：にしみたか学園学園児童・生徒 　作曲：本澤陽一
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　　　学園歌

一.
ここに生まれた　ひとつの学園
笑顔あふれる　にしみたか
限りなく未来へ
未来へつづく道
さくらと　さわらと　あかまつの
その木のように　たくましく
新たな歴史
共に創っていこう

二.
ここに生まれた　みんなの学園
笑顔かがやく　にしみたか
たくましく時代を
時代を創るため
勇気と　絆と　やさしさと
学び続ける　仲間たち
新たな一歩
共に進んでいこう
共に　共に

学園キャラクター

2020年1月、にしみたか学園の
児童・生徒プロデュースで学園
キャラクター「あささん」が誕
生しました！

＜プロフィール＞
鷹の子ども。かわいくて、頭に
それぞれの学校のシンボルツリ
ー（あかまつ・さくら・さわら）
が生えているのが名前の由来。
みんなの挨拶パワーが食べ物。
挨拶しないとパワーが減って、
お腹が空く。あささん

喜びの図

お腹減った図

・自ら考え、行動し、自分で未来を切り拓いてく児童・生徒
・失敗を恐れず、積極的にチャレンジしていく児童・生徒

にしみたか学園 目指す児童・生徒像
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学習サポート

職場訪問
職場体験

もちつき

農園体験

コミュニティ運動会

交通安全指導
交通安全教室
自転車教室

小学校に入学したら、まず「1年生歩行練習」で
登下校が安全安心に出来るよう練習

6年生が中学校の授業を体験できる「プレ講座」
で一足先に中学生気分を味わいます

二小運動会では 伝統の「二小音頭」を全校で盛
大に踊ります

「井口小サマースクールキャンプ」では校庭にテ
ントを張って泊まります

夏にはにしみたかの色々な場所で毎週のように
開催される「納涼盆踊り」

「二小おやじ防災キャンプ」アルファ米で作った
カレーの試食、体育館で泊まります

ニ小では、伝承遊びとして「竹とんぼ作り」で竹
に「触れる・削る・飛ばす」体験をします

年に1度にしみたかの安全を再確認する「総合防災
訓練」

「保育園、幼稚園との接続」小学校生活を一足早く
経験し、自信と期待をふくらませます

「いぐちふれあいひろば」では井口小の校庭が様々
な遊びスペースに大変身！

にしみたかの様々な地域で「クリスマス会」などの特
色あるイベントが年間通して開催されます

にしみたか学園の音楽系団体が年に1度合同で
行う「ジョイントコンサート」

二小の図書館で定期的に開催される「読み聞
かせ」には大勢の子どもたちが集まります

井口小で年に数回開催される「消しゴムハンコ
作り」は子どもたちに大人気の講座です

「コミュニティ祭り」では様々な出し物や食べ物
で笑顔がいっぱいお腹もいっぱい

中学生が学校の内外を疾走する「校内駅伝大会」
では応援の声が飛び交います

「地域清掃」中学3年生が卒業を前に自分たちの
通学路で感謝の気持ちを込めてゴミ拾い

「花いっぱい運動」では委員の子どもたちと花の
植え替え。卒業・進級時期に花を贈ります

友達と一緒に勉強することで楽しみ

ながら集中できます（中学生）

自分のわからないことをすぐに教え

てもらえるのでしっかり理解しなが

ら勉強できます（中学生）

家で食べるおもちとは全然違ってす

ごくおいしいです（小学生）

苦手な野菜も自分で収穫したものだ

と食べられます（小学生）

地域活動に参加することで、仕事だ

けでは味わえない楽しさを感じまし

た（保護者）

コミュニティ・スクール委員会では

地域の人とのつながりが増えました

（保護者）

収穫した野菜で家族一緒に料理

したりするのが楽しいです

（小学生）

普段の生活では体験できない仕事に

3 日間通して関われました（中学生）

みんな一緒に地域のために頑

張れる機会は貴重だし、とて

も楽しいです（地域の方）

先生たちのリレーでのチーム

ワークのすごさにびっくりし

ました（小学生）

いつも挨拶をしてくださって、

安心して登校できます（中学生）

通学路で地域の方と交流でき

て、守ってもらっていることを

感じます（中学生）

地域の人たちが運動会の準備を

してくれたりして、安心して過

ごせました（卒業生）

こんな仕事も面白そうとか知れたの

で良かったです（小学生）

将来の職業についていろいろ考える

ことができました（中学生）

にしこみマップ
にしみたかコミュニティでは、さま
ざまな活動が学園を支えています
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ニ小では、伝承遊びとして「竹とんぼ作り」で竹
に「触れる・削る・飛ばす」体験をします

年に1度にしみたかの安全を再確認する「総合防災
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な遊びスペースに大変身！

にしみたかの様々な地域で「クリスマス会」などの特
色あるイベントが年間通して開催されます

にしみたか学園の音楽系団体が年に1度合同で
行う「ジョイントコンサート」

二小の図書館で定期的に開催される「読み聞
かせ」には大勢の子どもたちが集まります

井口小で年に数回開催される「消しゴムハンコ
作り」は子どもたちに大人気の講座です

「コミュニティ祭り」では様々な出し物や食べ物
で笑顔がいっぱいお腹もいっぱい

中学生が学校の内外を疾走する「校内駅伝大会」
では応援の声が飛び交います

「地域清掃」中学3年生が卒業を前に自分たちの
通学路で感謝の気持ちを込めてゴミ拾い

「花いっぱい運動」では委員の子どもたちと花の
植え替え。卒業・進級時期に花を贈ります

友達と一緒に勉強することで楽しみ

ながら集中できます（中学生）

自分のわからないことをすぐに教え

てもらえるのでしっかり理解しなが

ら勉強できます（中学生）

家で食べるおもちとは全然違ってす

ごくおいしいです（小学生）

苦手な野菜も自分で収穫したものだ

と食べられます（小学生）

地域活動に参加することで、仕事だ

けでは味わえない楽しさを感じまし

た（保護者）

コミュニティ・スクール委員会では

地域の人とのつながりが増えました

（保護者）

収穫した野菜で家族一緒に料理

したりするのが楽しいです

（小学生）

普段の生活では体験できない仕事に

3 日間通して関われました（中学生）

みんな一緒に地域のために頑

張れる機会は貴重だし、とて

も楽しいです（地域の方）

先生たちのリレーでのチーム

ワークのすごさにびっくりし

ました（小学生）

いつも挨拶をしてくださって、

安心して登校できます（中学生）

通学路で地域の方と交流でき

て、守ってもらっていることを

感じます（中学生）

地域の人たちが運動会の準備を

してくれたりして、安心して過

ごせました（卒業生）

こんな仕事も面白そうとか知れたの

で良かったです（小学生）

将来の職業についていろいろ考える

ことができました（中学生）

にしこみマップ
にしみたかコミュニティでは、さま
ざまな活動が学園を支えています
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ワークのすごさにびっくりし

ました（小学生）

いつも挨拶をしてくださって、

安心して登校できます（中学生）

通学路で地域の方と交流でき

て、守ってもらっていることを

感じます（中学生）

地域の人たちが運動会の準備を

してくれたりして、安心して過

ごせました（卒業生）

こんな仕事も面白そうとか知れたの

で良かったです（小学生）

将来の職業についていろいろ考える

ことができました（中学生）

にしこみマップ
にしみたかコミュニティでは、さま
ざまな活動が学園を支えています

ＣＳガイド（Ａ４縮小版）　p.4


