
                 

今年度の寄贈本代は 20,166 円（一校あたり 6722 円）になりました。 

司書さんや七中図書委員のご協力で、各学校図書館や学級文庫に本を寄贈 

出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 72 号                       平成 29年 3月 1日発行 

 

～学園と保護者と地域の連携を深めるために～ 

おおさわ学園コミュニティ・スクール委員会/会長 上田 千晶 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおさわ学園コミュニティ・スクールだより 

 

 

 

おおさわ学園ＣＳ委員会 

ＣＳ古本リサイクル 

子どもたちにもっと本を！ 

 

                ～地域の声を活かして～ ≪「地域の皆様とのお話とふれ合いの会」報告≫ 

平成２９年１月２１日（土）１４時〜１６時 大沢台小学校にて開催されました。

地域諸団体、各スポーツクラブ、子ども避難所登録（個人以外）、CS・各委員経験者など、大沢台教職員、

PTA、CS 委員の計７２名もの参加をいただきました。５グループに分かれ、大沢台小学校の児童の様子や

周辺の環境についてご意見を伺いました。その中でもとりわけ多かったご意見は、①挨拶をきちんと 

（大人も子どもも）②交通ルールのマナーをしっかり（特に自転車）③地域の安全安心の情報を知り 

たい（警視庁メールなどの活用）などとなり、活発な意見交換となりました。終了後のアンケートには

「まだまだ学校の敷居が高く、場違いではないか？」、「なかなかお話することのできない先生方や地域

の皆さんとお話できたことは有意義でした」とのご意見もいただきました。ご参加の皆様が、参加しや

すく、発言しやすい会を目指し、皆様と一緒に「おおさわ学園の児童生徒の現状を知り、未来を考えて

いきたい」と改めて考えさせられた「地域の皆さまとお話とふれ合いの会」となりました。ご参加いた

だいた皆様、お忙しい中ありがとうございました。 

 

 

 

11 月の CS 委員会で、学園アンケートの結果や各校の保健だより（生活習慣の特集） 

なども参照しながら、子ども達の様子について意見交換をしました。「アンケート結果 

は教員の成績表だと思っています」と、参加された主幹先生方も真剣に検討して下さいました。CS 委員も結

果のグラフや自由記述で気になることを質問したり、地域の方からのさまざまなご指摘も学校と一緒に受け

止めました。 

学園アンケートは連絡網のよびかけもあり、高い回収率でありがたいですが、「最近、行事アンケートを書い

てくださる方が減っています」と先生方が残念そうでした。子どもたちの成長や行事の成功を喜び合うこと

は、子どもに関わる大人たちの元気のもとにもなることと思います。これからも学校・保護者・地域のコミュニ

ケーション・ツールというアンケートの側面を大切に、学園・学校の評価活動を応援していきたいと思います。 

 

 ～保護者・地域の支援を子ども達の学習へ～ 

≪サポート隊活動報告≫ 

 今年度も学校からのサポート依頼に応じて、たくさんの保護者・地域の方から子ども達の学びへのご支

援をいただきました。従来からの体験学習の安全管理や郊外学習の引率に加え、大沢台小・羽沢小では「算

数サポート」が日常的に行われています。温かい声かけで、子どもたちの学習意欲も向上しています。 

七中の「部活動見守りサポート」は、昨今問題になっている「中学校の部活動の在り方」を、地域・保護者の

方にも一緒に考えていただく一つの機会ではないでしょうか。 

～おおさわ学園 CS 見せる化計画～   ≪広報活動報告≫ 

CS 情報を共有していただくために、今年度から「CS だより」をカラーで発行しました。おおさわ学園の 

ホームページ http：//mitaka-schools.jp/ohsawa/index.html  からもサポート隊の活動や「CS 

だより」バックナンバー、「CS ガイド」の内容などをご覧いただけます。 

 

 

 

 

http：//mitaka-schools.jp/ohsawa/index.html おおさわ学園 HPから「地域・家庭」タグをクリック！ 

 

力 

おおさわ学園 CS 古本リサイクル 今年度のご報告 

「もともと地上に道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。」    

おおさわ学園 学園長 川戸 直美 

  学校を含め「地域ぐるみで子どもたちを支えられる地域つくり」が年々充実しています。1月に、CS委員会の 

地域部会が中心となって開催した大沢台小学校地区の「お話とふれ合いの会」には、総勢 72名もの、関係機関、 

学校、保護者、地域の方が集まり、子どもたちの現状や関わり方等、多岐にわたって意見交換がなされました。 

また、「サポート隊」と称した見守りでは、授業や部活、行事にたくさんの手が差しのべられています。 

   

時代は恐ろしいほど加速しています。オックスフォード大のマイケル・A・オズボーン准教授の論文が話題になり 

ました。20年後には今の半分近くの仕事が自動化され、消える職業があるというのです。子どもたちに必要な力も 

知識だけでは足りません。得たものを主体的に活用していく力が必要と言われる所以です。しかし、動物も人も幼い 

ときにたくさんの人との関わりなくしては育ちません。見守られ、教えられ、共に動く中で成長していく子どもたち 

のために、コミュニティ・スクールの存在は欠かせないものです。一人の関わりは少しでも、関わる人が多くなれば 

大きな力となって子どもたちを支えます。 

 

「故郷」の作家 魯迅の言葉です。「もともと地上に道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。」 

 朝、はけの道を散歩されている方が、「子どもたちがよく挨拶をしてくれます。気持ちが良いですね。」と目を細めら 

れました。今回の特集「『言葉』を大切に」。身近な人とのかかわりを象徴する光景です。コミュニティ・スクール 

であることの喜びも感じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおさわ学園 CS キャラクター 『さわっち』 

「なぜ」を大切に ・ 「時間」を大切に ・ 「言葉」を大切に 
～『おおさわ学園 学びのスタンダード（家庭版）』の 3 年間の実践～ 

詳しくは 

内面特集で！ 

おおさわ学園 CS では、平成 26 年度に三鷹市教育委員会が示した「三鷹『学び』のスタンダード」を受け、おおさわ学園

の子どもたちの育ちに必要な「おおさわ学園 学びのスタンダード（家庭版）」について、熟議を重ね作成し、学校や家庭・

地域と共に実践してきました。平成 26年度は「『なぜ』を大切に」：学校と家庭が連携して「家庭学習の充実」を図りました。

平成 27 年度は「『時間』を大切に」：睡眠時間やネット中毒の問題など学園の養護教諭と連携し、子どもたちの生活リズム

改善を家庭と共に取組みました。そして今年度は「『言葉』を大切に」。身近な人とのかかわりや自己肯定感などに着目し、

各校や PTA で取組みました。家庭学習の充実や生活リズム改善も継続して取組んでいます。 

なぜ、今、子ども達の育ちにとって、「言葉」や「人とのかかわり」、「自己肯定感」などが大切なのか？ 

専門家のコラムや各校での具体的取組み、家庭・地域で取組み、子どもたちの様子など、内面の特集でご紹介します。 

 

声 

地域のお知らせ『ほたるの里 三鷹村』 村民募集！ 
三鷹市内に唯一残る水田で、子ども達と共にお米づくり 

やホタル観賞会を行っている「ほたるの里」では、事業 

の継続と大沢の自然を守るため、ご協力いただける 

村民を募集しています！   

申込は事務局 090-4171-3171 まで 

 

おおさわ学園の『ふれあいタイム』 

小学生と中学生が、一緒に俳句を推敲

しながら、「言葉」を紡ぎます。 
休み時間には、はじける笑顔でトランプも。 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

「家庭学習」 

・宿題をする時間を決める、・兄弟で一緒に、・居間など家族のいるところで勉強する、など各家庭それぞれ

工夫がみられ、・ホワイトボードに予定を書き、済んだら消す、・朝登校する前に勉強する、など自分でも勉

強に取り組むための工夫をしている子もいるようです。 

「生活習慣」 

・忘れ物をしないように宿題が終わった時に翌日の準備をさせる、・自分の物は自分で管理させる、・テレビ

やゲームの時間を親子で決めるなど子どもの身につくよう工夫しているようです。 

「あいさつ、言葉遣い」 

まず大人が手本になるよう心がけ、中学生になると身についてきているとのうれしい記述も多くありまし

た。これについては、家庭だけでなく、地域の大人にも協力してほしいことです。 

 

どこの家庭も、どう声かけするか悩みながら、小学校低学年では保護者が手伝い、高学年では見守り、中

学生になったら自ら進んでできるようになるという道筋を作ろうとしているようです。 

さて、地域の方も、アンケートでメッセージをくださっています。ご自分の子育てを「口出ししすぎたか

な」と振り返る方や「子どもたち、失敗を恐れないで。失敗を反省する大切さを学んでほしい」と願う方も

いて、子どもの成長を信じて待つことへの思いがうかがわれます。一方、「保護者のみなさん、持ち物に記

名があるか、親の知らない物を持っていないかなど、目配りは必要ですよ」とのアドバイスもありました。 

 地域の方からは、これからも、子どもたちへの声かけとともに、子育て世代への温かい励ましをいただ

けたら、ありがたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「身近な人」と聞いて、どんな人を思い浮かべますか？                                                        

両親、きょうだいといった家族や親戚、友達、近所の人、学校の先生                      

など普段顔を合わせる人が上がってくるでしょう。人は、こうした人                     

たちの中で育ち、育まれます。その人たちの発する言葉、行動に                       

よって励まされ、時には傷ついたりします。                                                   

哲学者サルトルは、「人は状況における存在である。状況を離れては存在し得ない」と言っています。人は

そのおかれた状況の中で生き、考え、行動します。つまり、人は状況によって形作られるのです。中でも、身近

な人は大きな影響を与えます。人は、そうした他者を倣い、目標とし、そしてときに反発したりしますが、その

影響の度合いは、身近であればあるほど強いのです。                                                                            

例えば、同じ友だちでも親友ほど影響が強くなります。よい影響を受ける、あるいは与え合うことができる

身近な人がいるほど、人はよりその個（性）を育むことができます。これがその人らしさと言えます。その人ら

しさを発揮できるようになると、人は生き生きとします。また、その人らしさを発揮できる人が多くいればいる

ほど、その集団（クラス）は生き生きとします。   

では、その心理的なメカニズムは、どうなっているのでしょう。おそらく長年にわたる人間の進化の歴史にお

いて形作られてきたと考えられます。人は、生まれながらにして、ある種の不確かさを感じています。その不確

かさをわずかでも取り除き、社会に適応し、周りと調和的な関係を築くには、人それぞれが固有の持ち味を発揮

することが大切になります。いわゆる「棲み分け」ですね。棲み分けによって、不毛な争いを避けることができ

ます。                      

こうした棲み分けができるまでには、歴史的にも、個人史的にも時間がかかります。しかも、やっかいなこと

に、そのメカニズムはなかば無意識的です。子ども自身では気づきにくいのです。それがゆえに、ときに子ども

は悩んだり、苦しんだりすることがあります。したがって、こうした人間本来の持つ心理的メカニズムをうまく

発揮できるよう、環境や状況を整えていくことが、                            

子どもの成長を見守る大人の役割と言えるでしょう。 

 

 

 

 

 

  

 

羽沢小学校では、 

学園スローガンを具現化 

するために何ができるか 

を子ども達と考え、ふれあい月間の活動の一環とし

て、６月と１１月に「はねさわハート」という取り組

みを行ってきました。 

「はねさわハート」では、友達にしてもらった嬉しい

ことや友達の素敵なところをカードに書きます。子ど

も達は、友達のよいところに目を向けながら生活する

ことで、普段気付かない友達の素敵なところを見つけ

るよい機会となっていました。また、友達が書いてく

れた内容を知り、嬉しそうにしている姿も多く見られ

ました。今後も「はねさわハート」への取り組みから、

自他の良いところを見つけ、明るく楽しい学校生活に

繋げていきたいと思います。 

羽沢小学校 特別活動担当 野田 実希 教諭 

 

 

  

 

ピアとは仲間のこと。 

同じ立場にある仲間同士          

によって行われるカウンセ

リングを「ピアカウンセリン 

グ」と言います。中学３年生のこの時期に誰でも同じ

ような不安や悩みを抱えていますが、大人でなく同

じ立場の仲間であるからこそわかりあえることがた

くさんあります。みんなが匿名で悩みを書き、その悩

みに対して匿名でアドバイスや励ましの言葉を書き

ます。悩みを共有することで安心でき、自分がカウン

セラーになることで仲間を思いやるとともに自分の

心も整理されていきます。今年もたくさんの悩みと

たくさんの温かい言葉が集まりました。３年生が仲間

とともにこの試練を乗り越え、希望の進路へ進める

ことを祈っています。 

第七中学校 三年進路担当 渡辺 順子 教諭 

 

 

 

10 月 31日（月）、おおさわ学園三校の児童会・生徒会の

子ども達が七中に集まり「第 2 回児童生徒会代表者会

議」を開催しました。今回は CS 委員も傍聴させていただ

きました。会議では「いじめをなくすために」や「SNS 学校

のルール」をめぐる熟議が行われました。いじめをなくす

ための学園スローガン「みんなの気持ちを大切にして、笑

顔を増やそう！」と浸透させるためのアンケート結果を

基に具体的取組例として「はねさわハート」や「七中あい

さつ広めたい隊」が紹介されました。また、自分たちの身

近で起こっている SNS ルールを巡るトラブルなどについ

ても意見交換しました。 

傍聴の感想は、スローガンやイベントに終わらせずに、

普段の学校生活で起きるいじめや SNS などの様々なトラ

ブルを、クラスや学年みんなで関わり合い、話し合いなが

ら、解決していくプロセスの中で、「みんなの気持ちを大

切にする」コミュニケーション・ツールとして、「言葉」の大

切さを再確認してほしいと思いました。    CS委員 

 

  

 

大沢台小学校では、１年と６年、 

２年と５年、３年と４年で「なかよし班」 

を編成し、活動をしてきました。 

この交流を広げようと、昨年度から 

全学年でたてわり班活動を始めました。 

 １年を通して、顔合わせ集会、ゲーム集会、なかよし

給食会、お別れ給食会などの活動をしています。もう

すぐ３月。班長である６年生の姿を１年間見てきた５年

生は、最上級生になる心の準備をしているところで

す。３月に行われるお別れ給食会では、お世話になっ

た６年生に感謝の気持ちを伝える温かい会になること

でしょう。 

 たてわり班活動が始まって２年が経ちます。次年度

は、さらに６年生に活躍をしてもらおうと、月に一度の

たてわり班の日を始める予定です。 

大沢台小学校 特別活動主任 石山 裕美 教諭 

「はねさわハート」 羽沢小 

 

「たてわり班活動」大沢台小 

 

「児童生徒代表者会議」 

 

学園・学校からお願いした今年度の「学園アンケート」

では、「家庭学習」「あいさつ言葉遣い」「生活習慣」

を身につけさせるために、家庭ではどうしているか？ 

を自由記述でお聞きしました。 

 

 磯崎三喜年 

国際基督教大学 

社会心理学教授博士（心理学） 

「ホンマでっか TV」「DON!」等の

TV 番組に「兄弟姉妹評論家」として

出演。著書「きょうだい型人間学」

（河出書房新社）など多数。H27～    

おおさわ学園 CS 委員を務める。 

 

家庭や地域にできること 

～学園アンケートに寄せられた声から～ 

 

なぜ、子どもの成長に「身近な人とのかかわり」 

「言葉」が大切か？  
 

～『おおさわ学園 学びのスタンダード（家庭版）』の今年度の実践～ 

 

「ピアカウンセリング」七中 

 


