
平成 27 年度鷹南学園コミュニティ・スクール委員会の活動方針 

「鷹南っ子ジャンプアッププラン」から鷹南っ子「生きる力育みプログラム」へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動会前の特別メンタルトレーニング講座 第 2 回 
【本番に強い子供になる秘訣!!】 
児童・生徒向け『スポーツメンタルトレーニング』指導のお知らせ 

開催日：9 月 4 日（金） 

≪小学校：５、６年生対象≫ 場所：各校体育館（変更する場合がございます。） 

●中原小：４校時（11：35～12：20） ●東台小：５校時（13：45～14：30） 

≪保護者対象≫ 場所：東台小会議室 

●講師の先生と保護者のプチ懇談会（14：35～15：30） 

≪中学校：部活動対象≫ 場所：北校舎１階多目的室 

●第五中：部活指導（16：00～17：30） 

------------------------------------------------------- 

異文化交流体験（詳細未定） 
開催日：11 月 3 日（祝） 

 

鷹南学園 

コミュニティ・スクール委員会だより 
平成 27 年度第 1 号    発行日：平成 27 年 7 月 15 日 

発行責任者：鷹南学園ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ委員会 会長 松本 猛 編集：同委員会広報部 

ごあいさつ 

鷹南学園コミュニティ・スクール委員会 

会長 松本 猛 

 

今年度からコミュニティ・スクール（ＣＳ）委員会の会長になりました松本です。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

今年度は委員の三分の一が新たなメンバーになりました。会長・副会長も一新されまし

た。ＣＳ委員はＰＴＡ・おやじの会・青少年対策地区委員会・交通安全対策地区委員会・

地域子どもクラブ・住民協議会・民生児童委員・地域協力者などの鷹南の子供たちの応援

団が集まった委員会です。 

昨年度、保護者・地域の皆様にご協力頂いたアンケートを元に「こんな子供たちに育っ

て欲しい」という「鷹南っ子ジャンプアッププラン」を形にしました。今年は「学習習

慣」「生きる力を育む」取り組みをいっそう深めてまいります。 

保護者・地域の皆様とともに子供たちとふれあい、その成長を喜びあえる活動を一緒に

行ってまいりたいと思います。なにとぞ、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

見に来て! 

参加して！ 平成 27 年度 鷹南学園コミュニティ・スクール委員会 委員 
※コミュニティ・スクール委員は、中原小学校、東台小学校、第五中学校の学校運営協議会委員を兼任しています 

会長：松本 猛（学識経験者） サポート部所属 

〇担当副会長 ●部長  五十音順（）内は、主な所属団体 

サポート部 広報部 評価部 

○島田 良次（中原小 PTA 会長） 

●大橋 智久（五中おやじの会会長） 

市之瀬 静枝（元中原小 PTA 会長） 

本田 ハツ江（中原交通対会長） 

星野  利子（中原青少対会長） 

小林 雅（東台小おやじの会会長） 

青木 睦（副学園長・五中校長） 

○國中 弥生（前中原小 PTA 会長） 

●鈴木 恵美（東台小 PTA 副会長） 

谷川 久美子（中原小地域子どもクラブ代表） 

七ツ矢 朋子（東台交通対副会長） 

藤岡 香（東台交通対副会長） 

松島  真理（丸池の里わくわく村） 

内藤  和巳（副学園長・東台小校長） 

○間壁  武宏（元五中 PTA 会長） 

●酒井  一樹（五中 PTA 会長） 

小田切 茂美（東台小地域子どもクラブ代表） 

畑谷 貴美子（新川中原住協前会長） 

中野  優子（主任児童委員） 

宮﨑 眞由美（中原小地域コーディネータ） 

森 正和（東台青少対副会長） 

白井  千晴（学園長・中原小校長） 

事務局：清水 晃（東台小副校長） 事務局：内藤 章（中原小副校長） 事務局：早川  祐二（五中副校長） 

 

学習習慣の 

定着 

挑戦心 

やりとげる力 

協働する力 

いじめのない 

学園づくり 

バランスの 

よい 

体力づくり 

はぐプロサポーターお問い合わせ：tkm.hugpro@gmail.com 

または、ＣＳ委員、各校の副校長、ＰＴＡ、おやじの会、などへ。 

「鷹南っ子ジャンプアッププラン」 

考える⇒実行する⇒反省する⇒見直す

（PDCA）の繰り返しで、子供たちの育ちを

支える仕組みを考える取り組み（ジャンプアッ

ププラン）と、平成 25 年度に実施したジャン

プアップアンケート、学園評価アンケートを基

に策定された、子供たちの育成のための具体的

プログラム（生きる力育みプログラム） 

 

評 価 部 会 

サポート部会 広 報 部 会 

聞 く ・ 映 す 

学園を取り巻く様々な人達

から声を集め、学校経営や

CS 活動等に反映させその

実効性を検証する。 

広める ・伝え る 

学園及び CS 委員会の考

え方や活動についてより

わかりやすく且つタイム

リーに発信する 

繋げる・高める 

人財の提供や様々な体

験機会を企画実行より

高いレベルでの達成実

現に寄与する。 

学校・家庭・地域が連携し子供たちの

豊かな人間力・社会力を育む 

「鷹南っ子ジャンプアッププラン」 

進行中！！ ＜4 つの重点実行テーマ＞ 

①学習習慣の定着、 

②挑戦力、やりとげる力、協

働する力の育み、 

③バランスのよい体力の向上、 

④いじめのない学園づくり 

鷹南っ子「生きる力育みプログラム」 

施策例…  

①漢検、 

②異文化交流・メンタルトレーニング、 

③体力測定、 

④児童会生徒会交流会につながる子供熟議  など 
 

課題の抽出 

具体的取り組み 



 

 

 

  

 

 

 

  

【安全安心情報】 

・臨時休校のお知らせ 

・学級閉鎖のお知らせなど

【学園からのお知らせ】 

・学校・学園と、CS 委員会からの行事やイベントのお知らせ 

・過去のお知らせも見ることが出来ます。 

【ギャラリー（鷹南学園トピックス）】 

・ 鷹南学園トピックスから、最新記事をピックアップ。 

・ 子供たちの様子、学園や CS 委員会の取り組みから、地域の活

動まで、CS 広報部員がレポート。 

・ 過去のトピックスは、画面下の「鷹南学園トピックス」ボタン

よりご覧いただけます。 

【特集：鷹南学園丸わかり ～教えて、たかみなみ先生～】 

・ 学園のこと、子供たちのこと、地域のこと、CS 委員会のこと。

鷹南学園のあれこれを、CS 広報部が根ほり葉ほりリサーチし、

「初心者目線」で解説します。 

・ 聞いてみたいこと、不思議だなと思うことは、CS 委員を通じて、

たかみなみ先生にお尋ねください。 

【鷹南学園コミュニティ・スクール委員会の活動】 
・ 鷹南学園コミュニティ・スクール委員会とは？ 

・ 鷹南っ子ジャンプアッププランと鷹南っ子「生きる力育みプロ

グラム（はぐプロ）」 

・ 鷹南学園 CS 委員会便りバックナンバー 

 鷹南学園トピックス

【学園経営】 

・学園の経営計画、学園評価など 

【鷹南学園だより】 

・最新号のご案内 

・バックナンバーもご覧になれます。

【三鷹市の教育計画】 

（三鷹市のページです）

【年間行事予定表】 

日時は変更になることがあります。 

それぞれの学校や主催者にご確認下さい。

【鷹南学園一覧】 

（鷹南学園以外の学校、学園へのリンクは、「関

連リンク」をご覧下さい。） たとえば、 

2015 年 6 月 13 日 

きょうだい学年交流＜学園ニュース＞ 

は、こんな感じ 

写真がいっぱい 

子供たちの声も 

取り組みの狙い、

工夫、裏話も。 

子供たちの顔が判別できる

写真は、学校・学園の方針に

則り、学校、保護者の了解を

得て掲載しています。 

鷹南学園や学校のホームページには、 

学園の「今」を知るたくさんの手がかりがあります。 

・小・中一貫の取り組みの狙いは？ 

・乗り入れ授業はどうなっている？ 

・「生きる力育みプログラム」ってなに？ 

・子供たちの様子をもっと知りたい！ 

まずは、ホームページをのぞいてみませんか？ 

 

もちろんです。 
学園のページも、 
学校のページも、 
どんどん更新され 
ますよ。 

たかみなみ先生！ 
スマホでも見ることが
できますか？

 


