
 

 

  

 メントレって何？ 

 
異文化交流体験って 

どんなことをしてるの？ 

第４回 鷹南コンサート ＜ＣＳニュース＞ 

 鷹南コンサートの様子が 

知りたい？ 
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鷹南学園 検索 

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 

鷹南学園の児童生徒、保護者、そして地域の皆様、お元気にお過ごしのことと存じます。 

鷹南学園コミュニティ・スクール（CS）委員会の会長の松本 猛です。今年の CS 委員会は、4 人の

新メンバーを迎え、学校協力団体や地域協力者の代表等、総勢 23 名のメンバーになりました。CS 委

員会一同、本年度もよろしくお願い申し上げます。 

 保護者・地域の皆様の「こんな子どもたちに育ってほしい」という願いを形にした「鷹南っ子ジャン

プアッププラン」に基づき、「学習習慣」「生きる力」「バランスのよい体力向上」「いじめのない学園作

り」に取り組みます。保護者・地域の皆様と一緒に子どもたちとふれあい、その成長を喜び合える活動

をいっしょに行って参りたく、何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

参加団体 
♫東台小学校 金管バンド 
♫中原小学校 合唱団 
♫第五中学校 吹奏楽部 
♫鷹南クラブハンドベル部 

平成 28 年度鷹南学園コミュニティ・スクール委員会の活動方針 

「子どもたちを主語にして、大人も一緒に楽しみながら活動する鷹南コミュニティ・スクール」 

実施日 2015/9/19 

実施日 2015/12/19 

♪全員合唱 学園歌「大きな明日へ」 

最後は、出演者全員が前に立ち、会場全員で「大きな明日へ」を合唱しました。 
子どもたちの透明な歌声にリードされて、会場に歌声が響きました。 

第３回スポーツメンタルトレーニング保護者向け講演 報告 

実施日 2015/9/26 

 
鷹南学園保護者用講習会 
 
講師 川崎新田ボクシングジム 

小林玄樹氏 

はぐプロ「異文化交流体験」中原小チャレンジ・キャンプで留学生と交流＜ＣＳニュース＞ 

はぐプロ 第２回「手打ちうどん＆異文化交流会」 ＜ＣＳニュース＞ 

実施日 2015/11/3 

 
11/3（祝）、ＩＣＵ、アジアアフリカ語学院の留学生と鷹南学園の子どもたちと 
異文化交流が行われました。 
（留学生２４名、小学生５１名、中学生５名参加） 

サ ポ ー ト 部 会  

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 

 

評 価 部 会  

聞 く ・ 映 す  
学園を取り巻く様々な 
人達から声を集め 

学校運営や CS 活動等 
に反映させその実効性 

を検証する 

広 報 部 会  

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 

 

学校・家庭・地域が連携し子どもたちの 
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！！ 

鷹南っ子ジャンプアッププラン って何？ 

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学園と 

地域、保護者が一体となった子どもたちの育成のためのプラン 

そこから抽出された 
４つの鷹南学園の重点実行テーマ 

①学習習慣の定着 
②挑戦心、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 

具体的に… 
鷹南っ子「生きる力育みプログラム」を考案 

   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 等 

ＣＳ委員って 

どんな活動をしているの？ 
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①内藤和巳（鷹南学園副学園長・東台小学校校長） 
②広報部会 
③ナイチン 
④鷹南学園まるわかりのコーナー 
 「そうなのか～」とよくわかると思います。 
 力作です！！ 

気軽に声を掛けて下さい。みなさんのご意見（どんなことでも）お聞かせ下さい。 

①青木睦 
（鷹南学園副学園長・第五中学校校長） 

②サポート部会 
③アッチャン 
④学園の子どもたちの活躍を見て下さい。 

①松本猛（地域協力者） 
②サポート部会付会長 
③まっちゃん 
④学園ホームページを見ると子どもたちと
学校の様子、CS 委員会主催のイベント情
報がよくわかります。 

 楽しい発見がきっとあります。見に来てく

①南條勉（東台交通対会長） 
②サポート部会 
③なし 
④鷹南学園トピックスがお勧めです。特
色ある小・中一貫教育の取り組みが感
じられますよ！ 

①間壁武宏（地域協力者） 
②評価部会付副会長 
③意外にもナシ～中学以降は色々… 
④新鮮で且つわかりやすい内容を 
こころがけましょ！ 

①本田ハツ江（中原交通対会長） 
②評価部会 
③はっちゃん 
④子どもたちの 
楽しみ度が見える 
ホームページを 
ご覧ください。 

①鈴木恵美（地域協力者） 
②サポート部会 
③えみちゃん 
④鷹南学園のＨＰには、学園で行
われたイベントの写真が載って
いて、よく見てみると結構 
楽しいで～す 
(^▽^)/ 

①星野利子（中原青少対会長） 
②評価部会 
③とっこちゃん 
④老夫婦でインターネットが使えません。
ごめんなさい。 

①島田良次（五中おやじの会会長） 
②サポート部会付副会長 
③しまちゃん 
④写真入りで学園生の様子等も紹介してま
すよ。また、行事開催案内等も掲載して
ありますので、ぜひ、月 2 回位は覗いて
みて下さい。 ①谷川久美子 

（中原はちのすけクラブ代表） 
②広報部会 
③おくめ 
④鷹南学園の子どもたちと学校と地域と
保護者の輪を広げるきっかけになりま
すよ！ 

①中野優子（主任児童委員） 
②広報部会 
③タカちゃん 
④沢山のアクセスお待ちし
ています！ 

①藤岡香（地域協力者） 
②広報部会 
③こんさん 
④イベントの告知、取材（記事＆写真）…
頑張ってホームページ更新してます。 
マイページ登録し、 
一日一回クリック！！ 

①小林雅（東台小おやじの会会長） 
②広報部会 
③こば 
④学園では、小・中一貫のモデル校を目指すべく
「学習習慣の定着」「挑戦心」「やりとげる力」
を育む為に、日本漢字能力検定（通称、漢検）
を実施しています。いつ頃開催しているかは、
学園のホームページを見てね。 

①小田切茂美（東台くすのきっず代表） 
②サポート部会 
③しげ 
④人に優しいホームページだと思います。 
どうしたら見てもらえるか？の工夫が伝わります。 

①畑谷貴美子 
（新川中原住民協議会） 
②評価部会 
③ちゃ～ 
④子供たちの元気な活動状態
が直ぐにアップされている
のは嬉しいです。 

 保護者・地域に向けた「ご案
内」を紙で情報提供すると同
時に発信していけたら HP
がもっと身近なものになる
のではと思います。 

①佐藤勇人（東台小学校副校長） 
②サポート部会（事務局） 
③ｸﾗｽに必ず同姓の人がいたので、「はやと」と、
名前で呼ばれていました。昨年度のクラスの
子には「はやとん」と呼ばれていました！
（笑） 

④一日三回、朝・昼・晩にチェックをお願いし
ます！ 

①福島万里子（東台小学校ＰＴＡ会長） 
②広報部会 
③まる 
④写真が豊富な『鷹南学園トピックス』 
がおすすめです♡ 

①國中弥生（地域協力者） 
②広報部会付副会長 
③やっちゃん 
④大人も子どもたちも、みんなに見てもらいたいです。
こんなこと知りたい、見たい、聞きたいなどなど、ご
意見アイデアお待ちしています！ 

①髙橋宏（第五中学校副校長） 
②評価部会（事務局） 
③ひろし  です 
④「みんな見てみて」って 勧める話題たくさん
なホームページになるといいなと思います。 

平成２８年度 
鷹南学園コミュニティ・スクール委員会メンバーを紹介します。 

①榎戸砂紀子（中原小学校 PTA 会長） 
②サポート部会 
③さきちゃん 
④鷹南学園って？と思う方はぜひご覧に    
なってください。 

①内藤章（中原小学校副校長） 
②広報部会（事務局） 
③ないとっと 
④学園の取り組みがよく分かります。たくさんの方に
見ていただけるように新しい情報を提供していき
ます。 

①白井千晴（鷹南学園学園長・中原小学校校長） 
②評価部会 
③シラちゃん 
④がんばって更新しましょう。みなさん見て下
さい。 

①酒井一樹 
（第五中学校 PTA 会長） 

②評価部会 
③小中と特にあだ名はなく、高校の時は 
「わか(若)」と呼ばれていました。 

④学校からのお便りの一部や、評価アンケー
トの結果などもご覧いただけます。ぜひご
活用ください。 

①松島真理（丸池の里わくわく村） 
②評価部会 
③小学校の時のニックネーム…わすれ
ちゃった。 

④たかみなみ先生 come back! 

①七ツ矢朋子（地域協力者） 
②広報部会 
③もこ 
④みんなでポチッ！ 
目指せ３０００アクセス！ 

①大橋智久（地域協力者） 
②サポート部会 
③はしくん 
④鷹南学園のホームページを見れば、子どもたちが学校や地域でどん
な事をしてるか一目瞭然ですね。 

①名前（団体名） 
②所属部会 
③小学校の時のニックネーム 
④鷹南学園ホームページについて一言 

By ななつや みこ 

①森正和（東台青少対副会長） 
②評価部会 
③ちょもり 
④「鷹南学園、コミュニティスクール（CS）、

CS 委員っていうけど、何だか良くわから
ない」という方、その答えは HP にあり
ます。今すぐ「鷹南学園」で検索！ 

①牧野健正（中原小オヤジの会会長） 
②サポート部会 
③けんぼう 
④必要な情報を探すホームページと、普段何気なく覗くホームペ
ージがあり、前者の要素側なので、もう少し何気なく見る人向
けの要素があるといいと思います。 

①宮﨑 眞由美 
（中原小学校区 地域コーディネーター） 
②評価部会 
③まゆみちゃん 
④学園の情報が網羅されているホームペ
ージを是非ご活用ください。 
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