西部コミュニティ・スクール
「子どもの夢や未来を
みんなで支えよう」
西部の伝統を生かして
子ども達の「チャレンジする心」を育む

地域・家庭・学校が連携して子どもを育てる「三つの姿勢」
◆辛口の友人になろう ◆人と人をつなごう ◆目標を共有しよう
西部コミュニティ・スクール委員会

１ は じ め に
コミュニティ・スクールとは、学校と保護者、地域住民で構成する「学校運営協議会」を設置した学校の
ことを指します。
学校や地域の人々（保護者・地域住民等）が目標を共有し、一体となって地域の子ども達を育んでいくこ
とは、子ども達の豊かな育ちを確保するとともに、そこに関わる大人たちの成長も促し、ひいては地域の絆
を強め、地域づくりの担い手を育てていくことにもつながります。
地域とともにある学校づくりを進めていく仕組みです。

２ 沿 革
平成２５年５月に北広島市教育委員会より、西部小学校と西部中学校がコミュニティ・スクール（ＣＳ）
に指定されました。北海道内で２番目、石狩管内で最初のコミュニティ・スクールとなります。
西部小学校と西部中学校では、小中一貫教育の推進とＣＳの活動を進めるため、教職員・保護者・地域住
民・有識者で学校運営協議会を組織しています。
平成２４年
平成２５年

平成２６年

平成２７年
平成２８年

８月 ・西部地区コミュニティ・スクール推進委員会設置
・先進校（東京都三鷹市）の視察
５月 ・西部小学校、西部中学校が西部地区コミュニティ・スクールに指定される
・事務局と３部（地域コーディネート部・学校支援部・学校評価部）で活動開始
・めざす子ども像策定；９年間でこんな子どもに育てたい
「心豊かに大志をいだき たくましく生きる子ども」
７月 ・ＣＳ教育フォーラム全国大会（京都府）視察
５月 ・活動スローガン策定；
「子どもの夢や未来をみんなで支えよう」
～西部の伝統を生かして子ども達の「チャレンジする心」を育む～
８月 ・全国ＣＳ研究大会（山口県）視察
１２月 ・全国ＣＳ研究大会（東京都）視察
５月 ・組織、委員の再編成 ＊広報部を新設、学校評価は全委員で実施
７月 ・全国ＣＳ研究大会（新潟県）視察
６月 ・韓国の大邱大・西原大・忠北大より視察
７月 ・全国ＣＳ研究大会（秋田県）視察
１０月 ・
「地域とともにある学校づくり」推進フォーラム（文科省主催・札幌市）
実践発表

平成２６年度以降は、各地からの視察を受けるとともに、各種研修会等で実践発表
を行っています。平成２８年６月には韓国からの視察もあり、本ＣＳへの注目度が高
まっています。
地域に開かれた学校・信頼される学校づくり実現のため、保護者や地域の方による
学校支援・ボランティア活動を行っています。児童生徒も地域行事に参画しています。

３ めざす子ども像と活動スローガン

「子どもの夢や未来をみんなで支えよう」
～西部の伝統を生かして子ども達の「チャレンジする心」を育む～

４ 活 動 内 容
（１）



（２）



（３）




学校の教育活動に地域の力を
サポート隊やボランティアの充実をめざします。
豊かな心の育成やキャリア教育を進めます。
（福祉体験・農業体験 他）
学習支援に地域の力を活用します。
（夏休み・冬休み・放課後学習 他）
地域・家庭・学校の連携による活動充実
子ども達の地域行事への参加や参画を促します。
地域と学校が一体となってあいさつ運動に取り組みます。
地域の安全・安心・防災意識を高めます。
地域諸団体の活動充実
子どもの夢や未来を育む活動を進めます。
子どもや大人がみんなで集える活動を進めます。
西部の歴史や環境を学び、チャレンジする子どもを育みます。

５ 組 織 図
西部地区コミュニティ・スクール
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家 庭
地 域
地域・家庭・学校が連携して子どもを育てる
家庭・地域が学校の運営について理解を深める

「夢を持ち、自らチャレンジする心を育む」
確かな学力を育む
ＣＳ小中合同漢字検定

～自ら考え、進んで学ぶ～
陶芸教室（協力：道都大学）

長期休業中の学習会

小中学生と保護者が同じ教室で受験し 特別支援学級の生徒にとって、進路選択 夏休みや冬休みに、学校で学習会を行っ
ます。

の幅が広がります。

出前授業

ています。

放課後学習会

ＣＳ英語検定

中学校教諭が小学校に出向き、中学校の 「西部っこサポート隊」のボランティア 資格取得に向けて、年間３回実施してい
授業を体験します。

が学習会を支援します。

健康で、たくましく鍛える
部活動体験

ます。

～心身の健康を育む～
縄跳び大会

食育実践活動（農業体験）

小学生が中学校で、希望した部活のトレ 小学校では、校内で長縄大会を開催して 地域の農家さんに協力頂き、畏敬の念や
ーニングを体験します。

空手

います。

食意識を高めます。

ソフトボール大会

スノーカーニバル・イン西部

体育の授業の中で、武道（空手）を行い 野球部・ソフトボール部・小中学校教員 スナッグゴルフや乗馬体験、スノーモー
ます。

チームが参加します。

ビルなど、冬を楽しみます。

ために身につけさせたい４つの力
心豊かで思いやる
ＣＳ地域あいさつ運動

～豊かな人間性を育む～
読み聞かせ

浴衣の着付け

児童会と生徒会が合同で行っていま

小学校では毎週、中学校では月１回実

浴衣の着方を習い、一人で着るテスト

す。

施しています。

があります。

キャリア教育

高齢者慰安会

茶道教室

生徒たちが将来の夢を叶えるために、

小中学生が、地域の高齢者の方の心を

地域の方（小椋社中）が講師となり茶

自ら企画や運営に携わりました。

打つ合唱や器楽演奏を披露します。

道の基本作法、所作などを学びます。

地域・社会に貢献

～ 地域を愛する心と態度・行動を育む ～

ＣＳ防災訓練

交通安全街頭啓発

わっつおはなしまつり

小学６年生と中学３年生が、傷病者搬

毎年７月に中学生がボランティア参加

子どもたちが実行委員となり、おはな

送の訓練をしました。

しています。

しまつりで活躍します。

西部地区文化祭

市制２０周年記念式典に参加

児童センターでの異世代交流

合唱部は「広島村開村記念日唱歌」を
地域の皆さんに素晴らしい演奏と歌声

レコーディングし、式典のオープニン

合唱部の発表やあやとりなど、わくわ

を届けています。

グでも披露しました。

くステージを楽しみます。

小中一貫教育の取り組み
西部小学校と西部中学校は、隣接型の実践を行っています。
西部ＣＳは、設立当初から小中９年間を通した教育・支援を意識して組織化をはかってきました。その試み
が「小中一貫をめざした取り組み」から「小中一貫教育」への移行へとつながっています。
・西部スタンダードの取り組み
小中学校９年間で身につけさせたい力や学習のルールなどを小中で
共有し、一貫したねらい（目標）を設定しています。

他にもこんな取り組みをしています。

秋には北広島市内で「音楽の集い」が開催されます。中学
夏休みには６年生を対象に、中学校で部活動体験会を開い

３年生は小学校で合唱を披露してから会場に向かいます。

ています。

合唱部は、小学校の終業式でクリスマスソングを歌いま

中学校の美術室で小中学生が一緒にカレンダーを作りま

す。

す。

小中合同体力テスト

小学５年生と中学２年生が、西部小の体育館で行いました。
【小学生の感想】
•体育の先生がコツを教えてくれたので、去年よりも記録が大きくのびまし
た。
•しょう来、中学校の体育の先生になりたいなと思いました。
•立ちはばとびでは、中学生がすごく遠くにとんでいたのでまねしたいです。

地域と子ども達のかかわり
登下校時の見守り活動

【地域の方の声】
子どもたちの登下校時に挨拶を始めた当時の小学生が今は中学生となり、そ
れぞれの著しい成長を感じながら、挨拶を交わしています。
「おはよう、元
気？」
「車に気をつけて。
」また、
「おかえり」
「ただいま」と、快く返事してい
ただく事が毎日の喜びとなっております。
この地区の老人会「のぞみ会」の私たちは、４月に新一年生見守り隊とし
て、各通学路に分散して登校・下校時に自宅まで安全に送迎しています。この
活動には延べ２００名以上の会員が参加しています。恒例の「ＣＳ地域あいさ
つ運動」にも多数の会員が参加し、子どもたちと言葉を交わしています。

カボチャの寄贈

昔遊び

ＡＮＡ ＯＰＥＮ販売実習

中学校の学校園で栽培したカボチャを 社会福祉委員会の協力を得て、小学生 北広島市農政部の協力のもと、輪厚ゴ
福祉施設や児童センターなどの地域団 に昔ながらの遊びを教えます。

ルフ場で西部中の生徒が自ら栽培した

体に寄贈しています。

野菜を販売します。

除雪ボランティア

としのせフェスタ・子ども餅つき大会

社会福祉委員会に協力いただき、中学 地域の方と一緒に小学生は飾りつけ、

この他にも様々な行事に児童生徒
が参加し、子どもたちは、様々な
行事で地域の方々とのつながりを
大切にしています。

生が高齢者宅や施設などの除雪をしま 中学生は餅つきや料理、配膳などを手
す。

ＣＳ協力団体

伝います。

～子育てや健全育成に関する様々な活動～

連合町内会
青少年健全育成連絡協議会
西部寿会
もこ もこもこ

生涯学習振興会
防犯協会
希望会
もこもこ+ぷらす

社会福祉委員会
交通安全協議会
輪厚おやじの会
かるがもの会

西部地区文化協会
輪厚児童センター
輪厚王様文庫
など

西部っこサポート隊募集！
保護者・地域の皆さまにボランティアとして教育活動などを支援していただくものです。
皆さんのお力が子ども達の成長につながります。西部の子ども達をみんなで応援しましょう。
西部小学校・西部中学校で授業や行事等でお手伝いをお願いしたいことがたくさんあります！

◆ 授 業 補 助
・調理実習のお手伝い ・ミシンや習字授業の指導補助 ・スキーやダンス授業の補助など
◆ 学 習活 動のサ ポー ト
・漢字検定、英語検定のサポート ・放課後学習ボランティア ・読み聞かせボランティア
◆ 安 全 安 心 見 守 り 隊
・地域あいさつ運動、交通安全指導 ・子ども達の様々な安全活動への協力 他
◆ コミュニティ・スクール運営や地域の各団体に関わる支援
・コミュニティ・スクール活動や地域行事へのお手伝い 他
☆☆ サ ポ ー ト 隊 参 加 者 の 感 想 ☆☆
久しぶりの試験監督でした。試験監督のマニュアルがあるので、当日は不安もなく試験監督を行うことができ
ました。
（漢字検定ボランティアで試験監督）
放課後学習では、子どもたちへの励まし や丸つけなどを行いました。挫けそうになる子が、こちらの声かけで
最後までやりとげられたり、
「わかった！」と目を輝かせる姿を見ることができ、私も元気をもらいました！（放
課後学習ボランティア）

資格は必要ありません！都合のつく範囲でかまいません。
ご協力いただける方は、西部コミュニティ・スクール委員会事務局までご連絡ください。

西 部コ ミュニ ティ ・ス クー ル 委員 会 事 務局
北広島市立西部中学校
〒０６１－１２６８ 北海道北広島市輪厚中央１丁目１２番地１
☎０１１－３７６－２２５２
ＨＰ
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/seibut/
E－Mail seibut-1@hokkaido.school.ed.jp
北広島市立西部小学校
〒０６１－１２６４ 北海道北広島市輪厚５０８番地３
☎０１１―３７６－２１０４
ＨＰ
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/seibus/
E－Mail seibus-1@hokkaido.school.ed.jp

２０１７年（平成２９年）４月１日発行

