
 

～コミュニティ・スクールとは～ 
学校運営協議会を設置し、保護者や地域住民等が、一定の権限と責任をもって学校運営に参画し、より良い教育

の実現をめざすという、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりの仕組みです。 

梅一輪 一輪ほどの あたたかさ 服部嵐雪 

年が明けたと思ったら、早くも 2 月の声が こえてきました。今年の冬は、例年になく厳しい冷え
みで、 動場一 に氷が張った日もありました。そんなある寒い朝、机上に梅の一枝がおいてあり

ました。固いつぼみですが、先は紅く づいていました。ほのかな りもしています。ほっかりあた
たかな気持ちになりました。届けてくださった方にも感 です。まもなく節分、立春。別れと旅立ち
の季節を えます。心に「一 ほどのあたたかさ」を持ちながら、慌ただしい毎日を乗り切っていけ
たらいいと思います。 

さて、コミュニティ・スクールとして取り組んできた椿東小学校の一年も締めくくりの時期となり
ました。1 月 日の学校 営協 会では、学校 営についてご意 をいただく学校 価等を い、
来年度へつなぐ協 をしました。 

コミュニティ・スクールの取組は、PDCA サイクルを、らせん 段のように繰り していきます。
この PDCAサイクルというのは、そもそもは経済用 で生産・品 などの管理を円滑に めるための
業務管理手法のことをいうのですが、昨今では、学校経営においても、この方法を活用しています。 

P(プラン) 画 → D(ドゥー) 実  → C(チェック) 価 → A(アクト) 改善 そして再
び新しい P(プラン)というように、 めていきます。今年度、各プロジェクトで子どもの現状を検 し、

を明らかにして立てた P(プラン)の効果がどう現れた 
のか、しっかり C(チェック)して、効果がなかった 
ことは、思い切ってやめてしまったり、新たな 
ことに挑戦していこうとしたりする勇気も 
必 です。皆様からのご意 もお待ちして 
います。 

コミスク通信 in 椿東小 

あねぇなこと こねぇなこと 

平成 29 年２月 

２月～3 月の 
「学校へ行こう！」 

1 日(水）心を育むあいさつ運動 

1０日(金）10:30～地域の方と 

むかしあそび（１年生） 

14 日(火）14:10～参観日(上学年） 

       15:05～学級懇談 

17 日(金）13:00 すずかけの会反省会 

23 日(木） 9:40～6 年生を送る会 

    19:00 プロジェクト部会 

3 月 4 日（土）10:00～金カラお別れｺﾝｻｰﾄ 

3 月 7 日(火） 19:00 学校運営協議会 

3 月 17 日(火） 卒業証書授与式 
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取り壊され、新しいテント倉庫が建築されることになりました。
 
ようで、お 呂も残っていました。かつては、ここに泊ま
って学校の番をした先生方もおられたことでしょう。夜、
ここに まって杯を み交わした保 の方があったの
かもしれません。忘れ物をして、 を けてもらった子
ども時代もあったでしょう。
とうなくなってしまいました。新しくできる倉庫は、また、その
役割を担い、新しい思い出をつくってくれることでしょう。
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を焼き始めます。お はこげないように、こまめにひっくり しながら、まんべんなく焼き、こんがり焼
き がついて
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