
の

 
 
 
①子どもたちの発 の場
機 活用の場
の三つの目的
 
く、一 会員も

師
日本文化
来てくれて、子どもたち
 
「椿東ふれあいフェスタ」は、椿東小学校だけでなく、椿東地域の 事と
して根付
いいなと思います。「椿東ふれあいフェスタ」は、

～コミュニティ・スクールとは
学校運営協議会

の実現をめざすという

 第 2 回椿東ふれあいフェスタ
①子どもたちの発 の場
機 活用の場
の三つの目的
 子どもたちは、
く、一 会員も
師 も 国の紹介をしたり、

日本文化を楽しんで
来てくれて、子どもたち
 『すべては子どもたちのために 』そんな思いのたくさん まった
「椿東ふれあいフェスタ」は、椿東小学校だけでなく、椿東地域の 事と
して根付き、地域の方からも、もっともっと愛される 事に ってくれると
いいなと思います。「椿東ふれあいフェスタ」は、

コミュニティ・スクールとは
学校運営協議会を設置し

をめざすという、地域

回椿東ふれあいフェスタ
①子どもたちの発 の場
機 活用の場 ③学校・家庭・地域が 携して学校を支援する機会で、プロジェクト 会実 の場
の三つの目的も、十分果たせたと思っています。
子どもたちは、多くの 客に 守られ、練 の成果を発揮しました。

く、一 会員も朝早くから
国の紹介をしたり、

を楽しんでいました。
来てくれて、子どもたち
『すべては子どもたちのために 』そんな思いのたくさん まった

「椿東ふれあいフェスタ」は、椿東小学校だけでなく、椿東地域の 事と
き、地域の方からも、もっともっと愛される 事に ってくれると

いいなと思います。「椿東ふれあいフェスタ」は、

コミスク

あねぇ

１２
1

7

21

コミュニティ・スクールとは～ 
し、保護者や地域住民等
地域に開かれ、

回椿東ふれあいフェスタは、好天にも恵まれ盛会に
①子どもたちの発 の場 ②学校・家庭・地域が 携・協働する機会であり、コミュニティ・スクール

③学校・家庭・地域が 携して学校を支援する機会で、プロジェクト 会実 の場
も、十分果たせたと思っています。

多くの 客に 守られ、練 の成果を発揮しました。
朝早くから けつけて、

国の紹介をしたり、 による つきに
いました。会場には、

来てくれて、子どもたちは大はしゃぎで
『すべては子どもたちのために 』そんな思いのたくさん まった

「椿東ふれあいフェスタ」は、椿東小学校だけでなく、椿東地域の 事と
き、地域の方からも、もっともっと愛される 事に ってくれると

いいなと思います。「椿東ふれあいフェスタ」は、
「椿東小」ではなく

コミスク

あねぇ

１２月の
1 日（木）  

7 日（水） 

21 日(水) 

 
地域住民等が
、地域に支えられる

は、好天にも恵まれ盛会に
②学校・家庭・地域が 携・協働する機会であり、コミュニティ・スクール

③学校・家庭・地域が 携して学校を支援する機会で、プロジェクト 会実 の場
も、十分果たせたと思っています。

多くの 客に 守られ、練 の成果を発揮しました。
けつけて、バザー

による つきに
会場には、情報を きつけた“ にゃん”も

は大はしゃぎで取り囲んで
『すべては子どもたちのために 』そんな思いのたくさん まった

「椿東ふれあいフェスタ」は、椿東小学校だけでなく、椿東地域の 事と
き、地域の方からも、もっともっと愛される 事に ってくれると

いいなと思います。「椿東ふれあいフェスタ」は、
「椿東小」ではなく

ベルマーク・

コミスク通信 in

あねぇなこと

の「学校へ
  校内持久走大会

8:55 4 年生

 心を育むあいさつ

  個人懇談

が、一定の権限
えられる学校

は、好天にも恵まれ盛会に
②学校・家庭・地域が 携・協働する機会であり、コミュニティ・スクール

③学校・家庭・地域が 携して学校を支援する機会で、プロジェクト 会実 の場
も、十分果たせたと思っています。 

多くの 客に 守られ、練 の成果を発揮しました。
バザーを盛り上げ

による つきに び入りで参加し
情報を きつけた“ にゃん”も
り囲んでいました。

『すべては子どもたちのために 』そんな思いのたくさん まった
「椿東ふれあいフェスタ」は、椿東小学校だけでなく、椿東地域の 事と

き、地域の方からも、もっともっと愛される 事に ってくれると
いいなと思います。「椿東ふれあいフェスタ」は、 

「椿東小」ではなく「椿東」としています。

ベルマーク・使用済

in 椿東小

なこと こねぇ

へ行こう
校内持久走大会 

年生スタート

むあいさつ運動

個人懇談、朝ごはん

権限と責任をもって
学校づくりの仕組

は、好天にも恵まれ盛会に 催することができました。
②学校・家庭・地域が 携・協働する機会であり、コミュニティ・スクール

③学校・家庭・地域が 携して学校を支援する機会で、プロジェクト 会実 の場

多くの 客に 守られ、練 の成果を発揮しました。
を盛り上げてくれました。

び入りで参加し
情報を きつけた“ にゃん”も

いました。 
『すべては子どもたちのために 』そんな思いのたくさん まった

「椿東ふれあいフェスタ」は、椿東小学校だけでなく、椿東地域の 事と
き、地域の方からも、もっともっと愛される 事に ってくれると

としています。

使用済みインクカートリッジをご

椿東小 

こねぇ
平成

こう！ 

スタート 

運動 

ごはん教室 

をもって学校運営
仕組みです。 

することができました。
②学校・家庭・地域が 携・協働する機会であり、コミュニティ・スクール

③学校・家庭・地域が 携して学校を支援する機会で、プロジェクト 会実 の場

多くの 客に 守られ、練 の成果を発揮しました。 の方々は、
ました。

び入りで参加したりして、
情報を きつけた“ にゃん”も 

『すべては子どもたちのために 』そんな思いのたくさん まった 
「椿東ふれあいフェスタ」は、椿東小学校だけでなく、椿東地域の 事と 

き、地域の方からも、もっともっと愛される 事に ってくれると 

としています。  

みインクカートリッジをご

こねぇなこと

平成 28 年 1

学校運営に参画し
 

することができました。 
②学校・家庭・地域が 携・協働する機会であり、コミュニティ・スクール

③学校・家庭・地域が 携して学校を支援する機会で、プロジェクト 会実 の場

の方々は、
ました。 アメリカ人の外国

、 

みインクカートリッジをご持参ください

なこと 

12 月 

し、より良い教育

②学校・家庭・地域が 携・協働する機会であり、コミュニティ・スクール
③学校・家庭・地域が 携して学校を支援する機会で、プロジェクト 会実 の場 

役員だけでな
アメリカ人の外国

ください！ 

 

 

教育

②学校・家庭・地域が 携・協働する機会であり、コミュニティ・スクール

役員だけでな
アメリカ人の外国



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すずかけ
には、科学 み物の

 低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

」「海外の木の実」「ぶんぶんごま」「 木染め」「
のあるコーナーに

 

 

 

 11
学校の
 年前、
業生たちが、戻ってきて在校生と交流できるようにと始まりま
した。 年生がしいたけの原木に 打ちし、 年して生え
てきたしいたけを、収穫し にしていただきながら交流を図ろ
うというものです。 活やスポ少などで忙しい子どもたちも、
にょきにょき生えたしいたけを手にし、喜んでいました。
 保 や地域の方々の思いが まったイベントの一つとし

すずかけの会
には、科学 み物の
低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して

まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万
」「海外の木の実」「ぶんぶんごま」「 木染め」「

のあるコーナーに

祝 

日本親子読書

11 月 19 日 土 山ふれあい広場で、椿東小学校と 東中
学校の「しいたけ交流会」が 催されました。

年前、当時の
業生たちが、戻ってきて在校生と交流できるようにと始まりま
した。 年生がしいたけの原木に 打ちし、 年して生え
てきたしいたけを、収穫し にしていただきながら交流を図ろ
うというものです。 活やスポ少などで忙しい子どもたちも、
にょきにょき生えたしいたけを手にし、喜んでいました。
保 や地域の方々の思いが まったイベントの一つとし

の会 20周年を 念した「 書ライブ」が
には、科学 み物の展示や絵本にちなんだ体 コーナー
低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して

まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万
」「海外の木の実」「ぶんぶんごま」「 木染め」「

のあるコーナーに散らばって、実 に手にとって楽しんでいました。

 すずかけの

日本親子読書

日 土 山ふれあい広場で、椿東小学校と 東中
「しいたけ交流会」が 催されました。
当時の 会 さんを中心に

業生たちが、戻ってきて在校生と交流できるようにと始まりま
した。 年生がしいたけの原木に 打ちし、 年して生え
てきたしいたけを、収穫し にしていただきながら交流を図ろ
うというものです。 活やスポ少などで忙しい子どもたちも、
にょきにょき生えたしいたけを手にし、喜んでいました。
保 や地域の方々の思いが まったイベントの一つとし

て、受け継がれていくといいなと思い

周年を 念した「 書ライブ」が
展示や絵本にちなんだ体 コーナー

低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

」「海外の木の実」「ぶんぶんごま」「 木染め」「
散らばって、実 に手にとって楽しんでいました。

すずかけの

日本親子読書センター

日 土 山ふれあい広場で、椿東小学校と 東中
「しいたけ交流会」が 催されました。

会 さんを中心に
業生たちが、戻ってきて在校生と交流できるようにと始まりま
した。 年生がしいたけの原木に 打ちし、 年して生え
てきたしいたけを、収穫し にしていただきながら交流を図ろ
うというものです。 活やスポ少などで忙しい子どもたちも、
にょきにょき生えたしいたけを手にし、喜んでいました。
保 や地域の方々の思いが まったイベントの一つとし

て、受け継がれていくといいなと思い
ます。学校給 のみなさんや、先
生方の心のこもったしいたけ汁は、
子どもたちの心にも暖かくしみたこ
とでしょう。

周年を 念した「 書ライブ」が
展示や絵本にちなんだ体 コーナー

低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

」「海外の木の実」「ぶんぶんごま」「 木染め」「
散らばって、実 に手にとって楽しんでいました。

すずかけの会２０

センター代表

日 土 山ふれあい広場で、椿東小学校と 東中
「しいたけ交流会」が 催されました。

会 さんを中心に、 山に しんだ卒
業生たちが、戻ってきて在校生と交流できるようにと始まりま
した。 年生がしいたけの原木に 打ちし、 年して生え
てきたしいたけを、収穫し にしていただきながら交流を図ろ
うというものです。 活やスポ少などで忙しい子どもたちも、
にょきにょき生えたしいたけを手にし、喜んでいました。
保 や地域の方々の思いが まったイベントの一つとし

て、受け継がれていくといいなと思い
ます。学校給 のみなさんや、先

心のこもったしいたけ汁は、
子どもたちの心にも暖かくしみたこ
とでしょう。 

ベルマーク・

周年を 念した「 書ライブ」が、11
展示や絵本にちなんだ体 コーナー

低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

」「海外の木の実」「ぶんぶんごま」「 木染め」「グラスハーモニカ
散らばって、実 に手にとって楽しんでいました。

２０周年

代表 代田

日 土 山ふれあい広場で、椿東小学校と 東中
「しいたけ交流会」が 催されました。 

山に しんだ卒
業生たちが、戻ってきて在校生と交流できるようにと始まりま
した。 年生がしいたけの原木に 打ちし、 年して生え
てきたしいたけを、収穫し にしていただきながら交流を図ろ
うというものです。 活やスポ少などで忙しい子どもたちも、
にょきにょき生えたしいたけを手にし、喜んでいました。
保 や地域の方々の思いが まったイベントの一つとし

て、受け継がれていくといいなと思い
ます。学校給 のみなさんや、先

心のこもったしいたけ汁は、
子どもたちの心にも暖かくしみたこ

ベルマーク・使用済

○環

 
後には、紫・白・緑のコントラスト
の しい ボタンが植え付けられま
した。 しい環境
様が、休日に作業してくださ
のです
 
 
 
 
 
 
 
にお えするアプローチ 壇とし
て、寒い冬の も楽しませてくれる
ことでしょう。
 
ださっている地域の皆様に感 、感
です。

11月 25 日 に
展示や絵本にちなんだ体 コーナーが 営され

低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

グラスハーモニカ
散らばって、実 に手にとって楽しんでいました。

周年記念読書

代田
し ろ た

みち

日 土 山ふれあい広場で、椿東小学校と 東中

山に しんだ卒
業生たちが、戻ってきて在校生と交流できるようにと始まりま
した。 年生がしいたけの原木に 打ちし、 年して生え
てきたしいたけを、収穫し にしていただきながら交流を図ろ
うというものです。 活やスポ少などで忙しい子どもたちも、
にょきにょき生えたしいたけを手にし、喜んでいました。 

保 や地域の方々の思いが まったイベントの一つとし 
て、受け継がれていくといいなと思い 

ます。学校給 のみなさんや、先 
心のこもったしいたけ汁は、 

子どもたちの心にも暖かくしみたこ 

使用済みインクカートリッジをご

○環 豪華

 サツマイモの
後には、紫・白・緑のコントラスト
の しい ボタンが植え付けられま
した。 しい環境
様が、休日に作業してくださ
のです。 
 
 
 
 
 
 
 椿東小学校に来られる方々を一番
にお えするアプローチ 壇とし
て、寒い冬の も楽しませてくれる
ことでしょう。
 椿東小学校
ださっている地域の皆様に感 、感

です。 

日 に 催されました。会場の体
され、 囲気が盛り上げられました。

低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

グラスハーモニカ」「実物大のダチョウ」
散らばって、実 に手にとって楽しんでいました。 

記念読書

みち子様

みインクカートリッジをご

豪華な葉ボタ
が勢揃

サツマイモの 々した っぱの
後には、紫・白・緑のコントラスト
の しい ボタンが植え付けられま
した。 しい環境プロジェクト
様が、休日に作業してくださ

椿東小学校に来られる方々を一番
にお えするアプローチ 壇とし
て、寒い冬の も楽しませてくれる
ことでしょう。 

椿東小学校のことを気にかけてく
ださっている地域の皆様に感 、感

催されました。会場の体
、 囲気が盛り上げられました。

低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

「実物大のダチョウ」

記念読書ライブ

様ｉｎ椿東小

みインクカートリッジをご持参ください

ボタン 
勢揃い！
々した っぱの

後には、紫・白・緑のコントラスト
の しい ボタンが植え付けられま

プロジェクトの皆
様が、休日に作業してくださったも

椿東小学校に来られる方々を一番
にお えするアプローチ 壇とし
て、寒い冬の も楽しませてくれる

を気にかけてく
ださっている地域の皆様に感 、感

催されました。会場の体
、 囲気が盛り上げられました。

低学年、中学年、 学年ごとに学年に応じた絵本の紹介がされ、子どもたちは を乗り出して引き
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

「実物大のダチョウ」など 心

ライブ 

椿東小 

ください！ 

 
！ 

々した っぱの
後には、紫・白・緑のコントラスト
の しい ボタンが植え付けられま

の皆
ったも

椿東小学校に来られる方々を一番
にお えするアプローチ 壇とし
て、寒い冬の も楽しませてくれる

を気にかけてく
ださっている地域の皆様に感 、感

催されました。会場の体
、 囲気が盛り上げられました。 

引き
まれるようにお を いていました。お のあとは、「牛乳パックのびっくり箱」「 っぱのはがき」「万

など 心


