
五中だより 鳳 No５

二学期がスタートして 3週間目に入りました。猛暑の夏から、少し秋の気配を感じる今日この頃です。
「地域の先輩に学ぶ」講座が 7月の打ち合わせでスタートして、今週末 3回目になります。この講座は、
10年目になり、本校の地域との連携の大事な講座になりました。

6月 19日には、五中応援団「チーム鳳」が 52名の地域の方に参加して頂き、発足しました。これは、
五中が信州型コミュニティスクールとして開かれた学校づくりを目指す第一歩になります。本号では、信

州型コミュニティースクールと五中応援団「チーム鳳」について、詳しくお伝えしたいと思います。

五中応援団「チーム鳳」
１ 趣旨

今まで第五中で築き上げてきた学校と地域が連携して生徒を育てる活動を土台として、 新たに地

域住民等が「学校運営への参画」「学校支援」「学校評価」を一体的・継続的に実 施し、学校と地域

等との協働による地域に開かれた信頼される学校づくりを目指す。

２ 第五中学校コミュニティスクール運営委員会の設置

（１）ねらい

学校と地域で願いや課題を共有し、一体となって生徒の育成を図るために意見交換を行い、

活動の方向性を探る。

（２）主な活動

①学校運営についての意見交換

・目指す子ども像、学校の重点目標の取組、抱える課題等の意見交換

②学校支援についての意見交換

・学校の要請に基づいた、地域等による学校支援活動についての意見交換

③学校関係者評価

・学校自己評価への意見交換

３ 運営委員会

（１）組織

① 運営委員会～地域 ３３名 学校６名で構成

② 小委員会～地域 １４名 学校５名

③ 学校地域コーディネーターと地域コーディネーターを置く

④ 事務局を学校に置く

（２）開催

① 運営委員会 年２回 ②小委員会 適時開催（コーディネーターより連絡）

③五中学区地域応援団「チーム鳳」発足会 ６月１９日(火)<旧地域懇談会>

（３）学校ボランティア（五中学区地域応援団「チーム鳳）

・講座「地域の先輩に学ぶ」10年目 これを充実する

・花壇作り 学習支援について取り組む。

・ボランティアの保険は上野丘公民館の保険に登録

・ボランティアルームを学校に置く～地域コーディネーターの活動拠点とする。
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運営委員会などの組織や運営委員会の日程は、現在検討中です。 年度末までに組織作りをして、来

年度 4月から、五中がコミュニティースクールとして活動をしていく予定です。
４ 「チーム鳳」(コミュにてースクール)の概要

学校

○学校運営
○教育活動
○教職員の
支援要望

○生徒

チーム鳳運営委員会

学校 校長 教頭 教務主任係

家庭 PTA 新旧PTA会長 OB

地域 学校評議員公民館同窓会
自治会連合会 振興会
民生児童委員主任児童委員
青少年育成推進委員
子ども会育成連絡協議会
少年補導委員会 保護司会
福寿クラブ 交通安全協会
神科・豊殿応援団
関係諸団体代表

五中応援団「チーム鳳」
学校支援ボランティア

○学習支援 ○行事活動支援
○環境整備支援○安全確保支援

学校運営参画

学校支援

学校関係者評価

コーディネーター

学校と地域・家庭とともに、願いや課題を
共有し、学校・地域・家庭が一体になって
子どもを育てる。

信州型コミュニティースクールとは、学校
と地域が「こんな子どもに育てたい」という願いを共有しな

がら、一体になって子どもを育てる仕組みを持った地域と

ともにある学校

願いや課題を共有したい



５ 五中コミュニティースクール推進日程

月 期 日 曜 内 容

4月 4月 20日 月 ①教務会で提案・審議

4月 22日 水 ②職員会議提案・審議

4月 27日 月 神科連合自治会定例会で、骨子の説明と依頼(校長・係)

「地域の先輩に学ぶ」のアンケート調査

地域の先輩に学ぶ開設講座を決定する

5月 5月 21日 金 豊殿連合自治会定例会で、骨子の説明と依頼(校長・係)

6月 6月 16日 火 前期参観日週間 ～ 19日

6月 19日 火 五中学区地域応援団「チーム鳳」発足会

7月 7月 13日～ 14日 2学年登山
21日～ 23日 1学年キャンプ

7月 前期「学校評価」

7月 ①「地域の先輩に学ぶ」各自のねらい

7月 24日 金 打ち合わせ会 会議室 3:30～
8月 8月 21日 金 ②「地域の先輩に学ぶ」

27日 木 ③「地域の先輩に学ぶ」

9月 9月 4日 金 ④「地域の先輩に学ぶ」

9月 8日 火 ⑤「地域の先輩に学ぶ」

9月 16日 水 ⑥「地域の先輩に学ぶ」

9月 18日 金 ⑦「地域の先輩に学ぶ」

9月 25日 金 鳳祭 ～ 26日
10月 10月 1日 木 ⑧「地域の先輩に学ぶ」 まとめ 学習カード

講師の先生へのお礼の会

12月 12月 後期「学校評価」 「学校関係者評価(チーム鳳)」

1月
2月 2月 報告とお礼

3月 3月 初旬 第一回運営小委員会 反省と来年度組織作り



６ 学習支援 環境整備支援

分 項目 時期 内容

野

講座「地域の先輩に学 ７月～ H27の講座 22講座
ぶ」の講師 10月 お手玉 童謡 箏 コカリナ 洋裁

廃油石けん 調理 3D写真 茶道 地域ボランティ

アロマ 器械体操 ニュースポーツ ア

学 ちぎり絵 絵手紙 陶芸 ドライフラワー

習 銅版加工 木彫り 切り絵 わら細工

支 理科実験工作 観光パンフレット作り

援

学習支援 放課後の学習のサポートをしていただきま 学生ボランティ

す。主に数学・英語など ア

中一ギャップ解消

中三の放課後学習支援 地域ボランティ

ア

花壇作りの支援 ６月 8日 学級花壇作りへの支援(アドバイス)

五中区幼保小中連絡会 保育園との交流

議 花壇の土作り 植える 地域ボランティ

環 春植え ア７名参加して

境 保中連携 双方向 ○打ち合わせ 5月中 いただく

整 保育実習 園長 環境教育係

備 職場体験 ※中学校で花壇づくりの時間に保育園生

保育園との交流 が来校し、手伝い

6月 8日(月)神科第二保育園年長児
※ボランティアの方が支援

神科第二保育園児と二年生の代表で歩道

に花を植えました。これまで、保育実習や

職場体験ではお世話になっていましたが、

交流ということで行ったのは、今年が初め

てです。

当日は、地域のボランティアの方々に苗

の準備や植え方の指導をいただき、地域・

中学校・保育園が一緒になって花壇作りを

することができました。


