持続可能な地域づくりに貢献する学校運営協議会〜八峰町の未来を切り拓いていく人材の育成の一助となるために〜

八峰ＣＳ通信
そこで︑今後子どもた
ちととしよりがどんなこ
とでつながりを深めていっ
たらよいのかを考えてみ
た︒
①地域の子どもの数が
少なくなっているだけに︑
まず子どもの名前を覚え
ることから始めたい︒よ
くあいさつしてくれるの
で︑あいさつにとどまら
ず名前を呼んで声かけし
て︑更に学校の出来事や︑
身の回りのことなどを話
題にして︑お互いに気持
ちをつなげていくように
努めていけたらいいなあ！
②一年に一度でもよい
から地域の子どもたちと
一緒に︑何かできること
を見つけて交流できたら︑
きっと地域の良さやとし
よりの考えも分かっても
らえるのでは⁝︒地域の
集会所などで︑地域の子
供会を開くなど出来たら
いいなあ！勿論地域の人
たちを交えて︒
③現在も行われている
が︑としよりと一緒に学

H29/10/5
文責
CSﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
川尻
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漁協見学︒タブレットで撮
影し学習に生かす︵峰浜小︶

大人も子供か ら︑子供と
共 に学ぼうとい う姿勢によ
り みんなが楽し めるＣＳ活
動にできそうです︒ 川(尻 )

ぐっ と低 くし て教 わる
側の 生徒 とな りう るこ
とを 素直 に受 け入 れて
いき たい ︒世 代を 超え
たコ ミュ ニケ ーシ ョン
で子 供達 と共 に生 涯学
習となればと思います︒
先 生と 生徒 の関 係は
必ず しも 大人 と子 供で
はな く︑ 時に は先 生が
子供 ︑親 が地 域の 人々
が得 意な 分野 を教 えあ
いふ れあ う︒ また ︑大
いな る八 峰の 自然 が学
校と なっ て育 む︒ そん
な企 画を ます ます 増や
せればと思います︒

ＪＡ青年部の指導で自分た
ちが植えた稲を収穫 峰(浜小 )

塚本 一也
実り の秋 とな りま し
た が子 供達 もす くす く
習の一環として学校で活 と たく まし く成 長し て
動する機会をもっと増や お りま す︒ 今年 は六 十
していけたら楽しいだろ 五 名の 新成 人が ここ 八
うな！としよりは知恵や 峰 町に 誕生 して おり ま
技を生かせる場として︑ す ︒置 かれ た状 況が そ
としよりも生きがいを感 れ ぞれ 違っ ても 町の た
じるだろうし︑子どもに め に社 会貢 献し たい と
はとしよりを大切にする 力 強く 語ら れた 新成 人
気持ちが深まるのでは⁝︒ に 感動 を覚 えま す︒ 子
こんな事を夢見ている︒ 供 達に 感動 や勇 気を い
た だき 育て られ てい る
のは我々大人です︒
現代 にお いて は学 校
おとしよりと 子どもたち
のつながりを深 める３つの
教 育も デジ タル 化が 進
夢︵提案︶︒ぜ ひ実現させ
み や ︑ 子供達の 方
たいです︒
川(尻 )
が 進ん だ教 養を 身に 付
け てい るの では なか ろ
う かと ︑我 々は 目線 を
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和太鼓演奏で始まった学
習発表会︒たくさんの保
護者・地域の皆さんに元
気な発表を披露︵八森小︶

IT

月を迎え︑今年度も
後半戦︑各校とも日常の
授業や地域での体験活動
などにより︑教育目標具
現に向けた指導が充実し
ているようです︒ＣＳも
子どもたちのため︑地域
のために充実を図りたい
と思っています︒

町内 カ所の職場に分か
れ勤労体験
︵八峰中︶

10

保護者や全校児童に応援
されて元気にゴール！
マラソン記録会︵峰浜小︶

14
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子どもたちとの
つながりを求めて
工藤 哲弥
としよりの活動で子ど
もたちと深く関わるよう
になったのは︑十数年前
のある町の出来事がきっ
かけであったと思ってい
る︒それまでは祖父母の
立場で自分の孫の世話を
していただけであったの
が︑ふるさと学習の体験
活動の一つとして農作業
や花壇づくりのお手伝い
などに手を広げた︒とこ
ろがある事以来︑地域の
子どもたちの登下校の見
回りが主になっていった︒
しかし︑学校統合などで
通学の様子が大きく変わ
り︑バス通学になってか
らは︑せいぜい朝夕のあ
いさつ程度になっている︒
かつては︑ことぶき大学
の一日体験入学でさまざ
まな交流も出来たが︑今
は学校規模の関係からか
学習発表会の参観だけに
なってしまった感じであ
る︒

平成29年度

