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龍 湖
「教育の町・船越」の復活、実現のために

校長 鎌田 悟

男鹿市では、平成28年度４月に市内の小・中学校が、コミュニティ・スクールを一斉
にスタートさせます。今までも各校では、地域と学校が一体となった取組を行ってきま
したが、コミュニティ・スクールとは何か？なぜ今なのでしょうか。

Ｑ：コミュニティ・スクールとは？
Ａ：学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させ

ることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある
学校づくり」を進める仕組みです。

Ｑ：なぜ今、コミュニティ・スクールなのか？
Ａ：男鹿市では少子化が進み、学校と地域との新たな絆づくりや、学校統合後の地域づ

くりが課題となってきています。また、複雑化・多様化する学校課題への対応にあ
たっては、関係機関からの協力や支援はもとより、地域がもつ教育力を有効に活用
することが不可欠です。このように、学校、保護者、地域住民による三位一体の体
制を構築し、相互に教育力を高めていくことは、子どもたちの豊かな学びと育ちの
実現や地域住民の生き甲斐づくりにつながります。

船越地区には、子ども見守り隊や地域の各種ボランティア団体など、子どもたちのた
めに学校のために協力したいという人は多くいます。平成27年度より試行として、保護
者や地域住民などから構成される学校運営協議会を設け、学校運営の基本方針を承認し
たり、教育活動などについて意見を述べたりする取り組みを行います。そして、子ども

たちに質の高い教育を提供し、「教育の町・船越」の復活、実現を図ります。

お知らせとお礼

・市ＰＴＡ親善女子バレーボール大会１１／１６（日）
選手として出場してくださった方々、応援に来て下
さった方々誠にありがとうございました。予選敗退
でしたが、素晴らしいプレーに会場が沸きました。

・ＰＴＡ授業参観・懇談会
６年生は２/１７（火）、１～５年生は２／２４
（火）に実施します。今年度最後の参観及び懇談
になります。

・縦割り班集会
当初１月に予定していましたが、インフルエン
ザのため、２月３日に延期しました。

～ ２月の主な行事 ～

３日（火） 縦割り班集会 ※ 水曜日授業

４日（水） 代表委員会 ※ 火曜日授業

５日（木） 朝会

６日（金） 入学説明会・パワーアップタイム⑦

１０日（火） 縦割り班集会予備日

１３日（金） パワーアップタイム⑧

１７日（火） ６年生PTA授業参観・懇談会

※ ６年生は５校時限

２０日（金） パワーアップタイム⑨

２４日（火） １～５年PTA授業参観・懇談会・PTA総合部会

※ １～５年生は５校時限

２６日（木） 町内子ども会

２７日（金） 委員会活動⑩（最終）

校 報
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１月の船越小学校
【６年校外学習 1/23（金）】

【３年校外学習 １／２３（金）】
６年生は卒業制作とし

て、大壁画を予定していま
す。色使いや構図等を学ぶ
ため、秋田県立美術館で藤
田嗣治氏の大壁画「秋田の
行事」の作品を鑑賞しまし
た。

【６年租税教室1/15（木）】

ふるさと資料館を訪問しました。考古・ 社会科の松竹の合同授業
先人・石油・民族の各関係資料コーナーで で、租税教室を開催しまし
説明を受け、渡部斧松氏の偉業や申川油田 た。税の仕組み、納税の義
の仕組みなど､男鹿の歴史と現代について学 務、税の種類など、生活に
びました。 密着した学習をしました。

ふなっ子の活躍

◎ ９／１１（木） 秋田県小学生人権標語コンテスト
奨励賞 ６年 石塚 雅 「やめとこう 言えたら 本当の 友達だ」

◎ 1１／1８（火） 第２２回男鹿市小・中学校社会科作品展
最優秀賞 ２年 斎藤 彗玖 ５年 斎藤 琉那
優秀賞 ３年 大井 ひかる ４年 伊勢谷 望友 ６年 伊藤 柊人
優良賞 ２年 小川 結人 ２年 三浦 愛加 ３年 猿田 結基 ５年 鈴木 真奈

６年 石塚 雅

◎ 1１／２３（日） 第２９回 三種町柔道大会 小学４年の部 優勝 杉本 善瑛

◎ 1１／２７（木） 男鹿市児童生徒美術展
優秀賞 ２年 武井 柊那、伊藤 あい梨、５年 北林 颯太、６年 三浦 仁義、福原 美羽（話題賞）
佳 作 １年 石田 瞬・山本 八雲、３年 杉本 杏奈、安田 帆乃夏、４年 小玉 煌莉、小野 美羽

５年 鈴木 真奈

◎ 1１／２７（木）JA共済秋田県小・中学校交通安全ポスターコンクール 佳作 ６年 森 悠人

◎ 12／16（火） 安全安心まちづくり事業防犯コンクール（男鹿市防犯協会）
最優秀賞 ５年 杉本 琉佳

◎ １２／１５（月）第12回秋田県特別支援学校文化祭「わくわく展」 入選 桜組

◎ １／１６（火） 第４２回 男鹿市児童生徒書き初め大会

特賞 ３年 齊藤 叶愛、田口 紗衣、武田 莉里花 ４年 三浦 杏真 ５年 齊藤 奏愛
６年 三浦 樹杏

金賞 ３年 佐々木 優心、４年 岩谷 陽和 ５年 渡邊 可凜 ６年 武田 恋佳、岩谷 健裕

銀賞 ３年 秋山 拓真、笹渕 倖、杉本 杏奈、船木 栞奈、４年 安田 茉弥、伊勢谷 望友
５年 斎藤 琉那、目黒 菜々香 ６年 菅原 幹

銅賞 ３年 大井 ひかる、太田 陽菜、渡辺 悠奈、林 幸大 ４年 石川 駿也、古戸 音那、杉本 修平
５年 鎌田 翼妃、工藤 姫美希、戸嶋 心美、山方 希香、伊藤 妃菜、大関 真珠、

大野 幸花、上田 晴也

優秀賞 １松 石田 瞬、佐藤 あやの、菅原 彩乃、武井 琥太郎
１竹 浅野 雅輝、粟津 蓮音、伊藤 陽向、江畑 暁登、鎌田 巴、齊藤 藍華、佐藤 良祐、

佐藤 凜、清水 廉士、鈴木 知優、武田 佳穏、永井 幸菜、前田 健太、本川 慶大、
山本 八雲

２松 石川 ゆらら、石田 一輝、伊藤 龍翔、太田 条治、加藤 泉、櫻井 夕尋、佐藤 李香、
鈴木 勇志、竹村 奏、藤田 結衣、船木 璃子、三浦 瑞姫、目黒 琉樹、吉元 未桜

２竹 伊藤 あい梨、伊藤 紗也、伊藤 妃那、浮田 歩昂、越前 虎太郎、大高 彩葉、
神垣 惺楠、小玉 斗真、斎藤 彗玖、佐々木 煌生、佐藤 杏、佐藤 理子、澤田 安杏


