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龍 湖
船越ＣＳ（コミュニュティ・スクール）始まる

校長 鎌 田 悟

男鹿市教育委員会が平成２８年度より市内の全小中学校をコミュニティー・スクールとして認定

し、完全実施するまで残り７か月となりました。船越小学校では、実施に向けて様々な準備をしてき

ましたが、今回はその概要と今後の予定をお知らせします。

①校報やＰＴＡ等でＣＳについて説明してきた。

②ＣＳ運営協議会（１０人）を設定し、実施体制、活動方針等を話し合った。

③運営協議会の下部組織を１０人程度で構成する４部会（学校教育、教育環境、ＧＭＴジモト教育、

安全安心教育）とし、保護者サポーター、一般ボランティアを交えて活動することにした。

この後、９月中旬には、運営協議会委員、４部会委員とが一同に集まって、全体会を開き船越ＣＳ

について方向性等を協議したり、部会毎に活動内容を決定したりしていく予定です。また、各部会で

は、サポーターを交えた「ミニ活動」を今年度中に実施し、来年４月を迎えたいと考えています。

私の手元にある資料では、男鹿市の小学校の児童数は平成27年で約1500人。平成33年は約770人

になることが予想されています。６年後に現在の半数となる状況の中で、子どもたちの夢を実現させ

る豊かな教育環境をつくっていかなければなりません。是非とも、これからの船越ＣＳにご理解とご

協力をお願いいたします。

お知らせとお願い

u ９月４日（金）１４：４５～１５：４５の時間に、

災害時の児童引き渡し訓練を実施します。保護者に

は、前日に予告メールを、当日は迎え依頼のメール

を送信します。

混雑を回避するため、学校から１．２ＫＭ以外の

方のみ車での送迎を可としました。学校近隣の地域

の方には、交通量が多くなりご迷惑をおかけいたし

ますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いい

たします。

u ９月９日（水）フリー参観を９：００～１２：００

の時間で実施します。多くの方々の参観をお待ちし

ています。

u ９月２７日（日）にＰＴＡ奉仕清掃を実施します。

10/3（土）学習発表会に向けてトイレ等の校内清

掃により環境美化を図るためです。多くの方のご参

加、ご協力をお願いします。

～ ９月の主な行事 ～

１日（火） ４年校外学習（クリーンセンター）

２日（水） ３年地引き網（船越海岸）
４日（金） 引き渡し訓練
８日（火） ピクニックコンサート（低・高学年）

９日（水） フリー参観日
新体力テスト（２、４、５年）

１０日（木） 新体力テスト（１、３、６年）
２年町探検

１１日（金） 小学校陸上競技大会
１４日（月） 男鹿市教育委員会指導主事計画訪問

１７日（木） 小学校陸上競技大会予備日
コミュニティ・スクール全体会

１８日（金） 児童集会（健康委員会）

２５日（金） 中央教育事務所所長訪問

児童集会（保健委員会）

２７日（日） ＰＴＡ奉仕作業

校 報
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新任職員の紹介 ８／２４（月）より、学校生活サポートとして、齊藤 大介先生が赴任
されました。船越在住です。齊藤先生は、昨年度まで、学校生活サポート
として勤務しておられました。船越小学校の子どものことを知っている先
生にお越し頂き、嬉しく思います。

ふなっ子の活躍

◎ 第５６回全県児童生徒席書大会男鹿大会 ７月２４日（金）

【硬筆の部】

特 賞 １年 小玉 夢來

優秀賞 １年 伊藤 悠馬、伊藤 優央、小川 賢人、貝塚 美音、加賀谷 陽太、鎌田 蒼空、小坂 佳音、
鈴木 柚羽、髙橋 亜澄、中村 琉碧、濱野 耀介、平賀 友里花、福士 凛生、都 優菜、
伊藤 凛子、小玉 泰雅、櫻井 奏綺、佐藤 美沙、猿田 茉央、田中 真湖、戸嶋 一輝、
平川 琳、藤澤 凛音、目黒 心優、谷口 萌、安田 菜乙、吉田 丞太郎

２年 佐藤 あやの、菅原 彩乃、鈴木 弥優、武井 琥太郎、田牧 蒼一朗、吉澤 風香、浅野 雅輝、
粟津 蓮音、伊藤 陽向、加藤 天、鎌田 巴、齊藤 藍華、佐藤 瑚波、佐藤 良祐、佐藤 凜、
清水 廉士、髙木 昊大、武田 佳穏、永井 幸菜、本川 慶大、籾山 凛、山本 八雲

【毛筆の部 半紙】 【毛筆の部 条幅】

学年 特 賞 金 賞 銀 賞 銅 賞 学年 特 賞 金 賞 銀 賞 銅 賞
３年 小玉 斗真 伊藤あい梨 太田 条治 ３年 小玉 斗真 三浦 瑞姫

伊藤 紗也 ４年 齊藤 叶愛 武田莉里花 佐々 木優心
吉田 栞大 ５年 三浦 杏真
吉元 未桜 ６年 齊藤 奏愛

４年 齊藤 叶愛 佐々木優心 笹渕 倖 加藤 一樹
武田莉里花 田口 紗衣 杉本 杏奈 ◎ 第５７回全県児童生徒席書大会 ８月７日（金）

５年 岩谷 陽和 伊勢谷望友 古戸 音那 硬筆の部 金 賞 １年 小玉 夢來

三浦 杏真 杉本 修平 安田 茉弥 毛筆の部 半紙 銀 賞 ４年 武田 莉里花

杉本 善瑛 ３年 小玉 斗真

６年 齊藤 奏愛 鈴木 真奈 大関 真珠 毛筆の部 条幅 金 賞 ４年 齊藤 叶愛
目黒菜々香 大野 幸花 ６年 齊藤 奏愛
渡邊 可凜 山方 希香

◎ 男鹿市小中学校学年別水泳大会 ８月８日（土）男鹿市Ｂ＆Ｇプール

【優秀選手賞】 ３年 斎藤 彗玖 ６年 太田 芳乃佳、斎藤 琉那

※ ３位以上を掲載しています。 ☆大会新記録

【個人の部】 3年以下男子 25ｍ 斎藤 彗玖(自由形☆ 1位・平泳ぎ☆ 1位・☆背泳ぎ 1位・☆バタフライ 1位)
小玉 斗真(平泳ぎ 3位・背泳ぎ 3位）

3年以下女子 25ｍ 伊藤 あい梨(自由形 1位・背泳ぎ 1位)、櫻井夕尋（自由形 2位・背泳ぎ 2位）
4年男子 50ｍ 伊勢谷 瑛太(自由形 3 位･平泳ぎ 3 位・背泳ぎ 1 位)

夏井 翔矢(自由形 2位･平泳ぎ 1位・バタフライ 1位)
4年女子 50ｍ 笹渕 倖(自由形 1 位･平泳ぎ 1 位・背泳ぎ 1 位)
5年男子 50ｍ 近藤 汰樹(自由形 2 位･平泳ぎ 1 位・背泳ぎ 2 位)
6年男子 50ｍ 安藤 大翔(平泳ぎ 1位)、鎌田夢玄(平泳ぎ 2位)
6年女子 50ｍ 太田 芳乃佳（自由形 1位･平泳ぎ 2位・☆背泳ぎ 1位･☆バタフライ 1位)

斎藤 琉那（自由形 2位･平泳ぎ 3位・☆背泳ぎ 3位･☆バタフライ 2位)

【団体の部】全４種目、昨年度に引き続き連覇優勝。

女子 200ｍリレー 優 勝 (斎藤 琉那・笹渕 倖･吉田 優織・太田 芳乃佳）
女子メドレーリレー 優 勝 (斎藤 琉那・笹渕 倖･吉田 優織・太田 芳乃佳）大会新記録
男子 200ｍリレー 優 勝 (安藤 大翔・鎌田 夢玄・近藤 汰樹・斎藤 慧玖）
男子メドレーリレー 優 勝 (安藤 大翔・鎌田 夢玄・近藤 汰樹・斎藤 慧玖）

◎ 秋田ゼロックス杯争奪第８回秋田県小学生柔道選手権大会 ６月２８日（日）
５年女子の部 第１位 杉本 善瑛
２年女子の部 第１位 鎌田 巴、第３位 斉藤 藍華


