
府中町立府中南小学校

コミュニティスクール事務局

石本 智香子



面積：10.41k㎡

人口：52,117人

年齢別人口：
0-14歳 7,894人（15.1％）

15-64歳 31,412人（60.3％）

65歳- 12,811人（24.6％）

府中町の概要

比較的若い人が多い町
２



Fuchu Town Board of Education
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11施設

●小学校・・・・・・・・・・５校

●中学校 ・・・・・・・・・ ２校

●(県立高等学校 ・・・ １校)

●公民館 ・・・・・・・・・ ２館

●歴史民俗資料館・・１館

●生涯学習センター

（図書館）・・・・・・・ １館

主な教育施設
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府中南
小学校

コミュニティ
スクール
導入
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・子供を共に育てるとともに、そこに関わる大人たちも

共に育つ

・子供のために、地域のために、自分のできることをする

・府中南小学校では「共育」に携わってくださるすべての方

を「南っこサポーター」と呼ぶ

・南っこサポーターとは、南っこの成長に関わりながら、

共に育っていく全ての人 ５



南っこサポーターとは？
• 学習支援サポーター

授業中の学習支援（※保護者以外の方）

家庭科の実習補助、放課後学習会（宿題）

学習プリントの印刷、命の教育ゲストティーチャー

・学校環境サポーター

校内掲示物の作成、掃除、花壇づくり、切り花提供

・家庭教育サポーター

スポーツ大会練習支援、子育て談話室企画運営（しゃべり場）

ヨガ教室運営、クラブ活動補助

・安心安全サポーター

登下校の見守り、挨拶運動、校内パトロール、校外学習の引率補助

※月に１回の事務局会議で、サポーター活動の企画、運営、気づきなどを確認 ６



空き教室を
『第２図書室』へ！
• 心のよりどころとなる暖かい図書室

• 誰もが「ほっ」とできる場所

• 本が苦手な児童も楽しくなるスペース

• H31.3.27 第２図書室の大掃除！

• 当時の６年生が第２図書室の名前を決定

～夢の広場があなたを待っている～「本の世界」

• 第２図書室を作るにあたり他校の図書室の視察

・広島市立彩が丘小学校 彩の森図書館

・府中町立府中小学校 創造の森・いのちの本棚

各学年の図書コーナー

・広島県立熊野高等学校 図書室
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第２図書室での
サポーター活動

・図書の整理、修理の本受付ボックス設置、
簡単な図書修理

※大がかりな修理は「図書修理の会」に
お任せ

・壁面制作（室内２面、廊下２面）

・学級文庫の入れ替え（各学年で循環）
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今年度は昔話の
テーマで！

・３月 はなさかじいさん

小学校が臨時休校になり卒業生にむけて明るい雰囲気で卒業できる
ように「はなさかじいさん」で。

・６月 うらしまたろう

小学校が再開し、「おめでとう」の文字はそのまま掲示。

お話は夏っぽく「浦島太郎」に。

・９月 ヘンゼルとグレーテル

フェルトでお菓子の家を作った。

クッキーやキャンディなどみんなの力作。

・１２月 ももたろう

２月の節分も視野に入れて鬼が出てくる話が良いねと「桃太郎」

・３月 おやゆびひめ （予定）

たくさんの花に囲まれ暖かい気持ちになり、小学校を巣立っていく卒業
生に心からの応援メッセージをこめて。９



• ６月 掃除と片付け

• ９月 教室後ろの棚を解体

広い壁を確保（写真展示）

• 10月 南小シンボル

「トトロの木」の完成！

壁紙も一新。

スピーカーは猫バスに！

『コミュニティルーム』の看板は

廊下と外壁にも！

スチール棚も壁紙でリメイク など

10



コミュニティ
ルーム完成！

R2.11.4～6
パブリックデー

5年生野外活動
の動画上映会
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毎月開催予定の『しゃべり場』

・「家庭教育支援チームくすのき」 と連携

・テーマを設けての親プロ、育児相談など

・消しゴムハンコ作り、つまみ細工など

・ヨガ教室は今お休み中
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Fuchu Town Board of Education

参観日に親プロ講座
参観後のクラス懇談の時間に

保護者は親プロ講座
児童は図書室で託児 （宿題や読書）
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共育の場
『コミュニティ
ルーム』の

今後の
活用は？
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コミュニティ・スクールの
キャラクター決定！

２月１日～１８日

コミュニティ・スクール

キャラクター募集！

3か所の児童下駄箱付
近に募集箱と応募用紙を
設置

保護者と地域の方には
学校だよりで募集をお知
らせ

応募総数は９８枚
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府中南小学校コミュニティ・スクールに関わっている人の感想

サポーター（保護者）より

自分が学校に通ってる気分で
サポーター制度が嬉しい。

まだ参加していない保護者もは
もっと来てほしい。

児童より

・サポーターさんが近くにいると

なんだかできる気がする。

・わからないとき、答えのヒントを
くれてありがとう

・勉強のやり方を教えてくれたり

一人でできたらほめてくれてあり
がとう
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校長先生より

地域の方が「うちの子」意識をもって接してくださっている。

サポーターの出入りで児童も教職員も元気をもらってる。

気持ちがどっちを向いているかが大事！活動が主でない。

教頭先生より

我が子と同じように、全員をみてくれている。

「まるごと見る」という表現がいいかな。

窓口担当の先生より

授業にサポーターさんが入ったり、印刷をしてくれたり、初
めはビックリ！

職員だけでなく、サポーターさんも加わり『みんなで見守る』

ことが頼もしい仲間と思っている。



コミュニティ・スクールとして今後の課題と
来年度に向けてやりたいこと！！

・参加保護者が決まってきている

・コミュニティ・スクールの一員で
あることへの理解不足

・当事者意識が低い

・活動リーダーの不足

（後任育成・人材確保）

・我が子の卒業と同時に足が

遠のく

◎児童のサポーター活動！

・委員会でサポーター活動

◎グリーンサポーター募集

・剪定作業や草取りなど

◎スタンプ帳を発行！

・サポーター活動後に押印

（コミュニティのキャラクターのスタンプ）

◎活動スケジュールカレンダー

・予定を早く立てて周知
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行 政 の 支 援 ・ 取 り 組 み

コミュニティスクール（ＣＳ）
（学校運営協議会制度）

・放課後子供教室（小５校）

・地域未来塾（中2校）

・家庭教育支援

地
域
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

★学校教育課と社会教育課が目的を共有し「ネットワーク」を形成

小学校（５校） 中学校（２校）

学 校 教 育 課 社 会 教 育 課

学校・家庭・地域活動連携協力推進事業

地域学校協働活動
・コミュニティスクールサポーター
（小中７校）

〇ボランティアを繋ぎ、力を引き出
すためのマネジメント

連 携

参
画

〇学校運営協議会を設置するため
の教育委員会規則の作成
〇学校運営協議会委員８８人委嘱

予 算 町費1/3

国費1/3
県費1/3

総額３８９,７００円

町費

総額２，９２５,３２９円 ６９３,９６０円
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