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学校運営協議会制度の導入

一、学校運営協議会制度の意味
は ごろ も小 学校 は、 地域 協働 学校 （コ ミュ ニ ティ ・ス クール ）の推進 に伴い 、学校運
営協議会制度を導入することになりました。
学 校運営 協議会 制度と は 、
「 学校と 地域住 民・保 護者が 力を合 わせて 学校の 運営に 取り
組む ため の仕 組み 」 です 。こ の制 度を 導入 する こと によ り、 地 域な らで はの 創意や 工夫を
生かし、地域とともに歩む、コミュニティ・スクールを進めていくことができます。

二、学校運営協議会委員の選出等
学 校運 営協 議会 委員 構成 や 人数 ・任 期に つい ては 、教 育委員 会が策 定した「 運営協 議会
規則」で定められています。委員の構成メンバーとしては、 一( 校)長、 二( 保)護者、
三( 地)域住民、 四( 教)職員、 五( 学)識経験者、 六( そ)の他教育委員会が適当と認める者
となっています。
はごろも小学校においては 、「運営協議会規則」を踏まえ、左記の委員を運営委員として
推 薦 し、 十 月十 二日 の授 業参 観日 に 併行 して 学校 運営 協議 会を 開催 し、 委 嘱状 を交 付す る
予定です。

一号委員 校 長 仲村 宗男
二号委員 保護者 （学校評議員）嘉味田朝紀 氏
三号委員 地域住民（学校評議員・真志喜区自治会長）伊佐川正美 氏
三号委員 地域住民（宇地泊区自治会長）冨名腰義政 氏
三号委員 地域住民（民生児童委員・大山区老人会長）名城 正信 氏
四号委員 教職員（地域連携担当）仲田 誠 教諭
四号委員 教職員（六学年主任）儀間 國成 教諭
五号委員 学識経験者（現学校評議員・元校長）上原 助勝 氏
六号委員 その他教育委員会が適当と認める者
・（環境教育・大山ターウム保存協会）伊佐 實雄 氏

三、地域とともに歩む、地域協働学校（コミュニティ・スクール）の具体的取組例
コ ミュ ニテ ィ・ スク ール を 実施 して いる 他の 小中 学校 に おい ては 、交 通安 全見守 りや
環境整備、学習・実習補助、学校行事支援などの具体的取組を図っています。
はごろも小学校においては、学校経営説明会（６月音楽祭の場）でも紹介した

①「ビオトープの活用、保全活動」
②「地域の子どもを地域で守る」防災教育の充実
（地震・津波非難合同訓練）

を中心に具体的取組を推進してまいります。

通録１９号

お父さんの読み聞かせ

読み聞かせサークル会員募集の協力

十月 の 行事

①十月 四日
社会見学（一学年～五学年）
②十 月 五日
六学 年修学旅 行（～ 六日）
③ 十月 八日
体育 の日（ 公休日）
④十月 九日
六 学年 修学 旅行の 振替休
⑤十 月十二 日
授業 参観・ 学校運 営協議会
⑥ 十月二 二日
火 曜日の 時間割
①十月 二三日
月曜日 の時間 割
・四 年五組 、五校 時研究 授業
他 の学級 は、四 校時下 校

毎週火曜日、８時２０分から１０分間、保護者や読み聞かせサークル「よむよむ」の方々、地域
の皆様による「読み聞かせ」を実施しています。開校当時には、多くの方々がご参加頂き、全学級
で朝の読み聞かせを実施することができました。
しかし、年度を重ねる中で御協力できる方が減少し、現在、読み聞かせを実施できない学級も複
数あります。子どもたちだけで読書をしている学級があり、寂しい思いをしている子もいる現状が
あり、9月２１日付けで「読み聞かせ募集」の案内を配布しました。
保護者の皆様におかれましては、できる範囲で絵本の読み聞かせに御協力頂けないでしょうか。
毎週の参加が難しい場合は、月１回でも、２回でも構いませんので、御協力頂きますようお願い致
します。また、おじいちゃん、おばあちゃん、地域の方等、身近に御協力頂ける方は、情報提供を
お願いします。なお、読み聞かせの当番日に欠席する際は、8時までに連絡頂けると助かります。

はごろもっ子の活躍
１．文化面
(1) JA共済書道・交通安全ﾎﾟｽﾀｰｺﾝｸｰﾙ（優秀３・優良４・佳作１０）
①半紙の部優良 安里 あお（２年） ②浄福の部 優秀 安里 あお（２年）
③交通安全ポスター 優秀
大灣 紫文（４年） 積島 杏実 （５年）
優良 古謝 凌佑（３年） 飯野ひかり（４年） 宮城ちゃこ（６年）
(2) 第５５回中部地区児童生徒科学作品展（銀賞１・銅賞１・入選１２）
☆銀賞 山田 遥仁（２年） 神下 美海（２年）
２．スポーツ面
①２年２組の学級担任として、教鞭を執られ
(1)「第12回 ｼﾞｭﾆｱｵｰﾙｽﾀｰﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾌｪｽﾀ in 佐賀」
た花城康一朗先生が９月２８日をもって終
☆ 出場権争奪中頭地区小学生バレーボール大会 準優勝 大山クラブ
了することとなりました。子どもたちに温
(2)「第32回 宜野湾市内学生バレーボール大会
かく接し、一生懸命頑張って下さいました。
☆ A.B.C.DEﾊﾟｰﾄ 優勝 DEﾊﾟｰﾄ準優勝 大山クラブ
(3) 第23回 浦添市空手道大会・形の部
康一朗先生、ありがとうございました。
① ５年優秀賞 喜多 佐助
１０月１日からは、新垣博也先生が担任を引
② ４年優秀賞 大墨 桐子、石川 未彩、大島 美優
優良賞 四ッ谷智也
き継ぎます。
③ ３年優秀賞 喜多 風介 ④１年 優秀賞 喜多 美月 優良賞 石川 彩央
②２年４組の田崎美希先生の産前・産後休に伴い、
(4) タイムス全沖縄少年少女空手道大会 優良賞 松門道場Bチーム 大島 美優
８月27日より小橋川史門先生が新担任として
(5) 第34回選手権大会 小学生中学年形 優秀賞 石川 暖菜(４年）
赴任しました。児童理解を大切にした学級づ
(6) 第31回宜野湾市長杯剣道大会
① ５．６年の部 優勝 呉屋 太斗(６年） 三位 辻 武蔵(５年）
くりで、すでに子どもたちの中に溶け込んで
② ３．４年の部 優勝 辻 武士(４年）
いる史門先生、よろしくお願いします。
③ 敢闘賞 呉屋陽介（４年）喜多美月（１年）
③喜世川匡先生が県立総合教育センターの研修
３．習い事
生となることから、１０月1日より６年２組
(1) 第１２回琉楽奨励賞(野村流音楽協会）
の学級担任が諸見里沙紀先生に変更致します。
① 歌・三線会長賞 上間 結心、宮里 海悠（５年）
沙樹先生は、9月28日まで沖縄市立室川小学
(2) 第386回暗算検定試験 準四段合格 齋藤 爾衛（6年）
校に勤務されていました。宜しくお願いします。

