第１回地域学校運営理事会を開催しました
５月16日（金 ）、第１回地域学校運営理事会を開催し、学校経営方針、学校配当費予算の説明
と 承認 に 続き 、本 年 度の 活動 計画 の 審議 と生 徒や 学 校につ いての 情報交 換を行 いまし た。本 地
域 学校 運 営理 事会 は 今年 で９ 年目 と なり 、学 校の 応 援団と しての 活動と ともに 開かれ た学校 づ
くりを進めています。本年度、理事が数人交代しました。本年度の理事は下の表のとおりです。
なお、理事の任期は平成28年３月までです。
今後 、 新た な体 制 で活 動を 展開 し 、開 かれ た学 校 づくり を一層 推進し たいと 思いま すので 、
地域の皆様方にはご協力のほどよろしくお願いします。
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第１回理事会の概要
(１) 学校経営方針の説明と承認
校長が学校経営方針を説明し、研究部、生徒指導部、教務部、管理・事務部より具体的 な取
り組みについての説明を行いました。

○学校経営方針
・めざす学校像を「みんなの力で『自分株と浜中株をあげる！！』〜３汗(体、脳、心)を惜し
まない浜中生〜」に変更しました。本年度、これを目指して学校経営を行います。
・「 ネッ ト見守 りたい 」を昨 年10月 に結成 しまし た。情 報モ ラルの 向上を図るため、ＰＴ Ａ・
生徒会とともに引き続き積極的に活動をしていきます。
・「 子育 て七箇 条」を ３月に 浜中校 区園長 ・校長 会で制 定しま した。 高松商 工振興 会、長 浜企
業懇話会、事業所、各種団体等の賛同を受け、広げていきたいと思います。
・職場体験学習・職場訪問学習を本年度も行います。地域の宝である浜中生を地域ぐるみで育
てていただきたいと思います。ご協力をお願いします。

○理事からの主な意見
・効率の良い家庭学習の方法を学校で指導してみてはどうか。めあてを明確にして学習するこ
とは、とても良いと思う。
・生徒一人一人を育てるために 、学校が発達段階に応じて多くの目標を掲げていることを知り 、
できることから協力したいと感じた。
・基本的な生活習慣（早寝早起き等）の確立を図らなければならない。

・家庭でも自立・自主的な生活を促すことを大切にしてほしい。
・職場訪問学習・職場体験学習では、中学生として将来を見据えながら、仕事を実際に体験
することができる。全面的に賛同して協力していきたい。
・今後の地域学校運営理事会で、今日の学校経営方針に係る反省を提示してほしい。

(２)学校配当予算組替案の審議と承認
・消費税増税に伴い 、消費税分が増額して配当されている 。
・手数料、教材消耗品費、一般備品費を増額する。
・教材備品費を減額する。

(３) 本年度の活動計画の審議
■ 理事会の開催
・第１回（５ / 16 学校経営方針の説明と承認、学校配当予算組替案の審議と承認、本年度の
活動計画の審議）
・第２回（ 10/15 学校の状況報告 、情報交換 、学校配当予算執行状況報告と予算の組替承認 ）
・第 ３ 回（ ２月 学校 自 己評 価の説 明、学 校関係 者評価 、本年 度の活 動の振 り返り 、来年 度
の活動について）
■ 地域連携推進部
・地域の団体、職場等との連携による『浜山中校区子育て七箇条』の実践
・地域学校運営ブロック協議会の開催・・・１回（６ / 24）
・地域学校運営理事会だよりの発行・・・２回（11月、３月）
・図書ボランティア・・・月２回
・あいさつ運動・・・各学期１回(７月、11月、２月)
・生徒のボランティア活動支援（長浜海岸清掃、七恵まつりなど）
・通学路の整備運動
■ 家庭教育支援部（ＰＴＡと協力 ）

・『 浜山中学校ネット見守りたい』の推進
・保幼小中連携による『浜山中校区子育て七箇条』の呼びかけ、賛同者の募集
・情報モラル講演会、浜山中の子どもを語る会の運営・・・７ /10
・通学指導、あいさつ運動の実施・・・毎月実施
・子育て支援講演会の開催・・・10 /21
・ＰＴＡ研修会（学力向上）の実施・・・10 / ３
・制服リユース・・・10 / 29 文化祭
■ 地域の宝箱運用部

・職場体験学習（３年）の協力・・・９ /16〜９ / 18
・職場訪問（１年）の協力・・・10 / １
・外部講師の活用（総合的な学習の時間、部活動等）

第1回運営理事会

第２回地域学校運営理事会を開催しました
10月15日（水 ）、第２回地域学校運営理事会を開催し、学校の状況報告と情報交換、学校配当
予 算の 執 行状 況報 告 と組 替案 の承 認 を行 いま した 。 理事の 皆さん から様 々なご 意見を いただ き
ました。

第２回理事会の概要
（１）学校状況報告及び情報交換
○学校の状況報告
・全体的に落ち着いた学校生活が送れている。
・一部生徒によるトラブル等がみられたが 、早期解決できている 。
・全国学力調査の結果と公表の方法について説明。

・体育祭は天候にも恵まれ、実りあるものとなった。
・修学旅行では失敗をしながらの経験もあり、とても良い学習ができた。
・部活動等でも、中国・全国大会への出場や、コンクールでの受賞など様々な場面で活躍し
ている。

○理事からの主な意見
・学力調査の結果を、指導にしっかりと活かしてほしい。また、点数に惑わされないように
してほしい。
・学力調査は平均点ではなく、度数分布が大切ではないか。成績がおもわしくなかった生徒
を今後どのようにして伸ばしていくのか、検討していく必要がある。
・ボランティア活動が増えていて良い。 長浜海岸清掃、敬老大会、七恵まつりのお化け屋敷、
職場 体験 学習 等に生 徒が 意欲 的に取 り組 んで いた 。それ らの 頑張る中学生の姿が小学生に良
い影響を与えている。
・家庭では洋式トイレが普及し、和式トイレが使いづらいという生徒の声がある。そこで、
学校の洋式トイレの整備について、市教育委員会へ要望した。今後も洋式トイレの整備を
要望していきたい。
・日が短くなり不審者の心配もあるため、特に下校時は地域でも見守っていきたい。

（２）学校配当予算の執行状況報告と組替の承認
・手数料、教材消耗品費、教材備品費をそれぞれ増額し、一般備品購入費を減額した。
・執行状況はおおむね良好。

（３）運営理事会だよりについて
・運営理事会だよりを年２回発行。
・ブロック協議会だよりを年１回発行。
・小中連携ふるさと教育に関する予算配当があり、ブロック協
議会だより（ふるさと教育に関する内容を含む）の発行費用に
充てる。

第2回運営理事会

理事会や生徒の活動状況
【 地域連携推進部関係 】
◆ あいさつ運動
７月、11月、2月に校舎前で２〜３日間あいさつ運動を行ってい
ま す。本年度から保護司 の皆さんも参加してく ださっています。
理 事のあいさつに対し、 生徒の皆さんは元気よ く気持ちの良いあ
いさつを返してくれています。
あいさつ運動（7月)
◆ 生徒のボランティア活動
○長浜海岸清掃
７月21日（月 ）、長浜海岸清掃に生徒有志、ＰＴＡ役員、教職員
が 約百数十人参加しまし た。朝７時から地域の 方々と協力して海
岸に流れ着いたゴミの回収に汗を流しました。
○荒茅保育園訪問
７月 31日 (木 )、 放送部 ８名が荒茅保育園を訪 問し、子どもたち
に 神話や絵本の紙芝居を 披露したり、手遊びを 一緒に行ったりし
て園児を楽しませました。
長浜海岸清掃
○七恵まつりお化け屋敷
８月14日(木)、高松地区で行われた七恵まつりで、お化け屋敷を生徒有志16名が担当しまし
た。 生 徒は 夏休 み に入 ると 、部 屋 のレ イア ウト や おどか す方法 など、 お化け 屋敷の 準備に 取
りか か りま した 。 本番 では 、生 徒 がお 化け に扮 し たり、 おどか したり して来 場者を 楽しま せ

ました。
○長浜地区敬老大会合唱部演奏
9月 15日 （ 月 ）敬 老の 日、 長 浜コ ミュ ニテ ィ セン ター にお い て長
浜地区敬老大会が開催され、合唱部10名が出演しました。曲は、北
酒場、喝采、花嫁など昭和の懐かしい歌謡曲ばかりで、参加した皆
様に楽しんでいただきました。

放送部の荒茅保育園訪 問

七恵まつりでお化け屋敷
を行った皆さん

長浜地区敬老大会に出演
する合唱部

◆図書ボランティア
本 年 度 も 図書 ボ ラ ン ティ ア ４ 名の 方に 月２ 回 のペ ース で おい で
いただき、ブックカバー貼り などの図書館の整備をしていただい
ています。

【家庭教育支援部関係】
◆浜山中の子どもを語る会
７月10日(木)、浜山中の子どもを語る会を行い、100名を超える
保護者 の皆様 に参加 いただきました。 始めに全体会を行い、 その
後高 松 ・長 浜の 学 年ご とに 分か れて 、スマ ホや LINE の 使い方 や
浜山中の子どもを語る会
ルールなどについて意見交換を行いました。

【地 域の宝箱運用部関係】
◆ 職場体験学習
９月16日（火）〜18日（木）の３日間、３年生が69の事業所等
を訪れ、３日間の職場体験学習を行いました。
職場では、実際に仕事 を体験させていただい たり、仕事への思
い や、喜び、苦労、社会 人としてのマナーなど を教えていただい
たりして 、学校では得ることのできない多くのことを学びました 。
ご協力いただいた職場の皆様、声をかけていただいた保護者や
地域の皆様、ありがとうございました。
◆職場訪問
10月１日(水)、１年生は職場訪問に出かけました。10の事業所
を 訪れ、事業所の概要や 仕事の内容を説明して いただいた後、イ
ンタビュー形式で、仕事への思いや中学生へのアドバイスなどを
聞 かせていただきました 。職場に出向き働く方 々の生の声を聞か
せていただくことで、生徒は多くのことを学びました。

職場体験学習
（作業に取り組む様子）

職場訪問学習(研修の様子)

□事務職員の件について
本年 度 より コミ ュ ニテ ィス クー ル 事業 とし て、 事 務職員 が１名 加配と なり、 黒川達 哉主事 が
勤 務し て いま す。 地 域学 校運 営ブ ロ ック 協議 会や 地 域学校 運営理 事会等 を通じ て、地 域と学 校
との連携に取り組んでいます。ご意見、ご要望等ございましたらぜひご連絡ください。

