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例年にも増して見事だった今年の町田の紅葉も終わり、冬らしく霜が降りるようにな
りました。２学期の活動も終わり、新年を迎えるばかりとなりました。今年もご活動い
ただきありがとうございました。

大学とのよりよい
大学とのよりよい連携
とのよりよい連携に
連携に向けて
学期末に、学校支援センターとして大学との連携を深める機会を得ましたので紹介します。

11 月 27 日（土）多摩ネットワーク
多摩ネットワーク報告会参加
ネットワーク報告会参加（
報告会参加（明星大学にて
明星大学にて）
にて）
12 月 ２日（木）東京家政学院大学地域フォーラムに
東京家政学院大学地域フォーラムに参加
フォーラムに参加（
参加（東京家政学院大学にて
東京家政学院大学にて）
にて）
12 月 ３日（金）法政大学多摩ボランティアセンター
法政大学多摩ボランティアセンター髙井
ボランティアセンター髙井さんと
髙井さんと情報交換
さんと情報交換（
情報交換（第 2 回１地
区ボランティアコーディネーターミーティング 相原小学校にて
相原小学校にて）
にて）
東京家政学院大学と法政大学には、町田市学校支援センター発行の「学校支援ボランティア
登録用紙」を置かせていただけることになりました。以前より置かせていただいている玉川大
学・明星大学と合わせて４大学に置かせていただけることになりました。また、多摩ネットワ
ーク報告会では、登録用紙を 100 部、配布していただきました。
学校支援センターとしましては、市内の公立小中学校の児童生徒のため、学校支援のため、
学生のスキルアップのために、今後とも積極的に連携を深めていきたいと思います。皆様の地
域でも近隣大学は人材の宝庫ですので、門をたたき連携を深められてはいかがでしょうか。
学校支援センターに声をかけていただければ、ご一緒することも可能かと思います。

11 月 27 日（土）学術文化ネットワーク
学術文化ネットワーク多摩
ネットワーク多摩

12 月 ２日（木）東京家政学院大学地域フォーラム
東京家政学院大学地域フォーラム

「学生教育ボランティア
学生教育ボランティア報告会
ボランティア報告会」
報告会」へ参加

「地域交流会 2010」
2010」へ参加

学術文化ネットワーク多摩とは、多摩地区で

東京家政学院大学では、「地域社会への貢献を大学の

「大学間連携」
「地域の人財育成と教育力アップ」 重要な使命のひとつととらえています。」という考えに立っ
て、自治体や事業所と連携した活動を行なっています。
「国際交流」「環境・福祉貢献」を 4 本柱に活動
している産官学連携の機関です。大学間連携事業

今年度から、小学校教職課程も開始されたとのことで、

のなかに「学生教育ボランティア」があります。

支援センターとしましても町田市全体の学校とも連携を深

アクセスの関係で町田市とはつながりにくいです

めていただくため行動していきたいと考えております。

が、今後も連携していきたいと思っています。

基調講演：安倍昭恵氏

学生ボランティアサークルによる
活動事例報告（安全ボランティア）

1 地区 第 2 回ボランティアコーディネーターミーティング 開催される
開催される
夏の地区別ボランティアコーディネーターミーティン
グに続き、町田市西部の小学校第１地区（相原・小山・
小山田地域）で 2 回目の地区ミーティングを行うという
連絡を受け、参加させていただきました。当日は、新し
く配置された小山田小学校の 2 名のボランティアコーデ
ィネーターや法政大学多摩ボランティアセンターの方も
参加して、総勢 1８名で活発に話し合いが行われました。
まず、第一地区で作成している連絡網についての報告が
あり、法政大学多摩ボランティアセンター 高井氏より、
学生ボランティアサークルと地域をつなぐ組織「ブリッヂ」の立ち上げから多摩ボランティアセン
ター設立までの説明を受けました。
続いて学校支援センターが、桜美林大学アウトリーチ事業報告、多摩ネットワークや東京家政学
院大学地域フォーラムに参加したことの報告を行いました。
その後、各校ごとに取り組みの報告がされ、情報を交換しました。2 学期らしく、劇団員による劇
の指導、農家見学、稲刈り、収穫祭、お囃子の指導などが目立ちました。
その中で、以下のような課題も出されました。
①コーディネーターのはずが、活動の支援になってしまっている。
②先生が自ら地域にネットワークを広げ人材を探してくださるので、コーディネーターとして
何をやったらよいのかわからない。
③学校が求めているボランティアはどんな分野かよくわからない。
それぞれの課題に対し、下記のような説明がなされました。
①ボランティアコーディネーターはその学校のボランティアのリーダーとしての側面もあり、ボラ
ンティアの方が活動しやすいように準備したり支援したりすることも、コーディネーターの活動と
して考えられます。ただし、コーディネーターがメインとして活動されたときはコーディネーター
の活動として認められませんので、活動日誌には記入しないでください。
（学校支援センター）
②先生方が地域の方にネットワークを広げ人材を見つけ、ゲストティーチャーとして授業に来てい
ただくのはうれしいことで、だれがボランティアさんと学校とをつないで下さっても結構だと思い
ます。コーディネーターとしてその活動や連絡先を記録しておき、教員の異動等あっても次年度の
その学年に昨年度の例として提示できればよいと思います。
（学校支援センター）
③学校が求めているボランティアとは、町田市の小中一貫「町田っ子カリキュラム」の中の『キャ
リア教育：職場体験』『食育：農家の地産地消』『規範教育：ボランティア人材や見守り隊へのあい
さつ等』
『英語活動：ＡＴＬ外国人教師・担任の授業・ボランティアの参加』をヒントにしてはどう
か。（会場校副校長）

「みんなの生涯学習
みんなの生涯学習」
生涯学習」に町田市の
町田市の取り組みが掲載
みが掲載
東京都教育庁生涯学習部発行「みんなの生涯学
習 No.102」
（2010 年 12 月 15 日発行）
に町田市の学校支援の取組が掲載
されました。取材・原稿作成におい
ては、町田第一小学校・忠生公園の
皆様方に御協力いただきました。
ありがとうございました。

第 2 回 ＭＧＮネットワーク
ＭＧＮネットワーク推進会議
１１/１７）
１７）
ネットワーク推進会議（
推進会議（１１/
町田市では、地域人材の紹介やコーディネーター間のコミュニケーションの活性化を目的に、
情報通信技術を活用した町田市独自の仕組みであるＭＧＮ（「町田市学校支援ネットワーク」の
略）の導入を進めています。モデル校 12 校（昨年度からは 4 校、今年度からは 8 校）の副校
長・ＶＣに参加していただき、今年度 2 回目のＭＧＮ推進会議が、開校したばかりの小山中央
小学校ＰＣルームにて行われました。モデル校の皆様に提出していただいたモニタリングシー
トに基づき、改良を要する点、より詳しく操作説明を
必要とする点等、一つ一つを明確にし、より使いやす
いシステム構築を進めてまいります。
会議の最後の山口統括指導主事の挨拶の中で、予
算がともなわないとできないことですが、来年度はあ
と 10 校ほどモデル校を募集したいという話がありま
した。そうなった場合、皆様の所属校は希望するのか
どうか、打ち合わせておいていただければと思います。

各学校の
各学校の取組
【忠生第三小学校】
忠生第三小学校】3 年生

「農家の
農家の人の今日を
今日を知る」 学校近くの農家の畑にて、植え 「 野菜の
野菜の 即売のお
即売のお手伝
のお 手伝い
手伝 い」 即売用のポスターづく
てある野菜について説明していただき、子どもたちは畑の仕 り、値段表づくり、菊の花のパック詰め、レジ係、試食
事に対しての質問をしました。
をすすめたり、たくさんお手伝いをしました。

【町田第三中学校】
町田第三中学校】
「華道協会による
華道協会による家庭科
による家庭科クラブ
家庭科クラブ指導
クラブ指導」
指導」
家庭科部で華道協会の方に生け花をご指導いただき
ました。完成した作品は、文化祭の会場を華やかに
盛り上げました。華道協会の方には、多くの学校が
ご指導いただいております。

指導している様子

作品を展示

【木曽中・
木曽中・木曽境川小】
木曽境川小】 合同落ち
合同落ち葉集め
葉集め
木曽中学校 2 年生と木曽境川小学校の 4 年生との合同の地域清掃活動が行われました。昨年
度は新型インフルエンザの流行で中止となった行事で、今年度、復活させたとのことでした。
はじめに、地域のボランティア団体の紹介があり、何ケ所かに分かれて落ち葉集めを中心に活
動しました。
のぼりを立てて地域の方々にもアピールしながら、１時間ほど清掃活動を行いました。小中
学校 4 名のコーディネーターさん、ご苦労様でした。

ボランティアコーディネーター新設置校紹介
ボランティアコーディネーター新設置校紹介
小山田小学校に続いて、これまでボランティアコーディネーターが未設置だったつくし野小
学校と南第一小学校でも以下の方が決定しましたので紹介します。
つくし野小学校 岩本さん
南第一小学校

内藤さん

先輩コーディネーターの皆
さんのご支援・ご指導をよろし
くお願いします。

2011 年 2 月 21 日（月） 開催
町田市学校支援ボランティア
ボランティア感謝状贈呈式
感謝状贈呈式への
への参加呼
参加呼びかけ
町田市学校支援
ボランティア
感謝状贈呈式
への
参加呼
びかけ
今年度の感謝状贈呈式が行われます。ボランティアコーディネーターの皆様、各校の校長先生宛に参加申込書を
送付してありますので、ご都合のつく方はその用紙に記入いただき、ぜひ参加してください。
日時 ２０１1 年２月２１日(月)

14 時から 16 時 30 分まで

会場 町田市民フォーラム 3 階ホール
時程 13:45 開場
【予定している内容】

14:00 開会

16:30 閉会

感謝状贈呈/学校事例紹介：本町田小学校、大戸小学校、南大谷中学校
記念講演：佐藤晴雄氏（日本大学文理学部教育学科 教授）

