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2012201220122012 夏夏夏夏のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    終終終終わるわるわるわる    

 学校支援ボランティアコーディネーター（以下「VC」）の今年度の夏の活動も終了し、2

学期が始まりました。学校支援センターは、昨年度より９校多い 26 校の小中学校の取り組

みを参観・取材させていただきました。 

 今年度、特に感じたことは、小中連携した取組が増えてきたこと、実施講座数が増えてき

たことです。 

 VC の活動日誌を拝見しますと、「VC だけでは大変だ」というものがありました。そんな

ときこそ、保護者の協力を得てはいかがでしょうか。そんな中から、保護者の企画・指導に

よる講座を開設している学校もありました。 

 サマースクールには、普段の授業では体験できないことを体験させてあげたいという目的

もあると思います。地域支援理事の皆さんのご理解･ご協力を得て、地域ぐるみで取組むと、

スクールボード校の新たな展望も見えてくるのではないでしょうか。 

 

  

小川小サマークラブ「どうしたらよく飛ぶか竹とんぼ」 七国山小サマースクール「華道協会の方とＶＣ」 

  

鶴三小サマースクール「活けた花と会話をします」 南一小わくわくスクール「スポーツチャンバラ」 

 



  

忠三小サマースクール「校内掲示のポスター」 忠生小サマースクール「デイキャンプで米をとぐ」 

  

山崎小サマースクール「地域支援理事によるすいとん」 ゆくのき学園大戸小「法政大学と連携したエコダンス」 

小中連携小中連携小中連携小中連携    フラッグアートのフラッグアートのフラッグアートのフラッグアートの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

 今年度も、玉川学園･南大谷地区の小中学校が玉川大学と連携して「フラッグアート」の製作を始

めました。今回は、南大谷中学校１年生の製作を参観しました。「オーロラ」をテーマに、絵の具を

スプレーで生地に吹き付け、ぼかし効果を狙いました。その上に、玉川学園町内会の発足 84 周年を

記念して「84」という数字を、小さなハートの切り抜きを利用して描いていきました。 

 今後、町田第五小学校、南大谷小学校と製作が続き、出来上がった作品は恩田川沿いと玉川学園駅

前通りに展示されることになっています。地元の方が楽しまれるだけでなく、地域の団体の方が参観

にこられたりしています。小中連携の取組みに、今後も期待しております。 

  



２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    サマースクールサマースクールサマースクールサマースクール    講座開設集計講座開設集計講座開設集計講座開設集計    

講座内容 開設数   内 容 ・ 備 考 等 

和洋ダンス １８ 親子ダンス フラダンス ベリーダンス ヒップホップダンス 

盆踊り 手話ダンス クラシックバレエ チアダンス  

サッカーなど １１ フラッグフット タグラグビー  

卓球 ８  

水泳など ６ 水球 

キンボール ５  

バスケット ５  

テニス ４  

バレーボール ３  

器械体操 ３ 跳び箱教室 さかあがり教室 

バドミントン ３  

武道 ３ 空手 合気道  

スポーツ系 １１ グランドゴルフ ラクロス チャンバラ トランポリン ライ

ンクッブ 脳トレ 野球 陸上 

国語 ２３ 図書 書道 演劇 漢字 詩吟 百人一首 うちわに墨で字を

書く お話探検隊 

社会 ４ 七輪体験 地域探検 

算数 ４  

理科 ３０ 桜美林大学講座（植物標本・星・化学・虫）CD ディスクで遊ぼ

う 磁石の秘密 大きなシャボン玉 星座早見盤 電気自動車 

葉脈しおり ペットボトルロケット 浮沈子 植物の秘密  

音楽 １９ 和太鼓 ボディーパーカッション 打楽器で遊ぼう アコース

ティックギター アフリカンドラム 琴 キーボード ドラム  

図工 ９２ 絵手紙 紙すき 折り紙 陶芸 デザイン画  ペーパークラ

フト 紙ブーメラン どんぐり工作 バルーンアート 消しゴ

ムはんこ プラバン 竹細工 ひも工作 食品サンプルストラ

ップ 箱のパズル かわり絵 布ぞうり パステル画 木っ端

でおもちゃ ポスター タイル画 キラキラ星ストラップ 読

書感想画 風車 水車 皮細工 墨絵 焼き板        

家庭 ３５ 料理 手芸 手作り味噌 菓子作り 水餃子 きめこみパッチ

ワーク カルメ焼き シュシュ オリジナル香水 すいとん 

クッキー ミサンガ かぎ編みアクセサリー 

外国語 １０ 英語で遊ぼう ベトナム語 七ヶ国語で話そう 英会話  

パソコン ７ PC でカードを作ろう 

和洋の花 １５ 華道 お花を生けよう フラワーアレンジメント プリザーブ

ドフラワー 押し花 ペーパーバッグアレンジメント 

茶 ３ 茶道 

その他 ４０ 浴衣着付け＆所作 将棋 手話 手品 起震車体験 デイキャ

ンプ テント張り トリミング 犬ふれあい 国際交流 自然

体験 保育体験 校内探検 アルミ缶でご飯を炊く 南京玉す

だれ 竹馬 けん玉 祭囃子 ザリガニ釣り 畑観察＆除草 

留学生との交流（タイ・インドネシア・フランス・フィンランド）  



【【【【報告事項報告事項報告事項報告事項】】】】        

10101010 月月月月 4444 日日日日（（（（木木木木））））学校支援学校支援学校支援学校支援ボランティアコーディネーターボランティアコーディネーターボランティアコーディネーターボランティアコーディネーター研修会研修会研修会研修会開催開催開催開催    

 学校支援センターと連携団体である生涯学習インストラクターの会が合同で、研修会を開

催することになりました。講師を、昨年度の感謝状贈呈式でご講演いただいた、東京学芸大

学の松田教授にお願いしました。お話がわかりやすいと好評でしたので、前回とは違った角

度からご指導いただきたいと思っています。 

 テーマは、「学校教育や生涯教育にかかわるボランティアの活動場所をいかに拡大していく

か」等を考えております。10 月 4 日（木）午後 1 時 30 分から、新庁舎 2 階の市民協働スペ

ースで行います。ぜひ、たくさんの方々のご参加をお待ちしております。 

 詳細に関しましては、案内状を同封させていただきました。出欠席については、同封の案

内にご記入の上、9 月 24 日（月）までに、学校交換便、またはＦＡＸにて送ってください。 

 

学校支援学校支援学校支援学校支援ボランティアコーディネーターニュースボランティアコーディネーターニュースボランティアコーディネーターニュースボランティアコーディネーターニュース「「「「支援支援支援支援」」」」がががが    

市民協働応援市民協働応援市民協働応援市民協働応援ルームルームルームルームにににに置置置置かれますかれますかれますかれます 

 これまでも折に触れてお話させていただきましたが、町田市では市民協働の街づくりを目

指しております。新庁舎 2 階には市民協働推進課という部署があり、協働の動きを支援して

います。 

 学校支援センターの活動も市民協働の一環として注目されており、新庁舎落成式では 2 階

の市民協働スペースにおいて活動内容を紹介するよう依頼を受け、写真等を展示させていた

だきました。 

その後、学校支援センターの活動をより詳しく知っていただくため、「学校支援ボランティ

アコーディネーターニュース 支援 41 号」を持参したところ、「支援」を市民協働スペース

に置き、市民の皆さんにも手に取ってもらえるようにしてほしいと要請を受けました。今後

「支援」は市民協働スペースに置かれ、私たちの活動を更に広く市民に広報していくことと

なりました。 

 つきましては、これまで以上に「支援」の文章や写真のチェックに慎重を期したいと思い

ますので、ご協力を宜しくお願いします。 

 

2012201220122012 第第第第 2222 回回回回    学校支援学校支援学校支援学校支援ボランティアコーディネーターボランティアコーディネーターボランティアコーディネーターボランティアコーディネーター    

地区別地区別地区別地区別ミーティングミーティングミーティングミーティング開催開催開催開催にににに向向向向けてけてけてけて 

 5～6 月の第 1 回学校支援ボランティアコーディネーター地区別ミーティング（以下 VCM）

でもお願いしましたが、第 2 回 VCM を各地区の中学校を会場として 9 月中に開催していた

だきたいと思います。今年度の重点項目の一つとして、小中の VC の連携を挙げております。

この意味でも中学校を会場に中学校の VC も一緒に地区毎にミーティングを行うことは、と

ても有益だと思います。なお、第 1 地区が 9 月 18 日（火）午後に開催予定となっておりま

す。 

また、中学校だけでのミーティングも、開催する予定です。ぜひご参加いただき、2 学期

の活動の参考にしていただきたいと思いますので、宜しくお願いします。 


