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指導課長 小池 愼一郎 

2012201220122012 年度年度年度年度    第第第第２２２２回地区別回地区別回地区別回地区別コーデーネーターミーティングコーデーネーターミーティングコーデーネーターミーティングコーデーネーターミーティング    

 地区別学校支援ボランティアコーディネーターミーティング（以下「VCM」）が、第一地

区を皮切りに始まりました。4 月 11 日の VC 説明会でもお話したように、今年度、学校支援

センターは、「VC の小中連携」を重点の一つにしております。そのためもあり、会場を地区

内の中学校にお願いし、中学校の VC にも参加をしてもらい、これまで以上に小学校と中学

校との VC が連携しやすいように設定してみました。情報交換の中で、小中で共通する話し

合いができればと思います。 

中学校の VC の皆さんにとっては初めてのことで、連絡等でいろいろとご苦労をおかけい

たしました。今後、徐々に他地区でも開催されます。たくさんの方にご出席いただいて、活

発な会にしたいと思いますので宜しくお願いします。 

 

1：小学校              

参加主体は地区内の小中学校の学校支援ボランティアコーディネーター。近隣の希望校も参加可能  
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1 1 小山田小  1 武蔵岡中  4 
 
町田第一小   町田第一中  

 2 小山田南小  1 小山田中   
 
町田第二小   町田第二中 ◎ 

 2 小山小   堺中   
 
町田第三小   薬師中  

 2 小山ヶ丘小  1 小山中 ◎  
 
町田第四小     

9月18日（火） 2 小山中央小     10月17日（水） 

 
町田第五小     

13:00～14:30 2 相原小     14:00～16：00  

 
藤の台小     

小山中学校 1 大戸小     町田第二中学校 

 
本町田東小     

2  本町田小   町田第三中  5 
 

町田第六小   南大谷中  

  忠生小   忠生中   
 

南大谷小   成瀬台中 ◎ 

  忠生第三小   山崎中 ◎  
 

南第二小  南成瀬中  

  山崎小   木曽中   
 

成瀬台小     

10月10日（水）  木曽境川小     10月19日（金） 

 
高ヶ坂小     

14：00～16：00   七国山小     14：00～16：00  

 
成瀬中央小     

山崎中学校  図師小     成瀬台中学校 

 
南成瀬小     

3  鶴川第一小   鶴川中  6  南第一小   南中 ◎ 

  鶴川第二小   鶴川第二中 ◎   南第三小   つくし野中  

  鶴川第三小   金井中    南第四小     

  鶴川第四小   真光寺中    つくし野小     

10月18日（木）  金井小      10月9日（火）  小川小     

10：00～12：00  大蔵小     10：00～12：00  鶴間小     

鶴川第二中学校  三輪小     南中学校  南つくし野     

              
2：中学校            

これまで実施してきた中学校の VCM は、後日、開催する予定です。改めてご連絡いたしますので、

宜しくお願いします。 

 



大蔵小学校大蔵小学校大蔵小学校大蔵小学校    5555 年生年生年生年生    歴史歴史歴史歴史あるあるあるある「「「「大蔵田大蔵田大蔵田大蔵田んぼんぼんぼんぼ」」」」でのでのでのでの稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり        

 おそらく市内のトップを切って、鶴川第四小学校と大蔵小学校で稲刈りが行われました。鶴川音頭

の歌詞にもありますが、大蔵地区は昔から市内では田んぼの多い地域です。 

学校から歩いて大蔵田んぼに向かいます。周りをすっかり住宅に取り囲まれていますが、その一角

だけは水田で、畦には数珠玉が茂っていました。イナゴがぴょんぴょん跳び、蛙も棲んでいて、水を

抜いた田んぼの端の水溜りにはザリガニがたくさん見られました。田んぼはかなりの広さで、１反は

ゆうに超えるかと感じました。隣の田んぼには前日に鶴川第四小学校が稲刈りをした稲わらが、「は

ざ」に干してありました。 

NPO「大蔵の田んぼを育む会」の方、東京農業大学の学生の指導の下、保護者の皆さんにお手伝い

いただいての稲刈りでは、大蔵田んぼは「不耕起栽培」なのでなるべく根元から刈り取ることなど教

えていただきました。大蔵田んぼの取り組みは、数年前に読売教育賞を受賞したことで知られていま

す。市内の田んぼは 10 月近くになってから稲刈りを行うことが多いのですが、大蔵田んぼでは昨年

度の 3 学期には籾を塩選水し、田植えも他より早かったそうです。「キヌヒカリ」という銘柄の稲わ

らはまだ青々としていて、独特の香りはあまりしませんでしたがしっかり実っていました。「やや良」

といった作柄でしょうか。 

 まだ、残暑が厳しい中、児童は一生懸命に稲刈りをし、半分以上は刈り取りました。後の半分は残

りのクラスが刈るのだそうです。このくらい刈って、初めて稲刈りの大変さがわかるのだと思いまし

た。最後に落穂ひろいをやりました。 

 実るほど、頭をたれる稲穂かな、青田刈り、瑞穂の国など、稲作が起源の言葉は多いですが、日本

人の歴史や文化の土台になっている稲作体験ができる学校は恵まれています。支援者に感謝をしつつ、

田んぼを後にしました。 

  

  

南大谷小学校南大谷小学校南大谷小学校南大谷小学校 4444 年生年生年生年生 5555 年生年生年生年生    NPONPONPONPO 法人法人法人法人スポーツスポーツスポーツスポーツ塾塾塾塾 JJJJ. . . . VICVICVICVIC ががががスポーツスクールスポーツスクールスポーツスクールスポーツスクール指導指導指導指導        

    南大谷小学校では秋の運動会に向け、NPO 法人 J.... VIC のご協力の下、日本体育大学陸上部総監督

の水野増彦先生、J.... VIC 理事長の長谷洋子先生他、6 人のコーチ陣による陸上指導が行われました。 

 準備運動のあと、あらかじめ児童の希望者 12 名の 50 メートル走のタイムを計っておきます。腕･

肩の動きをよくする運動を付け加えたランニングサーキットを行ったあとは、腿上げ、地面のキック

の仕方を練習しました。その後、これらを組み合わせて「ラダー」を使ってフォームを改善していき

ました。見る見るうちにフォームがよくなり力強くなっていきました。監督の「自分でリズムを作っ

て」という言葉が印象的でした。腕立て伏せの体制からスタートしたり、前半は腕を振らずに、後半

から腕を振る走り方をやらせたりして、前傾姿勢や腕の振り方の必要性を体感させました。とにかく

練習メニューの引き出しが多く、スモールステップな指導であることを感じました。 

 最後に、もう一度 12 人のタイムを計ります。走る前に 12 人に円陣を組ませ気合とともに「氣」を



いれます。見ている児童も一生懸命応援しました。その結果、全員がこの 2 時間の指導で 0.5～0.02

秒早くなりました。 フォームを改善する指導とともに児童の意識も変えているのだと感じました。

担任は、「とても一生懸命取組んでいる。いつもは体育が苦手な児童も笑顔でやっている。だんだん

理解して指導のとおりやろうとしている」と話していました。 

 児童の感想では「姿勢を低くすることを初めて知った」「これまでの体育で一番楽しかった」「いろ

いろなトレーニングがやれてよかった」「ちょっと速くなったことが実感できた」などがありました。 

 ちなみに、体感するために参加した岡田統括コーディネーターは、あこがれの水野先生、そして現

役選手に指導していただき大変有意義なひと時を過ごしておりました。芝生の上でのスプリント・ト

レーニングでは自分の学生時代を思い出していたようです。最後、現役選手の 110mJH のハードル

走に子どもたちが歓声を上げていました。選手の皆さんには「憧れの大人」として長く競技を続けて

いただき、この取り組みが長く続いてくれることを願っています。 

 太田 VC は、初めに「運動会前の走り方の授業」の話があがったとき、「面白そう！子どもたちが

喜ぶ！」と直感したそうです。「J-VIC の方との電話での打ち合わせでも色々なアイディアをいただ

き、 詳細が決まるにつれて、私も先生方もワクワクでした。 雨対策は考えてはいたものの、お天気

だけが心配でした。 当日は 2 日間とも天候に恵まれ、予定通り校庭でのプログラムを行うことがで

きました。緑の芝生の上で額に汗を光らせながら真剣に指導を受ける子どもたちや先生方と、心地よ

い汗を流せました。 児童数に対しての指導者の人数がちょうど良い具合で、本当に有意義な時間が

過ごせました」とのことでした。 

 あらためて専門家･プロのすばらしさを実感するとともに、このような人材を探しつなげたいと思

いました。 

  

  

中学校中学校中学校中学校２２２２年生年生年生年生「「「「職場体験職場体験職場体験職場体験」」」」始始始始まるまるまるまる    

 今年度も中学 2 年生の職場体験が始まりました。中学生が体験でお世話になった小学校もあるかと

思います。教育委員会指導課・学務課においても、各々2 名計 4 名が体験しました。事務作業、交換

便の配送作業、セーフティーボランティア、学校支援センター取材、若手公務員インタビューなどを

体験しました。 

 今回の取材体験では本町田東小学校にお邪魔しました。本町田東小学校では、多くの学生がボラン

ティア活動を行っています。取材当日は玉川大学の学生1名が、水泳指導補助をがんばっていました。

天候によって授業内容が変わったり、学生が急にこられなくなったりし、VC のご苦労はありますが、

人手をかけた児童へのきめ細かい指導が行き届いていると感じました。次の写真は実際に中学生が撮

影した写真です。中学生は、自分たちが大学生になったらボランティアをやりたいと思ったそうです。 

今年のサマースクールでは、中学生や高校生のボランティアをコーディネートした学校もありまし

た。人間とかかわる、社会とかかわる体験の少ない中学生にとって、職場体験は様々な可能性を持っ



ていると感じています。地域とかかわるという観点に立つならば、職場体験先を地域で学校が（VC

が）開拓する動きが出てくると思います。小学校の地域探検や職場見学の流れを継いで、中学校のよ

り本格的な職場体験ができればと思います。 

  

  

【【【【連絡連絡連絡連絡事項事項事項事項】】】】        

●●●●東京都東京都東京都東京都教育支援教育支援教育支援教育支援ボランティアボランティアボランティアボランティアコーディネーターミーティングコーディネーターミーティングコーディネーターミーティングコーディネーターミーティング案内案内案内案内（別紙参照）（別紙参照）（別紙参照）（別紙参照）        

○テーマ 「防災」の観点から学校支援を考える  

○日時 平成 24 年 10 月 30 日（火）14：00～17：00  

○会場 東京都教職員研修センター 703 研修室等 （最寄駅：JR 総武線水道橋） 

○プログラム  

【話題提供】「学校における防災教育の取組状況と“学校支援”への期待」  

  矢崎 良明さん（板橋区立志村第一小学校校長、全国学校安全教育研究会会長）  

【分科会】地域コーディネーターによるレポートと意見交換  

  ①企業との連携した防災の取組事例から考える  

   事例「小学校を拠点とした『水の防災プログラム』づくり」 （板橋区）  

  ②小学校における防災の取組事例から考える  

   事例「防災キャンプや町会と連携した防災訓練」 （文京区）  

  ③中学校における防災の取組事例から考える  

   事例「七町会・自治会合同防災訓練への中学生参加」 （江戸川区）など  

○対象 （定員：60 名） 学校支援ボランティアコーディネーター他  

○申込 参加されたい方は、別紙チラシを参考に直接東京都へ申し込んでください。 

    

●●●●東京都東京都東京都東京都    教育支援コーディネーター・フォーラム教育支援コーディネーター・フォーラム教育支援コーディネーター・フォーラム教育支援コーディネーター・フォーラム    案内案内案内案内（別紙参照）（別紙参照）（別紙参照）（別紙参照）    

○日時 平成 24 年 12 月 1 日（土）10：15～16：30  

○会場 東京都庁第一本庁舎 5 階「大会議場」   

○プログラム  

【全体会】10：15～12：30「教育支援コーディネーターと企業・団体との交流」 

【分科会】13：30～16：30  

  分科会①「大会議場でワールドカフェ～地域・社会資源と学校教育～」  

  分科会②「放課後子供教室と企業・大学・NPO・団体等との連携を考える」  

○申込 行政団体ごとの一括事前申請が必要です。学校支援センターに、11 月 14 日（水）までに 

別紙にて交換便か FAX で申し込んでください。        


