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 生涯学習の成果を生かす場の拡充を実現させるために、市内公立小・中学校のボランティアコーディネ

ーター（以下「VC」）と、連携団体である「生涯学習インストラクターの会」「生涯学習コーディネーター

の会」合同の研修と情報交換の場を持ちました。町田市が推進している地域協働の学校づくりを推進する

ためにも、こうした横のつながりが求められているのですが、うれしいことに 80 名近くの関係者が町田

市役所新庁舎 2 階の市民協働おうえんルームにご参集くださいました。生涯学習インストラクターの会の

川田会長の挨拶のあと、東京学芸大学の松田 恵示教授が「生涯学習の成果を生かす場の拡充」という演

題で講演され、続いて、山崎中の小寺 VC と町田第一小の相澤 VC お二人から事例報告がありました。ご

講演と事例報告を受けて、さらに深め広げるためにグループワークを行いました。各グループは「生涯学

習インストラクター」「生涯学習コーディネーター」「学校支援 VC」によって編成され、今後連携してい

く上での課題を話し合いました。参観いただきました本事業の東京都御担当者様、生涯学習センター様、

市民協働推進課様、市内小中学校 校長会様、ありがとうございました。 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

写真左：松田教授の講演 右：出身団体混成のグループワーク 

10/4（木）13:30～16:00  町田市役所 2 階市民協働おうえんルームにて 

【【【【基調講演基調講演基調講演基調講演】】】】    

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの成果成果成果成果をををを生生生生かすかすかすかす場場場場のののの拡充拡充拡充拡充 

東京学芸大学東京学芸大学東京学芸大学東京学芸大学    松田松田松田松田    恵示恵示恵示恵示    教授教授教授教授    

◇「学び」「学び」「学び」「学び」とは「出会い」「出会い」「出会い」「出会い」 

・子供は「自の世界自の世界自の世界自の世界（子供が経験を通して築いた領域・・家庭など）」と「学びの世界学びの世界学びの世界学びの世界（中間領域・・

学校など）」と「他の世界他の世界他の世界他の世界（学び・遊び・交流など無限の領域）」の中で成長する。 

◇大人の役割は 3 種類 

・「自の世界」の大人の役割は、「世世世世話する大人」話する大人」話する大人」話する大人」である。 

・「学びの世界」の大人の役割は、「ガイドする大人」「ガイドする大人」「ガイドする大人」「ガイドする大人」である。 

・「他の世界」の大人の役割は、「見守る大人」「見守る大人」「見守る大人」「見守る大人」である。 

◇社会関係は 3 種類 

・他人・他己・他者他人・他己・他者他人・他己・他者他人・他己・他者である。 

・「他人」・「他人」・「他人」・「他人」→→→→「知らない」から「関わらない」「知らない」から「関わらない」「知らない」から「関わらない」「知らない」から「関わらない」 

・「他己」・「他己」・「他己」・「他己」→「知っている」から「関わる」「知っている」から「関わる」「知っている」から「関わる」「知っている」から「関わる」    

・「他者」「他者」「他者」「他者」→→→→「知らない」けれども「関わる」「知らない」けれども「関わる」「知らない」けれども「関わる」「知らない」けれども「関わる」 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

◇「知らない」「知らない」「知らない」「知らない」ことをもたらしてくれる人に出会うことで「学び」「学び」「学び」「学び」がある。    

・「ガイドする人」「ガイドする人」「ガイドする人」「ガイドする人」は「知らない」「知らない」「知らない」「知らない」けれども「関わる」「関わる」「関わる」「関わる」関係関係関係関係であり、「他者「他者「他者「他者関係」関係」関係」関係」である。 

・今の学生は、「他者関係」「他者関係」「他者関係」「他者関係」に苦手の人が多い。 

◇「つながり」「つながり」「つながり」「つながり」とは「ものの見方」「ものの見方」「ものの見方」「ものの見方」の違う人たちが一緒にやっていくこと 

・人には変換装置があり、それを「ものの見方」「ものの見方」「ものの見方」「ものの見方」という。 

 ・子供と大人は「ものの見方」「ものの見方」「ものの見方」「ものの見方」が違う。 

・「わかり合えない人」同士がいっしょにやっていくことが「社会」である。 

・目標を共通に持つところからしかコミュニケーションはとれない。 

・「目標」でつながる「他者関係」＝「知らない人と近さ遠さの両面を持って一緒にやっていく関係」

であることを自覚する＝チームワーク 

◇子供の成長には、「世話」「ガイド」「見守り」「世話」「ガイド」「見守り」「世話」「ガイド」「見守り」「世話」「ガイド」「見守り」の３種類の大人が必要 

・子供は「みんな＝地域総がかり（家庭＋学校＋地域）」で育てる必要がある。 

・成長を直接支える「ガイド」＝他者体験を子供たちに豊かに与えるのが地域からの「教育支援」「教育支援」「教育支援」「教育支援」の

意味 

◇「ガイドする人（学校支援者も含まれる）」の適切なスタンス「ガイドする人（学校支援者も含まれる）」の適切なスタンス「ガイドする人（学校支援者も含まれる）」の適切なスタンス「ガイドする人（学校支援者も含まれる）」の適切なスタンス    

・・・・「「「「ガイドガイドガイドガイドする大人」する大人」する大人」する大人」は、「ルールと親密さ「ルールと親密さ「ルールと親密さ「ルールと親密さ////こわさとやさしさこわさとやさしさこわさとやさしさこわさとやさしさ////距離と親しさ距離と親しさ距離と親しさ距離と親しさ////遠さと近さ」遠さと近さ」遠さと近さ」遠さと近さ」の両面 

 を同時に持っている人のことである。 

◇「大人」にとっての教育支援教育支援教育支援教育支援の意味 

・「教育支援」「教育支援」「教育支援」「教育支援」を通じて、大人も様々な「つながり」「つながり」「つながり」「つながり」を持つことができる。このことが自分自身の「生「生「生「生

きがい」きがい」きがい」きがい」につながる。 

 ・大人にとっても子供は自分を成長させてくれる「他者」「他者」「他者」「他者」となりうる。 

 ・「教えることによって学ぶ」「教えることによって学ぶ」「教えることによって学ぶ」「教えることによって学ぶ」大人へ 

・「教育支援」「教育支援」「教育支援」「教育支援」を通じて、地域のコミュニティが活性化し、住みやすい環境を自分たちで整備するこ

とに繋がる。 

◇高知県土佐町の「生涯楽習学校」「生涯楽習学校」「生涯楽習学校」「生涯楽習学校」ほか  

  ・ 

【【【【事例発表事例発表事例発表事例発表】】】】    

学校支援学校支援学校支援学校支援ボランティアとしてボランティアとしてボランティアとしてボランティアとして                                                                        山崎中学校山崎中学校山崎中学校山崎中学校 VCVCVCVC    小寺小寺小寺小寺    法子氏法子氏法子氏法子氏 

活け花は古くからの日本文化。次代を担う子供たちは、活け花を知らないか興味がないというのが現

状。興味を持ってほしいので、華道協会では 7年位前から毎年体験会を行い、今ではリピーターもいる。

市内中学校の美術の授業で活け花を行なっている。サマースクールでは活け花のゲストティーチャーを

した。最初に VC と連絡をとり、講座の時間や場所を決め、次に、学校側の要望を聞いて計画に取り組

んだ。サマースクールには多くの講座があるため、活け花に興味をもってくれる子供がいるか心配だっ

た。実施前の不安感と実施後の達成感、子供たちの「やってよかった」「楽しかった」という感想を聞

いた後の充実感が次の活動(継続）につながる。今回のサマースクールでは、実施校近くの活け花の先

生にも協力いただいた。  

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としてボランティアコーディネーターとしてボランティアコーディネーターとしてボランティアコーディネーターとして                                        町田第一小町田第一小町田第一小町田第一小 VCVCVCVC    相澤相澤相澤相澤    真理氏真理氏真理氏真理氏 

学校支援ボランティア希望者への面接をふまえて学校ニーズ・ボランティアの特性を加味した適正な

配置を意識している。ボランティア活動終了後には振り返りやねぎらいの時間をとる。情報の共有化が

大切で、前日連絡はしっかりとる。学生ボランティアが入ることで大きな成果を求めるのではなく、学

級に入る意義を伝える。活動の継続性を保つためにもお礼に使用する上でも、記録（写真）に残すこと

が有効。「時間割り振り用紙」を作って、人手の必要な授業が把握しやすいようにしている。「これは言

わなくてもわかるだろう」というのではなく、「いちおう」「念ため」の声かけを心がけている。都教育

庁の行事（教育支援コーディネーターフォーラム）や生涯学習センターまつり等、市内のイベントにも

出来る限り参加し、学校ニーズに対応する情報収集等アンテナをはるようにしている。 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

成瀬成瀬成瀬成瀬・・・・高高高高ヶヶヶヶ坂坂坂坂・・・・玉川学園玉川学園玉川学園玉川学園地区地区地区地区のののの小中学校小中学校小中学校小中学校ででででハワイハワイハワイハワイのののの学生学生学生学生とととと国際交流国際交流国際交流国際交流    

成瀬地区では、成瀬台中学校が 8 年前からハワイより研修生を招いて国際交流活動を行なってきました。

この企画は成瀬台小学校、成瀬中央小学校へ広がり、今年度は、町田第五小、南成瀬小、高ヶ坂小でも行

なわれました。 

  

6 年児童・ハワイ学生がゲームで交流        フラダンスを披露するハワイ学生 

 

グループワークでのグループワークでのグループワークでのグループワークでの参加者参加者参加者参加者のののの声声声声    

【感想】【感想】【感想】【感想】    

☆社会関係の 3 種類の分け方が新鮮だった。 

☆松田先生の「他人」「他者」「他己」の話がとても参考になりました。 

☆「他者」であることが難しいことと思いながら、良き「他者」になろうとしております。 

☆他者とのつながりが学びにつながるということが新鮮だった。 

☆教育の現場にはたくさんの他者の関わりが必要で、ものの見方の違う人から学ぶことは多い。価値

観の多様性を学ぶことで成長があると思いました。異なる年齢を育てるのは人間だけということも

驚きでした。 

☆小寺さんの事例報告から、日本の文化を伝承する大切さを感じました。 

☆相澤さんの話は写真アルバムで記録、カードでお礼など勉強になりました。 

☆学校支援に興味が出た。 

☆VC としての仕事の幅の広さをあらためて知ることができた。 

☆地域として取り組む課題が明確になった。 

【【【【質問・相談・要望】質問・相談・要望】質問・相談・要望】質問・相談・要望】    

☆VC としての子供との接し方は？ 

☆各学校で VC に求めていること、VC ができることに差がある。どこまで関わったらよいのか？ 

☆学校とのコミュニケーションの取り方は？ 

☆自分の考えを発信する事の大変さ、どこまで言ってよいのか？ 

☆どこまで VC の仕事として学校から指示・要望されているのか？自発的な行動なのか知りたい。 

☆人材登録の一本化はできないか？どこの担当か明確にしてほしい。 

☆先生にいかに話を聞いてもらえるか、時間、コミュニケーションの取り方などのレクチャーを受け

たい。 

☆地区別ミーティングに生涯学習の方も参加して情報を共有したらどうか。  



 

90 分間の授業は・・①ハワイ学生がアーチで児童を迎える②ハワイ側挨拶と自己紹介③ハワイの生活紹

介④ハワイ文化紹介⑤アイスブレーキング⑥小グループに分かれて交流⑦ハワイ学生がアーチで児童を

送り出す・・といったプログラム構成でした。この企画のコーディネートと通訳では、毎回地元教会の神

父さんがご尽力くださっています。16 名のハワイ学生と訪問先の 6 年生がとてもフレンドリーに交流して

いる姿が印象に残りました。 

なお、今夏のサマースクールでも、AFS 日本協会多摩支部のはからいでフランス・タイ・インドネシア・

フィンランドから日本に留学している高校生と交流した学校がありましたが、それぞれの学校が毎年恒例

で国際交流できる依頼先が持てたらいいのではないかと思います。 

 

 

忠生第三小忠生第三小忠生第三小忠生第三小    ４４４４年生年生年生年生    「「「「盲導犬盲導犬盲導犬盲導犬ユーザーユーザーユーザーユーザー」」」」ののののおおおお話話話話    

    町を歩いているときや、電車に乗っているときに盲導犬ユーザーを見かけることがありますが、そのよ

うな方から直接お話を聞くことはあまりないのではないでしょうか。忠生第三小では、4 年の担任教師か

ら「盲導犬や盲導犬ユーザーのお話を子どもたちに聞かせたいのでコーディネートしてほしい」との要請

をうけて、VC が動きました。町田市社会福祉協議会ボランティアセンターと公益財団法人アイメイト協会

の紹介があって、盲導犬ユーザーが盲導犬とともに学校を訪問してくださることになりました。 

盲導犬ユーザーである風間さんのお話が始まる前から、4 年 3 学級の子供たちがいる体育館はシーンと

静まりかえっています。お話が始まると、子どもたちはなおいっそう講演者と傍に控えている盲導犬「レ

イチェル・カーソン嬢」に注目。盲導犬や盲導犬ユーザーの切実な想いに耳も目も真剣です。風間さんは、

盲導犬や盲導犬ユーザーに対してやってよいこととしてはいけないこと、アイメイト協会のこと、ご自身

が視覚障がい者になったときのことなどを語ってくださいました。 

盲導犬にやってはいけないこととして、 

「声をかけないこと」 

「体をなでないこと」 

「食べ物を与えないこと」 

「目をじっとみつめないこと」 

を教えていただきました。たとえ悪意はなくて

も、こうした行為は盲導犬には大きな不安や戸惑

いになるのだそうです。 

また、信号待ちの盲導犬ユーザーには、皆さん

から声をかけてくださいとのお願いがありまし

た。というのも、犬は信号の色の識別が難しいか

らだそうです。 

ほかにも、方向を知らせるときには、「右」であれば「3 時の方向」、「まっすぐ」であれば「12 時の方向」、

「左」であれば「9 時の方向」というように時計の針におきかえて教 

えてくださいとのことでした。 

この授業は、「聞きたい」「聞いてもらいたい」「聞かせたい」のニーズがよくマッチし 

ており、盲導犬をより身近に感じて、盲導犬や目の見えない人、見えにくい人の理解を深めることにとて

も有効であると思います。 

すでにとりいれている学校からも好評の声が届いております。学校に招聘することを検討しているよう

でしたら、町田市社会福祉協議会ボランティアセンターや学校支援センターに問い合わせてみてください。 

    

 



地区別小中合同地区別小中合同地区別小中合同地区別小中合同 VCVCVCVC ミーティングミーティングミーティングミーティング    

これまでは教育センターや小学校を会場にして VCミーティングを行なってきましたが、今回初めて中

学校を会場に行ないました。会場校の VC の皆さんや校長・副校長先生にはすっかりお世話になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第 3 地区 
第 4 地区 

 
10 月 19 日（金）14:00~16:00  会場：成瀬台中成瀬台中成瀬台中成瀬台中 

参加校：町田第六小 成瀬台小 高ヶ坂小 成瀬中央小      

南大谷中 成瀬台中 

第 5 地区

 
10 月 18 日（木）10:00~12:00 会場：鶴川第二中鶴川第二中鶴川第二中鶴川第二中 

参加校：鶴川第一小 鶴川第二小 鶴川第三小 大蔵小 

金井小  鶴川中 鶴川第二中 真光寺中 金井中  

 10 月 17 日（水）14:00~16:00 会場：町田第二中町田第二中町田第二中町田第二中 

参加校：町田第一小 町田第二小 町田第三小 町田第四小   

町田第五小 藤の台小 本町田東小 町田第一中 町田第二中 

 

第 6 地区 

10 月 9 日（火） 10:00~12:00    会場：南中南中南中南中 

参加校：南第一小 鶴間小 南第三小 南第四小 小川小    

つくし野小 南つくし野小 つくし野中 南中 

 

第 2 地区 

10 月 10 日（水）14:00~16:00   会場：山崎中山崎中山崎中山崎中    

参加校：本町田小 忠生小 忠生第三小 山崎小 木曽境川小 

七国山小 図師小 忠生中 木曽中 町田三中 山崎中 

 

9 月 18 日（火）13:00~14:30    会場：小山中小山中小山中小山中 

参加校：小山ヶ丘小 小山中央小 小山小 相原小 小山田小 

小山田南小 ゆくのき学園 小山田中 小山中 

第 1 地区 



農家農家農家農家のののの田畑田畑田畑田畑やややや学校学校学校学校のののの敷地敷地敷地敷地内内内内でででで稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり体験体験体験体験        

一学期に始まった稲作も、実りの時期をむかえました。多くの学校で楽しみにしていた稲刈り作業が行

なわれましたので、その様子を写真で紹介します。市内にはもっとたくさんの学校がいろいろなやり方で

稲作を実施していますので、追い追いご紹介していきたいと思います。 

 

 

 

町田第三小町田第三小町田第三小町田第三小    10/11  10/11  10/11  10/11  陸稲陸稲陸稲陸稲

おかぼ

の収穫の収穫の収穫の収穫    

「陸稲はできるだけ根元から刈「陸稲はできるだけ根元から刈「陸稲はできるだけ根元から刈「陸稲はできるだけ根元から刈るるるる

ようにようにようにように。」。」。」。」    

山崎小山崎小山崎小山崎小        10/1110/1110/1110/11    

学校の田んぼでもしっかり学校の田んぼでもしっかり学校の田んぼでもしっかり学校の田んぼでもしっかり収穫。収穫。収穫。収穫。    

感激の５年生。感激の５年生。感激の５年生。感激の５年生。    

    南つくし野小南つくし野小南つくし野小南つくし野小        10/210/210/210/2    

    「稲はこうやって束ねるよ。」「稲はこうやって束ねるよ。」「稲はこうやって束ねるよ。」「稲はこうやって束ねるよ。」    

鶴川第一小鶴川第一小鶴川第一小鶴川第一小    10/15  10/15  10/15  10/15                              

『日本の里百選』の田んぼ『日本の里百選』の田んぼ『日本の里百選』の田んぼ『日本の里百選』の田んぼ    

 

 

会場：都庁第一本庁舎 ５階「大会議場」 

【第 1 部】 全体会 10 時 15 分～12 時 30 分 

「教育支援コーディネーターと企業・団体との交流」

【第 2 部】 分科会 13 時 30 分～16 時 30 分 

○分科会Ⅰ 「大会議場でワールドカフェ～地域・社会

資源と学校支援～」 

○分科会Ⅱ 「放課後子供教室と企業・大学・NPO・団

体等との連携を考える」 

自治体単位で申込みます。参加希望者は 11/14(水）

までに学校支援センターまでお知らせください。 

申込〆切り 

せまる！ 

七国山七国山七国山七国山    10/10/10/10/24  524  524  524  5 年有志年有志年有志年有志    

地域ボランティアの会地域ボランティアの会地域ボランティアの会地域ボランティアの会    
「きゅうすけ」「きゅうすけ」「きゅうすけ」「きゅうすけ」さんの指導でさんの指導でさんの指導でさんの指導で    

稲刈り稲刈り稲刈り稲刈り    


