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2009 年 3 月 9 日をもって、今年度の「学校支援地域本部事業」が終了いたしました。学校支援ボランティ

ア推進モデル校におかれましては、ボランティアコーディネーターを中心に、様々な授業にボランティアを活
用され、大きな成果を挙げられたことと思います。
今年度は、小・中 43 校にボランティアコーディネーターが配置されることとなりました。各学校の実践の
深化を図るとともにコーディネーター同士の連携を深め、
子どもたちの成長のために大いに奮闘してください
ますようお願いいたします。
昨年度、1 月にコーディネーター懇談会を開催いたしました。コーディネーターの皆様に、それぞれの学校
の実践事例やコーディネーターとしての活動など記入していただきました。
今年度に向けてコーディネーター
の皆さんの参考になればと考え掲載いたします。

学校名
町田二小
町田四小
町田五小

南大谷小
本町田小

実践事例
○音楽会応援○公園清掃場所の設定及び
準備活動○商店街の事業体験及び事業主
の受け入れ先を商店会長、町会長にお願
い活動
○児童に戦争体験を話してくださるボラ
ンティアを町会長に依頼し実施○5.6 年
生の園芸委員会活動（花壇作り）を毎月
実施(ボランティア 10 名参加)
○共に生きる｢盲目のピアノデュオ｣4 年
○稲作文化「まちごのバケツ田最終章
2009 年の幸せを祈って縄をなう」○地域
奉仕「落葉はき」○地域交流「昔はみん
なでこんな遊び」2 年○共に生きる｢赤い
屋根の豆腐作り｣4 年
○国際理解｢言葉を通して｣
○支援センター控え室の設置○1 年生の
授業補助○技を磨こう（創作クラブ）○
昔遊び 1 年生と（ボランティア 14 人）
○5 年生の家庭科（ミシンや調理実習補
助）○花壇ボランティア手配○戦争体験
のお話を聞く

月以降の実践予定や課題
○昔遊びの指導者探し○「しょうゆが出来るまで」
3 年の講師派遣と授業参観
1

○1 年｢昔遊び｣ボランティア募集、目下 7 名応募
○地域交流「昔遊び」1 年○「スーホーの白い馬」
馬頭琴演奏会 2 年○地域交流 3 年｢西寿会とゲー
トボール｣○学校支援事業説明会（地域向け）

○新 1 年生への給食についての資料作り手伝いボ
ランティア○技を磨く創作クラブ｢木工作｣○体
育、サッカーのコーチにルールやパスなど基本的
なことを学ぶ○みどり学級｢餅つき｣○｢世界の食
育｣6 年○低学年の授業補助活動○凧作り、お茶の
湯指導、百人一首など風土季節のよさを意識して
一緒に創造していく予定

南四小

○校庭の清掃

○パソコン教室の運用管理、メンテナス要員の確
保
小川小
○クラブ（卓球、手話、茶道）○アフタ ○昔遊び「熟壮会」との交流 1 年○近隣幼稚園、
ースクール（英語活動）○邦楽教室○搾 保育園との交流 1 年○戦争体験授業 6 年
乳体験○国際交流事業○収穫祭
成瀬台小 ○伝統文化（茶道・華道）
○鉛筆の削り方（１年生活科）○昔遊び
成瀬中央小 ○農業体験（サツマイモの収穫、リース ○サッカーの授業指導○お店やさんごっこ○低学
作り、芋煮会）○学芸会準備○地域の清 年のクラス補助者
掃活動･書道○パソコン
鶴川一小 ○5 年生手の脱穀体験○わらじ作り○町 ○読み聞かせボランティアの充実 17 年度より
田の民話紙芝居化○手作り遊び集会（地 20 分休みに行っていたものを授業にも広げる予
域の方々はお手玉作り、保護者はインデ 定（次年度）学校の図書担当教師と年間計画を立
ィアンクロス）
て実施していこうと考え中、3 月中にメンバーを
確保したい。
鶴川二小 ○パソコンサポート
鶴川三小 ○昔遊びの実施１年生（30 名のボランテ ○易しい英会話の指導
ィア回数 3 回）
鶴川四小 ○お店の仕事
○｢人々の生き方に触れ自分の生き方を見つめな
おす｣（6 年総合）
大蔵小
○農作業○工場見学○開校時のお話○寺 ○天体観測○里山見学○租税学習○食育学習○落
社の由来○郷土史の話○親子の親睦○陶 語○詩吟○マジック○囲碁将棋など教師の選択に
芸教室○昔遊び○車椅子体験
よっていつでも出来るような体制を作っていきた
い。
忠生一小 ○ディキャンプ○餅つき○子供祭り○昔 ○灰釜の作成
遊び○地域安全マップ作り
木曽境川小 ○木曽中との合同ボランティア清掃○ラ ○春休み算数教室
ンチタイムコンサート○日本の伝統文化
(琴、生花) ○小中モデル校発表会○朝の
挨拶運動
七国山小 ○体育授業全般○算数補助○社会｢憲法 ○大学生によるバトンダンスクラブ指導○星を見
と私たちの暮らし｣
る会○高専によるブラスバンド演奏会
小山小
○お店の仕事･農家の仕事
小山ヶ丘 ○ひだまりコンサート
大戸小
○ふれあい広場○大戸まつり
南大谷中 ○コーディネーターとして週 2 日登校、 ○地域からのニーズを把握して学校にコーディネ
校長のニーズに応えて○講師紹介とその ートしたい。
授業支援、コーディネート「書道」○不
登校生徒の来校時における対応と担任と
のコーディネート○コーディネートに向
けた授業参観
南成瀬中 ○食育「食の安全・自給率」保護者ボラ
ンティアによる授業

鶴川二中
真光寺中

木曽中

○学校のホームページ立ち上げのための
人材を探し紹介した。
○放課後に補習授業を行うということ
で、教育ボンランティアを集めてくださ
いと学校から依頼されました。授業ボラ
ンティアに登録されている方々に電話
し、合計 20 名集まりました。1 月 21 日
からスタートして、教育ボランティアの
皆さんが優しく教えて下さり、生徒も真
剣に取り組んでいました。
○忠生子供センター建設準備，生徒会と
の話し合い○バトミントン部の指導補助
者募集活動○小中モデル校発表会○朝の
挨拶運動･音楽授業(和楽、琴) ○中 3 ボ
ランティア活動○麦の子学級｢餅つき大
会｣

コーディネーター活躍中!

○今年度は 7 回で終わりますが、来年度からも行
うということで、学校と話し合って計画していき
たい。

2009.3.11

町田第二小学校 【しょうゆ】 ボランティアコーディネーター:宮島 栄一

○地域型･･父親の会開設準備
「【しょうゆ
「【しょうゆ】
しょうゆ】テキストを開
テキストを開いてください」
いてください」

「【しょうゆ
「【しょうゆ】
しょうゆ】の中に含まれているものは・・・
まれているものは・・・」
・・・」
2009.3.30 木曽境川小学校 【春休み算数教室】

※ 学校支援ボランティアコーディネーターの皆様におかれましては、各学校のボランティアを活用した事業

ボランティアコーディネーター:宮本 聖士

を参考に、自校の活動に大いに生かしていただきたいと思います。又、各コーディネーターが連絡を取り

「みんな、
みんな、しっかり勉強
しっかり勉強しようね
勉強しようね」
しようね」

合い、交流を深めていただきたいと思います。

２００９年度
２００９年度の
年度の活動開始は
活動開始は、5 月１１日
１１日(月)からと決定
からと決定いたしました
決定いたしました。
いたしました。新しい方
しい方は、まずコーディネータ
ーとしての存在
ーとしての存在を
存在を知っていただくよう奮闘
っていただくよう奮闘いたしましょう
奮闘いたしましょう。
いたしましょう。又、副校長先生と
副校長先生と一緒に
一緒に行動し
行動し、よく学
よく学び、よ
く活動していただきたいと
活動していただきたいと思
していただきたいと思います。
います。

※

「いい香
いい香りがしますね」
りがしますね」
新しく学校支援センターを通して、人材支援してくださる団体を紹介いたします。学校から直接の申し込み
ではなく、学校支援センターを通しての手続きとなります。積極的にご活用願います。支援手続きは副校長先
生に問合せください。

町田市シルバー人材センターは、３３００人の登録者を抱え、全国の市町村シルバー人材センターの中で３
番目に大きな組織です。様々な知識や技術を擁した方々が存在しています。この度、支援センターとの話し合
いで、ボランティアとしても学校に協力していただける事となりました。支援センターを通しての申し込みと
なります。

小学４年生を対象に、環境資源部の方々が｢出前授業｣実施いたします。今までごみ減量の学習は、｢リサイ
クル文化センター｣まで出かけ学習することが多かったのですが、なかなか不便な場所であるため、今年度か
ら学校へ出向いての｢出前授業｣もして下さることとなりました。ごみ収集車も同行します。時間に応じて、１
コマメニュー、２コマメニューと学校の要望に合わせます。

「はい、
はい、丸をつけますよ」
をつけますよ」

教室の
教室の空気が
空気が張り詰めています

