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特集特集特集特集    街街街街のののの中中中中にににに水田水田水田水田をををを    町田第一小学校町田第一小学校町田第一小学校町田第一小学校    

 

 10 月 23 日、町田第一小学校を訪問いたしました。ボランティアコーディネーターの相澤さんから【5年生

の児童が稲刈りを行います】という連絡をいただきました。街の中の学校の町田第一小学校で、どんな稲刈

りを行うのか興味津々。相澤さんに案内していただいた田んぼは、畦もある立派な水田でした。街の中の水

田です。 

水田ボランティアの野澤さんと佐藤さんによる稲刈りの方法、特にノコギリ鎌の使い方について丁寧な説

明があり、子どもたちによる稲刈りの開始です。最初は怪我をしないように恐る恐る動いていた手が、だん

だん要領良く動くようになりました。 

野沢さんに、水田ができるまでのことをお聞きしました。町田第一小学校の地域は、地質上もともと水田

には向かず、畑として利用してきたこと。水が抜けないようにするために、赤土や腐葉土を入れたり様々な

工夫を重ねたりしたそうです。野澤さん･佐藤さん【何せ、校長先生から「防水用のビニルシートが見えるよ

うな水田ではないようなものを作ってくれ」と頼まれたので、よーし、やってやるかという気持ちで頑張り

ました】と笑顔で話してくれました。素晴らしいボランティア魂のあふれるお二人でした。 

町田第一小学校町田第一小学校町田第一小学校町田第一小学校            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            相澤相澤相澤相澤    真理真理真理真理    

    

10 月 23 日、5 年生の総合学習でお二人のボランティアさんをお迎えして、稲刈りの授業がありました。既に、

7月3日にボランティアの方へ【米作りのお礼の会】が行われたこともあって、子供たちも特に気負うことなく興味

深く授業に臨め、町の中心地ながら貴重な体験をすることができました。お二人はもともと地域の方で、毎朝通

学路に立って交通安全に努めてくださっており、学校の活動にも常にご尽力いただいています。私にとっても同

じ町内会、しかもボランティアの野澤さん宅と相澤宅とは至近距離で、連絡を取るにも容易だったことが功を奏

しました。又、コーディネーターの仕事に理解のある一小の先生方とはコミュニケーションもとりやすく、担当の

先生に授業計画をうかがった上でボランティアさんの都合を確認、稲刈りに必要な用具の確認もいたしました。

その後、担当の先生とボランティアさんとで授業前に一度打ち合わせをされた後、当日に至りました。 

 一方で、前述のようにスムーズにことが運ぶケースばかりではありません。例えば、学生ボランティアさんが

入れる時間帯と、必要としている授業時間帯のずれ。又、最近では、新型インフルエンザの影響による日程変

更で、施設への引率補助が、必ずしも次回も可能とは限らないなどの問題点を抱えるという現状も否めませ

ん。 

 授業に関わった先生方や子どもたちから、【有難うございました。】と大変嬉しい言葉をいただくたびに、少しは

お役に立てた喜びを感じています。 

 ボランティアさんには【やって良かった】と、受け入れてくださった先生方には【やっていただいて良かった】と、

実感していただけるような橋渡しができればと願ってやみません。 

田田田田んぼのんぼのんぼのんぼの思思思思いいいい出出出出    
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 わたくしは農家の次男坊、畑仕事は好きではなかっ

た。小学校の横を時々通りますが、子どもの作った田

んぼを横目で見て、ブルーシートが丸見えでした。【ま

あまあ】と思っていましたが、PTA で「作り変えてあげ

ようようではないか」という声が出ました。3 人で始める

ことになり土を取り除くだけでも大変でした。ブルーシ

ートを取り、土を入れ替え、赤土、腐葉土などを入れて

いきました。学校に小型の耕運機がありましたので幸

いでした。何度か耕して田んぼらしくなりましたが、昔

からの畑のような土地柄であり、水もちが良くないので

水を入れては耕しました。 

 子どもが水張りをすることになり一安心しました。夏

休みが近づきどうなるかと心配しましたが、やはり子ど

もが見守ってくれました。肥料を 2 回程サービスして何

とかなりました。 

 そろそろ稲刈りの日も近づき、干し場作りで近所の

奥様が竹をサービスして下さいましたので、作ることが

できました。 

 又、「今時ノコギリ鎌があるか？」と思ったが、見当た

ったようで学校で揃えて下さいました。稲刈りの時、そ

の他、子どもの連帯感にも感心しました。 

 教育上良いと思うので、今後も続けていって欲しいと

思います。 

稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり体験体験体験体験    
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 5 月から、水やり･草取り・かかし作りなど、子どもた

ちが世話をしてきた体育館裏の水田の稲刈りをしまし

た。 

 水田の用意や米作りのアドバイスなど、これまでの 5

年生の米作りに協力していただいた地域の方々に稲

刈りの手順を説明してもらい、一人二株ずつ稲を刈っ

ていきました。 慣れない鎌の扱いに不安そうな子ども

もいましたが、刈った稲を麻ひもで束ね、牛(これも地

域の方の手作りの干し台)につるした顔はみんな嬉し

そうでした。 

 

     ～～～～児童児童児童児童のののの感想感想感想感想～～～～    

 稲を刈るカマが曲がっていて、(これでできるのかな)

と思ったけれど、ものすごく切れ味が良くて、一発で切

れました。とても気持ちが良かったです。又、稲を刈っ

た後の草の部分などが肥料になるなどのことが学べ

て、とてもよい体験ができました。 

田田田田んぼんぼんぼんぼ作作作作りりりり    

町田第一小学校町田第一小学校町田第一小学校町田第一小学校ボランティアボランティアボランティアボランティア        野澤野澤野澤野澤    滋享滋享滋享滋享    

  

古来田圃は、主として山間の谷に作られていま

す。町田第一小学校の一帯は、台地であり、私の知

る限りでは、畠ばかりでした。町田は、関東ローム層

上にあり、水はけの良いところです。町田第一小学校

の体育館裏に、青いビニールシートをしていた田圃

がありました。何とかシートなしの本格的な田圃にし

たいと、仲間二人とまずシートを取り除く作業からは

じめ、耕運機で何度も耕しました。肥料として腐葉土

を大量に入れました。そして、恐る恐る水を入れまし

た。しかし、翌朝には、水はすっかり無くなっていまし

た。そこで、軽トラック 1 台分の赤土を入れたところ、

水の減りがやや良くなりました。それから何回も裸足

で入り、子どもたちが怪我をしないように小石などを

取り除きました。子どもたちによる田植え、夏場の水

の管理、そして稲刈り、今、稲穂は牛の背にゆれてい

ます。子どもたちが、今回の経験で、お米の有難さを

少しでも理解してくれたら嬉しい限りです。 
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10 月 13 日、鶴川第三小学校を訪問しました。飯田さんがコーディネートした落語の授業の取材です。飯田さん

は、8 月初旬に 3 年の先生から「子どもの話し方の教育の一環として落語の小話をできる人を探したけれどなかなか

見つからない」という相談を受けました。 

飯田さんは、地域を始めとして様々な人脈を生かし探しました。そして、三遊亭らん丈さんにお願いすることとなっ

たのです。その後、実施までらん丈さんや先生方との打合せ、調整などを行い、当日を迎えました。 

飯田さんは、今回の実践のほかにも様々な角度でコーディネートし学校からの信頼も大変厚いものがあります。信

頼に応え、地域を精力的に回り様々な人たちと出会い、そして、学校へのボランティアをお願いして歩く姿に敬服さ

せられます。【私は、子供達の屈託のない行動力が好きで、子供達に接することで、また、子供達を見守る中で、子供

達から大きなエネルギーをもらっているような気がしております。これからも地域の小学校、又、その児童達のため

に努力を惜しまぬつもりでおります。】と力強く語ってくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各学校各学校各学校各学校のののの取組取組取組取組ⅡⅡⅡⅡ    

学 校 

名 

実践したこと 対象学年 分  野 内      容 ボランティア 

忠生第一 公園探検 1.2年 生活科 探検活動 地域の人 

 江ノ島 3年 校外学習 遠足補助 個人 

 学区めぐり 3年 社会科 学校の周りの様子 地域の人 

 音楽 4年 音楽 学習補助 個人 

 高尾山 4年 校外学習 遠足 地域の人 

 家庭科 5年 家庭科 学習補助 地域の人 

 稲作 5年 総合 田植え 地域の人 

 鎌倉 日生劇

場 

6年 校外学習 遠足 個人 

 縄文体験 6年 体験学習 火おこし体験、弓矢 地域の人 

金井小 英語ボランテ

ィア 

全  英語に親しむきっかけ作り 玉 川 大 学 生 

年間 

 和太鼓指導 5年 音楽 和太鼓サークル 町やっこ 

小山小 片所谷戸見学 4年 総合 昔から残る谷戸の見学 

小山の蛍と自然を守る会 

地域の人 

 花壇の手入れ

2回 

高学年 環境整備 校庭の花壇の手入れと植え付け 地域の老人会 

 梅もぎ 1年 生活科 地元の梅林で梅をもぎ、梅ジュースを作る 地域の個人 

 ホームページ

更新 

 環境整備 小学校のホームページを更新する。 地域の個人 

町田三中 滝の沢湧水調

査 

 理科部 湧水量測定 地域の人 

南大谷中 フラッグアー

ト 

2年 美術 街の街灯飾るフラッグ作り 

玉川大学教授と学生 

 

鶴川中 生花体験 1年 美術 班毎に分かれて生花体験 華道協会 

小山田中 朝学習サポー

ト 

全 数学 朝の 10分間学習 

小山田中地域応援団 

OVR 

 定期考査前補

習 

2年 数学 サポート活動 

小山田中地域応援団 

OVR 

 授業 (選択数

学) 

2.3年 数学 サポート活動 

小山田中地域応援団 

OVR 

 夏休み学習会 全 数学英語 サポート活動 

小山田中地域応援団 

OVR 

      

 

 
おおおお願願願願いいいい                                シルバーシルバーシルバーシルバー人材人材人材人材センターのセンターのセンターのセンターの活用活用活用活用をををを    

    多彩多彩多彩多彩なななな人材人材人材人材をををを抱抱抱抱えているシルバーえているシルバーえているシルバーえているシルバー人材人材人材人材センターのセンターのセンターのセンターの活用活用活用活用がややがややがややがやや弱弱弱弱くくくく感感感感じられますじられますじられますじられます。。。。学習支援学習支援学習支援学習支援、、、、クラブクラブクラブクラブ

活動活動活動活動、、、、講話講話講話講話((((発明発明発明発明････発見発見発見発見････探検探検探検探検などなどなどなど))))などなどなどなど、、、、又又又又、、、、新年新年新年新年にににに向向向向けてのけてのけてのけての書写指導書写指導書写指導書写指導などなどなどなど大大大大いにごいにごいにごいにご活用活用活用活用くださいくださいくださいください。。。。    

 


