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小中一貫ゆ
小中一貫ゆくのき学園
くのき学園 9 年生 学習発表会 劇「Truthful World」
World」
ゆくのき学園の第一回学習発表会が 10 月 27 日(土)に開催されました。9 年生（武蔵岡中 3 年生）
は学習発表会で劇「Truthful World」を演ずるにあたり、プロの劇団である特定非営利活動法人
『東京ノーヴィ・レパートリーシアター』を学校に何回か招聘し、指導・助言を受けてきました。
招聘するにあたってはゆくのき学園 VC の尽力もありましたので、最初の指導（10 月 11 日）と本
番（10 月 27 日）の様子を参観・取材させていただきました。

上の写真は 10/11 初回の指導の様子、下は 10/27 学習発表会当日の演技

初回の指導から本番までの約 3 週間、限られた時間の中でご苦労も多かったようですが、ゆくの
き学園の総合力を発揮して、見ごたえのある劇が創りあげられていました。
劇中の、閉幕前に人形館のおばさんが言った最後の台詞が印象に残りました。

人形館の
人形館のおばさん：
おばさん ：「現実
「現実から
現実から目
から目をそらしちゃいけないよ。
をそらしちゃいけないよ。現実と
現実と向き合えたとき、
えたとき、人は自分自
身を見つめ直
つめ直すことができるはずだからね。
すことができるはずだからね。」
この意味を噛みしめながら、残りの中学校生活を悔いなく過ごしていってほしいと思いました。

研究発表会・
研究発表会・秋祭り・
秋祭り・茶道体験
り・茶道体験・
茶道体験・地域清掃・
地域清掃・社会科見学・
社会科見学・ギャラリーウォーク

11/8 研究発表会・会場案内
町田第四小の保護者ボランティア
［小田急・町田駅前］

10/20 「本小まつり」 本町田小
町田第三中 吹奏楽部による演奏
［本町田小・校庭］

10/12 町田茶道会指導による茶道体験
本町田東小 5 年
［本町田東小・和室］

11/27 絵手紙展 ギャラリーウォーク in 金井
金井中１年
［金井商店会 Café La La La Kitchen］

11/12 小中連携地域清掃
10/15 まち☆ベジ販売と市役所見学
※月１回の販売日に合わせた社会科見学可
木曽境川小 4 年＆木曽中 2 年
町田第一小 3 年 ［町田市役所前］
［木曽地域や校庭］

4・5 年生フラッグアートによる
年生フラッグアートによる小中連携
フラッグアートによる小中連携
南大谷中学校が玉川大学と連携してフラッグアート制作に取り組み始めて 4 年目、今年度は町田第
五小学校 4 年生・南大谷小学校 5 年生も正式に授業として取り組みました。それぞれの学校でテーマ
は異なり、南大谷中学校では玉川学園町内会ができて 84 年となることを記念して、
「84」という数字
を入れました。町田第五小学校は、学校創立 50 年を記念して「50」という数字を入れました。南大
谷小学校は来年度学校創立 40 周年になることも踏まえて「未来を創る手」というテーマで 4 つの手
形をフラッグの上において、ローラーで色を塗りました。
南大谷小学校では、学校支援ボランティア、町内会役員、保護者、健全育成委員会、ボランティア
コーディネーターなども参観し、「地域の方と一緒に作る」という意向もあり、子供たちは参観者と
会話をしながら制作していました。できたフラッグは、恩田川沿いの道路や玉川学園商店街に飾りま
す。回数を重ねるごとに地域との結びつきや小中の連携が強くなってきていることを感じます。

10/2 南大谷中 恩田川沿いに「84」 10/15 町田第五小 4 年 図工
をデザインしたフラッグアート
グループでフラッグアート制作

町田の
町田の川の教材化

11/20 南大谷小 5 年 図工 地域の
方の支援・助言を受けながら

「川を学ぶ」
「川
「川で学ぶ」

市内には「境川」「鶴見川」と、その支流である「恩田川」が流れています。先日のＮＨＫテレビ
では、町田の川のカワセミが取り上げられました。かつての泡にまみれた川ではなく、かなりきれい
になり魚も復活してきています。
実際に川に行ってみると、魚だけではなく川の中の石、水生昆虫、川原の数珠玉、くるみの木、ア
シ、水鳥など、教材の宝庫でトータルに学習できます。川は危険だという理由で、川に行って学習す
ることに抵抗感がある人もおられますが、川について知らなければ危険も回避できません。
2 学期、市内小学校で町田の川を教材とし、川に行って学習するケースが何校かありました。町田
第五小学校では、サタデースクールの一環として恩田川で水質調査や生物調査を行いました。木曽境
川小学校では 4 年生が境川の川原の植物や石を調べ、持ち帰った石に絵を描き作品展で展示しました。
南成瀬小学校では水質調査とごみ拾いを行いました。各学校でねらいはさまざまですが、川を教材に
していることは共通しています。幸いなことに、
「エコネット町田」
「鶴見川源流ネットワーク」など
講師をやってくださる人材は豊富です。来年、企画してみたらいかがでしょう。

10/14 木曽境川小４年
総合学習の時間「境川で学ぶ」

10/26 南成瀬小５年 恩田川での
環境教育/エコネット町田

10/20 町田第五小 ふれあいサタ
デー「きれいな川は遊べる川」

② 明治 39 年作成の町田の地図入手

【事務連絡】
事務連絡】
これまで学校支援センターで業務をしていて、町田市が高

① 感謝状贈呈式にご参加を

度経済成長で変貌する前の地形や土地利用の様子がわかる地

以前にもお知らせしたように、今年度の 図があったら、3・4 年生社会科の「昔の地域の様子」や 6 年
感謝状贈呈式を、2 月 13 日（水）午後 2 時 生の歴史学習の授業の役に立つのではないかと考えていまし
より市民フォーラムで行います。今年度は た。
表彰される方にもっと焦点を当て、一人ず
今回、いろいろなところに問い合わせた結果、町田市立中
つの表彰理由を説明して、感謝状をお渡し 央図書館に明治 39 年作成の 2 万分の 1 の地図があることが
します。例年空席があり、VC の皆さんにも わかり、先日コピーをさせてもらいました。見る人の問題意
っと参加を促したらどうかという反省が出 識の数だけ情報が詰まっているのが地図です。見ていて興味
ます。お忙しいとは思いますが、ぜひご参 は尽きません。地図記号に「弾薬庫」などというものまであ
加いただければと思います。また、校長よ ります。3 学期の第 3 回地区別 VCM に持参するつもりです
り、推薦者の相談を受けることもあるかと が、すぐにでもほしい学校は学校支援センターにご連絡くだ
思います。ぜひ、各学校ともご推薦くださ さい。交換便で送付します。
るようお願いします。 ※参加案内につき
町田市立中央図書館 5 階には、このほかにもいろいろな年
ましては、1 月中に各学校長宛にお送りい 代の地図がありました。興味のある方は、直接出向いて調べ
たします。
てみてください。

③新ＶＣ（学校支援ボランティアコーディネーター）紹介
年度途中ではありますが、新しい仲間が加わりましたので紹介します。
＊山崎小学校
山崎小学校 松本ゆう子
佐藤晴代
＊木曽中学校
木曽中学校 浅沼順子さん
松本ゆう子さん・佐藤
ゆう子
佐藤晴代さん
晴代
浅沼順子

④市サイト掲載「まち☆ベジマップ」PDF 活用ください 市内農産物直
売所マップ「まち☆ベジマップ」が「教材に活用できる！」と好評のようで
す。在庫に限りがあるそうなので、市サイト掲載の PDF をご活用ください。

12/1(土)都庁にて、東京都教育庁が主催する「教育支援コーディネーターフ
ォーラム」が開催されました。町田市からは 13 名（VC、連携団体（生涯
学習インストラクターの会）、事業担当者）が参加し、第 1 部の「コーディ
ネーターと企業・団体との交流」、第 2 部のテーマ別分科会「大会議場でワ
ールドカフェ～地域・社会資源と学校支援～」にて積極的な意見交換がさ
れていました。今回は、各自治体地区における地域コーディネーター(VC)
の活動紹介において、町田市小学校第一地区の紹介をいたしました。資料
作成については該当校 VC ならびに学校長・副校長にご協力いただきまし

小学校一地区活動紹介パネル

た。この場を借りて御礼申し上げます。
今回は出前授業等で活用できそうな 58 団体（資料参加も含む）の出展が
ありました。東京都の事業担当者からは「具体的な活動につながったら都
にお知らせください」と聞いております。学校支援センターにて取りまと
めたうえ、東京都へ報告いたします。
「活動報告」が「事例紹介」へとつな
がり、町田及び周辺のコーディネーターの活動の活性化、学校の地域協働
事例の充実化へひろがりますのでご協力願います。
当日配布された「教育支援コーディネーターフォーラム資料集」には、
様々な授業プログラムが掲載してあります。都教育庁より市内学校数分、
頂戴いたしました。各校 1 部ずつ別便にて送付いたしますので、先生方と
VC で回覧の上、ご活用願います。

当日配布の「資料集」

