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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懇談会懇談会懇談会懇談会((((9999////17171717))))    

 

9 月 17 日に０９年度第 2 回学校支援ボランティアコーディネーター懇談会が開催されました。各学校からボランティアコーディネーター３６名が出席しました。会議の前に華道協会より今までの実践のお礼とこれからの活動についての案内がありました。 懇談会では、町田市教育委員会 指導課統括指導主事 山口茂より挨拶と【町田市学校支援センターネットワーク(MGN)の利用について】説明がなされました。「MGN」とは、「人材・登録、紹介・配置・などを効果的・効率的に実施するために、情報通信技術 ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)を利用したグループウェアソフトです。」として、MGNではどんなことができるのか具体的説明を行いました。順次全校に設定されますが、今年度、試行として、町田第五小学校、小川小学校、南大谷中学校、真光寺中学校の 4校が 11月をめどに実施します。 次次次次にににに、、、、実践報告実践報告実践報告実践報告がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。    小川小学校からは、コーディネーターの新井さんが発表を行いました。コーディネーターとしての活動当初の課題やその解決までの動き、そして、現在の活動などを紹介しました。実践報告が、コーディネーターとしての存在・役割・必要性と発表の視点が明確でありとても理解しやすい発表でした。 次に、真光寺中学校【サプリメントコース】の発表をコーディネーターの宍戸さんと濵本さんが行いました。サプリメント開催までの流れと教育ボランティアの補習方法とその実施など、熱心に取り組まれているようすかせよく分かる発表でした。教育ボランティアを 30 数名抱えその日程調整や教え方の標準化などの苦労もあり、とても身近に感じられる実践でした。 両校の実践とも、パワーポイントを使い、各学校のボランティアコーディネーターに分かりやすく、伝えようとする発表に参加者一同大きな拍手が送られました。その後事務連絡として 事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡(9(9(9(9 月月月月 17171717 日日日日おおおお願願願願いしたものにさらにいしたものにさらにいしたものにさらにいしたものにさらに付付付付けけけけ加加加加えてえてえてえて連絡連絡連絡連絡させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。))))    ● 報告書作成・・・各学校のページ記入要領をあらためて送付いたしました。同時に CD もお送りいたしました。項目などはすでに入力済みの CDですのでご活用ください。 ● パンフレットの活用・・・各学校に改めて 30 部送付いたしました。PTA、保護者と教職員の会などの運営委員会などで配布してくださいますようお願いいたします。 ● シルバー人材センターの活用・・・現状、活用がやや少ないので、1 校あたりの予算配分を緩やかに適応しました。回数がオーバーしても、シルバー人材センターに依頼できます。 ● コーディネーター研修について・・・11月に実施する予定の研修(東京都と共同開催)は内容上、11月と 12月の 2回にわたって開催いたします。11111111 月月月月 30303030 日日日日((((月月月月))))    教育教育教育教育センターセンターセンターセンター  12121212 月月月月 18181818 日日日日((((金金金金))))    町田町田町田町田市民市民市民市民文学館文学館文学館文学館    いずれもいずれもいずれもいずれも時間時間時間時間はははは、、、、1111 時時時時 15151515 分分分分からからからから 3333時時時時までとなりますまでとなりますまでとなりますまでとなります。。。。是非、日程を調整していただき、奮ってご参加願います。 今回の懇談会は、内容が盛りだくさんとなり、分科会を設定して情報交換などを行う予定でしたができなくなりました。研修会などで、できるだけ情報交換の時間を設定し、コーディネーター同士の共通理解を深めて生きたいと思います。「情報交換資料」をいまだ未提出のところは至急支援センターまでご送付くださいますようよろしくお願いいたします。 

 真光寺中学校では今年度も６月から、希望生徒を対象に月曜日、水曜日の放課後に数学と英語の補習教室をおこないます。 それにともない、教育ボランティアの方を募集しています。年齢、学歴は問いません。子ども達に勉強を教えるという事に興味のある方は、教育ボランティアとして、ご協力をお願いいたします。詳細は下記の通りご案内申し上げますのでよろしくお願いいたします。 
 記 ＜実施日時＞ 原則として月曜日、水曜日  時間  １５時００分～１６時３０分 ＊２１年度の実施予定日 

21年６月１５日 （月） ６月１７日 （水） ６月２４日 （水）    ７月  ６日 （月） ７月１３日 （月） ７月１５日 （水） 以上全６回ですが、すべての会にご協力いただけなくても結構です。 （回数はご相談下さい） ＜実施場所＞ 真光寺中学校 視聴覚室・図書室         （町田市真光寺３－８－１） ＜仕事内容＞ 生徒各自が用意した教材（数学・英語）を生徒が自習学習する際の補助、及び採点をしていただきます。 ＜対象生徒＞ １．２年生希望者を予定 ＜謝礼＞ 

1回につき謝金として 1000円／回をお支払いいたします。（交通費を含む） 以上 ＊募集は随時行っていますので、下記担当までご連絡ください。 【担当】 

 

 

 

 

 

 

 

真光寺中学校     副校長      風 間  茂 教育ボランティアコーディネーター      宍戸 政子 

Tel    ０４２(７３４)４６０５      Fax  ０４２(７３５)０２４９ E-Mail    j-shinkoji-vp@machida-tky.ed.jp 

真光寺中学校 発表資料より 

 

小川小学校 発表資料より 

 



各学校各学校各学校各学校のののの取組取組取組取組    学 校 名 実践したこと 対象 学年 

分  野 内      容 ボランティア 町田一小 米づくりのお話 5年 総合 米作り(田植え後)で苦労した点、これからのこと、子どもたちからお礼の会 

地域の人 

 水泳補助 1.2年 体育 体育の時間のプール指導 NPO アイスフォゲル 

 お話会 全学年 20分休み 手作りの紙芝居や図書室内の絵本を使ってお話していただいた 

保護者 町田三小 地域学習 4年 社会科 恩田川についてお話を聞く 地域の方 

 米作り 5年 総合 お米に関わる各分野の方にお話をいただく 

JA、米屋、市役所地域 

 ゲストティーチャー 5年 道徳 「小林さんの蓬もち」登場人物にお話をいだく 

地域の方 

 ゲストティーチャー 5年 陸稲種蒔 畑でのご指導をいただく 地域の方 町田五小 国際理解 全 外国語 外国語(英語、多言語 )文化(インドネシア、インド) (玉川大学、地域舞踊家) 

ヒッポファミリークラブ 

 グリーンプロジェクト 全 総合委員会 田んぼ、花壇、緑のカーテンプールのヤゴ 

学校ビオトープ 

 リコーダー教室 全 音楽クラブ リコーダー・ピアニカの指導(東京ブラススタイル、国立音楽院) 

響きの森、地域 

 異世代交流 全 生活総合 ケアセンター交流、(生涯学習インストラクターの会) 

各ケアセンター 

 防災その他 全  避難所体験 総合防災訓練  (自治会連合、ファザーリングジャパン)、 

気の活用 南大谷小 畑の整備 3.4年 理科 学年園の耕し 地域の人 

 パソコン補助 全 クラブ等 クラブ活動補助、授業補助、教員志望学生による授業補助 

地域の人 

 朝の読み聞かせ 全  火曜朝 8:25~8:35本の読み聞かせ 地域、保護者 

 昔あそび体験 1年 生活科 綾取り、折り紙など 地域の人 

 水泳指導補助  体育 水泳授業時の補助 地域の人 

 給食白衣直し   給食白衣のほころび直し 保護者、祖母 

 夏休算数教室補助  算数 算数指導 地域の人 本町田東小 水泳授業 全 体育 水泳ボランティアの人材調達と調整 地域の人 

 地域の環境、・観察 5年 総合 昆虫観察と自然界の話し、講話(森林インストラクター) 

ひなた村職員 

 地域・町探検 2年 生活科 商店街めぐり 地域の人 

 書道 3年 国語 書道の初歩指導・心得(ゲストティーチャー) 

地域の人 

 

 

 

 

学 校 名 実践したこと 対象 学年 

分 野 内     容 ボランティア 小川小 クラブ指導補助 4-6年 クラブ 卓球、和太鼓クラブ指導補助 地域の人 

 PCクラブ 4-6年 クラブ パソコン指導補助 シルバー人材 

 茶道クラブ 4-6年 クラブ 夏休みのお茶会形式練習 裏千家茶道教授 

 蚕を育てる 3年 理科 蚕の卵から繭になるまで、蛾になるまでの観察と世話(桑の葉の調達) 

地域の人 

 梅を漬ける 5年 家庭科 食育、ゲストティーチャー梅、赤しその回収など 

コミュニティー委員長 成瀬台小 生活・学習補助 1.2.3年  授業時間の補助 地域の人 鶴間小 学習・生活支援  図工音楽 個別支援 学生 

 プール監視員 全 体育 水泳指導中の監視 地域の人 

 クラブ指導補助 4-6年 クラブ ゲームボードクラブの指導 シルバー人材 

 伝統芸能体験 4年 総合 生け花体験 町田華道協会 

 学生ボランティア 

1-3年 各教科 学生による単位取得ボランティア 東京女学館大学 成瀬中央小 折り紙 1年 生活科 七夕の折り紙、飾りつけ 地域の人 

 農業指導 全 生活総合 稲、サツマイモ。-、野菜などの植え付け 地域の人 

 生活補助  全時間 怪我をした子のフォロー 地域の人 

 学習補助 1.3.5年 全教科 授業全般補助 地域の人 

 給食補助 1.2年 給食 給食時間の補助 地域の人 南成瀬小 読み聞かせ 全  お話会 図書ボランティア 

 児童の地域体験   夏休み盆踊りの着付け、成瀬ふるさと音頭出演、 

地域ボランティア 鶴川第一小 読み聞かせ 全 国語 ブックトーク お話探検隊保護者 

 町探検 3年 総合 小野路、野津田を歩く 保護者 

 梅取り、梅漬け 1年 生活科 学校の梅取り、梅漬け、ジュース作り 保護者 

 田植え 5年 総合 田んぼを借りての田植え 地域ボランティア 

 華道 6年 社会 生け花体験 町田華道協会 ※今回掲載できなかった学校については、次回掲載させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 

 


