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グを元に各校の活動内容をまとめています。「継続参加校（事例No.31～61）」については、

それぞれの学校で作成いただいた活動報告シートを、一部再構成して掲載しています。

なお、「継続参加校」とは、平成22年度以前に学校･地域コーディネーター養成講座を修了

している学校、または、学校･地域連携関連事業（学校支援地域本部事業、学校・地域力活用

事業、PTCA調査研究事業）から移行した学校を指しています。

7 79まとめ「ネットワーキングの楽しみ」



 

 

～平成 23 年度施策概要～ 

A 学校・地域連携推進事業  
横浜市教育委員会では、学校教育の充実・多様化、地域の教育力の向上を目的に、地域住民等の

参画による学校支援の活動を推進するため、『学校・地域連携推進事業』を実施しています。 

１ 学校･地域コーディネーター養成講座 

学校を拠点に、学校教育と地域の人材等の社会的資源を結び付ける学校･地域コーディネーターの

意義や役割を相互に参加型学習で学びあい、活動を実践するための様々な力を身につけます。 

◆開始年度 平成 19 年度 

◆対 象 者 校長から推薦された地域、保護者の方 

◆養成目標 横浜市教育振興基本計画【平成 22～26 年度】 

重点施策 12 地域と学校との連携 重点取組１地域の教育力を生かした学校運営の支援 

地域コーディネーターの配置  26 年度末までに 148 校に配置 

◆学校･地域コーディネーター設置状況（各年度の新規参加校のみ記載） 

  
東部 
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鴨居 
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鴨志田 

すすき野

谷本 

計 
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107 校 
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２ 地域交流支援活動事業・学校教育支援活動事業 

『学校･地域コーディネーター』を中心に保護者や地域住民、学校関係者等で構成する運営委員会

を設置し、学校・地域の実情に合わせた学校支援ボランティアの活動や地域連携推進の取組を、教育

委員会からの委託事業として企画・実施します。 

（１）委託事業の種類 

 ① 地域交流支援活動事業 ② 学校教育支援活動事業 

対  象 
学校･地域コーディネーター養成講座 

受講初年度の学校 

学校・地域コーディネーター配置 

２年目以降の学校 

事業内容 
学校支援･地域連携の取組 

(主に単発的または短期的な取組) 

年間を通した学校支援･地域連携の

取組 

委託上限額 30,000 円 150,000 円 

 

 

（２）活動内容の例 

●学校教育を支援する活動 

授業等の補助、部活動指導の支援、図書の整理や読み聞かせ、花壇や樹木の整備等の

校内環境整備、学校行事の運営支援等、学校のニーズを踏まえた教育支援活動 

●キャリア教育・体験型学習の充実 

職業体験、職業講話、ゲストティーチャーの活用 

●土曜・放課後等の学習指導の実施 

学校施設の一部を学校教育に使用しない時間帯（放課後・土曜など）に活用して行う

児童・生徒対象の補習授業 

●学校と地域とのつながりを深める取組 

学校と地域の交流会･研修会、防災防犯･地域清掃、自然体験活動・文化活動 

●学校支援体制の整備 

ボランティア研修・運営会議の開催、広報活動、地域交流室の機能の充実 

３ 学校教育ボランティア保険 

市立学校からの依頼により、教育活動を支援する地域の「学校支援ボランティア」が安心して

活動を行えるように、教育委員会で一括して保険に加入し、ボランティア活動中に起きてしまっ

たケガや事故を補償します。加入手続きや保険料負担の必要はありませんが、「学校教育ボラン

ティア名簿」への登録をお願いしています。 

◆対象 市立学校からの依頼により教育活動を支援する「学校教育ボランティア」で、原則、「学

校教育ボランティア登録者名簿」に登録されている方（市立小・中学校、高等学校、特

別支援学校の教育支援活動に関わるボランティア） 

※児童･生徒の保護者、教育委員会から派遣される者(AET 等)、学校管理外のよこはま学援隊の活

動者など他保険が適用される場合は対象外となります。 

１　施策概要
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A 学校と連携の推進に関するその他の事業 A   

 

 

学校、保護者、地域の方々が、連携・協力して子どもたちを育んでいくための様々な活動に対し、

学校内における拠点となる場所を整備します。主に、学校支援などのボランティア活動をする方々の

交流・活動の拠点や、会議・打合せなどのスペースとして活用されています。 

◆設置校数◆ 

平成 17 年度に 151 校、平成 19 年度から毎年度 25 校ずつ整備しており、平成 22 年度以降は、平

成 26 年度までに 351 校の設置を目標としています。 

◆設置の方法◆ 

空き教室や特別教室の兼用等、既存の施設を活用し、軽易な改修を行うことで地域交流室として

整備しています。学校の施設状況に応じて、設置されている場所、広さなどが異なります。 

 

 

 

  校門、校舎玄関、昇降口の施錠などを中心とした学校の安全管理及び学校内、通学路における

安全見守りに関する保護者・地域によるボランティア活動を支援することによって、安全・安心な学校

づくりの推進を目指します。 

◆活動の登録◆ 

各学校において、保護者や地域住民５名以上により構成され、安全や見守りに関わる活動を

概ね１日 30 分以上かつ週１日以上行い、教育委員会にその活動を登録した学校安全ボラン

ティア団体を「よこはま学援隊」とします。  

◆活動に対する助成等◆ 

一般型 学校に予算配当し、活動に必要な物品を学校で購入して、学援隊に貸与します。

特例型 

概ね１日２時間以上かつ週１回以上の活動を行っている団体に対して事業を委

託します。活動に必要な用具、昼の校内等見守り活動時の給食費を謝金として

支払うことができます。 

 

 

 

 

 

「お住まいの地域の学校や学区などに捉われず、協力していただけるボランティアの方」にご登録

いただき、学校側のニーズとコーディネートする仕組みです。 

◆登録の申込方法◆ 

教育委員会のホームページのトップに「横浜教育支援隊」のバナーがありますのでクリックしてくだ

さい。入力シートをダウンロードすることができます。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/shientai/ 
◆派遣依頼の方法◆ 

学校のＹＹ.ＮＥＴ - Teacher’s Rooms - 教育支援隊 をご覧ください。 

一般のパソコンからはアクセスできません。すべて学校経由の依頼となります。 

１ 地域交流室 

２ よこはま学援隊 

３ 横浜教育支援隊 

１　施策概要
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 学習テーマ 講師・事例発表者 

第１回 

P.５～ 

６月 20 日（月） 

★開講式・オリエンテーション 

講義「学校・地域コーディネーターの概要について」 

ワーク｢学校・地域コーディネーターの役割と心構え｣ 

☆宿題 〔学校との連携協力について〕担当校へのヒアリング

生涯学習文化財課 

生涯学習係長

主任指導主事

国立教育政策研究所 

NPO法人ｽｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ 

    理事長

 

小川真美 

田中光信 

笹井宏益 

 

生重幸恵 

第２回 

P.7～ 

６月 27 日（月） 

★事業マネジメントとコミュニケーション力の向上 

事例「戸塚実り隊の活動事例から事業マネジメントを考える」 

ワーク「学校・子ども・地域人材をつなぐには」 

   ～コミュニケーション力の向上～ 

港北区地域振興課地域力推進

担当(元中区社会教育主事) 

戸塚中学校･地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

NPO 法人夢･ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾈｯﾄﾜｰｸ 

代表

 

小林康夫 

藤﨑勝志 

 

時任和子 

第３回 

P.8～ 

７月４日（月） 

★活動プログラムの作成と、キャリア教育の推進を考える 

講義「学校をめぐるボランティア」 

ワーク「学校と地域の連携活動プログラムの作成」 

事例「A.S.C.C によるキャリア教育支援とマラソン大会」 

事例「地域と連携した事業づくりのすすめ」（東京都の事例） 

ミニディスカッション 

国立教育政策研究所 

NPO法人ｽｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ 

副理事長

新井中学校･地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

笹井宏益 

 

井上尚子 

髙橋由美子 

第４回 

合同研修 

P.10～ 

８月６日（土） 

★グループワーク・パネルディスカッション 

事例「中川小学校『スマイル発信隊』の活動報告」 

事例「芹が谷中学校『芹が谷中学校支援ボランティア 

運営委員会』の活動報告」

生涯学習文化財課 

主任指導主事

国立教育政策研究所 

NPO法人ｽｸｰﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

理事長

中川小学校･地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

芹が谷中学校･地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

 

田中光信 

笹井宏益 

 

生重幸恵 

高橋 満 

蓮見純子 

事例校 

見学会

P.12 

９月 26 日（月） 

★見学と意見交換 

横浜市立幸ケ谷小学校 

「地域交流室を中心とした施設見学と 

幸ケ谷共育倶楽部の取組について」

幸ケ谷小学校･地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの皆さん

※平成 21 年度養成講座参加校 

学校訪問 

ヒアリング 

９～11 月 

コーディネート実践活動についての情報交換 

養成講座新規参加校へ訪問 

教育委員会・NPO 法人横浜市民アクト 

報告会 

P.13～ 

１月 28 日（土） 

★ポスターセッション・グループワーク・パネルディスカッション

「学校と地域のよりよい連携を目指して」 

横浜教育実践フォーラムでの活動報告会（一般公開） 

日本大学文理学部教授 

国立教育政策研究所 

NPO法人ｽｸｰﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸ

理事長

佐藤晴雄

笹井宏益

生重幸恵

 

時間：①③13:30～16:30  ②9:30～12:30／14:00～17:00  ④13:30～16:30 

   ⑤10:00～12:30   ⑦10:00～15:30 

会場：①②横浜市社会教育コーナー ③横浜市教育文化センター ④都筑区総合庁舎 ⑦横浜市技能文化会館 

平成２３年度 
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学校・地域コーディネーター養成講座【第 1 回】 
2011 年 6 月 20 日 13:30 – 17:00 
横浜市社会教育コーナー研修室 A・B 

 

学習テーマ 学校・地域コーディネーター制度の説明、学校と地域をつなぐコーディネーター

の必要性を理解し、基本的な役割を具体的に学ぶ。 

学習支援者 教育委員会生涯学習文化財課主任指導主事 

国立教育政策研究所生涯学習政策研究部 総括研究官 

NPO 法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長 

東京都杉並区学校教育コーディネーター 

田中 光信 

笹井 宏益 

 

生重 幸恵 
  

13:30－オリエンテーション 社会教育コーナー事務長

鈴木やよい 

13:35－レクチャー『学校と地域との連携について』 
地域による学校支援を、という強い想いから平成 19 年より講座を開催。 

 教育委員会の取り組みについて 
地域の様々な知恵を結集し学校を支援していただくことで、子ども・先生方の世界が

広がる。地域の人と人を結ぶ場、連帯感が豊な地域社会を構築する。このために学校と

地域の橋渡し、調整をする学校・地域コーディネーターが重要である。 
レクチャー『学校と地域の連携・協働』 
・平成 18 年教育基本法改正、横浜市教育基本計画（平成 23 年４月） 

 重点施策：家庭教育の支援・地域と学校の連携 

 学校・地域コーディネーターの配置 148 校目標 

・学校・地域コーディネーター 

 人と人や情報、学習資源を適切に結びつける調整機能を担う 

 校長先生の意向（学校経営方針等）のもとに動く 

 学校・地域コーディネーターの立ち位置を理解する 

 ボランティアのまとめ役。学校ニーズとボランティアを繋ぐ 

 副校長や地域連携担当教諭との関係を構築 

・ボランティア活動とは、自分の知識・技能・労力・経験・時間を社会に役立てる活動

（自発的・無償・公の利益・先駆性）。 

生涯学習係長

小川真美 

 

 

 

 

田中 光信 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

14:00－アイスブレイク ～緊張をほぐし、笑顔になる～ 

14:15－レクチャー 
① 自己紹介 

会長を代々勤め、杉並区教育委員会の声掛けで学校教育コーディネーターになる。

個人でやれることの限界を感じ、ＮＰＯを立ち上げた。 

② キャリア教育 

大人が頑張っている背中を見せる。尊敬できる大人との出会い。 

③ 主体的学びの促進 

学びたいという意欲を喚起させる。子どもが驚きと感動を味わう。 

④ コーディネーターの役割 

子どもが学校で学び、体験し、わかること、もっとやってみようと感じる動機づけ

を人の輪で繋いでいく。ナナメの関係を繋ぐ担い手。 

⑤ 学校教育と社会教育関係 

地域・社会の多様な才能を持った人材が学校教育に寄与する。社会教育と学校教育

はボーダレス。 

⑥ コーディネーターに必要なもの。 

コミュニケーションの力。いつでも笑顔を意識すること。先生・副校長・校長、コ

ーディネーター全員で情報共有し、人間関係を繋ぐこと。先生を褒め、やる気を向

上させることも大事な役割！ 

笹井 宏益 

生重 幸恵 

 

３　講座の記録

5



15:10－レクチャー 
① ボランティアは 
・見ず知らずの人と出会い、すぐに友達になる。楽しい・嬉しい等のいい想いを共有、

いい関係ができる。 
・学校は様々な人が集まってくるため、世界が広がる。新しい発見がある。生涯学習と

して自分の身に着く。 
・お金では買えない感謝という報酬をいただく。 
② リスク・課題に対しては 
・受容・寛容・柔軟性、弾力性をもつ。事前の学習や打合せにより、現場でのミスマッ

チを少なくする。 
・家族の理解を得る。他人とは行き違いが生じるものと割切り、心の広さをもつ。自分

の生活と調整が必要となる。 
ワークシートによるグループワーク 

 テーマ「コーディネーターとしての立場で考えるべきこと」 
 個人ワーク：指定された問いに回答を３つまで書く 
 奇数列が後ろ向き、グループを作り議論する。 
 発表（全グループから）※表１を参照 
 発表へコメント 
・知恵を絞ったすばらしい答えが多い。 
・対象者は違うが、答えは共通している。 
・今の段階でのかなりパーフェクトな答えがでたと思う。現場では、笑顔でいられない

こともある。今日の言葉は決意表明にもなる。忘れないで心の内に留めて、活動の一

歩を踏み出してほしい。 
・微妙なバランスの中で関わりを構築していくことが大事。 
・学校の状況によって大きく違う｡自分は自分の学校･エリアに合ったものをしていく｡ 

笹井 宏益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笹井 宏益 

 

 

 

生重 幸恵 

 

 

 

 

宿題：担当校の学校地域連携についてのヒアリング  

※表１【発表内容】 
問 1 校長 / 担当教員への対応のポイント 

（１） してはいけないこと 
・学校の方針からずれること 
・自分の考えを押し付けたり勝手な判断をしない 
・校長や担当の先生の人間性を批判・否定しない 
・できることとできないことをあいまいにしない 
・担当の先生がかわった時、「昨年はこうだった」と責めない。経
過が大切であると伝え、継続して欲しいことはあとで伝える 

（２） 進んですべきこと 
・自分から笑顔であいさつ、コミュニケーションをとる 
・途中や結果のフィードバックをすることで情報の共有化をする 
・常にアンテナをはって先生からの要望に具体的に応える 
・学校、ボランティア、コーディネーターの定期的な顔合わせを
する 

・一番大切なこと・・・『学校を愛す』 

問 2 PTA や町内会への対応のポイント 

（１） してはいけないこと 
・やってやるという上から目線での対応はいけない 
・無理に新しいことを進めたり、今までの活動を否定しない 
・個人情報を漏らさない（噂の発信源にならない） 
・ＰＴＡ・町内会の会長、役員をないがしろにしない 
・強制しない 

（２） 進んですべきこと 
・日頃から関心をもつ。地域の行事に参加する 
・ＰＴＡ・町内会 会長とはまめにコンタクトをとる 
・一部の人だけではなく、皆さんに声かけをしていく 
・アポイントをとる。書面にする 
・いつもこちらから進んで挨拶をする 

問 3 ボランティアの対応のポイント 

（１） してはいけないこと 
・守秘義務を犯す行動 
・不公平感がないようにする 
・その方の気持ちに対してその方の気持ちを否定せず、やる気
を損ねるようなことをしない 

・やっている活動やその人への批判や否定 

（２） 進んですべきこと 
・相手が話しやすいように常に雰囲気を持ってコミュニケーショ
ンを密にとる 

・笑顔で挨拶、感謝の言葉を忘れずに口に出す。 
・学校側と話し合い主旨・注意点を文章化して、ボランティアさ
んに配布して説明をする 

・活動終了後に反省会をして、改善が必要な点を明らかにする

問 4学校の生徒たちへの対応のポイント 

（１） してはいけないこと 
・先生や保護者、他の大人の批判をしない 
・個人情報をきかない 
・廊下で大声で話さない、走らない 
・一部の子どもにしか対応しないものを選ばない 
・先生やそこの担当のボランティアさんより前に出ない（縁の下
の力持ち的になる） 

（２） 進んですべきこと 
・笑顔で明るくあいさつをする 
・困っている場面には対応をしてあげる 
・ほめる。必要な時には叱る 
・子どもの顔と名前を覚え、子どもたちからでも直接感想や要望
を聞いて検討をする 

３　講座の記録
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学校・地域コーディネーター養成講座【第 2 回】 
2011 年 6 月 27 日 9:30 – 12:30／14:00 –17:00 

横浜市社会教育コーナー研修室Ａ・Ｂ 
 
学習テーマ 学校地域連携活動の事業マネージメントを考える。学校・先生・子どもたちと地

域のさまざまな人々をつなぐコミュニケーションを体験学習する。 

学習支援者 元中区社会教育主事 

戸塚中学校・地域コーディネーター 

NPO 法人夢・コミュニティ・ネットワーク代表 

小林 康夫 

藤崎 勝志 

時任 和子 

 

9:30－午前の部／14:00－午後の部（午前・午後の２ラウンドで講座を実施） 

事例研究『戸塚中「戸塚実り隊」の活動事例』 から学校地域連携事業マネージ

メントを考える 
・戸塚中は創立 70 周年を迎える学校。21 クラス生徒数 816 人。学校に入ると生徒から

の「こんにちは」の挨拶のシャワー 

・「戸塚実り隊」は平成７年７月に学校主導で立ち上げ、地域交流室が準備され、ボラ

ンティアは大学、戸塚区生涯学習支援センター（現とつか区民活動センター）、区役

所からの紹介で集まる。まずは廊下のペンキ塗りから手がけ、徐々に学習支援活動へ

拡大する。 

・主な活動は①学習支援 ②学校環境整備 

①学習支援 

希望する生徒は保護者の了解のもと学校を通し申請する。オリエンテーションで生徒

の希望を聞き、生徒の目線に合わせた学習プログラムを作成する。土曜教室(17 名)、

実りの教室（60 名が参加） 

②学校環境整備 

土曜日の活動：図書支援、仮名フリ（外国語の生徒のために）、生け花支援、環境

整備 

・目的：戸塚中学校の教育活動の充実と地域に活力を与える。 

・活動計画・活動報告・収支計画書・収支決算書 

緩い改革、長期戦で内容を少しずつ充実させていく。 

「目的」と「成果」として、ボランティアの１年間を通しての評価をできるだけ数値

化している。 

質疑応答より 
・土曜日の学習支援を終えた時にボランティアと校長・副校長で意見交換。 

・要求課題と必要課題の重なるところを見つけていく苦労は、４年間で少しずつ軌道修

正してきたので、現場ではあまり感じない。 

・学習支援を開始する時に子どもたちからの希望を聞く。年２回保護者宛にアンケート

と懇談会案内を出す。懇談会での意見やアンケートの答えから保護者の考えと我々の

考えのすり合わせをする。 

・ボランティアの募集：校長が大学に依頼し、希望する学生は推薦状を持って校長の面

接を受ける。地域ボランティアは区民活動センターの紹介やボランティア同士の口コ

ミで探す。校長の面接を受けた後に活動に参加。 

・学習計画は、支援する先生が生徒の目線に合わせてつくる。家庭の話をする子もいる

が、校長からはそれも目的の一つと言われる。 

・ボランティアの窓口は校長。担任や教科の先生とは話はしない。 

・支援者のローテーションは教科のグループの中で回し、お互いで補い合う。 

・ボランティアの募集は、学区内にこだわらない。 

コーディネーター

小林 康夫

事例発表 

戸塚中学校･地域コーディネーター

藤崎 勝志

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林 康夫 

藤崎 勝志 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:25／14:55－レクチャー『コミュニケーションについて』 
●講師自己紹介：磯子で地域を元気に、仲間づくりの活動をしている。 

●コーディネーターとしてはコミュニケーション力が必要。能力なので学んで高めるこ

とができる。コツを持ち帰ってほしい。 
●「笑顔」を見ると、人は自然と笑顔になってくる。 

時任 和子 

３　講座の記録
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●コミュニケーション力は人との関係をつくっていく力、どんな立場であっても、どん

な年齢の人でも必要→ヒューマンスキル 

 人との関係づくりは、笑顔とコミュニケーションが大事。 

●コミュニケーションにはメンテナンスが必要。用事がなくても学校に顔を出し、声か

けをする。 

11:00 ／15:30－グループワーク『ロールプレイを楽しみましょう』 

目的：学校・地域コーディネーターが関わる多様な人とのコミュニケーション

の大切さを体感する。 
① グループ名を相談して決める（３分間） 

② グループワークのお題は２つ、グループでいずれかを選択する。 
【ケース１】学校と地域が連携してお祭りを開催する 

      その打合せ会議での意見交換 

【ケース２】学校と地域が共催したイベントのふりかえり 

      保護者の参加が少なかったことに対して意見が出る 

③ 立ち上がってメンバーで握手し、「よろしくね」と声を出して言い合う。 

④ 役割とストーリーを決める。（自分たちがしていることが、見ている人に伝わるよ

うに）、 

⑤ 「発表」多様な役割を分担する。その役になりきってしゃべる。 

⑥ 聞く側は、言い回し方、話の内容などでいいと思ったことや感想を付箋にメモ書き

していく。 

⑦ 発表から気づいたことやメモ書きを共有 

12:10／16:40－まとめ 
 ・２時間のコミュニケーションワークから、気づいたことを付箋に書く。この付箋を手

帳に挟み、折に触れ見るように。 

・コミュニティが仲良くなるよう楽しいコミュニケーションをしていきましょう。 

時任 和子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校・地域コーディネーター養成講座【第 3 回】 
2011 年 7 月 4 日 13:30  – 17:00 
横浜市教育文化センター401 研修室 

 

学習テーマ 宿題のヒアリングをもとに、担当校の実情を踏まえ、学校地域連携活動プログラ

ムを作成。他校の事例を参考に実践的力量を身につける。 

学習支援者 国立教育政策研究所生涯学習政策研究部 総括研究官 

NPO 法人スクール・アドバイス・ネットワーク副理事長 

東京都杉並区学校教育コーディネーター 

横浜市立新井中学校Ａ.Ｓ.Ｃ.Ｃ地域コーディネーター 

笹井 宏益 
 
井上 尚子 
髙橋 由美子 

 

13:30－オリエンテーション  

13:35－ワーク「学校地域連携活動プログラムの作成」 
担当校のヒアリング内容から考えたプログラムを①～③の内容でＡ３判用紙に書き出

す。（全校分をコピーし配布し共有化する） 
① 学校と協議して決定した活動プログラム 
② それを実現するためにコーディネーターとして何をしたいか 
③ 学校にしてほしいこと、期待したいことは何か 

質疑応答 
Ｑ：どこから手を付けたらよいのかわからない。 

Ａ：学校には学校の使命、地域には地域の役割がある。相互に乗り入れて自分たちで自

主的に関係を創っていくことが大切。実績をあげて信頼関係を築いてほしい。先輩の

話を聞いて参考にしてほしい。 

笹井 宏益 

   

３　講座の記録
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14:30－事例発表とパネルディスカッション 

１ 事例「横浜市立新井中学校Ａ.Ｓ.Ｃ.Ｃの活動」 
生徒数 200 人の小規模校。ＰＴＡ会長時の平成 19 年度に養成講座を受講。一人で何

かをすることに限界を感じ、学校内外のネットワークづくりに努めた。学校を「核」と

して活動するＡ.Ｓ.Ｃ.Ｃを結成、学校ボランティア養成講座等を実施する。 

・地域駅伝大会：近隣小中学校、ＰＴＡ、自治会、地元商店街、卒業生がボランティア

で参加 

・キャリア教育：「自ら判断して行動できる」を目指している。 

・夢応援プログラム：中学生と地域の大人がともに企画から担当し実施する。 

２ 事例「杉並区天沼小学校学校地域本部コーディネーターの活動」 
・教育課程内支援は、教育課程外支援から始めて移行していった。 

・低学年：「伝承遊び」等地域が関わり易い。町内会を通して依頼。子どもが「認めら

れた」と感じる交流ができた。 

・３年生：地域のお店調べと店番体験。店側も受入れを工夫。 

・４年生：テーマは福祉。聴覚障害（手話）、視覚障害（サッカー）ユニバーサルデザ

インの観点でリモコン制作の学習。 

・高学年：「キャリア教育」職人の話から生き方、働くことを学ぶ。「起業体験プログ

ラム」のコーディネートもする。 

・コ－ディネーターの仕事：学校の要望を聞く→講師の発掘→学校方針を基に講師と内

容作成→地域の協力者に学習の意図を伝える→材料等の調達→当日の進行 

・大事なこと：日頃から学校とコミュニケーションし、教育目標、計画をしっかりと聞

く。地域の人材、商店会、会長会等とのネットワークづくり。「すりあわせ」が重要

な仕事。学校外の世界と繋がることで、子どもたちの学習意欲は向上する。 

３ パネルディスカッション 
（笹井）現役ＰＴＡとの関係や保護者へのお知らせの記名の仕方は？ 

（井上）支援本部とＰＴＡ連名で出すことはない。支援本部とＰＴＡとは目的が違う。 

（髙橋）新井中ではＰＴＡ会長名で出し「連絡先」をＡ.Ｓ.Ｃ.Ｃとする。 

（笹井）活動のきっかけや信頼関係の構築について 

（井上）始まりは総合学習の「米作り」を教えてくれる人を探した。一度うまくいくと

他の先生間でも期待され信頼が生まれる。 

（笹井）先生の移動・交代時に信頼関係をどう築いていくか 

（髙橋）先生間で「地域のことなら○○さんに聞くといい」と語り伝えられている○○

さんがいる。私もそういう人になりたい。 

（笹井）コーディネーターとしてＰＴＡ活動経験がプラスになるか？ 

（髙橋）学校内をよく知っているので、Ａ.Ｓ.Ｃ.ＣメンバーはＰＴＡのＯＢが多い。 

（笹井）ＰＴＡ経験のない人でもコーディネーターはできるだろうか？ 

（井上）地域を知り、学校を知る努力をすれば、ハードルは高くない。子どもたちとよ

く話をするといい。 

（笹井）地域ボランティアの把握とつなげ方は？ 

（井上）広く募集すると怖い面がある。内容を具体的に発信する。保護者からの紹介が

一番多い。 

（髙橋）友だちの知り合い。さらにその友達・・・という仕組が大事。 

（笹井）コーディネーターと町内会との関わりは？ 

（井上）町会は大事な団体。年間数回は町内会長会に参加。校長に出席してもらうこと

もある。 

（笹井）校長の交代により、コーディネーターへの考え方が変わるのでは？ 

（髙橋）学校長の推薦が力であり、「修了証」をお守りに頑張る。 

（田中）19年度に始まった事業のため、校長により温度差がある。 

（笹井）コーディネーター制度に男性が入っていかれるのか？ 

（髙橋）男性からの目線は必要。地域デビューのマナーを学ぶ機会にもなる。一緒にや

っていきたい。 

（井上）子育ても男女違う目線でしてこそ旨くいく。「おやじの会」から支援本部に参

加する男性も多い。 

笹井 宏益 

髙橋 由美子 

井上 尚子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笹井 宏益 

井上 尚子 

髙橋 由美子 

田中 光信 
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（笹井）学校が必要とするボランティアが入ることは、子どもを見る目が多くなり、学

校は子どもを守りやすくなる。 

４ まとめ 
学校と地域の事情が異なっているため、今回出された問題に、さまざまに対応しなが

ら考え、作り出していくことが求められる。 

 

学校・地域コーディネーター交流会：すでに活動しているコーディネーターによりワールドカフェ方

式で意見・情報交換。３グループの発表で全体共有。 

参加者：修了生 12 人、受講生 11 人、他コーディネーター１人、保土ケ谷区役所１人、教育委員会職員２

人、ＮＰＯ法人横浜市民アクト４人。「顔の見えるつながりカード」の冊子を配布 

※「顔の見えるつながりカード」は学校・地域コーディネーターのネットワーク作りのための登録カー

ド。問合せ先：ＮＰＯ法人横浜市民アクト 

 
 
 
 

学校・地域コーディネーター養成講座【第 4 回】合同研修 
 
 

～人と人がつながる・輪が広がる・地域が活きる・子どもが輝く～ 

2011 年 8 月 6 日 13:30 – 16:30 
都筑区役所 6 階大会議室 

 

学習テーマ 学校・地域コーディネーターの活動事例から学校と地域の連携を考える 

コーディネーター

コメンテーター

国立教育政策研究所生涯学習政策研究部 総括研究官 

NPO 法人スクール・アドバイス・ネットワーク理事長 

教育委員会生涯学習文化財課 主任指導主事 

笹井 宏益 

生重 幸恵 

田中 光信 
 

１ 事例報告 
 

1) 中川小学校「スマイル発信隊」（都筑区）   報告者：学校・地域コーディネーター 高橋 満 

港北ニュータウン「センター北駅」を学区とする学校 児童数 920、家庭数 755 の大規模校、創立

137 年の伝統をもつ地域最古の学校 

事業概要説明 

・平成 17 年度に学校教育ボランティアが始まる。学校がボランティアの登録を担当 

・21 年度学校教育ボランティア経験のあるＰＴＡ役員ＯＢ３名が学校・地域コーディネーター養成講

座を受講。22 年度「スマイル発信隊」を立ち上げ、学校教育ボランティアの事務局となる。 

・23 年度助成金で「まちとともに歩む学校づくり懇話会」を出発点に学校・地域・ＰＴＡ・ボランテ

ィア活動をまとめたサイトを作成、保護者や地域に情報発信を開始する。 
 

 

 

2) 芹が谷中学校「小中学校・地域の連携による居場所づくり」（港南区） 

報告者：学校・地域コーディネーター 蓮見純子 

   港南区北部の小高い住宅地に位置し、２小学校から進級する中学校。生徒数：431 人 

・校内に自然園があり、バーベキュー施設もある。デイキャンプなどを定期的に実施 

  ・10 年前からＰＴＡ主導でボランティアを募集、現在 100 人が登録。声を掛けても活動に繋がらない。 

・昨年度「図書室をきれいに」を目標に図書整備とデジタル化。今後は地域にも声をかけていきたい。 

・「夏の学校であそぼう」中学校でのお泊り会を実施。（防災教育を含む）「おやじの会」が協力 

 炊き出し体験、学校探検、宿泊体験（体育館）で小･中学生･地域 121 人が参加（内 30 人が泊り） 

  ・今年度は花火大会を計画（８月 27 日）現在申込が 600 人を超えている。 
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２ コメンテーターからのコメント 

 

 

中 川小学 校 

生重：自分ですべてするのでなく、できる人を誘い込む。どう誘うかを考えていく。 

田中：ボランティアをする人の連絡袋を作っている。子どもに保護者の姿を見せることができる。 

芹が谷中学校 

生重：自然豊かな環境を生かし「おやじの会」が間伐材で林道整備やベンチ作りなどできる。バ

ーベキューコーナーも色々使い道がありそう。 

・自然林をパネルにしてメッセージを伝え、ビオトープなどの可能性もあり、素材としてお

もしい。自然が得意な先生を巻き込んで先生の専門性を取り入れることもできる。 

・気負いのないスタイルが良い。３～５年あきらめず肩の力を抜いて中学校らしい内容で進

める。 

田中：学校に泊まる面白さから小学校を巻き込む。小学生が中学校に行くチャンスとなり、学校

への理解や安心感につながる。 

 

★笹井先生から校長先生への質問 

①「この事業に熱心でない先生もいる中でのまとめ方は？」 

中川小校長：学習等で関わる地域の方に管理職が丁寧に地域の力の大切さを伝える。 

芹が谷中校長：校長室、職員室をオープンにし、地域の人と先生方が話をするきっかけを作る。 

②「異動で校長や職員が変わる。安定した活動を残していくためには」 

中川小校長：「地域の人との関わりや校内のボランティア活動を発展させて欲しい」という前任

者の引継ぎを大切に、学習内容に位置づけていく。職員のために地域行事の一覧表を作成。 

生重：活動が定着し地域との連携ができるまで３年。４年目から学校や地域に認められ発展する。 

 
 
３ グループワーク 

グループで意見・感想を共有し、パネリストへの質問について話し合う 
 

４ パネルディスカッション 

笹井：ＰＴＡとの関係について、また調整の定期

的な場があるのか 

高橋：並行する関係。年に数回の「まちづくり懇

話会」で、他は個別に調整。 

蓮見：ＰＴＡも地域の一員と伝えている。地域の

いろんな所へ顔を出し、そこで顔がつなが

り話をする。 

生重：ＰＴＡは基本子ども・保護者と学校との関

わり。同窓生、地域の人、ＰＴＡ現役など

立場の違う人たちにバランスよく関わって

もらう。ＰＴＡ会長とコーディネーター両

立はきつい。スタッフをより多く見つける。

また、「子どものために何かをしたい」と

予算をくれるスポンサーを探す。同窓会人

材リストを作成し、情報を積みあげていく。 

笹井：ボランティアのリクルートについて 

蓮見：一本釣り。知り合い等個別に声をかけ。地

域のつながりの中で探す。 

高橋：得意なことでアンテナを張ってキャッチす

る。口コミが重要。信頼関係でフィルター

をかける。 

生重：地元のライオンズ・青年会議所・商店会等

と懇意にし、同時に学校の趣旨を明確に伝

える。企業に顔がつながると思わぬ人材の

発掘につながる。私は 1,000 枚の名刺をば

ら撒いている（自主制作名刺） 

笹井：コーディネーターの立場で学校との関係で

の課題は 

高橋：メインの活動としての図書の貸出が、ある

時から図書の飾り付けに移行した。学校の

ニーズと噛み合っていないが、学校からは

「違う」と伝えにくい。コーディネーター

がその立場で伝えていくことが必要。 

笹井：規約について 

高橋：銀行口座を作るときに必要になり、横浜市

ＰＴＡ連絡協議会の規約書と本校のＰＴＡ

の規約書を基に作成した。 

蓮見：ひな形を参考に校長先生方と相談しながら

作った。 

笹井：校長先生として、コーディネーターにこん

な風に動いてほしいという具体的な要望

は？ 

中川小校長：既にキャリア教育などで地域の人材

を生かしている。この学年にこういう人が

いたら・・とスマイル発信隊に相談してい

る。 

芹が谷中校長：アイデアをだしてもらえるとそれ

を軸に話ができる。花火大会では、地域・

３　講座の記録
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ＰＴＡなど多方面に調整をしていただいて

いる。 

笹井：この事業を広げるための教育委員会の役割

は 

田中：新聞などのメディアに活動を発表していく

ことで、地域に知ってもらい、広げていく

こと。 

笹井：この事業は国（文科省）の委託なのか、横

浜市独自のものか 

田中：予算は一部国の予算、一部横浜市で負担し

ている。養成講座自体は横浜市独自事業。 

笹井：新任校長が地域連携の学校行事をスパッと

切った。地域への説明もなかった｡｢地域を

巻き込んだ行事は勝手にやめないように｣

と伝えることもコーディネーターの役割と

思うが・・ 

生重：独自にやっていく方向もある（私だったら

そうする）。子どもが楽しみにし、地域の

人が学校に来てくれることの意味合いが大

きい。今後「子どもたちのために」地域が

どう関わるかが大切。 

 
 
 

 
 
学校・地域コーディネーター養成講座【事例校見学プログラム】 
 
 

2011 年 9 月 26 日 10:00 – 12:30 
見学先：横浜市立幸ケ谷小学校・幸ケ谷共育倶楽部 

 
学習テーマ 幸ケ谷小学校のボランティア活動や地域連携の事例から、幸ケ谷共育倶楽部設

立の経緯、学校地域コーディネーターの役割について学ぶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

見学者 36 人が２グループに分かれ、 

校長・教務主任の案内で校舎内を見学 

地域交流室「幸ケ谷共育倶楽部拠点」・分散型図書室 

家庭科ミシンサポーター授業 

屋上緑化スペース・オープンクラス イングリッシュルーム 

 

「地域の目の前にいる子どもたちを学校・教員・保護者・ 

地域の人がともに育て、育ちあっていくこと」が学校と 

地域の連携 

そのために、前校長が３年前に「幸ヶ谷共育倶楽部」構想 

を打ち出し、学校・地域コーディネーター養成講座を受けた 

学校・地域コーディネーターに２人のコーディネーターが 

加わって、事務局を担当。教育ボランティアの活動として「学習サポート部門」「読書サポ

ート部門」「安全見守り部門」「栽培緑化環境部門」で保護者・地域の人が登録して活動し

ている。 

分散型図書室 

地域交流室 

３　講座の記録
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平成 23 年度横浜教育実践フォーラム 
 

 

～学校・地域コーディネーター養成講座活動報告会～ 

2012 年 1 月 28 日 10:00–12:00（午前の部） 
13:00–15:30（午後の部） 

横浜市技能文化会館 2 階多目的ホール 
Ⅰ 午前の部                               ： 

１ はじめに                教育委員会生涯学習担当部長 鈴木 寿一 

 

２ 基調講演「地域とともにある学校づくり」    日本大学文理学部教授 佐藤 晴雄 

(１) 「新しい公共」とは 

 最近、「地域とともにある学校づくり」「新しい公共」というキーワードが使われるようになってきた。

「地域とともにある」とは、具体的には学校運営協議会、学校支援地域本部、放課後子ども教室等を、学校

改善のツールとしてうまく活用すること。そして、学校のために留まらず、ボランティア等で学校に関わる

ことを成人の学習としてとらえることも含む。 

 「新しい公共」（ニューパブリック）とは、これまで行政が担ってきた公共的な部分に、市民や NPO、企

業といった行政以外のセクションも関わっていくこと。これからはこの「新しい公共」を学校でも実践して

いくことになる。学校だけ、教員だけ、教育委員会だけではなく、NPO やボランティア、場合によっては企

業も関わって学校を運営する。 

 学校のことは学校に任せるという従来型の慣習が残っている地方では、学校運営協議会は存在しないが、

保護者からの苦情も少ないという特徴がある。一方で、同様に学校運営協議会のない学校の中には、一人の

保護者の理不尽な要求が、大勢に影響を与えた事例を聞く。これは、学校に関わりたいが、関わる仕組みが

ないということでもある。保護者や地域の方が、学校に対してニーズや改善要求をもっているとき、学校と

の関わり方の仕組みがないと話が変な方向へいってしまう。したがって、これからは「新しい公共」のため

の仕組みや「地域とともにある学校づくり」が学校運営のポイントとなる。 

 

 

(２) いま、なぜ学校と地域の連携が必要なのか 

 中には、「連携は必要ない」という学校もあるが、学校の業務はこのままで済むだろうか。 

 例えば、従来は 10 で済んでいた業務が、最近ではいつの間にか 12、13 と仕事が増え、先生方は多忙感を

強く感じてきている。そこにボランティアが入り、先生方の仕事を 1つ 1つ減らしていくと、10 に戻すこ

とができる。これが学校のスリム化。つまり、学校の仕事を９とか８にするのではなく、あくまで 10 にす

るということである。 

 かつて、三鷹のある学校で、校長先生が地域の方にボランティアをお願いしたところ、地域の方から変な

顔をされた。地域の方のイメージは、先生方の仕事を 10 としてボランティアの仕事を２とすると、先生方

が２サボるためにどうして協力しなくてはいけないのか、というものであった。 

 結果的に、この学校は地域の協力を得ることに成功したのだが、事情をよく知らない方からは、元々理解

のある地域だったからだろうといわれる。実際のところ、この地域は教育に大変関心が強く、意見を持って

いる方が多かったため、校長先生は相当苦労された。校長先生は、「教員は今までどおり 10 のことをしま

す。そこにボランティアが２のことをしてくれたら成果は全部で 12 になります。10 と 12、どちらがいいで

すか？」と関係者を説得した。当然 12 の方が良いという結論になり、なんとか 10 数名からボランティアが

出発。現在では延べ 2,500 名の活動になっている。 

 

 三鷹市立第四小学校では、元サラリーマンのコーディネーターが事務局長を務める「夢育支援ネットワー

ク」という NPO 組織がある。この学校では、活動実施日の２週間程前に、先生から事務局に具体的な依頼が

メールで届く。事務局がその内容をボランティア登録者のメーリングリストに流すと、希望者から事務局に

返答が戻ってくる仕組みができている。 

４　報告会の記録
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 メーリングリストを使う利点は２つ。１つ目はお金がかからないこと。２つ目は、何月何日に誰が出席す

るというのが分かること。ボランティアにも、あの人が行くなら行こう、あの人が来るなら止めよう、とい

うのが実際ある。 

 コーディネーターが活動しやすいかどうかのポイントは、学校に活動場所を確保できるかどうかにある。

活動場所があると、用がなくても人が来るようになる。近くに寄った人が、ひょいとやって来る。そうする

と何となくその場所が中心になって活動が活性化する。 

 平成 21 年度全国学力・学習状況調査には、「PTA や地域の方が学校の諸活動にボランティアとして参加

している学校は子どもの学力が高い」という傾向が、小学校・中学校ともに見られる。地域と連携しなくて

もよいという学校は、子どもの学力にブレーキをかけている可能性はないだろうか。 

 

 

(３) クローズドシステムからオープンシステムへ 

 クローズドシステムの学校とは、いわゆる伝統的な学校。学校にいる先生が学校にいる子どもに学校にあ

る設備を使って教育活動を行う。 

 これに対し、オープンシステムの学校とは、学校以外の人的資源や情報、モノを取り入れて教育活動を行

う。地域にもその効果が還元される。学校は伝統的にクローズドシステムだったが、少しずつ変化している。 

 社会教育と学校教育では大きな違いがある。社会教育では指導者を外部から呼んでくる。ところが、学校

は学校内の教員が何とかしようし、無理が生じることがある。それが顕著に現れたのが、総合的な学習であ

る。福祉や環境など、教員の弱い部分がどうしても出てくる。ここが地域の人材を必要とするひとつのきっ

かけにもなっている。 

 現在、多くの学校が進めているキャリア教育には、大きく分けて２つのパターンがある。１つはインター

ンシップ、職業体験。これは、外の人材に協力を得なければ成立しない。２つ目が職業人の講話。商店街の

人や農家の人に来てもらい仕事の話をしてもらう。これも先生はできない。その他、教員免許を持っていな

い人を非常勤講師として活用するなどもあり、先生だけが教えるというスタイルは少しずつ変化している。 

 平成 20 年度から学校支援地域本部、19 年度には放課後子ども教室がスタートするなど、色々な仕組みが

でき、現場は混乱しているという状況が見受けられる。今後は、学校運営協議会を中心に１本化するような

整理統合が望ましい。実際に長野県では、学校支援地域本部と学校運営協議会を統合している。 
様々なスタイルがあって良いが、学校運営協議会は協議機関であり意思決定機関であるので、学校支援の

実働組織ではないとする学校もある。しかし、協議会レベルでとどめてしまうと、委員は現場で一緒に汗を

流していないため、意識が実情と離れてしまう。実働部門を協議会の下に置き、それぞれのトップを協議会

のメンバーに入れることで、実働組織と意思決定組織をリンクさせることが可能になる。 

 

 

(４)学校運営協議会にはいくつかの側面がある 

   ①相互理解：地域、保護者、学校が相互に理解する 
   ②創発効果：新しいアイデアが生まれる。3人寄れば文殊の知恵 

   ③当事者意識をつくる：学校支援に関わってくる 

   ④学校の見える化（ブラックボックスではダメ） 

 いろいろなスタイルがあって構わないが、学校・地域コーディネーターは学校運営協議会の委員として連

結器の役目を果たすのが良いであろう。 

 学校運営協議会や学校支援地域本部に PTA やその他組織をいかに取り込むかがポイントとなる。よく、

PTA と学校運営協議会、学校支援地域本部との関係について質問される。学校の実情に合致さえすれば良い

が、多くの学校では PTA とくっつけない方が良いと考える。PTA 役員には何となくやらされ感があるが、学

校支援ボランティア活動は自発的な気持ちが根底にあるため、一緒にしてしまうと学校支援が先細りになる

可能性もある。ふたを開けてみれば同じ顔でも良いが、理念が違うので組織自体は離しておいた方が良い。

ただ、活動が沈滞している PTA の場合は、取り込むことで活性化する場合もあるかもしれない。 

 学校・地域コーディネーターは、PTA と学校運営協議会をつなぐ連結器としても期待される。活性化のた

めには、さらに協議会の委員と学校支援部門の実働メンバーで交流を図る必要がある。 

 最後に、学校・地域コーディネーター自体も実際に色々なスタイルが生まれてきているが、コーディネー

ターは co+ordinator。つまり、秩序を作る人である。様々な要素を結びつけて１つのものをつくりあげる

から、連結器の役割となるのに適している。是非皆さん、学校と地域をつなぐ連結器として活躍してくださ

い。 

４　報告会の記録
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Ⅱ 午後の部                                ： 

３．トークセッション「学校と地域をつなぐ仕組みとコーディネーターの果たす役割」 

国立教育政策研究所 総括研究官   笹井 宏益   

NPO 法人スクール・アドバイス・ネットワーク 理事長   生重 幸恵   

笹井：学校運営協議会はどのようにつくっていくのか

伺いたい。 

 

生重：ＰＴＡ会長を務めていた学校で学校運営協議会

を始めるときに、学校支援地域本部との位置づけを明

確にした。 

運営協議会は校長の経営に対して賛同を示し、協同体

制をつくっていくための地域の応援部隊。質問もする

し、先生の考えなども突っ込んで聞くが、納得したら

みんなで学校運営協議会として応援し責任も持つ。 

一方、学校支援地域本部は、多様なボランティアを活

用して、授業・放課後・休日と様々な展開をしていく

という棲み分けをしている。 

うやむやに始めるのではなく、これからの地域にとっ

て必要な人材をどうそろえていくかを考えて体制をつ

くっていくべきだと思う。新しい地域を描くための情

報を共有していくようにしようと考えている。 

 

笹井：ボランティアというのは、自らの主体的な気持

ちを実現する活動であると考える。学校の求めるもの

を受け止め、学校を支えていくのが学校支援ボランテ

ィア。その間に入る学校・地域コーディネーターの役

割として、地域の中から協力できる人を集め、学校に

来てもらうことが大事になる。ボランティアをどのよ

うに学校に結びつけるか？ 

 

生重：ボランティアは、自分の得意なことや他者に喜

ばれることが一番いい。活動の中で、自分では気がつ

かなかった才能が出てきたり、今までと違う人たちと

のつながりの中から喜びが見いだせることもある。そ

して、何より一番の報酬は子どもの笑顔。 

先生がすべきことは、授業力を高めて子どもたちに勉

強の面白さや、集団活動の中での自分の存在や立ち位

置を学ばせるなど、子どもの成長に大きく寄与するこ

と。その先生たちの負担が、今あまりにも大きくなっ

ている。 

地域の方たちには、それぞれの生きてきた知恵・視

点・パワーがあり、それが自分だけの一方的な思いで

はなく、統合された１つの思いとなったとき、絆とい

うネットワークが生まれていく。学校ごと、地域ごと

の違いを生かしてコーディネートしていくことが活動

の充実につながっていくと思う。 

 

笹井：学校・家庭・地域の連携がここ最近急速に言わ

れてきた背景には、１つ目に子どもの問題、２つ目に

学校の問題、３つ目にボランティアというトレンドが

ある。子どもの問題というのは、子どもの生きる力が

一昔前に比べて落ちてきているという共通の社会認識。

例えば、偶発的なことに対応できないなど、生きる力

の低下を全て学校だけでフォローするのは難しいとい

う認識が広まってきている。ひと昔前の子どもは、地

域の大人たちと関わることが多く、学校外でいろいろ

なことを教えてもらっていた。それを人工的に、学校

の仕組みの中でつくっていかなくてはならないと思う。 

２つ目は、教職員の負担増加。様々な原因はあるが、

結果として子どもと向き合う時間が少ない、本来の業

務をする時間がない。 

３つ目のボランティアというのは、プラスのトレンド。

東日本大震災や阪神淡路大震災で、着実にボランティ

アが定着している。社会的活動、社会的管理機能を自

分たちの手でつくっていきたいという人が増える中で、

子どもや学校のサポートは、共通課題として取組みや

すい。だから、ボランティアを実現する場として学校

や子どもは重要。教育をめぐる時代の本質的なトレン

ドとして、学校と地域の連携はマッチしていると思う。 

みんなが共有できるような現実的なテーマ、例えば防

犯や、子どもと一緒に遊ぶ、本を読む、あるいは職業

体験やスポーツ。具体的に協力していくものがないと、

実際の連携は難しい。だから、自分の地域で現実的な

ものを見いだして、学校の先生の話を聞き、焦点を当

ててやっていこうというのが私の考えです。 

 

生重：（星川小の活動報告を例に）昔はいろいろな関

係の中で、お兄ちゃんやお姉ちゃんから教えられてコ

ツをつかんでいった。しかし、今の横に割ってしまっ

た関係性の中ではなかなかそれはできないから、意図

してコツをつかむということを教えていくというのは

とても良い。自分の目で見て、耳で聞いて、手で触れ

るという幅広い体験と知見が大事。 

それを全て学校で担うのは難しいが、その点、地域に

は無限の可能性がある。子どもたちの喜びや発見は、

地域の力なくしてはできない。学校の授業に全部組み

込むのは難しいので、土曜日や放課後、夏休みなども

うまく使いながら、子どもの興味を引きつけていくこ

とがとても重要。多くの方が参加することによって、

いろいろなものや出会いが生まれる。 

 

笹井：そのような機能を継続・永続させる機能をつく

るのが学校支援地域本部。ただ、世界が違う学校・家

庭・地域を調整しながら組織化して維持していくこと

は、また大変なこと。まず、コーディネーターは、学

校支援ボランティアにモチベーションを維持してもら

いながら活動を継続させる必要がある。しかし、やり

すぎてだめになることもある。ボランティア仲間を上

４　報告会の記録
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手にまとめていく上で、コーディネーターが特に注意

しなくてはならないことは？ 

 

生重：（ボランティアを）やるよと言ったのに全然声

がかからないなど、バランスの悪さを回避しなくては

ならない。図書系や放課後系などのボランティアは、

それぞれ信頼される人を中心にチームになってもらう。

一人が全部やるなんて私は考えたことはない。リーダ

ーを信頼して調整を任せてしまうと、意外と問題なく

回避できていると思う。でも、問題があったときには

即座に集まるという体制だけはとっている。十何年も

続けていると形骸化という問題は出てくるので、何年

かおきに見直しをしている。 

 

笹井：コーディネーターは、学校のニーズを把握して、

それを仲間に渡してつなげることが仕事だと思う。そ

ういう場面で、対学校、対校長との話しは、日頃の信

頼関係とコミュニケーションになってくるのか？それ

とも別の方法があるのか？ 

 

生重：やはり信頼関係だと思う。鴨居中学校の報告で、

学校支援組織を立ち上げたら学校からたくさんオーダ

ーが来るようになり、とても前向きな取組が始まった

と聞いて嬉しく思った。各校で学校支援活動が行われ

ていることを何人かの先生が知っていて、そうした制

度があるなら自分たちもやりたいと考えてくれると一

気に広まる。私が始めた頃に比べると、先生たちの中

に（学校支援地域本部という）知識があり、取組みた

いと思っている方も増えてきている。 

コーディネーターが信頼関係を築いていくためには、

理解し合う共通の場と体制をつくることが大切。仕組

みづくりと、そこにいかに先生が負担感なく関わって

こられるか。情報共有の場は、実りが多ければ10分

でもいい。そうしたことを惜しまずにやってくれる校

内の雰囲気をつくるのは、やはり学校長の経営力。 

 

笹井：理解のある校長先生や教員が異動してしまい、

理解がない人たちが来てしまったときはどうするか？ 

 

生重：その先生の教科など、日常会話の中で先生のポ

イントを拾っておくとよく分かる。例えば、マーチン

グバンド部があって、いろいろな地域行事に参画し、

そうした子どもたちの活動が認められるというのはと

ても大切なこと。そういうものが好きな先生だと思っ

たら、その方向をつくればいい。自分たちがやってき

たことだけが正義ではないと捉え、みんなで調整し合

っていけばいい。 

 

笹井：役割分担について。役割を決めることは、自ら

の意思でするボランティア活動には弊害となり、やり

たいというエネルギーが失われてしまい、活動の低下

につながるのではないか。やる気のない校長がいたと

しても、否定的なことは言わずに前向きな提案をして

いくことがとても大事だと思うが。 

 

生重：役割分担の中で、得意な分野が１つという人と、

いろいろできる人を調整するのがリーダーやコーディ

ネーター。人間社会において、好き嫌いという個人の

感情はどこでもある。いろいろな人が参画するボラン

ティアで一番気をつけなくてはいけないことは、あの

人がやるなら私はやらないという空気が生まれないよ

うにすること。そのために、参画できる窓口をたくさ

ん用意することに最も気をつけた。みんながハッピー

に関われるようにどうするかを考えることがコーディ

ネーターの腕の見せ所だと思う。 

 

笹井：目的は一緒でも、あの人とはやりたくないとい

うのはある。情緒的に好きだ、嫌いだという関係が出

来たり壊れたり。だから、信頼関係というのは互いに

気持ちよくなるような情緒的関係ができればいい。 

 

生重：全員が全員いい人だと思わない方がいい。いろ

いろな人がいるのだから、興味がない人がいてもいい。

先生の中に（ボランティアに）興味がない人がいても

いいと思う。だから情報発信は重要。ホームページ、

通信、町会報に載せるなどのアプローチはかけていく

べきで、自分ができることの中で関わってくれる人を

増やすことが大事。批判しないということが大きな約

束で、笑顔で受けてあげるというのが大人の示す背中。 

大人は、子どもの手本として、ありがとうと言える関

係性を見せることを真剣に考えていくこと。やる気の

ない人たちは、まだその興味に至ってないということ

で、絶対に批判をしないことが大事。 

 

笹井：モンスターペアレントに関しても、コーディネ

ーターの役割は大きいと思うがどうか？ 

 

生重：それを地域に頼むとなったときには、経営に口

を挟めるもの（学校運営協議会）が担わなくてはなら

ないと思う。先生は、とにかく一人で考えこまないこ

と。今はチーム力が教員の世界に問われる時代になっ

てきている。きちんと体制をとって物事を処理し、情

報を共有化していかなくてはならない。 

私自身が関わってきた事例の中で思うのは、子育てを

孤独にして情報を遮断してはいけないということ。個

人情報の共有化と、地域の中で信頼関係を築いていく

ことがとても大事。 

 

笹井：一対一の関係になると、他人の目を意識せず、

ヒートアップしていく。いかに情報を共有するかとい

うことが大事。 

横浜はこれだけ多くのコーディネーターが活躍してい

るので、これからはコーディネーター同士の情報交換

や、市民の中でのネットワークづくりというところが

大事になる。そのような関係を作っていただきたい。 

４　報告会の記録
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鶴見 事例No. １区

名　　称 つるみっ子応援隊

学校情報

学区は鶴見駅東側に位置し、駅前の商業地と鶴見川に面した住宅地で、最近は高層マン
ションが多く建設されている。児童の増加が著しく、余裕教室やＰＴＡ会議室も確保できない
状 例年ＰＴＡ会長 ８ 会 持ち と ため １年 ＰＴＡ役員 多くが交代す

鶴見小学校

①学校との関わりのきっかけ
　学校行事を積極的に手伝う保護者も、普
段のボランティア活動についてはあまり意
欲的でない部分がある。また、地域の方々

新

　今後は学校の状況や子どもたちの様子を伝
えながら、ボランティア活動に理解と親近感
を持ってもらうようにする。
　地域の方が活動しやすいようなシステムを
作 きた

学校情報 状況。例年ＰＴＡ会長は８町会の持ち回りとしているために、１年でＰＴＡ役員の多くが交代す
る。外国籍や外国につながる児童の就学が増加傾向にある。隣には鶴見中学校があり、３小
学校と１中学で鶴見中ブロックを作っている。

欲 部
も高齢化傾向にあり、新しいボランティア
ネットワークづくりの必要性を考え、ＰＴ
Ａ会長経験者にコーディネーターをお願い
した。他校の様子やコーディネーターの役
割を学んでいただきたく養成講座への受講
を提案した。

②現在の活動内容

作っていきたい。

⑤その他、特徴的なこと
・小中一貫ブロック「鶴見中・豊岡小・鶴見
小・潮田小」の保護者の交流は深く、ＰＴＡ
広報誌をコラボで作るなど連携が強い。
・活動の様子を地域・保護者に発信し、理解
や活動への共鳴感を得るようにする。②現在の活動内容

　古くからある街で自治会ごとにまとまり
があり、行事などの手伝いや学校への教育
支援ボランティアとして保護者が登録して
いる。８町会の会長が交代で、朝礼の時間
に子どもたちに向けたお話をしている。

③期待される活動分野
≪学校≫コーディネーターには 図書ボラ

や活動 共鳴感を得るようにする。

≪学校≫コーディネーターには、図書ボラ
ンティアとして図書の電算化に携わってい
ただいた他、高学年の家庭科等において他
のボランティアともに学習支援等にも協力
していただいている。今後は地域・保護者
と学校の連絡調整役になり、情報の発信収
集に力を入れてほしい。
≪コーディネーター≫駅に近く、新しい住
民・保護者が増えている ともに楽しく活民・保護者が増えている。ともに楽しく活
動できるようネットワークづくりを進めて
いく。地域のサポーターと保護者のサポー
ターが一緒にできる活動を計画していく。

④現在の課題
　地域は自治会ごとにまとまっていて、学
校行事等のボランティアやサポーターを
募 ても 自治会役員を通さないと動いて募っても、自治会役員を通さないと動いて
もらえない面がある。
　現在は集団登校をしていないために学援
隊等の活動もなく、地域のボランティアの
数が少ない。

周辺自治会はそれぞれよくまとまっており、地域と共にある学校。住民の転出入や高齢化
等により学校と地域の連携が希薄になりかかっていることを考慮し、ＰＴＡ役員経験者に

ま と め

等により学校と地域の連携が希薄になりかかっていることを考慮し、ＰＴＡ役員経験者に
コーディネーターの活動を期待して依頼する。学校図書館電算化ボランティア仲間と図書
室に居場所を設け、学校の中から活動のきっかけを目指そうとされている。
＜創立８０周年記念行事は、地域の人や保護者によって飾り付けの仕込みから当日のイ
ベントまで盛り上がる＞

５　活動事例集（新規参加校）

17



鶴見 事例No. ２区

名　　称 豊岡小学校地域運営委員会

学校情報

JR鶴見駅西口を出て右手側の商店街が豊岡通り、さらにその先に佃野通りがある学区にあ
る小学校 住宅地が広く続き 地域には総持寺があるなど 落ち着いた地域に子どもたちは

豊岡小学校

①学校との関わりのきっかけ
　ＰＴＡ役員として活動中に、保護者を対象に
したＰＴＡ活動の「サポーター制度」をつくり
あげた。現在はお子さんも卒業され、ＰＴＡの

ダ 資

④現在の課題
　コ－ディネ－タ－は役割についてまだ
手探り状況で、学校としても地域として
も特記する課題が見当たらない状況が課

学校情報
る小学校。住宅地が広く続き、地域には総持寺があるなど、落ち着いた地域に子どもたちは
育まれている。ＰＴＡ活動の側面支援的な団体として「お父さんの会」があり、学校行事や地
域行事にもＰＴＡの代表として参加活躍している。

在 卒業
ＯＢではあるが、行動力とリーダーの資質を見
込まれ、他校の活動内容の把握と運営の様子を
身に付けることを目的に養成講座に推薦され
た。
　また、学校地域からヘルスメイトとして活動
し、次期主任児童委員にも予定されている。
　
②現在の活動内容

特記 課 状 課
題といえる。
　鶴見駅に近い町中にある学校だが、す
ぐ住宅地でもあり、穏やかな子どもた
ち、商店街も住まいと店が一緒のような
形態で、それなりに活気とコミュニティ
の形成がある。そのために、求めなくて
もおのずと地域の協力もあるという状
況。②現在の活動内容

　地域の学校への支援・協力は力強いものがあ
る。毎年「心をつなぐボランティア」募集で
は、多くの方が授業ボランティアに登録され、
生活科・社会科・総合等での学習支援が行われ
ている。
　３年前から地域防災訓練に児童が希望制で参
加できる内容になり、各地区ごとに10名以上が
参加している。

況。

　

参加している。
　平成21年度から「まちと共に」事業もあり、
まち懇によるイベント等、参加できるものがた
くさんある。学校としても子どもたちに地域行
事に参加するよう勧め、子ども会役員はほぼ校
外委員会を務める。
　
③期待される活動分野

街中の学校なので 自然環境や農業に詳しい　街中の学校なので、自然環境や農業に詳しい
方の授業ボランティアへの参加活動がほしい。
　ＰＴＡ役員の時に導入したサポ－タ－制度の
活動を継続実施（募集・割り振り・連絡等）、
及びその充実をしてほしい。豊岡祭が２月開催
予定だが、そこにおやじの会等をつなげてほし
い。
　コーディネーターによって地域とのコミュニ
ケーションを推進してもらいたいケーションを推進してもらいたい。

ま と め

駅前の繁華街からの商店街に続いてあり、学区域には商店街、ゆったりした住宅地、総持
寺などの歴史もある、子どもたちも穏やかな表情をしている。中学校ブロック「鶴見中・鶴見
小・豊岡小」を中心にしたＰＴＡ活動の連携もすすみ、共通の広報リーフレットの発行や相
互行事等への参加もある。コーディネーターもＰＴＡのときにつくったボランティア登録制度

ま と め
互行事等への参加もある。コ ディネ タ もＰＴＡのときにつくったボランティア登録制度
の充実活用をまず目指している。また自身、地域住民としての活動をスタートしたところであ
り、次年度からなる主任児童委員などの経験や研修が今後の活動につながることが期待
されている。
＜今後の展望：子ども卒業後の保護者活動継続や卒業生のボランティア参加広がり＞

５　活動事例集（新規参加校）
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神奈川 事例No. ３

①学校との関わりのきっかけ
　ＰＴＡ会長をつとめた後、他から情報を得
て自ら講座参加を申し出た。地域の一部の人
に頼るのではなく、地域全体で子どもたちを
育みたいと願い、そのためには、地域全体が
関われるようコーディネートする必要がある
との考えに学校長も賛同し、今回の運びと
なった。
　連携事業として「いちょうはぐくみのか
い」を立ち上げた。今年度、各自治会長や現
ＰＴＡ会長などに呼び掛け委員会を開催。ま
ずどのようなことを誰がやるのかなど、目的
を含めて情報の共有や話し合いやすくするた
めの資料作りなどを行っている。

②現在の活動内容
　実践したいことは多数あるが、活動が緒に
就いたばかりなので無理なく一つ一つ確実に
進めていく。

・読み聞かせボランティア：保護者が中心
・図書整備：読書コーディネーター
・校内清掃活動：ＰＴＡが対応
・中学校との連携活動

③期待される活動分野
　現在計画している活動を着実に進めてほしい。実
績を重ねつつ、将来的には、現在のボランティア活
動（読み聞かせ、見守り活動、学習支援等）を取り
込んだ活動ができたらと考えている。
　他に
・土曜ワークショップ（第１回目として親子食育体
験開催）：土曜日に実施し、定期的なものと単発も
の
・日常学習への参画(支援の見通しを立てるため週単
位の指導計画を学校側が作成中、各教科ごとの必要
な内容や人数などの把握)：その事前工夫に「学校見
学と給食をたべながらミーティング」を開催、好評
だった。
　

④現在の課題

区

名　　称 いちょうはぐくみの会

学校情報

JR大口駅より徒歩１０分程度の入江川に沿った住宅街にある。　校舎空間「バリアフリー＆
オープンスペース」を生かし個の学びの確立を目指している。元気で明るい子が多く、放課
後は近くの公園で大勢の子が遊んでいる姿がよくみられる。かつて畜産場だった子安農園
（現ゴルフ場）が近くにあり、子安農園の目印であった銀杏の木が学校周辺にその面影を残
している。（全校生徒５９０人・教職員３７人）

西寺尾第二小学校

④現在の課題
・資金面も含め継続性のある活動をするための方
策。予算確保について、これまで報償費は学校側が
負担していたが、今後の謝金の支払いをどうするか
・ＰＴＡ等の他組織との活動の整理と協力体制づく
り。
・現時点ではコーディネーターは一人なので、今後
増やしていくことも検討。

⑤コーディネーターのあり方
・いちょうはぐくみの会には、各自治会町内会長が
運営委員として参加、会長を通じてボランティアの
募集や活動の呼びかけを行うが、情報量やタイミン
グが公平になるよう配慮する。
・具体的な取り組みとして、食育に大変関心が高い
栄養士が、給食の食材を作りから調理までという視
点から、地域対象に「大根料理の会」(作って食べる
会）を実施。一方、いちょうはぐくみメニューを地
域から公募する。
・コーディネーターは「いちょうのたより」をはぐ
くみの会の各委員対象に発行する。その中で土曜学
習の人選などを依頼している。

ま と め

JR横浜線大口駅から徒歩１０分にある住宅地の中の学校。昭和３４年創立で、その当時は子
安農園だった地域。コーディネーターは自ら手を挙げて研修に参加された前PTA会長。「いちょ
うはぐくみのかい」というボランティア活動の母体を結成し、地域会長やPTA役員も入り、情報の
共有（情報誌発行等）と活動を始めた。一方、栄養士による食育活動で、「はぐくみメニュー」募
集などの活動もある。今後、中学校ブロックに範囲を広げて、組織的に動きたいとの希望をコー
ディネーターは持っていて、地域の教育力の推進が期待される。
＜スタート　いちょうはぐくみのかい＞

５　活動事例集（新規参加校）
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神奈川 事例No. ４区

錦台中学校・地域連携活動

平成２０年に創立５０周年を迎えた中学校。地域は４連合町内会にまたがり、主たる地域の
名前の一部をあつめ「にし・き・だい」中学校と命名された。大口駅を眼下に見る丘の上の学
校で、生徒数は６００人を超える。学校正門に、夏休みの生徒の活動成果を列挙した立て
看板(副校長作成）が並んでいる。中学校区で「あいさつ運動」を行ったり、小学校の清掃活
動に中学生が参加したりと、中学校ブロックの連携を密にしている。また、生徒たちが地域の
祭りや地域防災訓練に参加し、地域との結びつきも大切にしている。平成２３年度より、「ボラ
ンティア活動担当教職員」が置かれるようになった。

名　　称

　生徒が地域・保護者と顔見知りにな
り、年齢や多様な職種の方々と接するこ
とにより、生徒たちが「将来」を考える
「きっかけ」、キャリア教育にもなると
思う。そのために、地域の人材(植木屋な
ど)を発掘しながら進めてほしい。

④現在の課題
　現状の予算では例えば花苗だけで消費
してしまう。今後継続的に活動していく
ためには継続的な予算が必要であり、ボ
ランティアに感謝の持ちを表す程度の予
算は確保したいが、不安が残る。
　学区と連合町内会地域とが一致せず地
域への支援・呼びかけに難しい面があ
る。

①学校との関わりのきっかけ
　コーディネーターは現ＰＴＡ会長。前任校長が地
域密着タイプの方だった。その内容をコーディネー
ターが現校長に伝える役を行っている(例えば、地
域の人のプロフィール帳の作成など)。地域祭りは
３人(校長、副校長、コーディネーター)で回る。

②現在の活動内容
　保護者を中心に地域も参画して活動する。ＰＴＡ
会長であるコーディネーターが地域との橋渡しを
し、生徒が安心・安全に生活できるよう環境整備に
力を入れている。地域からの協力はとても厚い。非
常食(生徒+職員+α、900食)の用意、保管場所の確
保などの相互協力。熱中症対策(テント、水分)など
ＰＴＡ会費プラスアルファで賄う。学校周辺の清掃
や生徒の活動広報のための立て看板(一部地域から
の寄付)作成など学校の努力でよく実施され、評価
されている。生徒会主体のあいさつ運動は中学校ブ

錦台中学校

学校情報

現PTA会長も務めるコーディネーターで、前校長からの地域密着の教育や、子どもたちは
地域の子どもという意識を受け継ぎ活動する。現段階では地域とのつながりはＰＴＡ中心。
教員や生徒は地域行事に参加し、また、学校行事に地域が参加することで関係を作って
いる。中学校生徒会が作成した「あいさつ運動」のポスターを地域掲示板に張り出す等、
今後は生徒が積極的にボランティア活動の一環として地域に出ていくためのコーディネー
ターの活動が期待される。地域とともに錦台中学校に合った活動を進めていただきたい。
＜あいさつで、学校と地域のおもいをコーディネート＞

ま と め

されている。生徒会主体のあいさつ運動は中学校ブ
ロックで行っている。
　コーディネーターは地域と密接な関係をとってい
た前任校長の流れをくみ、西寺尾小元ＰＴＡ会長の
経験を生かし、学校の環境整備を行い、教職員が本
来の仕事に安心して取り組めるようにしたいと考え
る。一方、学校としても学校への理解をもちつつ行
われる意欲的な活動に、養成講座受講希望を受け入
れた。
　現在、地域訪問の時は校長、副校長と一緒にＰＴ
Ａ会長でもあるコーディネーターの３人で回る。
またＰＴＡや地域の様々な行事や活動に参加し、自
治会町内会長とコンタクトを取り機会があるごとに
コミュニケーションをとっている。

③期待される活動分野
　生徒が主体のあいさつ運動に、ＰＴＡや地域も参
加するような仕組みを作りたい。例えば、錦台中と
２小学校で協議会を作り挨拶運動のステッカーやポ
スターを作り、地域やＰＴＡに知ってもらうなど。

５　活動事例集（新規参加校）
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西 事例No. ５

①学校との関わりのきっかけ
　３人とも、現ＰＴＡ役員であり、地域
やＰＴＡで幅広く活動し、今後も活躍が
期待できる方々である。

②現在の活動内容
　現在の取組は「点」としての活動では
あるが、地域、ＰＴＡ等、多くの方々の
活動によって学校は支えられている。み
な協力的で、とてもうまく連携してい
る。
・おはよう当番（朝校門に立つ）→年間
を通じて、全保護者が関わる。登録制。
・見守り隊（仮称）→地域のシルバー世
代10数名が登録して、登下校時見守り。
・図書ボランティア→登録は40名。ＰＴ
ＡやＯＢ、地域の方で組織されている。
活動内容は「読み聞かせ」「図書館ネッ
トワークに伴う図書館整備」「日常的な

④現在の課題
・「点」としての活動を組織化し、面的な活動とし
ていくこと。
・３人とも現ＰＴＡ役員で、役員とコーディネー
ターのすみわけをどうすればいいのか：校長や教職
員の異動によって活動への影響に不安も感じる。
・保護者の８～９割の方が働いており、また、一人
一役で活動していることもあり、現職のＰＴＡ役員
が地域コーディネーターとしての仕事を兼務するの
は難しさもある。
・学校としては、職員で分担制度を作っていくこと
を考えている

⑤コーディネーターのあり方
　特別な新しい分野や活動をつくるということより
も、学校主体の流れの中で、子どもたちのためにで
きることを学校と協力しながら着実に支援していき
たい。
学校のニーズに合わせてコーディネートをしてい

区

名　　称 稲荷台ユナイティッド

学校情報

相鉄線西横浜駅から徒歩8分。藤棚商店街の中、高台にある、開校90周年を迎える学校
である。下町らしい人情あふれた地域との結びつきが比較的強い中にある学校で、藤棚商
店街に学習面で様々な協力を得ている。児童数が比較的少ないため、学校内では担当以
外の学年の児童についても共通理解しやすい。バディ活動（１年と６年、２年と３年、４年と５
年）を中心に児童の交流を深めている。家庭環境や経済状況に多様性があり、学校に対す
る意識や協力姿勢も様々である。

稲荷台小学校

トワ クに伴う図書館整備」 日常的な
図書室整理」
・家庭科等学習サポート→担任が必要に
応じて人材を探している
・行事等サポート→運動会、マーチング
活動の補助、研究発表会等

③期待される活動分野
・現在行っている地域連携活動の統一と
組織化。形にすることによって、より地
域へＰＲできる
・組織化も、継続できるよう、やわらか
な方向性を望む
・コーディネーターには、研修会等を通
じて知識を持ってもらい、前に進んでい
きたい
・学習サポートの人材を登録制にして、
人材バンクを立ち上げたい

学校のニ ズに合わせて ディネ トをしてい
きたい。今ある地域連携活動の地固めをして、整理
充実させていきたい。

ま と め

街中の商店街に近いところにある学校で、保護者の共働きの家庭も多い。商店街は古くか
らにぎやかな地域で、まち発見など常に世話になっている。また、岩井原中と富士見台小
とともに安全パトロールなど協力しあって進め、今後も実施していくとのこと。小規模校のた
め、PTA活動も困難な中、コーディネーターを担われる方もPTA役員のため、広がること、
広げることがなかなか難しいという感想ももたれたようだ。ボランティアによる支援は10年越
しで進んでいるが、組織の立ち上げもなかなか困難。できることを少しずつ進めて行く状況。
＜できることを少しずつ実行してきている学校　学校･家庭･地域の三者で支える＞

５　活動事例集（新規参加校）
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西 事例No. ６区

名　　称 平沼共育ネットワーク

学校情報

教員は授業を大切にし、多くが誠実に子どもと向き合い授業づくりに熱心である。通級指導教
室も関係校・関係機関と連携をとりながら、質の高い教育活動を行っている。
地域 相鉄線 沼駅と京急線 部駅が近く 学 ２ 連合 内会 属 多く

平沼小学校

①地域連携の現況
　学校は、以前から地域との連携を大切にし、
学校と地域、保護者との関係は概ね良好。特に
登下校時の見守り活動や読み聞かせ活動などで
協力者が多 今年度「平沼共育ネ トワ

今後、｢共育ネットワーク｣の具現化や懇話
会等の活性を図っていく必要がある。ま
た、学校の教職員にも､こうした連携を一人
ひとりが理解し､推進するという意識をしっ
かりと持たせていくことが求められる

学校情報 地域については相鉄線平沼駅と京急線戸部駅が近く、学区は２つの連合町内会に属し、多く
の自治会町内会を含む。戸建て、集合住宅、商店、町工場など混在している下町的情緒の
ある地域。

協力者が多い。今年度「平沼共育ネットワー
ク」を立ち上げ、水泳、家庭科、音楽、クラブ
活動、校外学習等学習サポーター、見守り隊、
子ども110番の安全サポーター等のボランティア
を組織化した。運営については、自治会町内会
の代表による平沼小懇話会を設置した。

②学校との関わりのきっかけ
現在 ＰＴＡ会長として活躍をしている 地

かりと持たせていくことが求められる。

⑤その他、特徴的なこと
　学校だよりにコーディネーターの紹介を
載せるとともに、町内会で紹介し、応援を
お願いした。今後、共育ネットワーク通信
を発行し、いろいろな場面で地域の方々に
参加してもらえるよう情報の発信を考えて
いる　現在、ＰＴＡ会長として活躍をしている。地

域からの信頼も厚く、学校教育ボランティアを
取りまとめる等学校と地域、保護者をつなぐ役
割をすでに果たしている。人脈も豊かで先輩、
後輩等の関係を活用しつつ、地域での人材育成
にも力を注ぐなど、新たな学校支援組織の代表
としてふさわしい人材である。

③期待される活動分野

いる。
　小中一貫ブロック「岡野中・平沼小・浅
間台小」の縦割り活動を大切に、子どもの
「かかわりあう力」の育成に努めている。
また、教材研究に力を入れ、授業を通して
子どもたちを育てていく風土が根付いてい
る。
　

③期待される活動分野
≪学校≫学校の畑、花壇等のサポート、クラブ
活動、子どもの体力づくり、ホームページ、パ
ソコン等のサポーターの新たな募集と今までの
分野の充実と地域のアイディアを活かしながら
「平沼共育ネットワーク」を充実・発展させて
いただきたい。将来的にはコーディネーターを
中心にボランティアの登録・活動分野の取りま
とめ 調整をしていただきたいとめ、調整をしていただきたい。
≪コーディネーター≫　まず、周りにコーディ
ネーターの役割を理解していただくことと、今
まで取り組んできたことをより充実させていく
ことが大切と考えている。今後、この活動を引
き継いでいくことができるように、人材育成を
図っていく。幸ケ谷小学校の見学を参考に本校
でできることを取り入れていきたい。

④現在の課題
　学校は、二つの連合町内会に属し、地域や家
庭との連携を大切にしてきたが、ネットワーク
は太くないため、懇話会や学校関係者評価委員
会を発足させてきた。

１０５年の歴史のある学校。地域と連携もあり、保護者も含め、さまざまな学校支援が各グ
ループで行われている。今年度、地域連携組織「平沼共育ネットワーク」が、現PTA会長の

ま と め

ル プで行われている。今年度、地域連携組織 平沼共育ネットワ ク」が、現PTA会長の
コーディネーター兼組織長となって立ち上がる。岡野中コーディネーターもこの組織メン
バーであることから、小中学校と地域が一緒に、人材、地域課題の発見解決に向けての強
力な体制が出来つつある。PTA会長の職務終了後も地域人としての活動が望まれる。
＜平沼　共に学び共に育つネットワーク＞

５　活動事例集（新規参加校）
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西 事例No. ７区

名　　称 岡野中　運営委員会

地域は横浜駅繁華街に隣接している。学区には平沼高校、コミュニティハウス、学校に隣接
して公園と高齢者介護施設等の施設や集合住宅が立ち並ぶ地域。下町情緒があり、古くか

岡野中学校

①地域連携の現況
　「ちょいボラ隊」と称して３年生を中心に
全校生徒が登録、地域や区の要請にこたえ

④現在の課題
・学区の２つの地区にまたがっている地域の事
情から、学校の参加活動の調整の必要がある。

学校情報
ら住んでいる人も多く、地域とは密接に連携できている。平沼小、浅間台小と岡野中の小中
一貫教育推進ブロックで連携して縦割り活動を行う等、地域に貢献できることを生徒が自主
的に考え実行しようと計画している。学校周辺の危険場所マップづくり等、生徒と地域が一体
となって進めている。

校 徒 録、 域 区 要請
て、野毛山ソーラン、吹奏楽、和太鼓、ダン
ス演技で参加、また、健民祭や地域のお祭り
の用具係、売店での売り子等にも参加してい
る。３年生卒業前に行う「赤ちゃん教室」に
は、学区のお母さんが赤ちゃんを連れて多数
参加する。体育祭前には、ＰＴＡと地域の人
が生徒とともにグラウンドの芝を刈る作業に
参加している。小中合同行事に地域のボラン
テ アの方々 感謝の機会をも ている

情 、学校 参加活動 調 要 。
・組織としての活動というより、現在はコー
ディネーター個人の力で調整している面が見え
る。
・活動のための資金確保の方策
・防災訓練への中学生の参加

⑤その他、特徴的なこと
　情報発信は、地区の広報紙づくり、ＰＴＡ広

ティアの方々へ感謝の機会をもっている。
「学・家・地連」での３校座談会に小学校
５・６年生、中学１～３年生が参加し、地域
と話し合いの場を持ち、児童生徒が自分たち
のできることを考え、昨年はあいさつ運動を
興した。

②学校との関わりのきっかけ
西区ＰＴＡ連絡協議会会長を努めた経験と

情報発信 、 区 報紙 、
報紙、学校だよりなどを活用。情報収集はコー
ディネーターが中心となって行っている。
　

　西区ＰＴＡ連絡協議会会長を努めた経験と
自身が平沼小、岡野中の卒業生でもあるの
で、地域や学校状況を十分に理解しており、
コーディネーターとしてふさわしいと考え、
養成講座の受講をお願いした。

③期待される活動分野
≪学校≫キャリア教育の一環として､授業等に
地域の方に支援していただく活動を展開した地域の方に支援していただく活動を展開した
いと考えている。また､西区学習支援ボラン
ティアの｢もくせい舎｣に学習支援をしていた
だいている。地域の教育力の活用として今後
も学校として協力し、充実させていきたい。
≪コーディネーター≫
・あいさつ運動
・お買い物運動(お年寄りの荷物を運ぶなどの
お手伝い)お手伝い)
・地域の環境整備活動
・キャリア教育
等に取り組みたい。

地域行事や学校事業などに、「ちょいボラ」と称して、中学生が地域人として活動できる分
野がたくさん用意され、取り組まれている。自身地域の小学校・中学校卒業生でもあり、
PTA会長も務めているコーディネーターは、地域でのネットワークも豊富でつなげる力があ

ま と め
PTA会長も務めているコ ディネ タ は、地域でのネットワ クも豊富でつなげる力があ
る。中学生に大切なキャリア教育なども多彩な人や商店・企業で支えることができる地域な
ので、１人の個人的な力からさらに広げ、地域・学校一体となった体制づくりを目指すことが
望まれる。
＜西区「にこやか　しあわせ　くらしのまちプラン」に参加する生徒たち＞

５　活動事例集（新規参加校）
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南 事例No. ８区

名　　称 地域コーディネータ－・専門委員会・専門部会

学校情報

井土ヶ谷駅(京急）改札口から徒歩２分。ＰＳＹ指定校、学力向上推進校。駅に近い幹線道
路沿いの立地。地域は４連合２１の町内会自治会がまたがっており、一律に取組を進めるこ
とが難さがあ 地域 実情 応 た対応が必 とされ 今年度 地域交流室が整備さ

井土ケ谷小学校

①学校との関わりのきっかけ
　コーディネーターは、元ＰＴＡ会長を務め、井土ケ谷小
応援隊を組織づくった。ふるさと祭りでは青少年指導員、
作業所等に声がけし、ジュニアボランティアによる出店等
を行う

ボランティア募集のおたよりを出すな
ども工夫していきたい。

⑤コーディネーターのあり方
応援隊の活動やその立場からコ

学校情報 とが難さがある。地域の実情に応じた対応が必要とされる。今年度、地域交流室が整備さ
れ、活用されている。また、学校運営協議会を設置し、学校・保護者・地域で連携し子どもた
ちを育んでいる。

を行う。
　それらの活動の延長線として、校内に多々関わるボラン
ティア活動をまとめコーディネートすることを学校が考
え、養成講座に推薦した。元々本校の卒業生でもあり、Ｐ
ＴＡ会長時代に地域の人に顔も知られるようになった。

②現在の活動内容
　学校運営協議会では物事が決めにくい地域である(例え
ば 防犯パトロールをとってみても 町内会 老人会 ボ

応援隊の活動やその立場からコー
ディネートしていく方向。一つずつ無
理をせず、地域の人ともつながりを
作っていく。学校にあまり関わってい
ない人にも、自分の得意分野を生かし
て参加してもらうなどつながり広げて
いきたい。
　例えば、元井土ケ谷小学校教員が幼
稚園他で活躍されているが、そんな人ば、防犯パトロールをとってみても、町内会、老人会、ボ

ランティアグループと担い手や形態が異なる）。
　読み聞かせ、図書当番、懇話会、児童の見守り(学習、
学援隊)、学習支援、行事サポーター、ＰＴＡ主催行事、
地域行事と様々な活動が行われているが、更に発展させる
余地は十分にある。
　現在は、学校が必要に応じて連絡調整に当たっている。
例えば、防犯パトロールは学校がコーディネートする一
方、図書館ボランティアはすでにあり連携が取れている
等 状況 様 れま 学校が行 たふれあ

稚園他で活躍されているが、そんな人
などともつながっていきたい。また、
コーディネーターとしての存在を周知
したい。

等、状況は様々。これまで学校が行っていたふれあいコン
サートのサポート委員会の取りまとめを、コーディネー
ターが担うことにより横のつながりを作る。
　地域の大きな町内会の祭りには、先生も参加、子どもた
ちが主役になって活動する。

③期待される活動分野
　井土小応援隊(おやじの会後継組織)としてボランティア
活動に参加しているコーディネーターに 活動を広げつな活動に参加しているコーディネーターに、活動を広げつな
がりを作り、さらに組織を充実させる方策を共に考えてほ
しい(学校)。

④現在の課題
　ひとつひとつのボランティア活動はできているが、互い
の連携が出来ていない。それをいかにコーディネートして
つながりを作っていくかが課題である。
　地域と、コーディネーターの顔がつながるようにする。　地域と、 ディネ タ の顔がつながるようにする。
さらに、コーディネーターの活動のねらい等を学校便り等
でＰＲし、コーディネーターの存在を理解してもらう。

ま と め

下町情緒あふれる「まち」の学校。校区は連合を含め多数の町内会にまたがり、会合一つ
開くのも大変だそうだが、親子３世代が本校出身という家庭もみられ、保護者や地域からの
学校への関心も高く、愛着も強い。PTA会長時代におやじの会を母体に作ったボランティア
組織(井土ケ谷応援隊）をもとに、自主的な活動として学校支援を行う地域の組織にしてい
こうと思われる コ ディネ タ は卒業生でもあり元PTA会長だ たことから さらに地元

ま と め
こうと思われる。コーディネーターは卒業生でもあり元PTA会長だったことから、さらに地元
住民としての新たな活動が期待され、ひいては多数ある町内会自治会組織への新風とな
ることが期待される。
＜「井土ケ谷コミュニティープラン」のもと、保護者や地域住民と学校が一体となり取組を推進＞

５　活動事例集（新規参加校）
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南 事例No. ９南小学校区

南小教育ボランティア

地下鉄弘明寺駅から鎌倉街道沿いに約５分歩き、大岡川を渡ったところにある。幹線道路
沿いの下町の雰囲気を残した学校である。明治４５年に開設された大岡川小学校が改名し
分 れ など 和３０年 開校す 辺 商店街も混在す だが 最近 集合

名　　称

学校情報

①学校との関わりのきっかけ
　コーディネーターは、ＰＴＡのＯＢとして、はまっ子ふ
れあいスクール発足時からスタッフとして入り、現チーフ
パートナーが就任後も継続して活動している。子どもへの
愛着から チ フパ トナ が学校長と企画してきた内容

　運動会のような早くから日程の決
まっている行事には、年度初めの募集
で保護者の応募があるが、日にちが
迫ってからの募集は集まらない。出前
授業の活動に地域の協力はあるが ク

分かれるなどして、昭和３０年に開校する。周辺は商店街も混在する下町だが、最近は集合
住宅も増えている。弘明寺や熊野神社などの歴史的な宝や南図書館も徒歩で行かれる範
囲である。

学校情報

愛着から、チーフパートナーが学校長と企画してきた内容
に共感し、コーディネーター養成講座に参加する。はまっ
子での子どもたちの姿から先生方の負担を軽減する手伝い
ができるのでは考え、また校長の「開かれた学校」意識に
共感する。
　

②現在の活動内容
　朝の見守り活動、花いっぱい活動、おやじの会、読み聞
かせボランティアなどが行われている。

授業の活動に地域の協力はあるが、ク
ラブ活動や学習支援についてはまだ行
われていない。
　まず、地域に関わりたいという50、
60代の人たちの姿を見てもらう中で、
保護者にボランティア活動に対する意
識が生まれることを目指す。
　ボランティアのあり方等、義務では
ないことを説明会でしっかり行い、地
域 趣 解

かせボランティアなどが行われている。
　低学年では学習ボランティアの協力を得ているが、教師
が学年ごとに必要に応じて連絡調整しているため、参加状
況はクラスによって様々である。いずれもＰＴＡが主体
で、保護者の中には無理してボランティアに参加している
様子の方もいる。一方で、はまっ子ふれあいスクールで
は、地域の人が20人以上ボランティアで関わっている。
　校長は前任校での経験を踏まえ、はまっ子のチーフパー
トナーらと相談しながら、仕組み作りを始めたところ。例
えばサツマイモ掘り支援にＰＴＡ対象にボランティア｢ス

域に趣旨を理解してもらえるよう、少
しずつ広げたい。朝の見守りを主に活
動されている自治会町内会の方にも声
をかけている。

えばサツマイモ掘り支援にＰＴＡ対象にボランティア｢ス
マイル先生｣を公募するなど。チーフパートナー及び養成
講座に出席した二人が、企画遂行し始めたところである。

③期待される活動分野
　はまっ子に地域の人が盛んに学習支援(理科教室など）
や遊びを支援する様子をみて、学校とのかかわりにも入っ
てもらいたいと校長は思った。

ボランティアの事務局をつくり、現在の花いっぱい活動　ボランティアの事務局をつくり、現在の花いっぱい活動
やおやじの会の活動を更に盛んにすると共に、学習ボラン
ティア等の調整など教職員に代わってコーディネーターが
進めていく。

④現在の課題
　現在、ボランティア募集は必要とする学年の保護者対象
に行っているが、他の学年の保護者にも声をかけることが
課題。また地域にも声をかけることも必要と思う。ただ

守 義務 ボ 意 啓 修

地下鉄や京急弘明寺駅から徒歩圏内にある、商店街も混在する下町の雰囲気を残した地
域にある学校。最近は集合住宅も増えている。はまっ子ふれあいスクールのチーフが、学
校の様子等もよく心得ており、また地域住民としてのネットワークもあり、さらに区役所で社会
教育に関わっていたこともあり、リーダーとなっている。はまっ子のスタッフがみんなで学校長
の意向を生かし ボランティア事務局を進めている スマイル先生(ボランティア)登録は70

ま と め

し、守秘義務などボランティアに対する意識啓発の研修の
必要も考える。

の意向を生かし、ボランティア事務局を進めている。スマイル先生(ボランティア)登録は70
名程にもなった。今後、課題に対し具体的な解決策を考えつつ、無理のないボランティア
活動を推進し、口コミや紙通信も活用して地域に広がるようにしていくとのこと。
＜スマイル先生　子どもたちを地域ぐるみで応援し見守りたい＞

ま と め

５　活動事例集（新規参加校）
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保土ケ谷 事例No. 10

学校情報

新井小学校

ま と め

①学校との関わりのきっかけ
　コーディネーターは大規模団地が創設
されたときからの住民で、地区社協の代
表、以前は町内会の代表も努め、献身的
に地域づくりに努めている。学校ボラン
ティアも充実しているが、コーディネー
ターが長年尽力してきた成果。学校教職
員は異動するが、住民はずっと地域で生
活しているからこそ、継続的に学校に関
わってこられたといえる。

②現在の活動内容
　学援隊以外にも、ボランティアとして
地域で児童の登校の安全を見守ってい
る。更に、習字学習のアシスタントや年
間を通した畑の作業等の場面で地域の
方々の応援をいただいている。
●地域の見守り隊
　８か所で登下校時、老人会の人たちを
中心に実施。
●学習支援
①読書活動「もこもこ」(11人）
　朝読を中心に
②クラブ活動(将棋・囲碁等）
③習字学習授業でアシスタント
④畑作業(年間を通して各学年で実施。
授業以外でも畑の手入れなど）
⑤学校開放/ＰＴＡ活動によるイベント
サポート(飯ごう炊飯、隔月のふれあい
スポーツ等）
⑥新井町公園での茶育てに際し、ボラン
ティアによる「茶事の会」など多種

③期待される活動分野
　放課後の学習支援（宿題の見守り）場
の設定を中心になって進めてほしい。

④現在の課題
　既存のボランティアグループや活動
に、新たなコーディネーターグループが
どのようにバランスをもたせるのかが当
面の課題である。しかし、学校が期待す
る放課後学習支援など新しい活動の展開
も考慮される中、やることはたくさんあ
ると考えられている。
　コーディネーターは、従来のボラン
ティアの高齢化や学校の期待する学習支
援、地域社会のよりよい形成のために若
い人材の登用も考慮し、ＰＴＡＯＧの女
性達のグループ化を考えていたようだ。
女性たちもそれを受け、これからボラン
ティア活動を進めようと考えている。

※　校庭に入った時、見事な花壇の菊花
に気がついたが、老年の男性２名農作業
姿で校庭に入って来られ、自由な時間に
作業している様子がうかがい知れた。

本校は、神奈川区や旭区と接している区界地域にあり、昭和４３年に創立された。近
くの昭和３９年に入居が始まった大規模団地は高齢化が進む。周辺は広々と見わた
せる丘の上の緑豊かな田園地帯。現コーディネーターの、常に地域のことを考え、そ
の中で児童のことを最優先に考えた行動は、保護者や地域の見習うべき手本となっ
ている。すでにボランティア活動は進んでいるが、現在活動中の人たちが高齢化して
おり、世代交代を期待してPTAＯＢの女性グループを結成し、コーディネーター役もバ
トンタッチを進めている様子。若い世代の新しい展開と、現コーディネーターのまちづ
くり意識が融合すると、一層学校・地域が豊かになると思われる。

区

学校･地域コーディネーター養成

区のはずれに位置している本校の周辺は畑地が残る静かな環境である。学区は昭
和３０年代に創設された千丸台団地、平成ごろからのマンション等の集合住宅で構
成されている。
全校児童４１６名で、個別学級２学級を含め１５学級で構成されている。母子家庭が
多く、生活保護家庭と準家庭保護は家庭数の約４分の１を占めている。

名　　称

５　活動事例集（新規参加校）
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保土ケ谷 事例No. 11

①学校からみた地域連携の現況
　図書ボランティア、畑サポーターなど多
方面で地域から支援を受け、子どもたちに
とっての学習の豊かさ、充実を目指してい
る。ＰＴＡの会員は全員サポーター制を採
用し、保護者は学校ボランティアを体験し
ている。
　自治会・スクールゾーン協議会会長に会
長を引き受けていただき学校運営協議会を
立ち上げ、学校・地域コーディネーターも
メンバーに入る。

②学校との関わりのきっかけ
　ＰＴＡ会長時代にＰＴＡ全員サポーター
となる制度を導入、現在６年生茶道体験の
サポートをし、中学校のＰＴＡ副会長を歴
任しながら学校と地域の窓口として役割を
果たしている。

③期待される活動分野
≪学校≫学校側だけではやりにくい様な分

学校とＰＴＡが両輪となり、ＰＴＡの一人一
役が機能を果たしているので、地域とどうつ
ながっていくかが難しい。

⑤その他、特徴的なこと
・ＰＴＡが一人一役担うという基本方針が定
着したので、ボランティア活動の基盤ができ
た。これを継続させ発展させていきたい。
・境木中学校区４校（権太坂小、境木中学
校、境木小学校、光陵高校）の交流会を毎月
実施し、情報交換、情報の共有を図ってい
る。
・新１年生の保護者に、サポーター制度の理
解のために、入学説明会、入学式後のＰＴＡ
の説明会で伝えることがより重要と考えてい
る。

区

名　　称 権太坂小地域交流運営委員会

学校情報

国道１号線(旧東海道)権太坂から更に急坂を上がった斜面に建つ学校。歴史ある地域で
ある。保土ケ谷養護学校、県立光陵高等学校が隣接し、３校が連携した活動が行われてい
る。学区は戸建て住宅とマンションが混在した住宅地域である。各学年３学級、個別支援級
が４学級で児童数は６４４名の比較的大規模な学校。教職員は４０名。

権太坂小学校

≪学校≫学校側だけではやりにくい様な分
野での豊かな活動をコーディネートして欲
しい。事業の充実を願っているのでその実
現に向けてコーディネートして欲しい。
　ＰＴＡで携帯電話を契約し、学校への雑
音の受け皿になり、校長の思いを伝える役
をしている。
≪コーディネーター≫中学年の福祉分野で
の企画の準備。５､６年生には調理、茶道、
１､２年生は昔遊びをコーディネートし、６
年生にピザ教室、５年生にマドレーヌ教室
をしている。これらの教室のサポートに地
域を巻き込んでいきたい。

④現在の課題
　コーディネーター本人が活動をしている
ので、講師や運営側の仲間を捜しながら活
動の充実を図ること。

ま と め

戸建て住宅が多く、地域とも連携があり安定した地域とうかがわれる。保護者一人一役が
実践され、境木中ブロックや近隣高校、養護学校、保育園・幼稚園とも相互交流が進み、
子どもたちだけでなく教師たちの交流(出前講座)、高校生の読み聞かせボランティア活動
など多彩な宝に囲まれている。さらに多様な環境になるよう、４校連携の組織にコーディ
ネーターも加わって、活動に厚みが出ることが望まれる。
＜多彩な学習支援に囲まれて、支援する子どもたち＞

５　活動事例集（新規参加校）
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保土ケ谷 事例No. 12区

名　　称 星の子応援隊

保土ケ谷公園近くにあり、昔から祭礼が盛んな山の上の住宅地に囲まれた学校。落ち着い
た環境だが、集合住宅も増え、児童数が増加している。各学年２学級、普通学級が１２学

模 校

星川小学校

①学校との関わりのきっかけ
　地域の高齢化が進み、自治会町内会では役員の世
代交代が進んでいる。団塊の世代がその交代要員と

第二段階として、ＰＴＡのＯＢや団
塊の世代を人材として発掘しながら
登録を進め、ボランティアグループ

学校情報
級、個別支援学級が２クラスの計１４学級で、教職員は２０名の中規模の学校である。
放課後キッズクラブに移行したいが教室の確保ができない状況。地域交流室も部屋がない
ため、PTA会議室に同居している。
玄関、校門へのアプローチにきれいに手入れされた花が植えられている。

代交代が進んでいる。団塊 世代がそ 交代要員と
なりつつある。
　コーディネーターは学校評価委員会の地域住民委
員として参加し、学校長と親しくなり、町内会とし
ての役割終了後も何らかの貢献をしたいと、学校か
らの依頼による本事業のコーディネーターを引き受
けた。コーディネーターは２名とも約10年前開発さ
れたステージ星川住人で、団塊世代。

録 、 ィ
を統合して１つの学校支援組織作り
を目指し、さらに地域の連携を進め
ることを目標としている。
　お二人は、生涯学習は余っている
エネルギーを学校に向けていくこと
でもあると認識しており、その一つ
として学習支援を接点ととらえ、今
後も進めていきたいと考えている。

②現在の活動内容
　元々、地域の力借りての、ふれあい協議会、星の
子ふれあい講座、星の子学援隊、読書ボランティア
等、教育活動など推進している。
　コーディネーターには、学習支援を中心とする
「星の子学習ひろば」の開設が課せられた。地域よ
り選出された２名のコーディネーターは、団塊世代
として第２の人生を地域や学校への尽力にあてよう

後も進めていきたいと考えている。
なお、岩崎小学校の取り組みを参考
にして初年度の内容を計画している
とのこと。

として第２の人生を地域や学校への尽力にあてよう
という基本姿勢を持っている。「学習ひろば」での
学習支援に意欲を見せている。

③期待される活動分野
　地域住民による学援隊は17年に発足し、今後代替
わりが必要な時期になる。また防災活動も地域とつ
ながって行う必要性を感じているが、その部分を
コーディネーターに期待する面もあるコーディネーターに期待する面もある。

④現在の課題
　コーディネーター２名が中心となって１年から３
年までの児童約80名の学習支援活動を推進していく
ことは、２名に大きな負担となることが懸念され
る。児童への支援を安全にきめ細かに進めていくた
めには、スタッフの増員が望まれる。　コーディ
ネ タ 役割は 学校と地域 連携にあると受けネーターの役割は、学校と地域の連携にあると受け
とめ、 初の段階として２月までは学習支援を中心
に実践していく。

星川駅から徒歩約１０分、落ち着いた環境の中の学校である。地域のお祭りには児童もよく
参加する雰囲気である。その中で早くに学援隊活動も発足し、昨今はその代替わりを目指
している模様。地域とのコーディネートの前に学習支援という学校との協働活動を始める
コ ディネ タ は 自治会町内会組織でも次期リ ダ になる世代である 生活と密着しコーディネーターは、自治会町内会組織でも次期リーダーになる世代である。生活と密着し
た学校組織や児童の環境を見守っていく活動とはあまり縁がなかったお二人のこれからの
活動が、男性団塊世代の活躍の事例として期待される。
＜星の子学習広場　　学習意欲、創造力、生きるチカラの「コツをつかもう」＞

５　活動事例集（新規参加校）

28



泉 事例No. 13区

名　　称 西が岡小学校　学校運営協議会

相鉄いずみ野線やよい台駅より学校までバス5分。駅周りは静かで、コンビニと花屋などの商
店があり、車での送迎の通勤通学者や駅に向かう人がぽつぽつといった新興住宅地。バスで

西が岡小学校

①学校との関わりのきっかけ
　校長も赴任して６年になり、コーディネーターと

　コーディネーター自身は学校運営協議
会にも参加し、また、西が岡小フェス

学校情報

店 あり、車 送迎 通勤通学者や駅 向 う 新興住宅地。
行く道筋も閑静な戸建て住宅街が続く。泉区スポーツセンター、福祉関係施設（恒春の郷・
泉寿荘）などの公的施設があり、その先に、平成７年度創立の見るからに新しい学校が建
つ。
各学年３クラスまたは４クラスで、計600人余。地域交流室を今年度から図書室で開設、平
成20年10月に「はまっ子」からキッズに移管、西が岡コミュニティハウスも設置されている。

　校長も赴任して６年になり、 ディネ タ と
の付き合いも長い。コーディネーターは、ＰＴＡ役
員として３年間活動し、地域との関わり合いもでき
たので、地域と学校の架け橋として今後活躍したい
という。校長も、保護者たちにもつながりが深く、
地域とも架け橋になってくれる人をお願いしたいと
考え、協力を依頼した。
　コーディネーター１名で不安に思う部分もあるよ
うだが、校長と二人三脚で当面は地域交流室開催に
伴う 実行 意欲 動す

会にも参加 、 た、西 岡小
ティバルに関わっている。それらの活動
の中で、様々なキーパーソンたちと巡り
合えると考え期待している。

④現在の課題
　地域とのかかわりが十分にできている
ので、運営協議会はなくてもいいのでは
ないかと思う(校長)。

教員が保護者や 域ボ伴うイベントの実行に意欲をもって活動する。
　
②現在の活動内容
　中川連合自治会が学校に非常に協力的であり、地
域でも青少年育成活動区補助金での立て看板やジャ
ケットを利用して、見守り活動などのボランティア
を教職員と共に実施している。学校としても地域か
らの声かけにより、地域行事によく参加する。この
地域には他にも領家中や岡津中など学校がたくさん

　教員が保護者や地域ボランティアとど
う付き合っていいかわからない。教員が
多忙で、土日も出勤するのは法律上もや
りにくい面がある。
　コーディネーター１人でなく、今後は
複数で推進していくことを考えている。

地域には他にも領家中や岡津中など学校がたくさん
あり、それぞれを大事にしている。
　学習支援等は保護者に依頼しており、保護者はボ
ランティア活動によく参加してくれる。
　今年度は、地域交流室の活用として、毎月第４土
曜日、さまざまなイベントを行っていき、大人から
子どもまでのふれあいの場づくりをしている。
　学校運営教議会教育活動支援委員会の分野（むか
し遊び 西が岡の歴史 むかしの道具 パソコン操し遊び、西が岡の歴史、むかしの道具、パソコン操
作、戦争体験、書道、生活に役立つ物の制作、外国
語活動、読書）ごとの人材マップを作成中である。

③期待される活動分野
　今後、子どもの教育活動を充実させ、学校教育目
標を地域の力を借りて達成したいと思うコーディ
ネーター。学校でボランティアを探していたが、教
員でなく地域に根ざした人に探してもらえると学校員でなく地域に根ざした人に探してもらえると学校
としては望ましいと考える。

ま と め

新興住宅地だが、元からの地域住民が、新しい住民に地域に参画してもらいたい、自分た
ちの学校にしようという意識を持っていて協力的。コーディネーターは中川連合町内会の組
織に「学校・地域コーディネーター」として参加、学校運営協議会メンバーにもなり、学校便
りにコ ディネ タ として紹介されたりする中で PTA役員時代の仲間に手伝 てもらいなま と め りにコーディネーターとして紹介されたりする中で、PTA役員時代の仲間に手伝ってもらいな
がらゆっくり前向きに活動している。今後、コーディネーターの仲間を増やし、ボランティア活
動を組織化していくことが、学校にとっても地域にとっても望ましいと思われる。
＜地域交流室開放や西が岡小フェスティバルから始まる信頼の絆作り＞

５　活動事例集（新規参加校）
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瀬谷 事例No. 14区

名　　称 瀬谷中学校・地域連携活動

学校情報

　瀬谷駅から徒歩２分、「かまくらみち」に面した学校で、相鉄線の延伸に伴い創立された。３
学年で２６クラス クラブ活動は野球を中心に盛ん 連合４町会からなる学校区域で 本郷

瀬谷中学校

①学校との関わりのきっかけ
　学校の校門の解錠を依頼されたと
き、解錠だけでなく生徒登校前のゴ
ミ拾い、登校時の生徒指導にも関わ
るようにな たことがき かけ そ

③期待される活動分野
　生徒の健全育成、非行防止の取り組み、学校と地域の
パイプ役
④現在の課題

在 算

学校情報
学年で２６クラス、クラブ活動は野球を中心に盛ん。連合４町会からなる学校区域で、本郷
会、他各会長とつながる。今後、地域の青少年指導員等にそれぞれ１人ずつコーディネー
ターになってもらう構想を持っている。瀬谷駅北口駅前を明るくする会を１０年前発足する。

るようになったことがきっかけ。そ
のとき、中屋敷地区センターに勤務
していたこともあり、地区センター
でたむろしている生徒の指導もする
ようになった。こうした経緯から校
長にコーディネーターをすすめら
れ、引き受けるに至った。元川崎市
立高校校長、現在も民生委員を務め
るなど 様々な経験を生かしなが

④
・現在も予算を確保していけるかどうかで活動も左右さ
れる。
・教科面でのボランティアのコーディネイトは難しいの
ではないか。
・学校･家庭･地域連携事業と兼合いを工夫しながら進め
てていきたい。
・現在は準備会の形をとっているが、今後は各地区の連
合会長と相談して進めていく。

るなど、様々な経験を生かしなが
ら、取組を進める。

②現在の活動内容
　現在、学校・家庭・地域連携事業
として、ふれあい運動会(青少年指
導員・スポーツ推進委員主催)や音
楽会が開かれ、地域パトロールも行
われている 地区社協では子どもと

⑤コーディネーターのあり方
　４地区連合町内会から１人ずつ学校・地域コーディ
ネーターとして活動に参加してもらい、地域との連携を
はかっていきたい。民生委員との連携を密にして、更な
る健全育成に取り組んでいき、青少年育成の地域力とし
てコーディネートする方向を考える。
　また、キャリア教育に、ボランティアとしてかかわっ
ていく他 読み聞かせ活動グル プとの連携もしていきわれている。地区社協では子どもと

高齢者を結ぶ部会もあり、本郷地区
ではイベントチラシの回覧もある。
　小中一貫教育、地域との連携とし
て、小学校との教育懇談会が開かれ
る。
　地域ふれあい音楽会（本年度は高
校体育館を会場にして）では、幼稚
園、小学校、高校と音楽を通して連

ていく他、読み聞かせ活動グループとの連携もしていき
たい。現在、地域と点としてつながっているものを、線
になるように広げていく。

園、小学校、高校と音楽を通して連
携、地域のお年寄りへの呼びかけを
コーディネーターが依頼されてい
る。
　ハマロードサポーター：月１回、
瀬谷駅北口の清掃を区土木事務所と
生徒会、学級委員が中心になって
行っている。22年度から校区の小学
校も参加。校も参加。

ま と め

コーディネーターは以前地区センター副館長を務め、子どもたちの放課後を引き
受ける地域施設で子どもたちと触れ合う。また、巡回員を依頼されてからは校門
での子どもたちへのあいさつ触れ合いから、一歩進んで地域の人として子どもた
ちの健全育成を視野にして活動を始めた。その経緯でコーディネーターになり、

ま と め
ちの健全育成を視野にして活動を始めた。その経緯でコ ディネ タ になり、
学校区の母体になる４連合町内会とも親密な関係の中で、子どもたちの健全育成
を進めていこうとしている。また、中学校支援活動の一つ手法として、他校にも
広げたいと考えている。
＜コーディネーターは学校と地域をつなぐ実動隊＞

５　活動事例集（新規参加校）

30



港南 事例No. 15

①学校との関わりのきっかけ
　２校合併後４年経つが、しばらくは両校ＰＴＡ
会長が残っていた。現在は会長１人、副会長２人
制になり、コーディネーターはその一人である。
　日頃より学校の教育活動の力になりたいと思っ
ていたところに学校便りでコーディネーターのチ
ラシがあり、それを見て希望した。学校としても
ありがたく、お願いすることにした。

②現在の活動内容
　25地区「ことぶき会」を中心に各自治会より21
人の地域ボランティアが登録され、下校時に見守
り活動をしていただいている。中にはシルバーボ
ランティアで夕方からの人もいる。コーディネー
ターが調整している。
　「ルピナスの会」（毎週読み聞かせ活動）、昔
遊び（シルバー会）、ミシンの指導等それぞれ独
立したボランティアグループが活動している。
　「おやじ・おふくろの会」が中心になって、
フェスティバル・夏祭りの運営等行い、中学校の
同組織とも連携している。一方、団地夏祭り（18

④現在の課題
・農園の管理、学習支援、学校環境整備等
に関わってくれる人材の確保
・農園等での学習活動を毎年引き継いでい
くこと
・教育課程への学習ボランティアの位置づ
け（学習単元や内容に即してボランティア
を調整し充実していくことを期待されてい
る）
・コーディネーターをもう少し増やしてい
きたい
・学校内に地域交流の場（サロン）をつく
り、地域の人の居場所を確保し、情報発信
の場にすること

区

名　　称 野庭すずかけ小サポート隊運営委員会

学校情報

京急上大岡駅からバス１０分の位置の高台にある。平成20年4月1日開校、市営野庭住宅
やその周辺の開発に伴い、野庭小（昭和48年開校）と野庭東小（昭和56年開校）ができた
が、児童数減により再編統合された。各学年３クラス平均で、家庭環境には幅がある。団地
自治会を中心に結束力は強くイベントが多い。

野庭すずかけ小学校

同組織 携 。 、団 （
自治会）には、小中校長副校長やＰＴＡ会長らが
一緒に回って親交を深めている。
　コーディネーターも中学校のコーディネーター
と密接に連絡を取り合って、学校支援ボランティ
ア事業を助け合い進めたいと話し合っている。

③期待される活動分野
　緊急の課題として、下校時見守り隊の運営及び
人材確保がある。学校近くの公園に変質者の出没
があり、登下校時の見回りが必要で、そのための
ボランティア発掘や活動体制等の組織作り、運営
等対応が必須。
　現在、ＰＴＡ副会長として地域行事への参画や
教育活動への協力を行っているが、「ふれあい」
という主目標に向けて、学習支援のボランティア
の充実を考えてもらいたいと学校は思っている。
個別にボランティアグループが活動する体制だ
が、それらをつなげてほしい。

ま と め

昭和４０年代から開発された大規模住宅地だが、次第に高齢化して児童生徒数が減少傾
向にある地域。平成２０年に２つの小学校が再編成されできた学校で、、１小１中の地域。
小中校の交流をとおしてPTAの一元化を図り、情報の共有化を図る。また、サロンづくりをし
ながら、ボランティアの募集やサークル活動など地域も含めて交流拡大が望まれる地域で
ある。現在、小中校の2人のコーディネーターは親密に連絡を取り合い、一緒にボランティ
ア事業を推進しようとしており、次代の地域の担い手としても期待される。
＜下校時見守り活動　人の見える地域づくりも目指して＞

５　活動事例集（新規参加校）
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港南 事例No. 16吉原小学校

学校情報

区

吉原小学校・地域連携活動

昭和42年創立で古くからの住宅と大型集合住宅が混在する地域。環状２号線の開通と共に
町の整備もすすみ、住環境はとてもよい。日野第一連合町内会と学区がほとんど同じであ

地 鉄港南中央駅前 鎌倉街道を 停付近 ら南向き斜 中腹 あ

名　　称

①学校との関わりのきっかけ
　コーディネーターは地区社協の仕事、主任児童委員
民生委員を10年ほど経験し、配慮を必要とする子ども
を通して学校と関わってきた。何人かの候補者の中か
ら 地域に深 かかわり ある人と うことで お願

　また、いろいろ活動協力してくれる
「もめんの会」にも、ＰＴＡＯＢ等地
域社会を担っている方は多いが、高齢
化しているようで、新しい事業の展開
は簡単ではないと思 ている その意

学校情報 る。地下鉄港南中央駅前の鎌倉街道を下り、一つ目のバス停付近から南向き斜面中腹にあ
る学校。地域は現在は住宅地に見えるが、昭和30年代ごろまでは水田等もあり、現在も捺
染工場、肉のはましんなどもある。

ら、地域に深いかかわりのある人ということで、お願
いすることになった。

②現在の活動内容
　学校としては、地域との連携は、連合町内会と学校
がほぼ重なり、ふれあいフェスタなども学校施設を使
用して開催している。学校は場所貸しではあるが、子
どもたちはフェスタで主催側として活動していたり、
先生もよく参加し る

は簡単ではないと思っている。その意
味で、現コーディネーターだけでな
く、ＰＴＡＯＢを含めた協力者の発掘
やＰＴＡとの関係等組織づくりにも目
を向けていく必要もある。
　
⑤コーディネーターのあり方
　ボランティアコーディネートを考え
ていたが 講座の中で事業計画の立案先生もよく参加している。

　学年ごとに「地域を知る」学習をする中で、地域の
グループ「もめんの会」と交流を持つことにより、地
域の高齢者福祉を学んでいる。また、稲作作りや昔の
地域のことなどを、地域の人とのふれ合いの中で子ど
も達が学んで行けたらいい。
　学校施設を使う地域の事業が増えつつあり、コー
ディネーター自身は事業を増やすのではなく、地域の
人材を発掘して学校につなげる役割が重要だと考え

ていたが、講座の中で事業計画の立案
などのカリキュラムがあり、戸惑って
いるというのが実情。学校と保護者が
いて、その間でコーディネーターが動
くと理解している。

人材を発掘して学校につなげる役割が重要だと考え
る。

③期待される活動分野
　ＰＴＡもよく学校支援してくれているが、総合の時
間、生活、社会科など地域の方の協力を得たいと学校
は思っている。今までもコーディネーターを通じて地
域の人材の紹介などを得てきた。また、教員が直接地
域の人とのルートを探ってきた部分もあるが それら域の人とのルートを探ってきた部分もあるが、それら
の情報をきちんと整理していきたいと考えている。
　また、教員と地域の人のクッション役になっていた
だけたらと考える。

④現在の課題
　学校側、コーディネーター側双方とも、コミュニ
ケーションをとりながら進めているので、現時点では
大きな課題はない これまでもボランティアコーディ

鎌倉街道から少しあがった斜面にある学校で、周辺は住宅地。鎌倉街道には、上大岡から
商業地域が連なる。PTAによるボランティア活動、地域社会との連携もそれなりにある。し
かし、地域活動をされているコーディネーターの動きはコーディネーター自身も講座等を通

大きな課題はない。これまでもボランティアコーディ
ネートをしてきた経験があり、人材紹介をコーディ
ネーターの主軸となる活動と捉えている。

かし、地域活動をされているコ ディネ タ の動きはコ ディネ タ 自身も講座等を通
じて得た知識と、自分のできる範囲という思いが異なり、学校が求める支援、要求されてい
ることへの戸惑いを感じているように思われた。今後、PTAOBやおやじの会の力など、広い
世代へアプローチすることを考慮するといいように思われる。
＜総合学習に必要な人材探し、広い世代のコーディネーターズへ＞

ま と め

５　活動事例集（新規参加校）
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金沢 事例No. 17

①学校との関わりのきっかけ
　継続性と連絡体制の一本化を進める必要からＰＴ
Ａとの協働を強化していくことにした。
　コーディネーターは２人とも学校運営協議会の委
員を務めている。学校・地域コーディネーターの存
在が定着したら、運営協議会のメンバーが変わって
も活動の継続が見込まれる。
　
②現在の活動内容
　学校とＰＴＡのサポート体制「釜南サポートチー
ム」登録制度に加え、校内レンジャー・スーパー
ティーチャー（人材バンク）といった地域ボラン
ティアの活動がある。その活動として、地域清掃・
高学年家庭科サポート・ベルマーク収集・２年野菜
作りサポート・読み聞かせボランティア等が行われ
ている。
　毎年開催する「ニレの木スタディフェスタ」で
は、自治会等と連携している
　今年度、窓口をコーディネーターに一本化し、学
校のニーズに沿った人材を集めている。本年度は展
示ギャラリーを手作りで完成させた。

また 通学路 清掃 図書室 整備 渡り廊下

・スーパーティーチャーをどう生かして
いくか
・活動部隊の人材をどう動かしていくか

⑤コーディネーターのあり方
　小学校キャリア教育の推進と地域の教
育力のジョイントを図っていく。
・子どもが卒業したら、情報発信をどの
ように行えばいいのか
・地域交流室はあるのだが、整理されて
ない。有効活用は必要
等、今後、コーディネーターが中心に
なって考え検討を進めていく。

区

名　　称 ウルムスサポーター

学校情報

京急金沢文庫駅からバスで10分。大規模開発の閑静な住宅地にある、各学年２クラスで
全14クラスの学校。平成元年に創立された新しい学校。建物の形は複雑で、上から見たら
船の形をしているそうである。関東学院大学釜利谷キャンパスや釜利谷中学校が隣接した
新興住宅街の中にある落ち着いた環境の文教地区に立地している。

釜利谷南小学校

　また、通学路の清掃、図書室の整備、渡り廊下の
壁補修(綺麗にしてギャラリーとして利用)、 クラ
ブ活動のアシスト、畑の整備(地域で協力者を募る)
などがある。

③期待される活動分野
　主に地域に向けた取組（校外清掃・読書推進活
動・ベルマーク収集）に重点を置く。
　学校のニーズを地域連携担当からコーディネー
ターに伝え、地域に広げてもらいたい（組織化）
　今までやってきた活動をより推進し、まとめ役に
なってもらいたい。

④現在の課題
　学校窓口職員とコーディネーターとの情報の共有
化推進と人材バンクの効率的活用の推進。
・予算をどのように確保するか
・お金を掛けないで、どう人に依頼するか→人脈を
どう広げていくか

ま と め

平成元年創立の比較的新しい、新興住宅の中にある学校。早くから、地域及び保護者の
ボランティアの登録制度もあり盛ん。また、学校運営協議会のメンバーでもある２人のPTA
会長経験者及び現会長が講座を受けてコーディネーターになることにより、それらの活動
の広がりや継続性が確保されたように思われる。コーディネーターは、学校支援ボランティ
アとPTA活動の釜南サポートチームの活動の整理を行いながら、小・中連携と地域との連
携を推進し、またそのための地域交流室の整備と充実を同時進行していく中で、責任を感
じつつ、こつこつと積み上げて行くことの大切さを実感されている。
＜ウルムスサポーター：ボランティア事務局を作る＞

５　活動事例集（新規参加校）
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戸塚 事例No. 18区

名　　称 大正小学校学校支援運営委員会

大正時代にできた村の一つの小学校として創立された歴史の古い学校で、保護者・地域が
「おらが学校」という意識が強く、学校への愛着も深く、協力的である戸建て住宅街の中にあ

大正小学校

方法、守秘義務の考え方など)。ただ、具体①学校との関わりのきっかけ

学校情報

おらが学校」という意識が強く、学校 の愛着も深く、協力的である戸建て住宅街の中にあ
る学校。戸塚駅からバスで原宿交差点を過ぎたあたりにあり、昨年までは所要時間30分以
上かかった（現在は交差点の立体化により解消されつつある）。地域は常に子どもたちを見
守ってくれているという雰囲気がある。地域交流室は市民図書室に近く、地域の人たちが気
軽に訪れやすい位置にあり、今後の効果的な活用が大いに期待される。道路前は国立医療
センターがある。大きな道路に面した校門わきは花がきれいに植わっており、PTA委員会が
携わったとのこと。

方法、守秘義務の考え方など)。ただ、具体
的な第一歩が踏み出せていない。
　また、ＰＴＡ活動とボランティア活動の
コーディネート(仕組みづくり)も必要と考
える。すでにボランティア募集などの情報
発信を行い、地域の中でも伝達は行われて
いるが、これからも情報集約に努め、情報
の更なる共有化を進めたい。
　具体的な第１歩が踏み出せないとのこと

ボ 養成や ボ

①学校との関わりのきっかけ
　ＰＴＡ会長を務めていたコーディネーター
は、子どもの卒業後も学校での活動継続を考
え、講座受講を希望し、学校も喜んで依頼す
る。これまでも様々なボランティア活動の協力
を呼びかけてきているが、ボランティア活動を
コーディネートし組織化されたものにしていく
ために、保護者・地域とのつながりがあるの
で、適任と思った。 体 第 踏 出

で、ボランティア養成や広報、ボランティ
アとＰＴＡのつながりを考慮して、園芸講
座の企画を提案してみた。

で、適任と思った。

②現在の活動内容
　学習支援（家庭科、運動会や学校を開く週間
等の受付・準備、校外学習・地域巡りの付き添
い）などを、主としてＰＴＡに公募する。加え
て、農家の方による野菜作り体験や、クラブ活
動（茶道・太鼓クラブ）支援など、教員のネッ
トワークにより地域の方々がサポートしてい
る。
　読み聞かせには市民図書に携わっている人た
ち(地域の人たちだが、かつてのＰＴＡＯＢでも
ある)が１、２年生対象に継続的に取り組んでい
る。
　夏休みには、図書ボランティア募集をＰＴＡ
と連携して行い、電算化を行った。コーディ
ネーターもメンバーである懇話会において、学
校でのボランティア活動の取組を紹介し 地域校でのボランティア活動の取組を紹介し、地域
とのつながりを深める。

③期待される活動分野
　学校としては、取り組んでいる活動の充実は
もちろんだが、学力等の面から課題のある児童
がいるので、これら児童に対する学習支援を組
織化し進めてほしいとも考えている。

交通量の多い原宿交差点そばにある本校は、周辺が戸建ての住宅地、大きな医療機関、
そして長年混雑していた交差点の立体化などあり、環境もゆったりと変化している。コーディ
ネーターは、地域社会でも民生委員として活躍する地元住民で、前PTA会長だった。一緒

④現在の課題
　現在行われているボランティア活動をさらに
保護者・地域につなげるために、研修等の場や
見学会を設けたい(学習支援時の子どもへの対応

ま と め
ネ タ は、地域社会でも民生委員として活躍する地元住民で、前PTA会長だった。 緒
に活動するPTA仲間も多いようだが、さらに共に考える仲間作りのために具体的な活動を組
み立てるといいと思い、園芸講座を提案し実現された。その成果により、共に活動するため
の新たな人とのつながりを期待する。
＜コーディネーターを支援する力＞

５　活動事例集（新規参加校）
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戸塚 事例No. 19区

名　　称 ひぐみ共育くらぶ

学校情報

地下鉄グリーンライン踊場駅より徒歩約１０分、拡声器の音量に注意しないといけない小高
い丘の上にあり、風光明媚な環境である。地域の結束が強く、地域行事も活発な地域の学
校 対す 姿勢も温 く 非常 協力的 あ

東汲沢小学校

①学校との関わりのきっかけ
　現在さまざまな活動が個々に行われていて、その活動
を統合組織化できないかと考え、学校と地域のパイプ役
として、二人にコーディネーターとしての役割を引き受
けてくれるよう校長から依頼した

・委託費の使途を決め、早急に執行して
いく
・パソコンが活動に必須と思うので、何
らかの工夫で、購入設置希望

学校情報 校に対する姿勢も温かく、非常に協力的である。
周辺は元々住宅地と畑だったが、地下鉄駅が開けるに従い、大きな集合住宅ができ、４００
人の児童数が一気に６００人になったとのこと。

けてくれるよう校長から依頼した。
　お一方は校区内の新設のマンション自治会長としてま
ち懇に参加、その縁でおやじの会の発足にも尽力されて
いる。もうお一方は、小中校でＰＴＡ会長など歴任、現
在地域で様々な活動をされる一方、個人レベルで理科支
援や国際理解の機会を学校に提供されてきて学校ともつ
ながっており、参加を快諾された。

②現在の活動内容

⑤コーディネーターのあり方
　継続すること、伝えていくことの大切
さを認識するとともに組織を立ち上げて
いくことが必要と考える。また、活動後
のフィードバックは学校やコーディネー
ターだけでなくボランティアにとっても
大切だと思う。

研修の事例で聞いた活動はできている②現在の活動内容
　個人と連携した活動、施設と連携した活動がある。小
学校児童の孫を持つ方による学援隊といも畑作業、昔遊
び、農地を持つ人の協力による農作業など個別の人との
関係、地域の人による学援隊、あるいは図書ボランティ
アの活動などがある。施設面では、ケアプラザや地区セ
ンターに子供たちが出かけたり、幼稚園･保育園などと
の交流を深めている。おやじの会(主としてＰＴＡの親
が会員)等の関係がある。

二人のコ ディネ タ はさまざまなボランティア活

研修の事例で聞いた活動はできている
が、それらを整理することでさらに進め
る活動が推進できる。学校と地域がオー
プンな状態で、そのために組織作りが大
切と考える。

　二人のコーディネーターはさまざまなボランティア活
動に積極的に参加し、おやじの会の活動充実を図っての
講座研修の展開をする。

③期待される活動分野
　地域に根ざし、よく地域に知られている女性、民間企
業をリタイアして間もない住民の視点が期待される男
性、二人が中心になって、本校のボランティア活動が一
層活発になるよう期待されている。今ある各組織(おや層活発になるよう期待されている。今ある各組織(おや
じの会、図書ボランティア、地域施設他、ボランティア
やまち懇参加の人や組織)をうまくつなげてほしい。ま
た教職員にも広めたいと、校長もコーディネーターも自
覚し、教員会議などに出席することも考えられている。

④現在の課題
・どんなものが子供たちの役に立つのか、よく選び出し
ていく

参加 や 織 げ・みんなが参加しやすい組織を早く立ち上げること。地
域交流室が必要

地下鉄踊場駅より幹線道路から少し入って小高い丘を登ったところにある学校。地域行事
も活発な地域で、学校も常にオープンにしていきたいという学校長の考えも浸透していて、
良好な関係をもっている。その中で、地域の中の「ひぐみっ子」、ボランティア「ひぐみ共育ク

ま と め
良好な関係をもっている。その中で、地域の中の「ひぐみっ子」、ボランティア「ひぐみ共育ク
ラブ」が活動していることは、学校便りでも明らかにされている。男女２人のコーディネーター
が協力して活動し、今ある活動を組織化し、情報の共有化やより親密な地域連携を図り、
子どもたちを地域でも支える体制づくりを目指し活動している。
＜学校と地域をつなぐ「ひぐみ共育くらぶ」＞

５　活動事例集（新規参加校）
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戸塚 事例No. 20区

秋葉中学校支援ボランティア運営委員会

戸塚区北部の高台にある学校。周辺には大型マンションが次々建設され、しばらくは生徒数
の増加が見込まれる。また、柏尾川沿いには大きな工場群が立ち並び、活気を呈している。
施設 敷地 小学校と隣接共有 ため 小中連携 小中 貫教育 組

名　　称

秋葉中学校

学校情報

①学校との関わりのきっかけ
　コーディネーターは以前から図書ボランティアと
して学校に関わっており、保護者によるボランティ
アだけでなく地域にも広げたいと考えている。ま
た 前年に地域 デ ネ タ 養成講座報告会に

⑤コーディネーターのあり方
　現在行われている図書ボランティア
を核に活動分野を広げ、ボランティア
活動が学校に力強い存在になるよう努
力した また生徒が地域社会 子に

施設･敷地は小学校と隣接共有している。そのため、小中連携、小中一貫教育の取り組みの
モデル的な役割を果たしている。地域も学校教育に理解を示し、たいへん協力的である。空
き教室がないため、図書室を地域交流室にしている状況である。

学校情報

た、前年に地域コーディネーター養成講座報告会に
参加し、地域社会からのコーディネーターの可能性
を考慮、主任児童委員として活動する中で自ら手を
あげる。他に学校懇話会の委員も務めている。

②現在の活動内容
　生徒が地域の清掃活動に参加したり、ソーメン流
し大会を手伝ったりする等、生徒たちがボランティ
ア活動できる場面を取り入れている

力したい。また生徒が地域社会の子に
なれるよう、地域行事への参画機会の
提供や意識啓発を勧めたいと考えてい
る。そのために、川上小学校の地域交
流会に参加したり、区民活動センター
を活用するなど、多角的に情報収集、
ネットワークを広めている。

ア活動できる場面を取り入れている。
　コーディネーターはこれら地域行事に生徒が関わ
れるように、意識して地域の方々の意見を聞き取
り、学校側に提供するなど行っている。また、地域
にも積極的に学校の期待することを伝えている。
　現在、保護者は図書ボランティアとして図書室整
備や読み聞かせなど担っていたり、部活動の一部で
は、地域の方に専門性を発揮してもらっている。

③期待される活動分野
　学校は、教育ボランティアとして家庭科などから
の支援活動から始め、将来的には個別支援が必要な
生徒に対する支援という分野での取組を期待してい
る。また、地域交流室を導入することで、より良い
運営となることを期待している。
　10月に運営委員会を開催、図書教諭の理解も得
て 図書ボランティア打合せも行われたて、図書ボランティア打合せも行われた。
　なお、学校は今後キャリア教育を進める上で、
コーディネーターが大きな役割を担い手となり、さ
らに、ボランティア活動の組織化や活動の中核的役
割となることを期待している。

④現在の課題
・スキルアップ講座等、ボランティアの専門性を高
める機会が必要

秋葉小、川上小、品濃小からなる中学校で、とりわけ秋葉小は同じ敷地内で、校庭を共有
するなど、小中一貫の学校である。その中で、川上地区に精通し、区民活動センターでも
活動するコーディネーターは地域の信任も厚く、児童生徒を地域の子どもとして捉え、「とつ
かのおもちゃ箱2011」の活動につなげ あるいは地域に啓発しようという方向性はすぐれてま と め

める機会が必要
・生徒を地域行事に関わらせる体制作り
・ボランティアの登録(誓約書)カードの作成

かのおもちゃ箱2011」の活動につなげ、あるいは地域に啓発しようという方向性はすぐれて
いる。地域社会と学校、保護者をつなげる輪（体制）をつくり、また生徒たちもボランティアと
して地域メンバーになると、次のステップへ飛躍できると思われる。
＜学校の中に地域とつながる縁側を創ろう＞

ま と め

５　活動事例集（新規参加校）
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戸塚 事例No. 21戸塚高等学校区

名　　称 戸塚高等学校地域連携プロジェクト

ま と め

戸高祭（文化祭）への屋台出店や環境活動、卒業式への出席など、学校行事に地域の方
が入っており、地域連携は良好である。コーディネーターは、ＰＴＡ会長・同窓会理事・戸高
ファンド（学校ファンド）運営委員を務めるなど、学校との関わりが非常に深い。多くのつなが
りを生かして、現在行われている学校・地域連携活動を継続・発展させ、新たな学校支援
活動につなげていきたい。
＜よりよい環境を目指して　環境美化から始める学校支援活動＞

学校情報
横浜市営地下鉄ブルーラインの踊場駅から汲沢方面に曲がって徒歩約10分、横浜市の西
部に位置する単位制・普通科の高等学校。昭和３年に戸塚町立実家高等女学校として開
校し、今年84年目を迎える歴史のある伝統校。

①学校との関わりのきっかけ
　市営地下鉄踊場駅ができたこと
で、生徒たちは細い道を通ることに
なった。車も通る道であるため危険
であるということ、また、道にごみ
を捨てないようにということから、
学校と地域の連携が始まった。
　コーディネーターは本校の卒業生
で、現在のＰＴＡ会長である。ま
た、同窓会理事や戸高ファンド（学
校ファンド）の運営委員を務めるな
ど、学校との関わりが非常に深い。

②現在の活動内容
　戸高祭（文化祭）では、地域の方
が焼きそばなどの屋台の出店を行っ
ている。また、近隣の小学校の児童
による作品を展示するなど、小学校
との連携の機会にもなっている。
　環境活動としては、戸塚区が実施
していた「とつか緑と暮らそうキャ
ンペーン」をきっかけに発足した
「グリーンカーテン友の会」による
校舎への緑のカーテンの設置があ
る。緑に親しむと同時に緑化の重要
性を認識できる活動となっている。
また、学校内にある三角点公園の花
壇の整備も行われている。地域住
民、生徒、教職員でラベンダーや
ローズマリーなどの植え付けを行
い、公園及び周辺の清掃を実施し
た。地域の方も、学校と地域の連携
に対して理解を示してくださり、来
年度以降の協力を了承してくださっ
た。
　卒業式にも地域の方に出席いただ
くなど、良好に地域連携が進められ
ている。

③期待される活動分野
　現在は、文化祭や環境活動をとおして、地域
と生徒たちとの交流を図っている。これらの活
動を継続・発展させることで、そこから部活動
指導やキャリア教育など、新しい分野での学校
支援活動への展開が期待される。

④現在の課題
　同窓会の上の世代は、地元の方が多いために
連携が速い。今後は、下の世代から人材を発
掘・確保し、育てていかなくてはならないと考
えている。また、地域行事やボランティア活動
に対して、より多くの方に積極的に協力しても
らえるよう、情報発信に取り組む。

⑤その他特徴的なこと
　学校・地域コーディネーター養成講座に初め
て参加した高等学校である。本市高等学校にお
ける学校・地域コーディネーターを中心とした
学校・地域連携の先進事例として、今後どのよ
うに学校支援組織を運営していくのか、どのよ
うな活動が展開されていくのかに注目していき
たい。

５活動事例集（新規参加校）
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港北 事例No. 22大曽根小学校区

名　　称 大曽根小学校地域交流委員会

学校情報

綱島駅前のバスの往来を縫って鶴見川を渡り、右手側の住宅地(大曾根地区）を歩いて約
１０分、昭和４０年創立された学校。開校当初は、大曽根地区の児童が多かったが、綱島
街道を隔てた樽町地域の中小工場から集合住宅が続々建ち、現在は樽町地区の子ども達
が多くなっている。そのため、教室が不足し、プレハブ校舎を建設している状況である。

①学校との関わりのきっかけ
　コーディネーターは地域の住民とし
て、役員や主任児童委員など様々な役
職を務めている。元ＰＴＡ役員、現在
自治会で活動、学校ボランティアとし
ても活動する。その関係で学校ともつ
ながる。学校長は、これまでの学校と
地域の連携を活かしつつ、各ボラン
ティア団体との連携を図れると考え
コーディネーターを依頼した。組織が
できる前から、コーディネーターとし
ての役割を果たされ、地域と学校の連
携促進の活動をされている。

②現在の活動内容
　子ども達は、夏祭り(地域・ＰＴＡ等
の主催行事)、福祉バザー、観梅会、大
倉山公園の植栽、ときめきコンサート
等で活動をしている。
　ＰＴＡ、おやじの会も地域行事に積
極的で、独自に模擬店を出すなどの参
加をして る 学校では を中

③期待される活動分野
　防犯パトロール・立哨などの防犯防災活動、園芸
栽培・清掃・修繕・エコ活動・６年生ソーラン節サ
ポート・読み聞かせ・アンサンブルネット・英語活
動サポート・体験学習サポートなど今行われている
活動の一層の充実

④現在の課題
　地域との連携を図る上で、現ＰＴＡ役員の地域で
の活動の方策や活動を推進していくための資金確保
の方策。
　ＰＴＡも地域の住民として盛んに活動している現
状だが、さらに町内会や自治会での次の担い手とし
て現在の地域組織に融合することが期待され、その
推進役としてコーディネーターの力が必要とされて
いるようだ。

⑤コーディネーターのあり方
　コーディネーター自身は、まずは、地域と学校の
年間行事を精査し連携のあり方を考えたいと思われ
ている。さらに学校や地域ボランティア活動はめん

ま と め

夏祭り、バザー、大倉山観梅会等、地域の催しがたくさんあり、それに子どもたちもたくさん
参加する。校内の学習支援や環境整備には、PTA・おやじの会など保護者による力が発揮
されている。このPTAの力が今後地域の力になることを期待して、コーディネーターは熱心
に学校の要望にも応じ、PTAとの連携にも努めている。報告会でもまちの中の学校という表
現をポスターで表していたのが特徴的だった。
＜地域に育てられてきた学校　　創立47周年を迎えるまちのキーステーションに＞

加をしている。学校では、ＰＴＡを中
心に、たくさんある修繕や物品の廃棄
作業、エコキャップ回収を行う。地域
のお祭り等で６年生がソーラン節を披
露する際にも、ＰＴＡが主体となって
サポートしている。その他、読み聞か
せ、何でもボランティア（家庭科授業
見守りや指導）、アンサンブルネット
（親父の会）によるイベント、英語、
体験学習、ＰＴＡ中心の多彩な活動が
ある。
　その中で、ＰＴＡが主体で今年から
新たに園芸ボランティアが発足、効果
が上がっている。
　地域の人の活動としては、体験学習
のサポートとして車椅子の手配や園芸
栽培のボランティア探し、地域行事を
推進している青少年指導員、スポーツ
推進委員、自治会役員との連携をはか
るための密接な連絡調整を行い、ＰＴ
Ａとの役割を明確にして行っている。

。 校 域 ィ 活
どうなことが多いが、達成した時の清々しさは素晴
らしい、ボランティアの笑顔を大切にコーディネー
トできればと語っている。独自の情報発信はこれか
ら考えたいとのこと。また、近隣の学校や樽町中学
校区との連携を図りたいとのこと。

５　活動事例集（新規参加校）
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港北 事例No. 23区

名　　称 新羽小ボランティア会議

学校情報

市営地下鉄「北新横浜駅」」から徒歩１０分、工場や中層の集合住宅を抜け、畑や林、地元
の方の住宅から高台に上がると、新横浜のビル群が間近に見える場所に学校がある。小学
校 隣接 新 中学校があ 小 中 小中連携を 向 ネ

新羽小学校

①学校との関わりのきっかけ
　学援隊やボランティア等で地域から関わる方が多い。
地域の力を結集していくよう、前ＰＴＡ役員の２人にそ
の核になってもらいたいと考えた。

学力向上という面での活躍を特に強く希望している

今後、コーディネーターが中心となっ
て、ボランティア同士の顔のみえる関係
を作っていくことを期待する(学校)。
　２人ともＰＴＡのとき、町内会自治会
と顔なじみではあるが まだ地域の方々

学校情報 校に隣接して新羽中学校があり、一小一中の小中連携をしている。向かいの丘にトルネード
公園と呼ばれる遊具のある公園、その横には学校で子どもたちが作業する芋掘り畑、そのほ
かの周囲も畑や竹藪、雑木林で囲まれている。静かで穏やかな環境にある。

　学力向上という面での活躍を特に強く希望している
が、地域の方々はボランティア活動に関心が向いている
ので、ＰＴＡ卒業生の２人にコーディネーター役を校長
から依頼した。

②現在の活動内容
　読み聞かせ・図書館整備のグループ『アンデルセン』
が最も頻繁に活動している。

地域の文化財である｢ワラへびづくり｣は『注連引き百

と顔なじみではあるが、まだ地域の方々
とうまく付き合えるかということに不安
も感じている。
　余裕教室が確保できず地域交流室がな
いため、校内に活動拠点がない。新羽中
に地域交流室があるため、小中連携によ
り、施設のやりくりの協力を進めている
(中学体育館が使えない時に小学校体育館
を部活で使用することもある)。

今 ブ 指導者 探
　地域の文化財である｢ワラへびづくり｣は『注連引き百
万遍保存会』(20～30名)の指導のもと､保護者も関わり
毎年３年生が学校に飾る大蛇と個人用の蛇を作る。サツ
マイモ作りは縦割りグループで畑を耕し､種芋を植えて
収穫するまでの一連の作業を地域の方の指導で行う。
　見守り活動については、ＰＴＡが朝２か所の校門に、
地域の方は学援隊として通学路信号のある場所等にそれ
ぞれ立ち、それぞれ子どもたちの安全の見守りと交通整
理をしている。また、学援隊は年１回総会と給食を食べ
ながらの交流会も開催している

部
　今後は、課外クラブの指導者を更に探
してほしい。
　また、組織の立ち上げと何らかの事業
の立ち上げを校長は期待している。

ながらの交流会も開催している。
　学年のサポートとしては、保護者がミシンサポートや
校外学習のサポートをしている。

③期待される活動分野
　課外クラブ活動(４年生以上が参加)：朝７時から週１
回地域の方に陸上を見ていただいている。また音楽部の
朝練は新羽中の音楽の先生に協力していただき、新羽小
の先生と一緒に指導していただいている。今後さらにクの先生と 緒に指導していただいている。今後さらにク
ラブ活動を地域の方々の協力をいただいて推進したい。
　漢字書き取り(共通の方式で活動できる人希望)、丸つ
け集計、理科教室の理科支援(準備室用意)、アンデルセ
ンのより積極的活動など、教科に関わる活動の推進も期
待する。

④現在の課題
　現在は校長がコーディネートしている状況。保護者や

域 方 個 学校
長 状

地域の方々は個々学校に入って活動されているが、

ま と め

周辺は緑豊かな田園で、地元の方の田畑もたくさんある地域。青少年指導員・スポーツ推
進委員が学校設備を使い、子どもたちの参加する行事を数多く行い、地域で子どもを育て
る土壌がある。児童のクラブ活動もよくサポートされている。学校としては、学力向上を考慮
し、コーディネーターにその点を担ってもらいたいようだが、２人とも現在保護者のため、学
校の期待する漢字書き取り支援や丸つけなどの学習支援は手をつけにくいと考えているよま と め 校の期待する漢字書き取り支援や丸つけなどの学習支援は手をつけにくいと考えているよ
うだった。
報告会での発表では、土曜塾の立ち上げを図り、少しずつ地域の人や既存の図書ボラン
ティア・学援隊などとも協力しながら展開する方向にあるとのこと。
＜地域あげての土曜塾開催、老人会、既存ボランティアグループ、ボランティアバンク登録など＞

５活動事例集（新規参加校）

39



港北 事例No. 24区

名　　称 日吉台小学校・地域連携活動

学校情報

学区内には、東横線日吉駅があり、慶應義塾大学・付属高校・附属中学校、日本大学付属
高校・付属中学校などの私立学校がある 駅の周りは商店街になっている 集合住宅よりも

日吉台小学校

≪コーディネーター≫
・校内ボランティア団体の活動の理解を広め、団体を
組織化すること
・保護者と学校側の中継者となるよう活動していきた

①地域連携の現況
　地域の各イベントには、子ども
達も積極的に参加している。地域
防災訓練や夏祭り等は、職員も子

学校情報
高校・付属中学校などの私立学校がある。駅の周りは商店街になっている。集合住宅よりも
戸建ての住宅が多い。１年生～6年生まで各3学級の18クラス個別支援2学級で児童数６２
０である。明治6年開校、再来年に140周年を迎える。

い

④現在の課題
　校内のボランティア団体を組織化する。地域の人材
の発掘をし、組織化を図ること。
　現在、副校長、担当の先生が地域の方々に依頼して
いるが、打ち合わせも必要と思うことからコーディ
ネーターに入っていただようにしていきたい。他につ

防 訓練 職
ども達と共に参加している。
　学校運営の支援としてＰＴＡ、
おやじの会が中心プロジェクト
チームを作り活動している。エコ
キャップ運動、図書ボランティ
ア、環境ボランティアの各チーム
が活動している。
　登下校では、地域のボランティ ネ タ に入 ていただようにしていきたい。他に

ながりをつくることも重要と考えている。
　
⑤その他、特徴的なこと
　学校便り。ホームページ。まだ地域連携独自の発信
は行っていない。
　日吉台中学校ブロック内での交流を図っていく。
　

　登下校では、地域 ボラ ティ
アの活動として学援隊がつくられ
ている。大学生による教育支援学
生ボランティア活動も行われてい
る。

②学校との関わりのきっかけ
　現在、ＰＴＡの役員、図書ボラ
ンティアをしている関係で養成講ンティアをしている関係で養成講
座を受講した。
　学区に転入して５年目で地域の
自治会の様子を充分把握している
とは言えないが、港北区の子育て
支援活動をしているために、近隣
の母親との親交を深めたり、港北
区子育て支援拠点「ドロップ」の
ボランティア活動 区民会議へのボランティア活動、区民会議への
参加などを行っている。

③期待される活動分野
≪学校≫
現在活動している校内ボランティ
ア団体についての理解と組織化を
図ることに努めて欲しい。また、
植栽などＰＴＡ会員の活動の活性

ま と め

明治以前から人の行きかう地域、文教地区で大学や高校にも囲まれている一方、日吉とい
う大きな商業地域にも近いところにある学校。豊富な宝を十分に取り込めていないと思って
いる学校ではある。コーディネーターは他地域から転入してまだ数年、地域の人としても保
護者としてもこれから経験知識を蓄積すると考えている あせらず今あるボランティアの体

植栽などＰＴＡ会員の活動の活性
化や個別支援ボランティアの充実
も図ってほしい。

ま と め 護者としてもこれから経験知識を蓄積すると考えている。あせらず今あるボランティアの体
制づくり、これから作る教職員やPTAとの情報交流から必要な課題に取り組み、じっくり地域
と学校のつながり作りを目指してもらいたい。
＜コーディネーターズづくりも視野に入れて、あせらず学校と協調＞

５　活動事例集（新規参加校）
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緑 事例No. 25

①学校との関わりのきっかけ
　学校でのボランティア活動を充実させたいと
いうコーディネーターの考えと、地域の力を
もっと発揮してほしいという校長の考えが一致
したことがきっかけで、養成講座の受講を提案
した。海外生活が長かったので、英語活動のサ
ポーターをしている。また、ＰＴＡ副会長を歴
任したので学校の様子が見えている。みどりっ
子先生をより活用していきたいことと先生方に
地域の方々の様々な教育力を知ってもらい、
ニーズを発信してもらう受け皿になりたい。

②現在の活動内容
　年度初めに「みどり小だより」町内会回覧等
で、みどりっ子先生募集をしている。登録者は
50人余あり、その力を生かして教育活動の充実
を図る(ＰＣクラブ、手芸クラブの指導、昔遊び
ボランティアなど）。英語活動授業のサポート
も保護者の募集があり、コーディネーターもそ
の一人。「みどりっ子先生」は一度登録すると

④現在の課題
・コーディネーター運営委員会の立ちあげをど
のようにしていくかを考慮中である。
・学習に課題がある子どもたちの支援について
内容等検討中である。
・ボランティアはできるときにできることを、
というスタンスでいいのだが、コーディネー
ターとなると学校の先生と地域の人々とのつな
ぎ役となって双方に対して責任が発生してく
る。また地域の方々との接し方は難しい。あま
り初めから手を広げず徐々に取り組んでいく。
・ボランティアの方々の交流やコーディネー
ターが事務作業をする場、地域交流室を持ちた
いが、今は学校に空きスペースがない。

区

名　　称 緑小学校地域交流支援活動運営委員会

学校情報

鴨居駅から徒歩１５分ほどの高台にある学校。駅周辺は商業施設、店舗と集合住宅が多い
が、学校の周辺は一戸建ての住宅地で、一画にはまだ畑が残る静かな環境である。最近は
児童数の増加で来年はまたクラス数が増え、教室の確保のため、多目的室を普通教室に
していく。ＰＴＡ会議室も狭くなり、ボランティアの活動場所の確保ができない状況である。以
前より実施しているボランティア登録「みどりっ子先生」の活用をより活発化させ、教育活動
の更なる充実に向けた学校・地域コーディネーターの活動が望まれている。

緑小学校

の 人。「みどりっ子先生」は 度登録すると
名前が残っていくが活発には活用されていな
い。登録者は保護者と保護者ＯＢが多い。
　「みどりっ子まつり」では、むかし遊びなど
でスポーツ推進委員や青指とのかかわりがあ
り、広い意味で子どもたちとつながっている。
また、地場産の野菜を教材にした生活科(２年
生)の学習でもご指導いただいている。

③期待される活動分野
　学校としては、ＰＴＡのサポート隊(カーテン
の洗濯、図書室の整理)活動があるが、コーディ
ネーターには児童の学習(教科)支援を中心に活
動してほしいと考えている。
　みどりっ子先生の募集プリントなどを目にし
ていない方を発掘してほしい。登録者のさらな
る活用を期待している。現在は担任から依頼し
て昔遊びや戦争体験の話をしてもらっている
が、今後は教員が積極的に要望を出してコー
ディネートしてもらい、地域の教育力を子ども
たちのためにより広く取り入れていきたい。

ま と め

小学校だよりの「みどりっ子先生」募集を来年度からコーディネーター名も明記して地域へ
拡大し、先生の要望把握などが、コーディネーターに期待されている。学校も他校の実践
例などを教員に伝え、学習活動を充実させる方法として地域の登録者の力を借りたいと考
えている。鴨居中学校区にあり、児童・生徒の各種の交流（各種学校事業、クラブ活動参
観ほか）があり、同じ中学校区の鴨居小、竹山小と共に中学の家庭教育学級に参加する
などの連携も行われているが、今後さらに連携を進めることも考えている。
＜ぼらんてぃあ倶楽部　24年度から本格的支援活動へ＞

５活動事例集（新規参加校）
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緑 事例No. 26区

名　　称 鴨居中学校を応援する会（準備会）

緑豊かな住宅地にあり、各学年５クラス、個別支援級３クラスで計５５６人の学校である。継
続した生徒指導の課題がありいろいろな取り組みをすることがよりよい教育につながると考え

校

鴨居中学校

①地域連携の現状
 地域の行事に生徒が参加する。また、計画から参
加しているものもある。地域ケアプラザでは、

④現在の課題
　地域力の向上のためにコーディネーター
の活躍が望まれる。学校がよくなることが

学校情報
る。大きな視点で見たときに、地域とつながる学校を目指していくことが大切であると考える。
現在も花活、あいさつ運動、部活動を中心に地域やＰＴＡとのつながりが厚い。学校・地域
コーディネーターの今後の活動が、学校運営協議会につながり、教育につながっていくことが
大切であると考える。

加 も も 。 域 、
「鴨居仲間塾」を開き、補習塾(無料学習塾)とし
て活動している(生徒13名ほど参加している)。野
球、ソフトテニス等部活動では、地域の方の多く
が参加、手厚い支援を受けている(手作りの用具や
修理も心がける)。他に、朝のあいさつ運動を地域
の方と一緒に進めている。

②学校との関わりのきっかけ
地域と なが 学校を 指す考え ら

活躍 。学校 く
地域の豊かさにつながる。「地域での健全
育成」は地域が豊かになっていくための
キーワードである。学校と地域が中学生を
どのように育てるか、お互いが考え合うこ
とで協力体制ができる。

⑤その他、特徴的なこと
　今年度の活動は一つの取り組みを充実さ

く そ ため 発信 デ ネ　地域とつながる学校を目指す考えから、元ＰＴ
Ａの役員であり、生徒の指導に熱心で保護者、学
校、地域とのパイプ役として適任と考え、養成講
座の受講を提案。コーディネーターの貴重な経験
と地域とのつながりを大切にしたネットワークを
ベースに地域の教育力を生かしたいと考えた。

③期待される活動分野
≪学校≫ 今年度は図書室の整備を地域の方と生

せていく。そのための発信はコーディネー
ターが中心に広報していく。
・小中一貫教育をベースに、緑小、竹山小
とコーディネーター同士で連携していく。
・中学校区での計画にはコーディネーター
の連携が不可欠である。
　

≪学校≫・今年度は図書室の整備を地域の方と生
徒と協力して活動すること。
・今後小中の学校・地域のコーディネーター同士
が中心になって、小さな組織（力）をつくってい
くこと。
・いずれは、職業体験学習などまで踏み込んで、
コーディネーターが中心になって活動できるよう
にしたい。
≪コーディネーター≫地域の方に声をかけて学校≪コーディネーター≫地域の方に声をかけて学校
図書館の整備のボランティアを募ってしていきた
い。中学校は図書委員の活動があるため、地域の
大人は前に中学生の後ろに控えてサポートするよ
うにしていきたい。今後ボランティアを増やして
いくとき、口コミで知り合いを中心に参加しても
らい増やしていく中で、ピンポイント的に柱にな
る人を見つけながら無理せずに仕組みを作ってい
く 学校 生徒と地域の方をつなげるため 今年く。学校、生徒と地域の方をつなげるため、今年
はあいさつ運動をきっかけとして心のつながりが
生まれ、これからはの活動を通して、生徒と一緒
に活動することを目指したい。自我を大切にした
応援隊として活動をしていきたい。

コーディネーターは、PTA会長や青少年指導員としての経験から地域や学校の課題の把
握もされ、親の立場と学校の視点を持ちながら、地元町内会活動に「青少年育成班」を作

ま と め

握もされ、親の立場と学校の視点を持ちながら、地元町内会活動に「青少年育成班」を作
り、地域で子どもたちを育てようという体制を作っている。ケアプラザで青指活動「鴨居仲間
塾」を開き、元学校教職員によるNPOとの協働で放課後学習を行い、中学生も１０人余参
加していることが特筆できる。
＜鴨居中学校を応援する会（準備会）をスタートしました＞

５　活動事例集（新規参加校）
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青葉 事例No. 27区

名　　称 美しが丘中学校学校運営協議会

学校情報

田園都市線たまプラーザからバス数分、徒歩数分、閑静な住宅街の真っただ中にある中学
校。少人数で、生徒たちは家庭で大事に育てられた穏やかな子たちとのこと。校長の見解と

も とたくま くな ため も地域 なが が大切と 小学校 ら中学校

美しが丘中学校

①学校との関わりのきっかけ
　かつてＰＴＡ会長だったコーディ
ネーターは現在、運営協議会メンバー
も務めてる。公開授業参観や学校行事
にも積極的に参加されて たことなど

③期待される活動分野
　現在ある美化活動ボランティアや図書室ボラン
ティアをそれぞれ緩やかな組織にすることを、実践
してもらいたい。

キ リア教育 推進 豊富な地域 人材を発掘

学校情報 してはもっとたくましくなるためにも地域のつながりが大切と思っている。小学校から中学校に
上がる児童のうち、半数は私学へ進級する地域ではあるが、逆に小中連携ブロックにより、小
中の相互交流がかなり実現している。

にも積極的に参加されていたことなど
から、コーディネーターを依頼するに
至った。
　学校運営協議会の一員（1回/月開
催）として、教職員とも交流している
（運営協議会メンバーは学校支援組織
として職員室内掲示板に名札がかけら
れている）。

　キャリア教育の推進：豊富な地域の人材を発掘
し、学校へ協力してくださることを期待する。
　教室は少人数制をしいているので、図書室を地域
交流室としている。今後図書室の放課後活用を期待
している。またその運用をコーディネーターが担う
ことを目標にしている。

　広い地域の中で子どもたちが地域の人になってほ
しい 現在 二中と美しが丘中が防災拠点で 防災　

②現在の活動内容
　地域行事(夏祭り、公園等の美化活
動、防災活動)へ積極的に生徒と参加す
る。(卒業生による)部活動支援、個別
支援級の支援、図書ボランティアなど
もある。
　現校長が赴任した６年前当時、地域
とのかかわりがなかったが 連合町内

しい。現在、二中と美しが丘中が防災拠点で、防災
訓練には２年生が20人ほど参加しているが、今後地
域の中で果たす役割を模索し、実現したい。

④現在の課題
　学校運営協議会が現在、毎月開かれ、その結果レ
スポンスがよくなり、地域の人やＰＴＡＯＢのつな
がりが太くなってきている。コーディネーターはそ
こに学校運営としての図書室活用をしつつ 地域交とのかかわりがなかったが、連合町内

会長と話し始めた。夏祭りに吹奏楽部
が演奏する活動がスタート、現在、夏
祭りに生徒がリユースの食器利用活動
やゴミ収集を担当するまでになる。ま
た、地域の人と共に地域清掃する。
　制度としては、学校評議会から始ま
り運営協議会に代わり３年目になる。

一方、学校開放ではないが、校内利

こに学校運営としての図書室活用をしつつ、地域交
流室として開かれたものにする活動をしながら、結
果的に全体として地域の学校になるような方向の活
動を期待されている（学校長から）。

　 方、学校開放ではないが、校内利
用として高齢者のリハビリ教室、コー
ラスグループ利用がある。継続的ボラ
ンティア(学習支援）は職員室にネーム
プレートがある。
　青葉アートフェス(青葉区内トリエン
ナーレ)参加、生徒のトリエンナーレ実
行委員（地域住民）と一緒のかえで幼
稚園で粘土の創作活動を手伝いなど、稚園で粘土の創作活動を手伝いなど、
美中ブロックでの活動は多彩に行われ
ているようだ。

校長は地域のことにもよく通じており、今後地域の方とのつながりをきちんとしたものにするた
め、学校運営協議会の仕組みをつくり、またコーディネーターの力を希望している。実際に
は、美中ブロックでの小中連携（職員交流、児童生徒交流とも）、学校独自の紹介リーフ

ま と め
は、美中ブロックでの小中連携（職員交流、児童生徒交流とも）、学校独自の紹介リ フ
レット作成、など行われているが、その活動がもっと根太いものになることを期待されている
ようだ。なお、生徒が参加する地域清掃活動は同じボランティア目線で活動してきて成果
があったが、今年は残念ながら放射能問題のため実行しなかった。
＜防災に中学生もボランティア、図書室開放をめざす図書委員は図書ボランティアに協力されて＞

５活動事例集（新規参加校）
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青葉 事例No. 28区

名　　称 鴨志田中学校学校支援運営委員会

学校情報
田園都市線青葉台駅よりバスで15分、25年前にできた鴨志田団地とその周辺の戸建
ての子どもたちが通う青葉区最北端に位置する中学校 学区に自然環境に富んだ

鴨志田中学校

①地域連携の現状
・学区にある日体大の学生による授
業支援
・部活動支援を中心とした教育ボラ
ンティア活動

⑤その他、特徴的なこと
　鴨志田中の特徴的な授業である「ＬＴＴ：
Let's thing together 」という道徳授業に
保護者やさまざまな考え方の地域の大人が入
る。生徒はいろんな大人と接することで気づ

学校情報 ての子どもたちが通う青葉区最北端に位置する中学校、学区に自然環境に富んだ
「寺家ふるさと村」がある豊かな地域となっている。

ンティア活動
・ＰＴＡ役員・保護者・地域の人と
生徒美化委員による環境美化活動
　
②学校との関わりのきっかけ
　上のお子さん在校中に２年間会長
をされ、現在もＰＴＡ会長・区P連
の会長を務めているため、今後も学
校 関わ ただくよう学校 地

る。生徒はいろんな大人と接することで気づ
き学びの場が広がる。福島さんは保護者だけ
でなく地域の方にも声掛けをして、年４回の
ＬＴＴ授業には参加してもらっている。三年
生では地域の方が入って稲作の体験学習をし
ている。

校に関わっていただくよう学校・地
域コーディネーター養成講座の受講
をお願いした。

③期待される活動分野
　平成24年４月に立ち上げる学校運
営協議会に学校・地域コーディネー
ターとして関わっていただき 地域

　

ターとして関わっていただき、地域
ボランティアの世代交代により新た
な展開を期待している。

④現在の課題
　コーディネーターがＰＴＡ会長及
び区ＰＴＡ連絡協議会会長として多
忙であるため コーディネーターと忙であるため、コ ディネ タ と
しての時間的ゆとりがない
　学校行事や授業に地域の方が入る
ことへの職員の抵抗感をなくしてい
く。９月から１週間学校参観ウィー
クで保護者外の地域の方に学校に
入っていただき、職員の抵抗感を薄
めていく。めて く。

　

コーディネーターは、区Ｐ連や各学校PTAとのつながりにより、区ベースのコーディネーター
交流会を開催、ネットワークづくりを進め、その負担・責任感や孤独感を是正し、コーディ
ネ タ の存在を広く明らかにすることで 活動の広がりを目指している また 学校運営協

ま と め
ネーターの存在を広く明らかにすることで、活動の広がりを目指している。また、学校運営協
議会は月１回の公開学校参観日を会合日にあて、地域に広く「顔つながり・地域への見え
る化」が期待されている。
＜コーディネーターは、まずは地域につながりを作って見えるように＞

５　活動事例集（新規参加校）
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青葉 事例No. 29区

名　　称 すすき野中学校支援会

学校情報

田園都市線・市営地下鉄線あざみ野駅よりバス１０分川崎市に隣接する青葉区の周辺地域
に学校はある 北側・西側に集合住宅のすすきの団地が広がり ３０～４０年経つ団地は高

すすき野中学校

①地域連携の現状
　保護者・地域の学校への協力が多
い。

既存活動として、図書、園芸、生け

中学生の担い手意識を向上させていくことや、現
在あざみ野ロータリークラブが担っているキャリ
ア教育を今後は地域に広げていくようコーディ
ネーターの力を期待している。

学校情報
に学校はある。北側・西側に集合住宅のすすきの団地が広がり、３０～４０年経つ団地は高
齢化が進んでいる。すすき野小学校と隣接し、中学校内にはコミュニティハウスをもつ。東
側・西側は戸建ての閑静な住宅街となっている。校長は今年度市教委から赴任される。

　既存活動として、図書、園芸、生け
花、弁当販売（現在はＰＴＡが実
施）、校舎内外のパトロール、放課後
学習支援、日体大学生による陸上部
リーダー等の部活動支援、国学院大学
学生による個別支援ボランティア、ま
た地域の方による模擬面接等多くのボ
ランティアが学校に入っている。

平成23年７月これらの団体の顔合わ

ネ タ の力を期待している。
　なお、キャリア教育は横浜の時間に導入してい
る。

④現在の課題
　すすき野支援会を立ち上げた目的を学校、保護
者、地域に共有していくこと。
　また、職員の中にも浸透させる。

  平成23年７月これらの団体の顔合わ
せと情報交換の場として、すすき野中
学校支援会を立ち上げた。ここに学
校・地域コーディネーターを配置し
た。
  生徒の地域参画としては祭礼や防災
訓練、ふれあいコンサートがある。

②学校との関わりのきっかけ

　

②学校との関わりのきっかけ
　元ＰＴＡ会長である斎木さんは主任
児童委員の経験もあり学校の様子、生
徒の様子をよく把握してきている。学
校外では自治会副会長もされ、地域の
情報についても詳しい。学校と地域を
つなぐ要になる方として、信頼も厚い
ため適任と考えた。そのため、「すす
き野中学校支援会」の立ち上げ またき野中学校支援会」の立ち上げ、また
学校・地域コーディネーターの位置づ
けもスムーズに運んだ。

③期待される活動分野
　園芸ボランティアを募集し、環境美
化に努める。また、来年度、学校給食
（弁当）を始めるため、そのボラン

募集を 願 たティアの募集をお願いしたい。
　また、防災拠点で、災害時における

ま と め

昭和５０年代に建設開始されたすすき野団地は高齢化が進み子どもの数も減少、空き教
室の活用で中学校にコミュニティハウスが開設される(平成９年)。その結果、コミュニティ施
設として住民の校内への出入りも多くなり、PTAと施設共催事業などもある。コーディネー
ターが地域ニーズも掘り起こしながら施設と共存し、学校が地域の学びの中心になってい
る 生徒数減少のため部活動が低下している状況も 大学生や地域の大人の力を借り上る。生徒数減少のため部活動が低下している状況も、大学生や地域の大人の力を借り上
向きになりつつある。自治会副会長でもあるコーディネーターが、施設の可能性を深め、地
域の人材や力と共に、地域の人として子どもたちを育もうとする方向性に大いに期待する。
＜コミュニティハウスは、地域と子どもたちの支援会の交流の場＞

５活動事例集（新規参加校）
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青葉 事例No. 30区

名　　称 谷本中学校地域交流運営委員会

学校情報

田園都市線「青葉台駅」から徒歩20分弱、田園都市線が長津田駅まで延びる前、純農村
地帯で、戦後間もない昭和22年に開校した中学校。周りは一戸建て住宅に囲まれ青葉

谷本中学校

①学校からみた地域連携の現況
・お弁当ボランティア：生徒たちのお弁
当の販売をしている。20名ほど（佃さん
もメンバーの一人）

④現在の課題
　学校職員とコーディネーターとの接点
がなく、学校職員（地域連携担当）、
コーディネーターがそれぞれに活動して

学校情報 台、藤が丘の商店街からも離れている。
校長は赴任３年。学区内小学校との授業交流、谷本中の教育を支える会（平成15年設
立、10人ほどのメンバー）等がある。

もメンバーの一人）
・部活動支援：地域の大学生、主に日体
大の学生がボランティアで関わっている
・今年1年生に外国籍の生徒がいるため
に日本語通訳を青葉国際交流ラウンジか
ら紹介を受けてボランティアに入ってい
る
・個別支援級のサポート：校外学習など

コーディネーターがそれぞれに活動して
いる（連携が必要）
　学校としては、コーディネーターを増
やしていこうと考えている。そのための
人材発掘。
　「教育を支える会」とボランティアの
組織とをいかに運営統合していくか。

個別支援級のサポ ト：校外学習など
行事時に生活支援員をお願いしている。
特別支援サポートは市教委から非常勤講
師を派遣される
・今年から図書ボランティア10名（全員
保護者）が図書館改造に関わっている。
・「おしゃべり場」放課後の生徒の居場
所づくり、年２回、図書室で教育を支え

　

所 年 書 育
る会のメンバー、主任児童委員、民生委
員が入り、生徒とおしゃべりをする。

②学校との関わりのきっかけ
　図書ボランティア等の地域の方の参加
協力を得るために組織化を考え、元ＰＴ
Ａ会長「教育を支える会」会長の佃さん
にお願いしたにお願いした。

③期待される活動分野
　今年立ち上げた図書ボランティアと生
徒の図書委員会と図書担当教諭と連携し
ながらと図書館改造と図書館の利用時間
の拡大をし、図書館の活性化をしてい
く また 谷本中の教育を支える会の充く。また、谷本中の教育を支える会の充
実及び学校職員との連携を図り、地域の
人材力を活用したい。

ま と め

もともと部活動支援のために立ち上がった「教育を支える会」は年１回の地域と学校の情
報交換や発信のための会合(場)になってきた。その中から「おしゃべり広場」(年２回)という
地域住民と生徒の交流会合も行われている。一方学校主導でのボランティア活動もある
が、今回、地域交流運営委員会を立ち上げコーディネーターの活動により、図書館改造と
放課後利用の拡大の具体化が実現されたことは大きな進展である 今後も緩やかな地放課後利用の拡大の具体化が実現されたことは大きな進展である。今後も緩やかな地
域つながりとボランティアの融合が期待される。
＜地域交流運営委員会：学校を中心に「学校・地域・家庭」が支え支えられ、見守り見
守るためのボランティア会＞

５　活動事例集（新規参加校）
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区 鶴見 潮田小学校 事例 No. 31 

名  称 潮田小学校支援クラブ 

学校情報 

創 立 年：明治６年 

児 童 数：735 人 

教職員数：39 人 

中学校区：潮田中学校 

    下野谷小学校 

     潮田小学校 

周辺環境 

創立 138 年を迎えた歴史ある学校です。現在、約

２割の児童が世界 18 カ国につながりをもち、国際

色豊かな多文化が共生する学校です。 

学区は市の最南西に位置し、南に東京湾、北に鶴

見川、東に川崎市が隣接しています。区域内は、

主に商店街、住宅街で下町の情緒を色濃く残して

います。学区内の道路は、区画整理され碁盤の目

のように整備されています。 

 

 

１ 今年度の活動内容  

 

(１) 学校･地域コーディネーター養成講座への学援隊隊長の派遣 

(２) 養成講座での学習を踏まえて、夏休み直前に鶴見区交通安全協会事務

局長を招いて交通安全教室を小学校２年生の各クラスで開催 

(３) 既存の学校支援ボランティア活動組織の活性化に向けて、学校･地域コ

ーディネーターの果たす役割の検討 

(４) 次年度、学校･地域コーディネーター養成講座への派遣者発掘と、協力

要請（３名確定） 

 

 

２ 現在の課題と今後の展望  

 

(1) 学校・地域コーディネーター養成講座での学習を踏まえて、既存の３

分野（安全見守り活動・学習支援活動・環境整備活動）を統合・調整

する組織を立ち上げる。 

(２) 来年度の６月をめどに上記組織の立ち上げを目指す。 

(３) 学校･地域コーディネーターの活動について周知を図り、認知度を高め

る。 

(４) 地域自治会等との連携強化を図る。 
 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 鶴見 新鶴見小学校 事例 No. 32 

名  称 しんつるサポーターズ運営委員会 

学校情報 

創 立 年：1995 年 

児 童 数：830 人 

教職員数：40 人 

中学校区：矢向中学校 

矢向小学校 

新鶴見小学校

周辺環境 
地域の声により生まれた小学校であり、開校当時より学

校・保護者・地域の連携により子育てを行う環境が整っ

ている。しかし、近年の工場移転等による宅地化により

児童数が急増。新規住民との繋がりが課題となっている。

～今年度のおもな活動・コーディネート方法および寄せられた声～ 

 第二グランドの緑化事業  

第二グランドの全面芝生化に着手。ポットでの育苗に始まり、苗の植え付け、 

水撒き、日々の手入れまで、児童と先生方、保護者・地域で連携をとりながら 

進めてきた。また、寒期の芝枯れ対策に冬芝の種まきも試み、常時緑化を目指した。 

子どもも大人も、『芝生のグランドは気持ちがよい』『この芝生を大切に守ってゆきたい』との声が多く、

今後の事業継続という大きな目標ができた。 

 新鶴見小コミュニティハウス文化祭への参加  

恒例となった“しんつるカフェコーナー”や、綿あめ、スタンプラリーに加えて、鶴見区オリジナルの

“ワッくんカルタ”の普及と子どもたちが伸び伸びと遊べるゲームとして“ジャンボカルタ大会”を開

催。大きな絵札を探して、緑の第二グランドを走り回る姿が終日見られた。『思いきり走れて気持ちよ

かった』『芝生の上で子どもが本当に楽しそうだった』（保護者）『子どもの笑顔をみて、日々の手入れ

が報われた』（先生・地域）など反響も大きかった。また、拡大製作したカルタは、子ども関連の他団

体でも使用できるよう各方面に協力要請をした。 

 親子で祝う卒業式コサージュ作り  

３年目をむかえた親子共同作業のサポート事業。新鶴見小６年生の恒例行事となりつつある。事前準備

にあたる地域・保護者だけでなく、親子共同作業を授業に組み入れるため、学校側との打ち合わせや日

程調整をしながら卒業式にむけた自分のコサージュ作りが展開中である。 

 

 

 

 

＜コーディネートの方法＞ 

事業全般にわたり、各方面の連携にあたっては関係する箇所への連絡のみで充分であった。調整などの

コーディネート作業が必要だと思われたが、関係者間の伝達が非常にスムーズなため、細かな事は不要

であった。 

～現在の課題と今後の展望～ 

  学校・保護者・地域が寄り添い、大切に子育てをし、みんなが気持ちよく暮らせるまちを目標に活動中。 

  開校 16 年と歴史は浅いものの、この十年ほどの周辺環境の変化は目まぐるしく、未だに毎年児童が増加

の一途である。古くから残るまちの“宝”を大切にしながら、子どもたちだけでなく“みんなの故郷”と

なるためにも、今後はお父さん方の参加もより期待されるところである。 

その他にも… 新入学児童グループ下校付き添い  Book Mama  

親子で楽しむクリスマスコンサート ベルママ（ベルマーク作業） 

       笑顔いっぱいフラワープロジェクト   など 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 神奈川 青木小学校 事例 No. 33 

名  称 「青木のまちの風」運営協議会（PTCA 調査研究事業継続） 

学校情報 

創 立 年：明治６年 

児 童 数：575 人 

教職員数：34 人 

中学校区：松本中学校 

栗田谷中学校 

周辺環境 
ＪＲ横浜駅にも近く、神奈川宿など歴史的名所が多く、

東横線跡地、東横フラワー緑道に隣接。合唱や歌う事

が好きな児童が多く、昭和 4年に録音された横浜市歌

のレコード原版が見つかるほど。2 年後には創立 140

周年を迎える歴史ある学校。 

 

１ 今年度の活動内容の報告、ＰＲ  

「青木のまちの風」事務局下には、８つの部会があり、2 名のコーディネーターが活動しています。 

教育支援部会では、クラブボランティアの不足を補うために、クラブサポーターを募集しました。 

また、昨年度立ち上げた、図書館ボランティアが、◎本のパソコン入力◎修繕・修理◎図書室の飾り

付けに別れて活動を軌道に乗せつつあります。 

 

２ コーディネートの方法（コーディネーターの役割） 

過去に、大々的に地域の方にボランティアの募集をかけた時から、参加して下さっている方が大半

です。地域の方の協力の有難さを日々感じています。そんなボランティアの方々の思いを大切にしな

がら、学校側の思いや希望に合わせ、地域や保護者とのパイプ役になれたらと思っています。 

保護者のボランティアは学校のお手紙で募集します。地域の方は人伝手に紹介して頂いています。 

 

３ 学校や子どもたち、地域の方の声（良かったこと、成果など） 

 ボランティアの方々が子どもたちと関わる中では、先生方が知らない「子どもたちの一面や様子を

聞く事ができた。」とか、学習支援で関わる中で、子どもたちが、「顔見知りが増えて良かった。」「ま

ちの中で挨拶ができた。」などの温かい声が聞かれます。高齢のボランティアさんなどは、子どもた

ちに「元気をもらえる。」と喜んで頂いています。地域の方からは「以前より挨拶ができるようにな

ったね。」と褒めて頂きました。 

 

４ 現在の課題  

身の回りのどこの組織にも言えることかも知れませんが、ボランティアの高齢化や、なり手不足な

ど、人材の確保が特に難しくなってきています。ボランティアのための学校か学校のためのボランテ

ィアか、曖昧な部分や既存の活動も含めて、再構築や見直しが必要だと思っています。保護者の意識

低下も問題の一つです。 

   

５ 今後の展望（検討中の活動分野など） 

 ＰＴＣＡに於いては、Ｃ(地域)の関わり方、運営協議会に於いては、Ｐ(保護者・教職員)の関わり

方、もっともっと歩み寄りが必要だと思っています。近日、創立１４０周年に向けて実行委員会を発

足する予定です。 

 

６ その他、特徴的なこと  

 未だ、発展途中ではありますが、「青木のまちの風」は運営協議会発足以前より、活動を行ってい

ました。その活動を運営協議会推進事業にあてはめて組織化したものになります。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 保土ケ谷 岩崎小学校 事例 No. 34 

名  称 岩崎小学校・地域コーディネーター 

学校情報 

創 立 年：昭和５年 

児 童 数：384 人 

教職員数：25 人 

中学校区：岩崎中学校 

周辺環境 

国道１号、ＪＲ線が走る低地とその両側を挟む丘

陵の間に位置している。学区は東海道の保土ケ谷

宿として古くから発達した地域と傾斜地に新たに

開発された集合住宅地等で構成されている。 

１．実施内容 

☆ いわっこ学習ひろば 

＊放課後、特別教室を使用して行う、地域の教育力を活用した子どもの学力向上と学校教育  

の充実に関する事業を行う。 

・昨年度３名であったが、今年度はボランティア５名で実施。 

・参加児童数  75 名 １年生～３年生（一部４年生も含む） 

・実施日    １年生     第１・３水曜（夏休みよりスター卜） 

２年生～３年生 第２・４水曜日（５月よりスタート） 

☆ 地域コーディネーターによる授業参観 

・担任・保護者のとは違った視点から、子どもたちを見取り、保護者・担任とのよりよい関

係づくりのパイプ役として、支援できることを目的に全学年の授業参観を実施させていた

だいた。 

☆ 学校長・副校長とのミーティング 

・子どもたちの地域での様子も含めた情報を、共有し担任・保護者との連携を支援。 

２．感じたこと 

・学習ひろばのボランティアの方は現保護者であるが、子どもたちの学習をとおして、子ども

たちの学校での様子を実際に見ることができ、気づいたこと、感じたことをすぐに対応して

いただいていると感じる。 

また、昨年度の参加者のほとんどが継続して参加してくれたことは、保護者の方の学習ひろ

ばへの理解と信頼を感じる。 

・授業参観をとおして、地域コーディネーターとして感じたことを、校長・副校長・担任と話

し合うこともでき、子どもたちの支援、学校・保護者の連携に役立てることができていると

感じる。 

３．今後の展望 

・学習広場の継続とともに、学習ひろばに対する理解と信頼が得られるよう努めたい。 

・地域コーディネーターとして、学校の支援のために、担任、保護者、子どもたちが声をかけ

やすい、相談しやすい存在として、学校の中にいるよう心掛けたい。 

５　活動事例集（継続参加校）
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１ 今年度の活動内容の報告、PR  

①地域ふれあい教室（夏休み７月末３日間） 

地域の方を講師に招いて、日頃学校で体験できない様々なこと（ソフトボール、バトミントン、空

手、ドッチビー、合唱、折り紙、囲碁、工作、トランペットなと）を体験する場所として行う。 

②上菅田小学校運動会のサポート 

上菅田小学校運動会が事故無く運営されるように側面から支援。校内パトロールなどを行う。 

③おやじの簡単・家庭料理教室 

学校、家庭、地域を結ぶ連携として食育の大切さを学ぶ場所であり、父親の参加づくりの機会とし

て行う。 

 ④地域と職員の合同研修会 ２回（講師を呼んで合同で研修を実施） 

２ コーディネートの方法（コーディネーターの役割） 

①地域に目を配り、講師を引き受けてくださる方を探す。 

学校や PTA とのパイプ役。 

②まだまだ限られた人数のため、効率よくやる工夫をした。 

③出来るだけたくさんの方に声をかけて、参加していただきたかったが、なかなか参加してもらえな

い。今後は、個別にまめに声をかける必要がありそうです。 

３ 学校や子どもたち、地域の方の声（良かったこと、成果など） 

①子供たちや保護者の方の喜ぶ声が聞かれた。 

暑さ対策の飲料用のタンクを用意したので、水分補給もうまく出来た。 

『近所のおじさん』に教えていただき親しみも増した 

②天気に恵まれたが、暑くて少し参った。 

③楽しい時聞がすごせました。 

地域の方や先生方と話が出来有意義でした。 

今日、勉強した食育の大切さを広めたい。 

４ 現在の課題  

①人気のある講座と無い講座がはっきりしてしまった。 

②サポート隊の人数を増やす。 

③行事をアピールし、もっと多くの人に知ってもらい、参加者を増やす。 

＊全体的な課題として、一部の限られた人の参加しかえられないため、児童数 780 名とは言わないが

より多くの方に参加してもらえるように、企画、募集方法を検討していきたい。 

５ 今後の展望（検討中の活動分野など） 

①もっとたくさんの講師を招き、地域とのふれあいを深めたい。 

②歴史のある行事のため、でしゃばらず側面からのサポートに徹する。 

③父兄、地域の方、学校の先生が一緒に料理を作るため多くのふれあいが生まれた。 

６ その他、特徴的なこと  

学区が広く、保土ケ谷区と旭区の地域で活動している。 

区 保土ケ谷 上菅田小学校 事例 No. 35 

名  称 上菅田小学校サポート隊 

学校情報 

創 立 年：昭和 35 年 

児 童 数：780 人 

教職員数：40 人 

中学校区：上菅田中学校

    新井中学校

周辺環境 

保土ケ谷区の西谷の丘の上にある、住宅地と畑が

混在する地域。学区は旭区も一部ある。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 旭 四季の森小学校 事例 No. 36 

名  称 上白根中・四季の森小学校サポーターズ 

学校情報 

創 立 年：平成 23 年 

児 童 数：365 人 

教職員数：28 人 

中学校区：上白根中学校

周辺環境 

市営・公団の団地と新しい住宅が混在する自然の

豊かな地域。 

※当校は旧ひかりが丘小と大池小の閉校に伴い、平成 23 年春新たに創立された学校で、コ

ーディネーター活動は旧学校で行われていた活動を見直し、新たな活動をすすめている。 

 

１ 土曜塾  

 年に５回、大学生ボランティアが学習支援を行っている。また、折り紙教室も実施。 

２ 環境  

 旧ひかりが丘小の花壇や畑の手入れ、四季の森小の花壇の花植え、授業としてクリーンタ

イム（地域、上白根中学校と合同） 

３ 学習サポート  

 校外授業の際、児童に付き添いサポートを行いました。小学校では、地域ボランティアに

よる昔遊びの授業の支援や、小学校・中学校では、学生ボランティアが教室に入り学習支

援を行いました。 

４ 見守り  

 登下校の際、地域全体での見守りと声かけを行っている。 

５ 四季の森フェスタ  

 24 年１月 28 日実施。午後の部で生徒との触れ合いを行った。 

 四季の森フェスティバル（学習発表会）終了後、サポーターズ主催の四季の森フェスタを

行った。ゲーム等を通して、児童・生徒・保護者・地域の人たちの触れ合いの場となった。 

６ 漢字検定  

 年２回実施。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 旭 川井小学校 事例 No. 37 

名  称 学校支援ボランティア 

学校情報 

創 立 年：昭和 48 年 

児 童 数：338 人 

教職員数：26 人 

中学校区：都岡中学校、 

都岡小学校 

上川井小学校 

周辺環境 

昭和 48 年に開校し来年度 40 周年を迎える。かつては農

村地域であったが宅地化が進み、転入してきた新住民と

地元一族類縁者、集合住宅住民を中心に構成され､町内

会活動は大変盛んで学校に大変協力的である。また、地

域には歴史的な遺物や遺跡が点在していたり、ホタルの

水辺が校地隣接するなど教育の材に恵まれている。それ

らを生かした学校づくりを生活科・総合的学習の時間を

中心に行っている。また、児童が心身ともに健康生活を

送れるよう、学校保健の推進に重点を置き、平成 22 年

度横浜市学校保健優良校として表彰された。 

１ 今年度の活動内容 

・都岡中学校の学校･地域力活用事業からの

継続として、今年度より本校の独自事業を

展開することとなった。実質的に初年度で

あり、地域コーディネーター養成講座研修

受講など、一から始めている。その過程で、

教職員や地域への案内状や、学校ボランテ

ィアオーダーシートの作成などの準備を行

っている。 

・川井小学校では秋に児童が演じる「かわ

いっ子音楽会」とPTA主催都岡中学校「オー

タムコンサート」を行っている。今年は本

事業の一環として、相模原市民吹奏楽団を

お招きし演奏を鑑賞した。地域の方々や学

区内の老人介護施設などに声をかけ、一緒

に鑑賞することができた。 

・１年生活科で昔遊びを教えることができ

る人を募集し、授業で活躍していただく準

備を進めている。 

２ コーディネートの方法 

・地域の町内会などの組織への依頼や、

PTA役員を通して地域の方々に呼びかける

など「口コミネットワーク」を広げている。

 

３ みなさんからの声 

・PTA役員を中心にコーディネーターの呼び

かけに応え、学校支援を呼びかけてく ださ

っている。１年生の担任からは、「地域から

昔遊びを教えることができる人を探してく

ださり､大変ありがたい。」との声をいただい

た。 

４ 今後の課題 

・ボランティアの組織化 

 これまでにも地域のボランティアには学

援隊による見守り、読書ボランティア、クラ

ブボランティアなどがある。今後、ボランテ

ィア活動を更に発展･充実するように､地域

コーディネーターを中心とした組織作りを

進めるようにしたい。 

・人材発掘 

 新たな人材の発掘を進め、ボランティア活

動の範囲を広げるとともに、様々な世代が関

われるようにしたい。 

・PDCA：オーダーシートの改善など 

  作成したオーダーシートを実際に使って

みると、改善点が見つかった。様々な場面で

PDCAを進めたい。 

 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 旭 上川井小学校 事例 No. 38 

名  称 都岡中ブロック学校・地域力活用事業推進本部 

学校情報 

創 立 年：昭和 44 年 

児 童 数：155 人 

教職員数：22 人 

中学校区：都岡中学校 

川井小学校、都岡小学校 

周辺環境 

古くからの農家と新しい住宅が混在する自然の

豊かな地域。 

 

＜今年度の活動＞ 

 ・学校行事の参観などを通じ、学校の様子を理解。 

      学校運営協議会に紹介していただいた。 

 ・中学校区で行っている「放課後学習クラブ」への協力。 

学 

校 

現在行われている種々のボランティア活動を見直し、 

さらに活性化させるため、改めてボランティアの募集を計画。 

 

 

＜今後の展望＞ 

 ボランティア活動の活性化で、子どもたちの教育活動や安全面を充実させていく。 

 募集予定のボランティアと活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童数が少なく、保護者の数も少ない中、ボランティアをどう集めるかが課題。 

 地域の力を生かしていくためにも、学校運営協議会、PTA 役員などと協力して 

 取り組んでいくことが大切。 

●散歩で安全見守りたい● 

子どもたちの登下校の 

時間帯に腕章等をし、 

散歩する。 

●園芸ボランティア●

校庭に面した花壇、 

プール横の花壇の 

活用と整備 

●学習ボランティア● 

授業の指導補助、 

校外学習の見守り、 

地域の様子、体験等の講話 

●クラブボランティア● 

クラブ活動時の 

指導補助、支援 

●図書ボランティア●

読み聞かせ、 

図書室の整備、管理 

●池の管理● 

季節ごとの清掃等 その他 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 旭 都岡小学校 事例 No. 39 

名  称 都岡中学校区 学校・地域・活動事業 

学校情報 

創 立 年：明治６年 

児 童 数：451 人 

教職員数：28 人 

中学校区：都岡中学校、 

川井小学校、上川井小学校

周辺環境 

交通量の多い、旧 16 号線と丸子茅ヶ崎線が交差し

たところにあるが、周辺は田畑も多く、校外学習等

には不自由しない。近くには、よこはま動物園ズー

ラシアがある。 

 

※学習クラブとは 

学習クラブソフトを使って 

自分のための問題を 

ＰＣよりプリントアウトして 

学習する 

○都岡中学校区での 

「放課後学習クラブ」を継続。 

週４日間（月・火・水・木）都岡中 

学習クラブ専用教室にて地域の 

ボランティアを中心に活動。 

コーディネーター同士の情報交換の場にもなっている。 

○利用者がもっと増えるように、新たなＰＲ活動が必要

である。 

都岡小学校地域コーディネーターとして

始まったばかりなので、今後も学校側とよ

く相談しながら、まずは人材の情報収集に

努め、学校と地域の橋渡しになれるよう気

にかけていく。また、コーディネーターが

複数名になるようＰＲもしていく。 

←※宿泊体験学習での大学生ボランティアさん 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 旭 都岡中学校 事例 No. 40 

名  称 都岡中ブロック学校・地域力活用事業推進本部 

学校情報 

創 立 年：昭和 48 年 

児 童 数：329 人 

教職員数：30 人 

中学校区：都岡小学校 
川井小学校、上川井小学校

周辺環境 

 横浜動物園ズーラシアに隣接。 

 周辺には市民の森など、たくさんの緑に 

 囲まれた自然豊かな環境 

 

≪今年度の活動≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪今後の課題≫ 

  それぞれのボランティア活動は定着しているので、各ボランティア毎に代表を作り、 

  定期的に代表者会議等を行い、情報の交換や共有をしていきたい。 

  地域・保護者・学校が上手く連携していけるように、学校運営協議会や 

  PTA 役員、学援隊などと協力して取り組んでいきたいです。 

 

 活動２年目に入り、学習室も整備され生徒たちが快適に勉強できる環境が整いました。 

保護者、地域の方に加え、今年度は近隣の 高校生がボランティアとして週に１～２回 

来てくれるようになり、授業の補習や試験対策に積極的に利用する中学生が増えました。 

・学習ボランティア・ 

 

 地域の方にも広く利用してもらえるように 

 図書室の開放、本の管理や貸出業務の他、 

 読み聞かせ活動も行いました。 

・図書ボランティア・ 
 

 月に２回、校内や学校の周辺の 

 清掃をしながら、防犯パトロールも 

 兼ねて見回り活動を行いました。 

・クリーン、防犯、美化活動・

 

 毎週月曜日の朝、ボランティアがお花を持ち寄り 

 小さな花びんに生け、校内のあちこちに美しく 

 飾っています。 

・花いっぱい運動・ 
 

 毎週月曜日の朝、正門前にて 

 登校してくる生徒たちに朝の 

 声かけ運動を行いました。 

・あいさつ運動・ 

 

 ・第 14 回都岡中発地球環境クリーン大作戦 ・PTA 主催新春賀詞交歓会 

 ・学家地連講演会 ・ブロック４校合同活動 ・吹奏楽部 川井小オータムコンサート客演 

・その他…地域との交流事業・ 
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区 泉 伊勢山小学校 事例 No. 41 

名  称 伊勢山小学校 学校・地域コーディネーター 

学校情報 

創 立 年：昭和 54 年 

児 童 数：378 人 

教職員数：35 人 

中学校区：中和田中学校

     泉が丘中学校

周辺環境 
 市営地下鉄立場駅から６分という交通の便がよい本

校を取り巻く環境、特に自然環境は大きく変化してい

る。地域は落ち着いた雰囲気があり、「まち」の人々は

学校に対して協力的で親しみをもっている。 

 

 伊勢山小学校 

                  学校・地域コーディネーター 
 学校支援ボランティア                            伊勢山小学校 

 
  ＰＴＡ       清掃ボランティア          ・学校教育を支援する活動 
            見守り隊                授業支援 
                                部活動支援 
  教育ボランティア  植物の育て方              図書室整理 
            習字                  読み聞かせ 
            消防施設について            校内清掃の支援  等 
            稲作について            ・キャリア教育・体験学習の推進 
            和菓子作り               体験学習を支援する 
            地域の歴史               ゲストティーチャー 
            地域の企業             ・学校と地域とのつながりを深める 
                               取組    
  図書ボランティア  図書室整備             ・学習支援体制の整備 
            読み聞かせ 
 
  学生ボランティア  アシスタントティーチャー  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏休みと冬休みのチャレンジタイム（休み中の宿題などを中心に自分で学習する時間）

の、学生ボランティアに支援をしていただいています。 

＜子ども、保護者からの声＞ 

・ 先生が教えてくれたヒントで、分からなかった問題がすらすらできるようになりました。難しくてやる気が出

ない問題も、先生にまるをもらってとてもうれしくなりました。自分もこの問題を解くのによくがんばったな

と思います。（４年児童） 

・ 休みごとにチャレンジタイムをやっていただけるのは親としてとても助かります。（２年保護者） 

・ 家にいるときと違って、たくさん勉強がすすみ、「○○ができた。」と子どもが自信をもって話をするようにな

りました。（３年保護者） 

 ＜学生ボランティア＞ 

・ 分からない問題は手を挙げ、よく考えて分かろうとする意欲ある姿勢を感じました。 

・ 夏休みという期間の中で学びに来ている子どもたちに逆に学ばせていただきました。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 泉 中和田南小学校 事例 No. 42 

名  称 なかまだみんな運営委員会 

学校情報 

創 立 年：昭和 43 年 

児 童 数：308 人 

教職員数：25 人 

中学校区：泉が丘中学校 

伊勢山小学校、下和泉小学校 

周辺環境 
学校のまわりに田や畑、川、森があり、自然に恵ま

れた地域である。歴史的な資料も豊富にあり、地域

の方々は、学校に対して協力的で、いろいろな場面

で支援をしてくれる。 

稲作体験授業・もちつき大会 
〔目的〕 

５年生で学ぶ稲作授業を地域の田んぼを実際に借り

て実施するにあたり、体験授業がスムーズに進行できる

ように地元農家の方や地域協力者、そして子どもたちの

保護者の協力を募り小学校授業をサポートしていくことを

目的とする 

収穫祭を兼ねた餅つき大会では、子どもたちが自分の

手をかけたもち米の美味しさを知ってもらうことと、クラス

で協力して餅つきをするという体験の楽しさを感じてもら

いたい。 

〔主な活動の流れ①〕―稲作授業（５年生対象）― 

４月 小学校の活動計画にそって、地域協力者

へ活動計画を連絡 

５月 今年度の代かき・田植え計画を確認 

６月 田んぼの草刈り、用水入れなど体験授業

実施の準備 

６月３日 代かき体験のサポート 

６月８日 田植え体験のサポート 

７～８月 草刈り・網掛けの実施 

９月 稲刈り計画とはざがけの準備 

１０月 稲刈りの準備・脱穀籾摺りの依頼・収穫祭

（もちつき大会）計画 

１０月１２日 稲刈り体験のサポート 

１１月 ２日 子どもたちの脱穀・籾摺り見学の実施 

１１月 精米の依頼・もちつき大会の準備打ち合わ

せ 

１１月２５日 全校児童参加餅つき大会実施 

〔主な活動の流れ②〕－餅つき大会(全校児童対象)－ 

４月 今年度の実施計画を小学校と確認 

１０月 学校と持ちつき大会実施の打ち合わせ及

び備品チェック 

１１月２４日 募集したボランティアさんへの活動説明と

役割分担決め 

２５日 餅つき大会の実施 

 

〔活動協力者数〕 

地域協力者   １０名（うち農業従事者２名） 

PTA 協力   毎回５年生の保護者を中心に１０名前後

（のべ人数は３０名ほど） 

※今年度の５年生の児童数は５６名 

 

〔23 年度の活動について〕 

 今回で５回目を迎え、内容についても中和田南小学校

の活動として定着してきた。 

小学校の教育プログラムをサポートするという内容となっ

ているが、実施の規模が大きいために地域の協力無しで

はありえない活動で、一部備品は学校で教材として購入

しているものの、実際の農業機械については地域の農家

の方の全面協力を仰ぐ形となっている。 

 体験のノウハウについても毎年違う子どもたちの保護者

協力をお願いするために、その都度専門知識を備えた

方のサポートが必須で、協力していただける地域の方が

いる中和田南小学校だからできる活動かもしれない。 

 備品については学区内の富士塚幼稚園の協力も大き

い。幼稚園・保育園・小学校の連携も重要とされている中、

この体験授業を幼稚園児が見学にくるなど就学前の子ど

もたちが小学校の活動にふれるとてもよい機会として、相

互協力の要のひとつとなっている。 

 保護者についても積極的な協力をしていただける小学

校のために、地域の方からの評判もよく、その姿勢が次

年度の地域協力につながっている。 

 参加児童の様子については、校外授業ということもあっ

て毎年一生懸命に稲作に取り組んでいる。中和田南小

学校では普段から PTA の活動が地域の方と近いこともあ

り、子どもたちと地域の方が会う機会もたくさんあるので、

体験授業についても地域の方の教えてくださることを素

直に受け止めることができる素地が整っている。 

餅つき大会では、普段お世話になっている地域の方も

招待する行事となっていて、子どもたちが餅つきをする

様子を手伝っていただきつつ楽しんでいただけるような

内容となっている。学校行事の中では大きな行事のひと

つとなっているために、準備や実施についても大変なも

のだが、学校内でもノウハウが確立されつつあって年々

連携が良くなっている。 

稲作体験授業については、子どもたちのために続けて

いける良い活動で、教育カリキュラムや学区の環境が大

きく変わらない限り続けることができる。 

稲作から餅つきまでの体験活動は教科を超えた勉強

をすることもできるために、先生方同士も協力しあい工夫

していることを感じる。次年度についても新たな工夫を加

えて、子どもたちのよい経験のひとつとして覚えていても

らえるものにしたいと思う。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 泉 いずみ野小学校 事例 No. 43 

名  称 いずみ野小学校ＰＴＣＡ運営委員会 

学校情報 

創 立 年：昭和 53 年 

児 童 数：353 人 

教職員数：29 人 

中学校区：いずみ野中学校 

周辺環境 

昭和50年代から大規模に開発された集合住宅地域

とその周辺の住宅地域がある一方、自然が豊かに

残る農業地域もあり、校区は変化に富んでいる。

最近は、駅周辺に大きなマンションが建ち始めた。

 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 港南 野庭中学校 事例 No. 44 

名  称 SP 補習野庭 

学校情報 

創 立 年：昭和 49 年 

児 童 数：284 人 

教職員数：32 人 

中学校区：野庭中学校 

野庭すずかけ小学校 

周辺環境 
ほとんどの生徒が市営野庭住宅、野庭団地から登校し

ている。一中一小の学区割りである。 

学区は狭い。以前は、生徒数が多かったが、少子高齢

化のなみを色濃く受けて、生徒数が激減している。自

治会の活動は比較的盛んな方である。 

① 今年度の活動内容の報告、PR 

 

 
 
 
 
 
 

上記のような経緯から平成 22 年度より「学校・地域連携活動事業」に応募して放課後の補習を実施

している。実施にあたり、地域に呼びかけお力添いをいただいている。具体的には、地域から 10 名の

学習支援ボランティアさんに週一度、完全下校後 1 時間の補習のサポートをいただいている。その 10

名のうちの 1 名に今年度から“学校・地域コーディネーター”養成講座に参加していただきより一層、

学校と地域の結びつきを円滑にし、補習が効果的に推進されることを目指している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②コーディネーターの役割 

コーディネーターさんは、10 名の学習支援ボランティアさんのまとめ役を担っていただいている。ま

とめ役となると必然的に学校と学習ボランティアさんとのﾊﾟｲﾌﾞの役割を果たし、また学習支援ボランテ

ィアさんの中に“学校・地域コーディネーター”という立場の方がいると学習支援ボランティアさんの

横の結びつきも強くなった。学校の補習日でない日にボランティアさん同士、打ち合わせを自発的にも

ったり、補習日に早めに学校に来て会合をもったりしている。昨年度は、このようなことは見られなか

ったことである。学校側も最初は“学校・地域コーディネーター”という位置づけに半信半疑であった

が、目に見える効果に驚いている。 

 

③現在の課題 

 今年度“学校・地域コーディネーター”というシステムを始めたばかりなので、地域コーディネータ

ーにどこまで責務を担っていただくか、学校はどのようにかかわるか、仕事分担、責務分担、相互援助

の深まりを実践しながら模索していく必要がある。コーディネーターのシステム自体が新しい試みであ

るためそれは、実践しながら柔軟に対応していくべきであると考える。 

もう一つの課題として本校の地域事情もあり絶対的にボランティアさんの人数が不足していることが

あげられる。 

「横浜市学習状況調査」から野庭中の結果について標準化得点をみると全ての教科で 21.1 ﾎﾟｲﾝﾄ～34.7 ﾎﾟ

ｲﾝﾄの数値で下回っている。また、生活実態調査では家庭学習にかかわるﾎﾟｲﾝﾄも全てにわたり平均より 16

ﾎﾟｲﾝﾄ～20 ﾎﾟｲﾝﾄの数値で下回っている。これらから基礎学力と家庭学習の習慣の定着が多くの生徒にとっ

ての課題である。 本校、在籍生徒 284 名のうち 58%の生徒が公的な支援を受けている。保護者は塾など

を利用させたいという希望をもっていても実現できない経済環境がある。また、ここ数年間一部の生徒で

あるが授業において学習課題に取り組めない、取り組もうとしない現状がありそのために授業の目的が十

分に達成出来ない様子が多く見られるようになった。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 金沢 文庫小学校 事例 No. 45 

名  称 文庫小学校 みまもりたい 

学校情報 

創 立 年：昭和 26 年 

児 童 数：575 人 

教職員数：30 人 

中学校区：金沢中学校 

周辺環境 

海の公園まで５分、称名寺、県立金沢文庫 

＜金沢南部地区の子どもたちに対する行事＞ 

○海の公園子どもまつり 6 月 

○ジュニアレスキュー7 月 

○金沢南部地域総ぐるみ運動会 10 月 

○もちつき大会 1 月 

＜本校みまもりたいの活動＞ 

○登下校の見守り活動 

○本年度の予算でみまもりたいベスト新調 

＜植栽ボランティアの活動＞ 

○今年度本校の植栽ボランティアを新設 

○正面花壇等の整備 

○今年度の予算で花苗など購入 

＜図書ボランティア＞ 

○学校の図書室の整理 

○本の修繕 

○季節に合わせた本の紹介の掲示 

本校の学区と金沢南部地区がほとんど重な

っている。例外的に城山地区、西柴田地がこ

の連合町内の区域と違っている。今年度はこ

の二つの地域にも、金沢南部地 区の行事の

お知らせを配る方向で相談をし、実施にこぎ

つけることができた。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 戸塚 深谷小学校 事例 No. 46 

名  称 深谷小学校放課後学習教室 

学校情報 

創 立 年：昭和 48 年    

児 童 数：315 人 

教職員数：24 人 

中学校区： 深谷中学校 

汲沢中学校 深谷台小学校

俣野小学校 大正小学校 

汲沢小学校 葛野小学校 

周辺環境 
大正小学校より独立し、来年 40 周年を迎える。

周りを畑に囲まれた閑静な住宅地にある。地域は

子どもの健全育成を目指した様々な活動を活発に

行っており、学校の教育活動に対してとても協力的

である。 

コミュニティハウスが併設され、地域の文化活動

の中心にもなっている。 

 

 
 毎週水曜日、２：３０～３：３０ 希望者の１・２年生が図書室、３～６年生が理科室で

ボランティアの方々に支援していただきながら学習を進めています。現在１•２年生４０名、

３～６年２０名が登録しています。ボランティアの方は、地域・保護者・大学生など９名が

登録してくださっています。 

 活動としては、各教室にそれぞれが集まり、まずは宿題をします。それから放課後学習教

室が作ったプリントを行います。途中わからないところは、ボランティアの方々に教えてい

ただきます。プリントもボランティアの方々に作成していただきました。 

 一人ひとりのペースで宿題やプリントを行いながら、わからないところはじっくりとボラ

ンティアの方に教えていただき勉強を深めていく。そんな活動を進めています。 

 

 
 

＊今後は放課後学習教室だけでなく、読み聞かせや他のボランティアも含めた地域力を生か

した組織づくりを考え、それぞれのボランティアの活動がよりスムーズにいくよう進めて

いきます。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 戸塚 戸塚中学校 事例 No. 47 

名  称 戸塚中学校「実り隊」 

学校情報 

創 立 年：1947 年 

児 童 数：812 人 

教職員数：55 人 

中学校区：戸塚小学校、 

矢部小学校、東汲沢小学校

周辺環境 

戸塚中学校は 2011 年で 64 周年を迎えました。

JR 戸塚駅周辺の整備計画が進み、入学生徒数が

年々増加傾向にあります。 

 

ボランティア会員は「楽しく・無理せず・連携して」をモットーに、マナーを重視し、 

生徒の目線にたって自主独立性を重んじて、会員・生徒・学校管理職の方々との 

信頼関係を構築して、長続きできる活動をめざしています。 

 

2011 年度(平成 23 年度)活動記録 

(A) 学校の様態 

学校長:鷲尾智子先生 

副校長:遠山松雄先生 

(B) 学習支援活動 

(1) 「土曜教室」 毎週土曜日 9:30～11:30 

英語・数学・その他教科及び日本語支援（海外からの転校生を対象） 

(2) 「実りの教室・数学」毎週火曜日最終下校時の 15 分後から 1時間 

「実りの教室・英語」毎週水曜日最終下校時の 15 分後から 1時間 

＊注:上記(1)と(2)に参加する生徒は登録制（本人と保護者の承諾が必要） 

(3) 「フリカナ支援」日本語支援の一環として教科書にフリカナを振る活動。 

(4) 「図書支援」寄贈された書籍等の整理や補修・読書活動の PR・読書相談。 

(C) 環境整備 

(1) 設備補修：校舎廊下の塗装補修、花壇の整備・補修 

(2) 活花支援：正面玄関や洗面所に花を生ける活動は十数年前から続けられている。 

(D) 内・外部の懇談会及び交流 

(1) 内部懇談会（４月 16 日、７月５日、７月 23 日、９月、１月他） 

学校管理職とボランティアで学期の始め・期末及び必要に応じて土曜教室終了

後実施。 

(2) 各教室の生徒の保護者との情報交換・懇談会の実施（10 月３日） 

(3) 学校・教育支援活動事業に参画（４月 30 日、５月 10 日） 

(4) 「戸塚地区センター」より訪問・見学を受けた（６月４日） 

(5) 「戸塚地区センター情報誌・ゆめのたね」８月１日号に掲載された。 

(6) 学校・地域コーディネーターの養成講座に３名参加。 
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区 栄 西本郷小学校 事例 No. 48 

名  称 地域交流支援事業運営委員会 

学校情報 

創 立 年：昭和 31 年 

児 童 数：483 人 

教職員数：30 人 

中学校区：西本郷中学校

     笠間小学校 

周辺環境 

本郷台駅から徒歩 15 分。鎌倉市と接する自然豊か

な環境。創立 55 周年、児童数 483 名。12 月のき

ずなフェスティバルには毎年多くの保護者、地域

の方が訪れ、児童は励ましの言葉をいただく。今

年度の５年生は自分たちでまちあるきをし、栄区

セーフコミュニティ活動の一環としてパソコンで

まちマップを作成、好評を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆その他、フラワーボランティア、学援隊、教科ボランティア、クラブボランティアなどが

活動中。 現在は個人が学校とつながり、登録。 

 今後コーディネーターがどのような内容、立ち位置で活動していけるか、皆で知恵を出し

合いたい。また、現在学校・地域コーディネーターは、学習の中での人材を探す際に相談

にのってくれている。 

夢の図書館プロジェクト

狭くて寒い図書室を 

何とかしたい 
地域の要望の防災備蓄庫の移転と合わせ 

校舎２F 中央の明るい角教室へ引越し 

          （H23 春休み） 
※これからも色々な意見に 

 耳を傾けながら 

 情報を発信、活動して 

 いきます。  

 月に２回（8:25～8:40）、 

 同時に全クラス実施 

     （通年） 

読み聞かせの充実 
H23.10

 全図書にバーコード貼り 

 本の修理、廃棄 

        （通年） 

電算化準備 

 

 ベルマーク貯金より 20 万円分 

 PTA 予算より補助 

 「お母さんおすすめの本コーナー」設置

H23.9

図書の購入 
 

 ベージュ＆オレンジの壁に！ H24.1 

 広い廊下と一体利用し図書スペースに。

 明るくなり子どもがさらに笑顔に。 

図書室廊下の壁を塗装 
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区 栄 本郷小学校 事例 No. 49 

名  称 本郷小地域コーディネートセンター 

学校情報 

創 立 年：1892 年 

児 童 数：674 人 

教職員数：32 人 

中学校区：本郷中学校、

上郷中学校、

小山台中学校、

桂台中学校 

周辺環境 

校舎は環状 4号線沿いに建ち、「いたち川」を背に

緑が散在するのんびりと落ち着いた環境です。 

 
１ 今年度の活動内容報告、PR  

「サバイバル講習会」 

ロープワーク講習を始め、ブール―シートを使い雨露をしのぐなど緊急時に身近に有るものを

利用して役立てる方法を考える。 

「運動会」 

準備、警備、競技サポートなどを行った。特に警備に関しては、車の周辺への不当な駐車に気

を配った。 

「本郷小ふれあいフェスティバル」 

地域の 14 団体に参加をお願いし、各団体が特色のあるワークショップを行った。 

「餅つき」 

町内会に開催を告知し、地域の人にも参加してもらった。地域の幼稚園に機材等をお借りした。 

「漢字検定」 

机等の機材を区役所にお借りして、児童、保護者、教職員 186 名が受験。 

２ コーディネートの方法  

町内会、地域各団体へ直接赴き、企画内容等を説明し賛同をお願いする。 

３ 学校や子どもたち、地域の方の声  

本郷小の周辺では多くの福祉団体が活動しているが、「本郷小ふれあいフェスティバル」でワーク

ショップを開催することにより各団体の活動内容を周知させることが出来、子どもたち、団体側双

方に喜ばれている。 

４ 現在の課題  

 今年度より 2 名のコーディネーターが仕事の合間に活動を行っている。そのため時間的に活動が

制限されるためコーディネーターのサポートを PTA などにお願いして行かなければと考えている。 

５ その他、特徴的なこと  

 本郷小「いたちっ子サポーターズ」の名称でおやじの会が有るが、この会のメンバーがそれぞれ

のスキルに応じて活動を行っている。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 港北 港北小学校 事例 No. 50 

名  称 港北小学校 PTA 

学校情報 

創 立 年：昭和 23 年 

児 童 数：713 人 

教職員数：44 人 

中学校区：神奈川中学校

篠原中学校、錦台中学校

周辺環境 

東横線妙蓮寺駅から徒歩５分。校庭の中には桜並木

があり、緑に囲まれた学校。子ども達が本と親しめ

るように、すぐ手に取れる場所に配置されている。

自治会、町内会の方々がとても協力的。 

 

１ 今年度の活動内容の報告・PR  

・通学路で自動車（子ども）とトラックが接触する事故があり、幸い大事故にはならずに済んだが 

 注意を喚起する為、本校で初めての試みである「飛び出し坊や」を設置。 

 

・通学路で横断歩道を新たに作ってもらえるように、スクールゾーン協力者会議で提案 

 地域の町内会の方による協力もあって要望が通った。 

 

２ コーディネートの方法  

・現在 PTA の副会長をしている事から、保護者の方々や地域の方々と話す機会に恵まれている。 

 スクールゾーン対策協議会で取り上げて学校・地域・保護者・警察・土木課の方々にも 

 伝えられる機会があった。 

 

３ 学校や子ども達・地域の方の声（成果） 

・設置する事によって、地域の方と密に連絡を取ったり、協力してもらえる事の有難い思いなど 

 保護者と地域がつながる機会ではあった。 

 

４ 今後の展望  

・地域と学校がつながる行事や活動のサポートをしていきたい。 

 

５ その他・特徴的なこと  

・特になし 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 港北 篠原西小学校 事例 No. 51 

名  称 篠原中学校支援地域本部（しのはら西小ポプラ隊） 

学校情報 

創 立 年：昭和 44 年 

児 童 数：625 人 

教職員数：31 人 

中学校区：篠原中学校

周辺環境 

新横浜でも緑のまだ多く残る地域で、幼・保・小・

中・高が密集した地域であることから、連携事業も

盛ん、教育環境には恵まれた場所である。 

１ 今年度の活動内容の報告・PR  

・デイキャンプ ――― PTA 主催行事。地域防災拠点責任者と PTA OB・OG による 100 人分のお米が 20

分で炊ける防災移動式炊飯の模擬使用。体育指導員とはまっ子チーフパートナーによ

るスポーツ指導。 

保護者・児童・教職員・篠原中学校生徒 他 地域協力者の参加。 

平成６年開催当初 200 人だったが、今年度は 409 人と増える活動となった。 

 

・ハッピーランド ―― PTA 主催行事。OB・OG・各委員会の他に、保護者・児童・教職員の有志・文化ス

ポーツクラブ・子ども会・近隣校による模擬店 22 出店。 

当日、雨模様で、校舎の一部・体育館で行われたが、約 700 人の参加で大盛況であ

った。 

 

・防犯パトロール ―― 今年から西小全保護者に年１度は参加して頂く体制。 

年２回の篠原中学校区合同パトロールも充実したものとなった。 

 

・図書ボランティア ― 図書室の環境整備、児童に読み聞かせに加え、「図書ボラ通信」を出す様になった。

又、今年度より、西小保護者対象に「子どもと私と本の会」を２回開催。 

学校長・保護者・図書ボラメンバーとの交流を深めることが出来た。 

そして２回目ハッピーランドへも参加をし、西小図書室のオリジナルシンボル「図書

ボラちゃんのクリスマスオーナメント」を子どもたちと作製。 

作品は、図書室の他、中学校での地域イベント「音楽交流会」の時に展示して頂けた。
 

 

 

 

 

２ コーディネートの方法  

活動を充実させたかった図書ボラン

ティア活動には、一緒に参加をし、

メンバーの意見に耳を傾け「やりた

い」という思いを実現させられる様

に応援をした。 

３ 良かったこと・成果  

図書ボランティア活動が安定したものと

なり、「図書ボラちゃん」の誕生で、子ど

も達と図書室が非常に活気づくものとな

った。 

私自身の思いも「これを誰かに伝えたい」

と感じて来る様に変化した。 

４ 現在の課題  

地域コーディネーターの仲間、

図書ボランティアメンバー・協

力者を増やしてゆきたい。 

 

 

５ 今後の展望  

コーディネーター同士で話し合い、近隣校図書ボランティアの情報交換会を開きたい。 

「西小、裏庭スペースを活用して頂けないか」…という校長先生の依頼を実現出来る様に調査を続け、核となる人

材を見つけ出したい。 
 

６ その他・特徴的なこと  

篠原中学校支援地域本部として篠原中学校区の篠原小･港北小･篠原中学校と４校で一緒に会議をし、活動している。
 

災害時の炊き出し訓練 

カレー作り 

餅つき・模擬店 

 

子どもたちの大好きなキャラクターとなった

「図書ボラちゃん」 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 港北 太尾小学校 事例 No. 52 

名  称 太尾小 学校支援ボランティア 

学校情報 

創 立 年：昭和 51 年 

児 童 数：842 人 

教職員数：44 人 

中学校区：大綱中学校 
大綱小学校､菊名小学校､

大豆戸小学校 

周辺環境：鶴見川､太尾新道(緑道)､大倉山梅林､港北高

校､土木事務所､水再生センター､資源循環局が近くにある 

学校施設：FMD(地域交流室)､太陽光パネル、視聴覚機

器､ふれあい広場､陶芸用焼窯庫､野外炊飯場のかまど 

特徴：食育､走ろう会､マーチングバンドや特別陸上クラブ 

 

１ 今年度の活動内容報告  

○「太尾をつなぐ風」ボランティア広報紙の発行（年３回） 

○ 先進校の見学ー杉並区立桃井第四小・三鷹市立第四小 

○ 月１回事務局会議 

  第三回ふるさとまつり計画、実施 

  かきぞめ勉強会計画、実施 

  もちつき会（お父さんの会と共催）計画、実施 

 

２ コーディネートの方法  

中休みに活動する PC ボランティアと英語ボランティアの人数が増え、連携がとれていなかった

ため、コーディネーターが間に入り、両者の顔合わせを行った。お互いの仕事内容を把握し、引継

ぎの仕方を確認した。 

 

３ 学校・地域の声  

ふるさとまつりでは、裏方としてかかわることが多く大変だったが、ボランティアをしてくださ

った方々から「子どもたちの笑顔が見られて、やりがいがあった」という感想をいただき、報われ

た気がした。 

引率ボランティアは「子どもに慣れている方々に来ていただき、安全が守られ、余裕を持って行

動できることに、感謝しています」という先生の声がある。 

 

４ 現在の課題  

いつも同じような方に協力していただくことが多く、募集をしてもなかなか集まらない。もっと

多くの方に登録してもらえるよう、特に保護者に向けての募集が課題である。また、事務局は昨年

度の２名から４名に増えたが、一人一人が無理なく続けられる体制を整えていくことを検討しなけ

ればならない。 

 

５ 検討中の活動  

学校の意向を聞く前に、講師と話しを進めた陶芸教室は支障をきたし、結局延期せざるを得なか

った。せっかくの準備が台無しとなり、講師には申し訳なく思った。今のところ夏休み頃の活動予

定としている。 

 

６ その他  

FMD(地域交流室)の有効活用のため、教育委員会にエアコン設置の要望を出したが、なかなか実

現しないため、ファンド委員会の了解を得て、設置をした。 

５　活動事例集（継続参加校）
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飛び出し坊や 

新横浜パフォーマンス出店 

区 港北 篠原中学校 事例 No. 53 

名  称 篠原中学校支援地域本部 

学校情報 

創 立 年：1972 年 

児 童 数：605 人 

教職員数：40 人 

中学校区：篠原中学校・ 

篠原小学校・篠原西小学校・

港北小学校 

周辺環境 

昔ながらの自然が残された地域でありながら、

横浜アリーナ・ラーメン博物館・日産スタジア

ムなど横浜を代表するような施設もある。自治

会・町内会が数多くあり、企業町内会もある。

【今年度の活動内容】 

 小中一貫推進ブロックで実施。事務局会にて毎月各校の活動状況を報告し合い、情報交換・提案を行

う。各校の特性を保ちながら活動を進めている。 

 ○しのはら地域教育協議会開催(年 3 回) 

    近隣校・自治会・町内会の代表者会議。学校の現況や地域本部の活動報告、意見交換等の実施。 

  ○防犯協議会開催(月 1 回) 

    近隣校・警察・区役所・自治会関係・PTA による情報交換。 

 ○こいのぼり修繕 

    地域から提供していただいたこいのぼりを修繕し、グランドに装飾。 

○篠原中学校区防犯合同パトロール(年 2 回) 

   教職員をはじめ、警察・消防・自治会関係・近隣校 PTA 等による合同パトロールを実施。 

  ○キャリア教育支援 

    事業所への受け入れを依頼。「職業人に学ぶ会」の講師派遣など。 

  ○創立 40 周年記念事業支援 

   ・講演会(地球のステージ) ・スポーツ観戦 

  ○新横浜パフォーマンスでの出店 

  ○講演会・講習会開催(生徒対象、中学校区教職員・保護者・地域対象など 5 回) 

 ≪ブロック校での主な活動≫ 

   (篠原小)しのはら祭り、地域防災訓練 

   (篠原西小)デイキャンプ、図書ボランティア  

   (港北小) 飛び出し坊や設置、音楽会    

【よかったこと、成果】 

   ○事務局会にて各校が情報交換することにより、情報を発信する側と受ける側の双方で、活動に対

し少しずつ積極性が出てきた。 

    (例)篠原西小・・・図書ボランティアの活動が充実。他校図書ボランティアとの交流会を計画中。 

港北小・・・交通安全対策として「飛び出し坊や」を設置。 

  ○職場体験の受け入れ事業所との繋がりができ、地域と学校の相互関係がよくなった。 

  ○サッカー観戦において吹奏楽部がファンファーレを演奏し、好評だった。 

【現在の課題】 

 活動にあたって、学校や地域のニーズを把握し調整していく体制づくり。 

【特徴的なこと】 

 ≪地域と学校関係の交流「すこやかサークル」≫ 

  すこやかサークルとは、篠原町自治会・岸根町町内会・コーポラス自治会・グリーンコーポ自治会・

しのはら幼稚園・マーマしのはら保育園・篠原西小学校・篠原中学校・岸根高等学校・鶴見養護学

校分教室が、学校・地域の枠を越えて交流し、「心・体・地域の健康」をテーマに活動している｢篠

原・岸根地区地域交流教育推進会｣の愛称。すこやか祭り・音楽交流会・バレーボール教室など様々

な活動を行っている。 
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区 港北 新田中学校 事例 No. 54 

名  称 Nitta 応援団 

学校情報 

創 立 年：昭和 22 年 

生 徒 数：706 人 

教職員数：50 人 

中学校区：新吉田小学校、 

新吉田第二小学校、 

綱島小学校、北綱島小学校 

周辺環境 

田畑も点在する閑静な住宅街の中にあり、

地域の自治会活動も盛んに行われていま

す。 

～Nitta 応援団活動内容～ 

新規活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続中の活動 

  漢検・英検・講演会の開催（ＰＴＡとの協賛）・図書ボランティア・ 
クロッシェクラブ（手芸サークル）も引き続き活動しています。 

浴衣着付け教室 
 

 講師依頼を行った後、学校側と
打ち合わせしながら会場を確保し
て実施しました。（在校生対象） 

盆踊り大会の出店 
 

 地域の方々に Nitta 応援団を 
周知して頂く為に、地域主催の 
新田中学で開催されている盆踊 
り大会に初出店しました。 

味噌作り講習会 
 

 講師依頼を行った後、学校側と
打ち合わせしながら会場を確保し
て実施しました。（在校生、保護者
対象） 

パトロール 
 

 学区内で開催されているお祭 
りの夜のパトロールをＰＴＡと 
協力して実施しました。 

英検 図書ボランティア 
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区 緑  鴨居小学校 事例 No. 55 

名  称 学校支援運営委員会 

学校情報 

創 立 年：明治７年 

児 童 数：519 人 

教職員数：32 人 

中学校区：東鴨居中学校

周辺環境 
横浜線鴨居駅より徒歩５分。急坂を上がった所にあり、創

立１３７周年と歴史ある学校。２世・３世が通っている家

庭もある。周囲は、戸建て、マンション、農業用地、鶴見

川など、多様な環境で、子どもたちが成長するのに必要な

教材が豊かな恵まれた環境である。 

 
１ 今年度の活動内容の報告  

 ・図ボラ隊     ・・・図書室の飾りつけ。蔵書の整理。 

 ・デコル隊     ・・・イングリッシュルームの飾りつけ。 

 ・フラワーメイツ  ・・・校庭の草取り。草花の手入れ。 

 ・マザーグースの会 ・・・週１回の朝の読み聞かせ。昇降口の飾りつけ。お話会（２月） 

 ・学援隊      ・・・下校時の児童の安全確保。見守り。 

 ・クラブ活動ボランティア・囲碁、将棋。アート（クリスマスのリース作り）。家庭科（ストラップ作

りなど）。 

 

２ コーディネーターの役割  

 ・ボランティア同士、また、地域、学校、保護者との様々なつながりを広げる役割。 

 
３ 学校や子どもたち、地域の方の声  

・どろんこハリーがとても面白かったです。 

・またすてきな本を読んでください。 

・長いお話を暗記して話しているのがすごいと思いました。 

・マザーグースのお母さんの声につられて、本の世界に入ったみたいで、ハラハラドキドキしました。 

・はじめ、本を読むのは好きじゃなかったけど、いろんな本を読んでもらってもっと自分でも読みた

いと思いました。      〈マザーグースの会（読み聞かせボランティア）子どもの声 より〉 

・図書室、昇降口、イングリッシュルームの飾りつけが四季折々素敵で、楽しみです。 〈先生より〉 

 

４ 現在の課題  

・新規メンバーを増やすには？（新メンバーの募集・勧誘方法など） 

・学校はボランティアグループのつながりを作っていきたいと考えている。本年度より「学校支援運

営委員会」が発足し、地域コーディネーターを中心にボランティア同士はもちろん、学校と地域と

のつながりを作っていきたいと考えている。そのために、ボランティアのためのコミュニケーショ

ンルームの設置が望まれるが、場所的に余裕がないなど、実現は困難である。一歩ずつ実現に向け、

努力していきたい。 

 

５ 今後の展望  

・今まで保護者中心で活動していたマザーグースの会も、今年度から卒業生の保護者も継続して活動

していただき、今後地域の方の参加も期待される。 

・地域の方によるクラブ活動支援もあり、地域の運動会や、お祭り、餅つきなど、学校が会場になり

自治会中心で活動している。子どもたちも多数参加し、先生方も参加してくださるなど、地域と学

校の（ボランティアグループも含め）より一層のより良いつながりが期待されている。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 緑 十日市場小学校 事例 No. 56 

名  称 十小支援隊 

学校情報 

創 立 年：昭和 40 年   

児 童 数：786 人 

教職員数：49 人 

中学校区：十日市場中学校

周辺環境 

十日市場団地の中に位置し、学区の北東には恩

田川沿いに田畑が広がり、稲作や野菜作りが盛

んである。十日市場駅周辺には商業施設や公共

施設(地区センター・図書館等）が整備され地

域住民でにぎわっている。 

１ 今年度の活動内容  

 ・授業等の補助（家庭科の実習、図工、体力テスト、校外学習のつきそい） 

 ・登下校の見守り 

 ・十小ソーラン長ばんてん製作 

・読みきかせ（毎週水曜日） 

・給食試食会 

・５月～12 月 田んぼ活動（学校が地域から借りた田んぼで 

地域農家の方に教えてもらいながら米づくりを実施） 

２ コーディネートの方法・役割  

 (1) 学校で管理するボランティア登録者に向けて 

活動内容をメール配信 

 (2) ＰＴＡを通じてお便りにて募集。 

学校と保護者・地域との連携を助け、活動がスム

ーズにできるよう、橋渡しをする。学校からの要

望を伝えるとともに、ボランティアからの声を学

校に伝えている。 

３ 学校・子ども・地域の声  

 「子どもが卒業した後、学校と関わる機会がなかったが、 

ボランティアを通じて知ることができて良かった。」 

４ 現在の課題  

現在、活動に協力してくださる人材が限られているので、 

地域とのパイプ作りを積極的にすすめていく必要がある。 

５ 今後の展望  

今年度、地域や保護者に向けて開催された給食試食会では、 

学校を紹介するかたわら、学校側が必要としているボランティ

アを募るよい機会となった。こうした場を活用しつつ、女性、男性問わ

ず、様々な年代の方々に広く人材を求めていきたい。 

読みきかせ活動 

給食試食会 

十小ソーラン

長ばんてん

５　活動事例集（継続参加校）
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区 青葉 市ケ尾小学校 事例 No. 57 

名  称 市ケ尾小学校教育ボランティア 

学校情報 

創 立 年：昭和 54 年 

児 童 数：750 人 

教職員数：49 人 

中学校区：もえぎ野中 

周辺環境 

周辺には古墳公園、鶴見川、畑など自然に恵まれ

ている一方、通学路には商店街も含み、自然学習、

町探検の題材には事欠かない地域。新旧住民の混

在した住宅街の中にある学校である。 

 

○活動報告 

本校では保護者による教育ボランティアと学校とで教育ボランティア会議を設け、協議しながら活

動をすすめています。現在、会議への地域コーディネーターの参加はありませんが、内容について

は適宜伺っています。 

今年度は、学校環境整備に、より重点をおいて活動を行うこととなり、学校教育支援活動事業に申

請をいたしました。  

 

地域コーディネーターとしての今年度の活動のひとつは、一般の保護者、児童、教員。地域の方々

に参加してもらう環境ボランティア主催の一日清掃イベントの実施です。 

役割としては、学校との協議、予算の申請のほか、環境ボランティア兼任でもあることから発案、

チラシ作製、運営等に携わりました。 

当日の参加者は６０名を超え、本校の保護者向けのイベントとしては多数の参加を得ました。その

後もボランティアのメンバーによる整備活動は継続中です。 

 

また、本校では地域コーディネーターの実績がないことから、地域コーディネーターが定着してい

る近隣の小学校に見学に行きました。そこでは教職員とコーディネーターの協力体制がしっかりし

ていることに強く感銘を受け、イベントを通して相互理解が深まることを再認識できました。 

 

○今後の課題 

今まで直接ボランティアと折衝し、不都合なくきたため、学校側に地域コーディネーターの活用に

戸惑いがあるように感じられます。同時にコーディネーター自身も所属ボランティアで活動を継続

していることもあり、とくに地域コーディネーターである必要性は現時点では感じられません。 

待ちの姿勢で良いのか、何か提案するなどの行動をすべきなのか迷いがあります。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 青葉 さつきが丘小学校 事例 No. 58 

名  称 さつきが丘小学校ボランティア代表者会議 

学校情報 

創 立 年：平成 4年 

児 童 数：659 人 

教職員数：33 人 

中学校区：谷本中、 

つつじが丘小、藤が丘小、

谷本小 

周辺環境 

青葉区の南側に在り、田園都市線・JR横浜線、国道２４６号

線も通る、交通の便利なところです。恩田川など自然にも恵ま

れています。しらとり台とさつきが丘の 2地区からなり、どち

らの地区も緑豊かな公園があり、とても住みよい住宅地になっ

ています。 

１ 今年度の活動内容の報告、PR  
２２年度発足した「郷土史の会」は、地域の方々との交

流が深く、校外での活動も活発です。毎月第４土曜日に、
学校周辺の探索をしています。今年度、学校からの依頼
を受け、小学校の建設の際に校庭から発掘された出土
品を展示した、稲ヶ原遺跡郷土資料室「どきどきルーム」
を紹介するパンフレット作成にご協力をいただきました。
また、学校２０周年にあわせ、郷土資料室をリニューアル
オープン。１２月３日の学校行事「さつきワールド」の日に
公開するため、清掃や整備を手伝い協力しました。関東
地方での発見はここだけという貴重な出土品を、横浜市
埋蔵文化センターより借りてきて下さった上、「郷土史の
会」の方から本物の当時の土器提供もあり（ふれあいコ
ーナーとして活用）、当日は盛況に終わることが出来まし
た。児童にとっても貴重な体験になったことと思います。
地域の広報誌も取り上げてくださいました。パンフレット
作成及び、郷土資料室公開などについて学校と調整、
地域の自治会に広報のご協力のお願いなどをしました。 

同じく２２度発足した環境ボランティアを今年度、「環
境ボランティア」～花壇の花植えや、校内の展示物（地
域の方より寄贈を受けた雛人形や、近隣の幼稚園・保育
園・谷本中学校の生徒さんの作品等）を担当～と、「水
槽ボランティア」～職員玄関の水槽の管理を担当～の２
つに分けました。新規発足した「水槽ボランティア」はま
だ活動内容が確定しない為、常にボランティアの方とコミ
ュニケートしながら、学校サイドと話し合い、双方の意見
調整をしながら活動しました。水槽がきれいに整備され、
校内の飼育委員会の児童に餌やりをさせて欲しいと言う
意見も出たので、こちらも学校と調整し実現し、ボランテ
ィアと児童との結びつきが出来たと思います。また、水槽
前に中にいる魚の紹介カードが貼られていて、こちらも
児童に好評です。 

他の 16 のグループについては、概ね活動内容は確
定しているので、必要に応じて個々に打ち合わせ、また
年 2 回は代表者の方全員で会議を開催しています。 
今年度は校長先生・教務主任の先生方とコーディネータ
ーで改めて時間をとり、今後の活動について話し合いま
した。学校からの意見、先生方との意思の疎通方法の学
校への要望が出ました。今後もこの打ち合わせをしてい
く予定です。 
２ コーディネートの方法  

学校からの要請にあわせて、各ボランティア代表へ依
頼しています。 

文書（専用リサイクル封筒使用）やメール配信を使っ
て必要に応じて直接ボランティアの方へ依頼。メールに

ついてはボランティアごとにラインを設けています。 
単学年のみの活動のボランティアについては、学校に

お願いして、該当学年の保護者の方に、学校発信の依
頼文書も出していただいています。 

ボランティアの方から困ったことなどの意見を聞いて、
学校の先生と話し合いをしています。 
３ 学校や子どもたち、地域の方の声  
【学校】 
コーディネーターが取りまとめてくださり、急なボランティ
ア要請にも対応してくれるので助かる。 
【ボランティア】 
メール配信の利用により、連絡がスムーズに来るようにな
った／ボランティアの会議があり、意見交換が出来るの
で活動しやすい／学校より控え室を提供していただき、
荷物をおけるようになり助かった／代表者会議によって、
各ボランティアの活動が理解出来るようになった／自分
の子どものクラスに入れるので、普段の様子が見られて
楽しい（学年サポート）／コーディネーターの方がいるの
で困ったときの相談がしやすい（先生方にはなかなか時
間をとっていただくわけにもいかないので） 
【地域の方】 
コーディネーターという担当者がはっきりしており、連絡
がしやすくなった。 
【その他】 
職員玄関から入ってすぐの水槽がとても綺麗で、来校者
の方に好評。学校のイメージもいいのではないでしょうか。
子ども達だけでなく、大人も魚の名前が解って嬉しいで
す。 
４ 現在の課題  

昨年末学校より、ボランティアの方の控え室にと１部屋
開放していただきました。ボランティア同士の交流の場と
なるように活用したいと思っていますが、どうすればよい
か模索しています。 

ボランティアによってはスタッフが不足の状態が続い
ています。（バトンクラブ）何回も募集をかけてもなかなか
見つかりません。どのような募集方法がいいのか考慮中
です。 
５ 今後の展望  

学校より開放していただいた部屋を地域交流室として
活用し、ボランティア同士の交流だけではなく、先生方、
保護者、子ども達にもっとボランティアの方を身近に感じ
てほしい。 
６ その他、特徴的なこと  

地域に開放的な学校であるのが、さつきが丘小学校
の特徴です。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 都筑 荏田小学校 事例 No. 59 

名  称 荏田小運営委員会 

学校情報 

創 立 年：昭和 48 年 

児 童 数：358 人 

教職員数：27 人 

中学校区：中川西中学校

周辺環境 

都市開発が進む港北ニュータウン・田園都市線沿線・

国道 246 号の聞にあり利便性が高く、学校周辺は周囲

を田畑に囲まれ自然にも恵まれた環境である。 

 

 

 

 

 

 

 

２ コーディネートの方法（コーディネーターの役割） 

荏田小学校では、これまで米づくりを中山としだ活動で、学校・保護者・地域が協力し合って

取り組んできました。苗取り、田植え、草取り、稲刈りに至る一連の稲作活動は、たくさんの保

護者の協力を得て行われています。まだ、12 月に実施したもちつき祭りでは、父親・地域の方々

が加わって活動しました。このように、現状でも良好にとらえられている保護者・地域との連携

ですが、さらに発展・深化させていくために、これまでの活動を整理して見直してきました。米

づくりについてはこれまでと同僚に、荏回!J¥の伝統として大切にしながら、多くの人手が必要な

稲刈りを土曜日実施にしたり、学校敵地内の環境美化を計画的に進めたり、図書館ボランティア

による読み間かせ・発表会等の充実を図ったりしてきました。 

３ 現在の課題  

現在の課題と思われるのは予算の運用についてです。実際、何をするにもお金がかかり、計画

したことを実施しようとしても予算運用上実行が難しく断怠することもありました。全体として

の金額ちそうですが、経費の支払いの条件が厳しくもう少し柔軟な経費の執行ができるようにな

ってほしいと思います。形式的なことだけでなく、地域とのつながり、人とのつながりを大切に

した温かみのある支援活動にしていきたいと思います。 

１ 今年度の活動内容  

■ 読み聞かせボランティア「荏田お話の会」(19 名) 

 毎週水曜日、朝の時間に全クラスで読み聞かせ 

をしている。 

■ 環境ボランティア 

花壇の整備等をしている。 

 

 
■ 稲作活動ボランティア 

苗取り・田植え・草取り・稲刈り等、稲作活動全般においてサポートしている。 

きれいな『エダ』の花文字になりました

５　活動事例集（継続参加校）
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ミシンサポートの様子 緑化活動の様子

区 都筑 茅ケ崎東小学校 事例 No. 60 

名  称 茅ケ崎東小学校学校支援ボランティア活動 

学校情報 

創 立 年：平成 14 年

児 童 数：921 人 

教職員数：50 人 

中学校区： 

茅ケ崎中学校

周辺環境 
・新興住宅地、港北ニュータウンに位置する。 

・子育て中の若い世代が多い。 

・茅ケ崎小の児童数が 1200 人を超えたために創設された 

 分離新設校。 

・校舎の周りに遊歩道が設けられており、安全面から職員室

 が正門を入ってすぐの所に配置されている。エレベーター

 やスロープのほか、床の段差をなくしたバリアフリーの設

 計になっている。 

・今年度創立 10 周年を迎える。 

 

✐学校支援ボランティア活動✐ 
 

昨年度からの継続活動 
☆防犯・見守り《学援隊》 

  ⇒登下校の児童の見守り活動・・・危険箇所の横断補助、挨拶、声かけ等 

☆体験学習《茅ケ崎公園自然生態園》《地域の農家》 
⇒米、野菜作りの田畑の提供と指導・・・米、大根、さつまいも 

☆図書ボランティア《おはなしピエロ》 
⇒おはなし会、図書室ボランティアの活動・・朝の読書タイムでの読み聞かせ、図書室の本整理 

☆体力向上《ダブルダッチチームＺＥＲＯ》 
⇒児童の縄跳び運動の補助・・・週 1回中休みに活動 

 給食交流会・・・地域のボランティアの方と児童で交流会（年度末予定） 
 

今年度からの活動 
☆緑化運動《緑化ボランティア》  

⇒校内、学校周辺の緑化活動・・季節の花や球根の植え替え、水やり、草取りの作業 

 （自主活動グループ“クローバーくらぶ”と一緒に活動） 

☆学習支援《学習支援ボランティア》 
  ⇒ミシンがけの実習授業のサポート・・・縫い方、調整、糸ほどき等の手伝い 

  ※授業に参加のため、人材については民生委員の推薦の方に依頼 

 

学校や子どもたち、地域の方の声  
「活動通して子どもから元気もらっています。」 

「いろんなお話が聞けて面白いです。」 

 

今後の課題 
  引き続き、地域や町内会の理解を得ながら、 

  学校支援ボランティア活動を継続しつつ新たな 

  人材の確保を目指す。 

５　活動事例集（継続参加校）
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区 都筑 東山田中学校区 
東山田中・山田小・北山田小・東山田小 

事例 No. 61 

名  称 東山田中学校区 学校支援地域本部（やまたろう本部） 

学校情報 

東山田 

中学校 

創 立 年：平成 17 年４月 

生 徒 数：937 人 

教職員数：60 人 周辺環境 
1994 年都筑区誕生後に転入者が 60％を占

め港北ニュータウンに位置し、商業施設と

公園もある緑に恵まれ自然豊かな場所。 

2005 年中学校開校と同時にコミュニティ

スクールに指定され、中学校 1 校と小学校

3 校のために学校支援本部が立ち上がる。

町内会活動も盛んで、盆踊りや防災訓練、

運動会などにも小・中学生も参加している。

山田 

小学校 

創 立 年：昭和 46 年４月 

児 童 数：540 人 

教職員数：33 人 

北山田 

小学校 

創 立 年：平成 8 年４月 

児 童 数：481 人 

教職員数：33 人 

東山田 

小学校 

創 立 年：平成 13 年４月 

児 童 数：1066 人 

教職員数：48 人 

 平成 23 年度東山田中学校やまたろう本部活動実績  

５　活動事例集（継続参加校）
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１　現在の活動内容

現在 今後 合計

26 11 37

32 3 35

11 2 13

7 2 9

2 3 5

20 6 26

11 2 13

２　ボランティア人材 ３　広報手段

①保護者（PTA） 57 ①学校だよりへの情報の掲載 37

②卒業生の保護者（PTAのOB・OG） 47 ②機関誌の発行（「○○小応援隊だより」等） 16

③地域住民 51 ③地域カレンダー等の発行 4

④学生 5 ④HPの作成 9

⑤企業、専門家 0 ⑤地域の情報誌等への掲載 5

４　活動経費

必要
特に
重要 合計

25 7 32

35 16 51

34 2 36

36 4 40

33 4 37

平 成 23 年 度 活 動 調 査 結 果
　平成23年度に講座を修了した学校･地域コーディネーターの現在の活動について調査を実施しました。

■実施期間：平成24年２月　　 ■回収数：66件（対象者数：89人）　　　■回収率：74.2％

◆現在携わっている取組と今後実施を検討しているものを回答

①研修会や講演会の講師謝金

②コピー用紙やインク代等の消耗品費

③ボランティアの活動保険費用

④会議やボランティア活動の際の茶菓子代

⑤講師・ボランティア等の交通費

⑦放課後や土曜に行う補習授業の開催

◆特に必要と考えられる経費と、中でも重要度の高いものを選択

①学校支援ボランティアの全体調整

②地域と児童・生徒の交流事業やイベントの企画､運営

③キャリア教育・体験学習の支援

④講演会・研修会の開催

⑤学校支援ボランティア養成講座の開催

⑥学校支援等の事務局組織の立ち上げ・運営 0
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特に重要 必要

3 0 3

５　現在の課題

重要
特に
重要 合計

29 23 52

4 0 4

22 4 26

20 8 28

27 4 31

23 4 27

11 0 11

12 8 20

６　自由記述

⑤地域住民・保護者側の理解

⑥学校側のニーズ把握

⑦小中、近隣校との連携

⑧活動拠点の確保（地域交流室整備）

⑥切手・電話・インターネット接続料等の通信費

①人材の発掘・確保

②企業や大学との連携

③活動経費

④一般教職員の理解

◆課題と思う項目と、その中で特に重要度の高いものを選択
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特に重要 重要

・学校・地域・家庭の三者間で子どもたちを支えていく助けをできるように必要なパイプ役になりたいと思う。

・多くの方にご協力いただきながら、少しずつだが「できたらいいな」が実現している。校長先生の理解が絶大。

・本格的な活動はこれからだが、「無理なくやる」ことの難しさを感じている。他のコーディネーターとチームワーク良く信頼し合

い、これからの課題にひとつずつ取り組んでいきたい。

・初めて１年生生活科の学習ボランティアを実施してみて、子ども達の学習の成果だけでなく地域の方や異学年の保護者と触

れ合うことにより、子ども達の心の成長にもつながることを実感した。参加協力をしてくれるボランティアの方にも「参加してよかっ

た」と思ってもらえるように、心の交流が図れる内容を企画していきたい。

・学校に必要な存在だと思い受講したが、１人ではなかなか難しいこともわかった。一緒に活動してくれる仲間を増やしていくこ

とが今後の課題で、活動が充実するかしないかは、この人材発掘にかかっているような気がする。

・続けていけることを大切に楽しく活動していきたいと思っています。

・事務局を立ち上げている最中。保護者、地域の方、教職員と上手に連携をとりながら楽しく活動できたらと思っている。他の学

校と比べることなく自分の学校らしくいきたい。

・コーディネーターとして活動して、もっとたくさんの方の笑顔が見たい（特に子どもたち）

・学校・地域での活動は皆さんの協力なくしては考えられないので、まずは人間関係が一番大切だと思う。日頃よりのお互いの

コミュニケーションが何事においても大事だと思っている。

６　活動調査結果
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国立教育政策研究所 笹井宏益 

 

学校・地域コーディネーター養成講座も、今回で５回を迎えた。参加された人たちのプレゼン

テーションや現地訪問調査等をとおして各地での取組を見てみると、学校の伝統や地域の実情を

踏まえた、独自の特色をもつものが多い。「共育」「学校の卒業生」「ＰＴＡ活動の経験」「地域と

学校の一体化」「見守るための組織」「支援組織の交流」などなど、この報告書には、未来志向で

実践的な言葉が数多く見受けられる。ここで語られている知恵や成果は、皆自らの活動の中から

生まれてきたもので、実際の活動がもつパワーのすごさを感じる。今後は、それらを共有するこ

とが望まれよう。 

 

人と人とのつながりを生み出すみなもととはいったい何であろうか。その答えはいくつかあろ

うが、そのうちの一つは、お互いに協力し合って子どもの成長を支えているんだという実感を共

有していることだと思われる。子どもが成長してゆく姿をずっと見ているのはそれだけでも楽し

いが、さらに「皆で支え合っている」という気持ちを共有できればもっと楽しくなる。そういう

点からすれば、コーディネーター同士のつながりを増やしていくことがとても重要である。 

 

コーディネーター相互のネットワーキングは、実のところ、あまり進んでいない。なぜなら、

ことがらの性格上、多くの場合、コーディネーターは学校や地域を一つの単位として活動するこ

とになり、他の関係者とのつながりは、基本的にはほとんど必要とされないからである。 

 

しかしながら、よく考えてみると、連携協力の内実というのは、子どもたちをサポートするた

め、地域の人たちと学校の関係者が、思いを寄せ知恵を出し合って、新しく「支援機能」を創出

することにある。そうだとすれば、実際の活動は自己完結的な世界の中で行われるとしても、「思

い」や「知恵」を交換しより豊かなものへとふくらませていくことは、とても大切である。 

 

 これを「情報交換」などとは呼ばないでほしい。ネットワークをつくること自体がコーディネ

ーターの活動なのである。つながりをつくることはコーディネーターの活動そのものであり、そ

こで培う「関わり力」は、子どもたちの豊かな成長とうるおいのある地域づくりに欠かせない。 

 

リアルな交流をとおして、ネットでのやりとりをとおして、ネットワーキングを楽しむこと。

これが学校と地域の連携協力を発展させていく上で欠かせない。山下公園での語らいや中華街で

の食事会が、学校・地域の連携の深化と広がりにつながるとしたら、こんなに素晴らしい 

ことはない。 

７　まとめ
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