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狭山市教育委員会 生涯学習部 部長 滝嶋 正司 

学校支援ボランティアセンターの

皆様には、日頃より学校の要請に応

じて様々なご支援をいただき、心より

感謝申し上げます。 

さて、社会がますます複雑多様化

し、子供たちを取り巻く環境も大きく変化するとともに、家

庭や地域の教育力低下が懸念されていることから、これか

らの教育は、これまで以上に学校、家庭、地域の連携協力

のもとで進めていくことが求められています。 

このような状況のなかで、昨年７月に策定した「第２次狭

山市教育振興基本計画」では、「夢をかなえ人をつくる狭

山の教育」を基本理念とし、子供から大人まで、誰もが、自

己の能力や可能性を高め、自らの力で人生を切り拓き、夢

の実現を目指し、また、公共の精神を持ち、他者と協働し

て、社会に貢献できる人材の育成が図られる教育の実現

を目指すこととしております。そして、学校教育の基本方針

には「生きる力を備え未来へはばたく“さやまっ子”の育成」

を掲げ、その実現に向けて、６つの基本目標を設定してお

ります。特に、基本目標の「確かな学力と時代の変化に対

応する力の育成」と「家庭や地域との絆づくりの推進」につ

いては、学校支援ボランティアセンターの皆様の活動と、

多大なるご協力が必要であります。 

今後におきましても、郷土狭山を愛する心を持って、自

己の未来を切り拓いていくことのできる「さやまっ子」の育

成に、更なるご支援をよろしくお願い申しあげます。 

 

 

狭山市学校支援ボランティアセンター長 諸井 寿夫 

多様な変化の激しい社会の中、子供たちには、生き抜く

力の養成が必要とされています。 

人工知能（ＡＩ）が多くの仕事を代替していくと言われて

います。人間は何をすればいいのだろうか？本来の人間

として、仕事ができるようにするには、子供たちにどんな教

育をすべきかが検討されています。最近特に驚いたことは、

「人間の脳の活動を読み取って、頭で考えていることをコ

ンピューターに入力する技術の開発を進めている」という

ニュースです。この情報化やグローバル化による仕事内容

の変化に対し、世の中を生きるための教育改革が必要とな

っています。高大接続改革、アクティブラーニングの導入

などもその一環です。そしてこの世の中の変化に対応する

“課題解決力”、“コミュニケーション能力”、“協力する”も

必要なスキルです。学習指導要領の

改訂では、「自分が生きていかなけれ

ばならない基礎、基本を自ら学ぶ力を

確実に付けさせること」が基本的なスタ

ンスのようです。具体的に小学校では、

ＩＴ（情報）人材育成のためのプログラミング教育やグローバ

ル人材育成の英語教育の拡充、中学校では、全て英語に

よる授業も始まろうとしています。 

このように学校教育の大きな変化や、さらに教員が長時

間勤務で悲鳴を上げているとの報道もあります。子供たち

に対する地域の人々の知識、経験、教育力が必要とされ、

ＳＳＶＣの支援が益々増大するものと思われます。

 

 

狭山市学校支援ボランティアセンター   

＜事務所＞ 

狭山市狭山台1－21 

狭山元気プラザ内Ａ棟３Ｆ 

☎／Fax 04-2927-1395 

Ｅ－mail：sayama-ssvc@bd.wakwak.com 

電話受付：月～金曜日午後 1時～4時迄 
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「さやまっ子学習支援講座」リーダー 猪股 英行 

前頁の滝嶋部長、諸井センター長の話に続きますが、

複雑多様化し・激しく変化する社会を生き抜けるように子

供たちを育てて行く上での学校支援はどのようにあるべき

か？また、学校支援ボランティアはどのようなことを意識し

て子供たちと向き合えば良いのか？この難題への有効な

ヒントを得ていただく機会にとの観点から、前年度に初めて、

さやま市民大学の講座として「学習支援講座」が設けられ

ました。第 1 期修了生 16 名の中には、既に、下記「茶レン

ジスクール」の支援者として熱心に活動している人や、ＳＳ

ＶＣ運営委員として広報活動等に腕を振るっている人もお

られます。本講座の２年目のカリキュラムには、「さやまっ子

の育成方針」「教育関連法規における地域教育の位置づ

け」「支援を必要とする子供たち」「子供の心理と支援の在

り方」とともに、「基本教科（英・数・国）について小・中学校

で学ぶ内容」、更には、「学校支援現場の見学」などが含

まれており、狭山市教育委員会を始め、教育関係者の絶

大なる協力によって可能となる素晴らしい内容になってい

ます。 

新たに学校支援への参加を考えておられる方はもとより、

既に参加されている方にとっても従来の考えを整理する上

でとても有効ですので、是非、次年度以降の参加を検討さ

れるようお勧めします。

 

 

茶レンジＧリーダー 角田 ふで子 

平成 28年 5月から始まった茶レンジスクールの平成 28

年度の実績は、支援日数延べ 222 日、参加生徒数延べ

1,576 名、支援者数延べ 1,182 名でした。平均すると 1 日

当たり生徒 7 名と少数ではありましたが、その分 1 対 1 の

学習支援ができました。 

12 月には、登録している生徒に対して意識調査を行い

ました。登録生徒数 317名に対し 185名から回答を得まし

た。そのうち、参加率 50％以上の生徒は 77 名、未満の生

徒は 108名でした。参加率 50%以上の生徒は、学習環境、

支援者に対しておおむね満足している（それぞれ 95％、

97％）という結果を得ました。一方、参加率 50%未満の生徒

は、その 94%が部活、塾、

家庭の都合で参加できな

かった、残り 6%は魅力がな

かったという結果でした。

希望する支援として、学習

内容では「わからない所を

すぐに丁寧にわかりや

すく教えてほしい」「理

科社会もしてほしい」

「中間期末試験後の見

直し」「学習理解度を測

るプリント配布やミニテ

スト実施」「応用問題や

入試に向けた問題の配布」「（歳の近い）大学生の支援」、

学習内容以外では「部活と重ならない時間帯での実施」

「今より長い時間の支援」「春休み期間の支援」「試験前の

生徒数増加に合わせた支援者の配置」「応援のことば」と

いうものでした。これら希望に沿うために、手始めに全国公

立高校入試問題集（過去 3年分の入試問題）を用意しまし

た。この 1年間、これまでの学校授業内での支援と異なり、

手探り状態でしたが、無事に終わることができました。平成

29 年度も一層生徒たちのためになることを考え実施し、身

近な大人として支えていきたいと思います。

  

 

平成 28 年度の実績は、小学校 4,525 時間、中学校 3,243 時間でした。昨年度に比べ、小学校は約 300 時間、中学校

は約 900時間の減少となりました。 

特に、中学校の減少が大きい原因は、東中学校が廃

校になったこと、支援時間が大きく減った科目（英語、

社会）があることです。小学校では算数の支援時間がこ

こ数年増加傾向にあり、支援時間の 5割近くを占めます。

平成 28 年度は、九九暗唱、中高学年の授業内の支援、

放課後の学習支援などを行いました。 
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中央中学校ＣＮ 早川 真一 

今年度は通常の授業支援

と茶レンジスクールを融合さ

せていきたいです。 

具体的には茶レンジスクー

ルにおいて「自学自習」だけ

で、一年間通すのはしんど

いです。 

そこでテスト前には先生か

らプリント類などを提供しても

らい、学力向上を目指します。

生徒も良い点を取れば自ず

とやる気が出てきます。併せて学校側もＰＴＡも、そして何

より本人自身が満足すると思います。すでに英語の先生か

らは提供して貰えると了解を取りました。 

1. 通常の授業支援 

数学5名、英語5名で月曜から金曜までの毎日を、曜日

を各々に割当て全クラスに均等に支援に入っています。午

前中のみの支援です。午後まで通して支援するのは体力

的に厳しいものがあります。英語に関しては先生がしっかり

とした割当表を作成してくれ、今年度は大体 2～3 時間の

割当になっており、遅れていそうな生徒を重点的に見てい

ます。時には休んでいる生徒の代わりに隣の席の子と英

会話の相手をします。授業中または空き時間には単元テ

ストの採点もやります。40人からのクラスを時間内に採点を

終わらせるのは大変です。数学に関しては先生から指定

はなく自分の入りたいクラスに入ります。支援時間も各々ま

ちまちで、2時間の人、4時間の人、毎日 1～2時間の人と

全く自由です。総じて全クラス均等に入っています。それ

は「SSVC 連絡帳」で何時間目にどこのクラスに入ったかを

記帳してもらっているから確認できます。（前もって休みが

判るときにもこのノートに書いてもらいます。） 

2. 茶レンジスクール 

茶レンジスクールには、通常の授業支援に入っているメ

ンバーから数学 2名、英語 2名で支援しています。その他

のメンバーも各々他の学校に入ってもらっています。今年

度から中央中学校第二会議室に新たに場所を移しスター

トしました。実施日は毎週日曜日 13：00～15：00です。 

先日 5月 14日に第１回目のスクールがありました。14名

の参加があり、昨年度実績より増員しました。校長先生、

教頭先生、その他 3 人の先生、教育センター所長までが

顔を見せてくれ、関心の深さを痛感しています。 

 

 

 

堀兼中学校ＣＮ 松永 圭市 

昨年度までの支援は、サマースクールと三者面談・進路

指導期間中の学習会の 2本立てでした。 

 サマースクールは、夏休み開始の 5日間、先生の指定す

る生徒等を中心に、英語、数学、国語の３科目、各学年に、

１日 2 時間の支援でした。一方、三者面談・進路指導期間

中の学習会は、11、12 月に、3 年生を対象に行われる面

談期間中の待ち時間に学習室が開放され、そこに英語と

数学の支援者を１名ずつ配置した支援で、今の茶レンジス

クールを先取りしたようなものでした。今年度に入り、学校

側から通常授業支援の依頼がありました。ＳＳＶＣの理念と

もいうべき、生徒が「わかる楽しさ、できる喜び」を味わい、

ひいては、学習の意欲向上につながる、それには授業支

援が一番効果的であると、つねづね考えていた私には、

わが意を得た支援要請でした。早速支援者を募り、5 月下

旬より 1 年生の数学、英語を対象に週１回実施していま

す。 

授業支援といえば、堀兼中に隣接する堀兼小は、小 2

の「九九訓練」にはじまり、3～6 年生の算数に５年前から、

週１回各クラス原則３名が支援しています。算数・数学は

積み重ねの科目なので、小学校のつまずきは、その時点

で解決しないと、取り返すのは大変です。「鉄は熱いうちに

打て」といわれますが、支援もタイミングが必要で、堀兼小

で行っている支援はある意味贅沢に見えますが、反面もっ

とも効果的と思われます。この度、堀兼中が授業支援を始

めたことは、週１回１名の支援ですが、小学校と連携したよ

り効果的な支援ができるものと、期待しています。 

 

学 校 支 援 だ よ り 
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山王小学校  校長 佐藤 潤   

山王小学校は、狭山市が人口急増期を迎えた、昭和５

１年に入間小、狭山台南小、堀兼小から分離し、市内１４

番目の小学校として開校しました。最大規模であった昭和

５７年度の児童数は１７３６名、学級数は４１にも上ったとい

います。県内屈指の大規模校でした。開校４２年目の現在

は、児童数４３５名、学級数１６学級（うち、特別支援学級３

学級）となりましたが、一人あたりの運動場面積を例にすれ

ば、一人３畳分しかなかった運動スペースが１２畳に広が

ったということであり、子供たちにとって伸び伸びと学習で

きる環境が整ってきたと言えるでしょう。校地西側には、子

供たちが「山王林」と呼び、慣れ親しんでいる「山王塚の

森」、北側には不老川が流れており、自然環境にもたいへ

ん恵まれています。 

 こうした学習環境の中、山王小学校は「子供たちのため

の学校」「地域の中の学校」であることを学校経営の基本

理念とし、「笑顔」と「楽しさ」のある、そしてみんなが「大好

きな」「笑・楽・好」を目指し、職員一丸となって教育活動に

あたっています。 

 ＳＳＶＣの皆さまにも、高学年理科の授業支援をはじめ、

夏休みサマースクールでの算数指導、保護者会時の子供

見守り等々、様々な場面で「笑・楽・好」づくりにご支援とご

尽力ををいただいており、感謝に堪えません。今後とも、子

供たちのためにお力添えを賜りますようお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

校長先生 こんにちは 20 

 

編集後記 

ＳＳＶＣ１０周年を機に「共に学ぶ」を横書きにしました。

ご感想はいかがでしょうか。ＳＳＶＣの広報紙として皆様の

ご協力でさらなる充実を図りたいと思っております。 H.K 

                      

                       

                                     

 

        入間川中学校 ＣＮ 

   西 好次さん 

私は、平成 28年度のさやま市民大学 

学習支援員養成講座を終了しました。 

その縁で、去年の 12 月から入間川中の茶レンジス

クール、今年の 1 月から山王小 5 年生の理科の学習

支援を行っています。大学で教職課程を取った訳で

もなく全くの素人ですが、日々研鑽を積んで精進した

いと思っています。宜しくお願いします。 

        運営委員（広報Ｇ） 

     安藤 仁丸さん 

支援活動では「無事之名馬」という

わけではありませんが「長くボランティアを続けるには」

をテーマに、今は「健康であること」「無理をしないこと」

「楽しんでやること」を仮の答えとして活動しています。

運営委員として活動を始めますと、子供たちは、先

生、保護者の方はもちろんですが、地域の人達など

多くの大人たちに支えられているなと一層実感しま

す。「地域学校協働本部」など新しい学校支援の在り

方の施策もあり、増々地域の方々の総合的な連携の

重要性が問われています。多くの方が進んで楽しん

で長く参加していただけるよう極めて微力ではありま

すが運営に携わって参ります。 

 

        入間野小学校 ＣＮ 

     土屋 富雄さん 

みなさま今日は、今期から入間野小学

校のＣＮを務める事になった土屋です。よろしくお願

いいたします。  

5 年ほど前からＳＳＶＣの活動に参加させていただ

いています、現場向きの人間なのでＣＮという立場に

は違和感を感じますが、あまり無理をせずやっていこ

うと思います。 


