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県内外の先進実施校を視察したり、

実施した先進市の教育長の講演を

聞いたりと、実施に向けての研究を

しております。そうした中で、狭山

市は、コミュニティースクールを実

コミュニティー（地域）で育てる子供たち   
狭山市教育委員会 学校教育部 部長 井堀 広幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急激な世の中の変化と子供たちの未来に向けて      SSVC センター長 諸井 寿夫 

狭山市民にとって「ホンダ狭山工場閉鎖」の報道は

衝撃でした。この背景は、地球温暖化とグローバル化

に伴う世の中の技術革新の急激な進展にあると思い

ます。つまり、自動車産業に関しては、ＥＶ化（電気

自動車）、ＡＩ化（自動運転）の到来です。 

従来の化石燃料であるガソリン車製造の部品点数

は凡そ 2万点ですがこのＥＶ車の部品は 4割減とのこ

と、従来車の半分ほどの部品で生産できるわけです。

また、グローバル化施策の対応で、海外での生産比率

が 9割近くになっています。ＡＩの進化も急激で、自

動車の自動運転技術に代表されるように、現在の仕事

も将来 40％が消滅すると言われています。 

このような時代の趨勢(すうせい)、世の中の大きな変

化を視野に文科省は、「新学習指導要領」を発表して、

その準備が始まっています。特に小学生に対して、英

語学習の大幅な時間拡大、学科とし 

て成績評価もされ、グローバル人材 

育成に重点がおかれています。  

またＡＩ技術（ＩＴ）の重要性 

から、小学校で「プログラミング」 

教育が必修化されます。狭山市の教育振興基本計画に

は、「子供たちに、これからの社会を生き抜く力の基

礎となる確かな学力を育成します。情報化や国際化な

ど時代の変化に適切に対応するとともに、一人ひとり

の個性や能力を大切にして、自らの将来を自らが切り

拓いていける力を育成します」とあります。今後の学

校支援活動において、今までの経験や知識も大変重要

ですが、新たな時代へ変化の対応、知識の吸収は、我々

の生きがいにも繋（つな）がり、未来を託す子供たち

に対する大きな視点だと思っています。 

 

 

 

 

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 

第 22 号（年２回発行） 

学校支援ボランティアセンター（ＳＳＶＣ）の皆様

方には、日頃より各学校で、各地域で、狭山市の児童

生徒が、様々な場面でお世話になっております。心よ

り感謝と御礼を申し上げます。 

 文部科学省では、平成 16 年以来コミュニティース

クール（学校運営協議会制度）、つまり学校が地域住

民等と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって

子供たちを育む「地域とともにある学校づくり」を推

進しています。平成 29 年 4 月からは、この制度の導

入が努力義務となり、向こう 5 年の見通しでは、かな

りの学校が実施していくことが予想されています。埼

玉県内では、コミュニティースクールは、平成 29 年

4 月現在、10 市、105 校で実施されています。狭山市

では、実施への計画は立っておりませんが、これまで、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施する上での環境やその他の条件が、大変よく整って

いるのだということを、確信するようになりました。 

狭山市には、ＳＳＶＣを始めとする学校応援団など

学校を直接的に、または間接的に支援してくださる団

体や市民の方々が大勢いらっしゃるからです。今後、

狭山市も、コミュニティースクールへ移行して、地域

と一体となっての学校運営を目指していくことにな

りますが、ＳＳＶＣの皆様におかれましても、さらな

るご支援をいただけますようお願い申し上げます。 
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の協力が得られたので、正しいと自信が持てる説明資

料を作ることが出来ました。私たちも知ることが喜び

であり、楽しんで作業を続けました。説明の資料を作

るにあたって、道具に添付する児童向けの説明は、例

えば「昔のくらし」は 3 年生の授業に出てくるので、

3 年生が理解できる言葉で作り、周辺や背景の説明を

先生用に作る場合はそれなりに、誰が読むのかを配慮

して作りました。説明資料を先生と一緒に作ることが

出来なかったので、実際に授業に使用してみた結果で

改良していきたいと考えています。 

12 月 4 日に完成式 

援」の位置づけ、最近の子どもの心理、義務教育で学

ぶ内容など）が身に付きます。③SSVC のベテラン支

援員から、支援の実際や喜びを聞けます。④学習支援

が行われている学校の見学会、夏期休暇中の補習授業

（サマースクール）に支援員として参加でき、体験を

積めます。⑤講座終了後すぐに活動に入れます。皆さ

んのご参加をお待ちしています。 

 

堀兼小の庄司ＣＮ（コーデネーター)から相談があ

ったとき、私達が柏原小の 6 年生対象に「柏原の歴史

と文化のお話」を 6 年間続けており、歴史クラブの中

でも地域連携活動部会を立ち上げ、地域貢献活動をし

ているという下地があったので、何とかなるだろうと

引き受ける事にしました。  

2017 年 3 月に、堀兼小の資料室に置いてある道具

を見に行き、歴史クラブの仲間に協力を呼び掛けたと

ころ、私を含めて 10 名で取り組めることになりまし

た。資料室に置いてある道具の種類から、「農作業の

道具」「生活の道具」「織機(おりき)の部品や関連の道具」

「発掘土器」の４つのチームに分かれ、2 人か 3 人の

チームで分担して進めました。今はインターネットで

沢山の情報が得られますが、それは情報でしかありま

せん。メンバーの中に堀兼地区で生まれ、ずっとここ

で生活していた方が一人居たこと、はたおりでは斜子

織（ななこおり）の復元活動をした「遊糸会（ゆうしかい）」

堀兼小『郷土資料室』の博物館的整備への支援  
  柏原小ＣＮ＆さやま市民大学同窓会歴史クラブ会長 井口 孝之 

さやま市民大学「さやまっ子の学習支援員養成講座」      講座リーダー 猪股 英行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備された資料室 

を行い、ほとんどの

先生が出席されてい

たので、今後有意義

に活用していただけ

ると思いとても嬉し

い気持でおります。 

 

平成 28 年度に、狭山市の新規政策の一つとしてス

タートした「さやまっ子茶レンジスクール」に合わせ

て、本講座が設けられました。その主旨は、中学生を

対象とする「茶レンジスクール」における学習支援員

を安定的に確保するためでした。始めてみると、従来

からの学校支援ボランティア活動への新規参加希望

者、さらには、既にこの活動に参加している人がその

意義や支援方法についての理解を整理・再確認するた

めに受講されていることが分かりました。 

 本講座の特徴は、①狭山市教育委員会の全面的な支

援を受けており、教育現場で豊富な経験を積んだ専門

家の話が聞けます。②学習支援に携わる際の基礎とな

る知識（教育基本法などにおける「市民による学習支

ださいました。また、その他に社会教育課の文化財担

当の方や狭山遊糸会の方々にもご協力をいただきま

した。その結果、僅か半年足らずで市内では最高レベ

ルの資料室に変わりました。 

12 月 4 日（月）に本校職員に対して、歴史クラブ

の方々からの説明会がありました。「博物館のような

資料室になったね。」と多くの職員から賞賛の声が上

がりました。今後は、子供たちのために学習機能を持

った資料室として活用していきたいと思います。本当

にありがとうございました。 

＜ 

 

堀兼小 岩井 信康 教頭先生からの一言 

昨年度から堀兼小学校の郷土資料室は、先生方で学

習機能を果たす資料室作りに向けて整備を始めてい

ました。しかし、糸車や機織り機等の古民具の整備や

説明となると教員の力だけでは限界を感じました。 

そこで、本校のＣＮである庄司一之様に相談したと

ころ、柏原小ＣＮ・さやま市民大学歴史クラブの井口

孝之様をご紹介してくださいました。 

井口様をはじめ歴史クラブの方々は、学校の教育方

針に基づいて積極的に資料室の整備にご尽力してく
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４年生の授業 

・最初に英語で歌いながらハッピー体操（手を叩く、

うなずく、足を鳴らす） 

・果物と野菜を描いた絵を見せ、英語で答える 

・先生が店員になり、子供が野菜や果物を買う、すべ

て英語を使う、値段を聞く時（How much?）お金を

渡す時（Here you are）というように 

どのシーンでも子供たちがゲームに負けまいと真剣

に取り組んでいてボールやカードが飛び交い生き生

きとしていました。読み書きよりも英語を聞き取るこ

と、英語耳を持つことを重点にしているようです。 

先生も、英語を楽しみながら覚えてもらおうと苦心さ

れているので、子供が英語好きになってくれるものと

期待ができました。小学校の英語教育にＳＳＶＣとし

てどんな支援が出来るか未知数ですが、オリンピック

も近いので、学 

校から支援の依 

頼があれば喜ん 

で取り組むべき 

だと思います。 

 

南小学校は、所沢市と入間市に隣接し、西武新宿線

入曽駅から徒歩 12 分の畑に囲まれ、空気の美味しい

環境に恵まれた素敵な学校です。 

学校の規模は狭山市の中でも校庭の広さ、児童数の

多さとも上位に位置します。紳士で頼り甲斐がある澤

田校長先生、明るく優しい家内教頭先生、若くてフッ

トワークのよい福島主幹教諭を中心に、40 名前後の

先生方が 613 名の児童を見守っています。 

地域では、児童は「南っ子」と呼ばれ元気ハツラツ、

時に先生を困らせてしまうこともありますが、先生方

の適切な指導のもと、児童が真剣に学習に励む授業風

景が毎日見られます。今年度はＳＳＶＣの算数のスタ

ッフ 10 名が毎日学習支援を行い、その成果が期待さ

れているところです。また、特別支援学級への学習支

援実施も南小学校の特色です。 

その他の支援では、書き初めや福祉体験、科学クラ

ブや卓球クラブ、夏休み中のサマースクールや水泳な

どの支援を行っており、なかでも 3 年生の「味噌作り

体験」は報道機関が取材に来るほどです。南小学校で

は年度当初に、その年必要となる支援を学校側と CN

が綿密に協議し、計画を立てることで、必要なときに

必要な支援ができる体制が整っています。 

今後も南小の先生方と、ＳＳＶＣスタッフが一体と

なって、さらに飛躍していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2日間にわたり堀兼小学校の英語授業を見学しまし

た。どの学年も視聴覚室で全員が床に座り、歌あり体

操ありゲームありのユニークで楽しい授業でした。 

各学年とも先生はすべて英語で、①朝の挨拶 ②今

日の月日 ③天気 ④今の時間を質問し、最後に一人ひ

とりの出席をとり、子供たちは大声で I'm hereと返

事をして英語を楽しんでいるようでした。 

５年生の授業 

・1月から 12月までの英語の歌（とても早いテンポ） 

・2人で向き合って真ん中にあるボールを先に取った

方が勝ちのゲーム（先生の英語を早く聞き取る） 

・4人～5人で 12月までのカルタを囲み、When is your 

Birthday? と聞き、その月のカードを早く取る競争 

６年生の授業 

・ＮＨＫのＥテレの子供英語の番組を見せ、聞き取れ

た英語を先生が質問し英語で答える 

・月名と日にち（1日～31日）のカルタ取り 

・ビンゴゲーム、4×4のマスに各自が 1～31までの

数字を書き、先生が英語で読み上げた数字を〇で囲

み、縦・横・斜めで 4つ〇が並んだらビンゴ！ 

学 校 支 援 だ よ り 

 

 英語の授業風景 

 味噌づくり体験支援  澤田 剛 校長先生 

堀兼小学校英語授業を見学                   SSVC 広報 G 

 榑林 宏芳 

南小学校の支援紹介                     南小学校 CN 菅之屋 一郎 

一郎 
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胸を張って『広瀬小が私たちの母校です』と言える学校をめざして 
                              広瀬小学校 校長 新井 忠洋 

 

さやま市民大学『学園祭』に参加               ＳＳＶＣ広報 G 榑林 宏芳 

広瀬小学校は、昭和 51年に水富 

小から分離し、今年で 42年目を迎 

えました。昭和 63年度には、児童 

数が 1,099名と最も多く、学級数 

も 32（各学年 5学級＆特別支援学 

級 2）と大規模な学校でした。 

その後児童数は減少を続け、本年度は、児童数 475

名・学級数 16 学級（うち、特別支援学級 2）と平均

的な規模となっています。 

広瀬小学校の目指す学校像は、「地域・保護者から

信頼され、児童が誇りに思える学校」としています。

私自身、今では校舎がなくなってしまった、入間小、

入間中の出身ですが、今でも自分の学校を誇りに思っ

ていると同時に、当時の諸先生方に感謝の気持ちを持

っています。同じように、今、本校に通う子供たちに

とっては、この広瀬が故郷であり、広瀬小学校が母校

となります。 

将来、「あなたの故郷はどこ？」「あなたの卒業した

小学校はどんな学校？」と尋ねられた時に、胸を張り、

自信を持って語れる、そんな学校にしたいと考え、全

教職員で子供たちに向き合っています。 

ＳＳＶＣの皆様には、夏の算数サポート教室や２年

生のかけ算九九暗唱教室等で大変にお世話になって

おり、感謝の気持ちで一杯です。今後も、広瀬小の子

供たちのために、温かいご支援とご協力をお願いいた

します。 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

平成の時代もあと一年余り、次はどんな年号かと気になるところです。平穏で希望の持てる未来を

願っています。今年は戌年、ＳＳＶＣにとってもワンダフルな年となりますように。（広報 G F） 

 

 

 

校長先生 こんにちは 21 

 

2017 年 10 月 21 日（土）～22 日（日）に行われた

さやま市民大学「学園祭」に参加しました。ＳＳＶＣ

の展示参加は学園祭では 3 年目ですが、ＳＳＣＣの同

窓会参加を含めるとちょうど 10 年間継続していま

す。この展示ＰＲの第一目標は、来場され方に学校支

援活動への参加をお願いすることにあります。このた

めにＳＳＶＣの活動や行事を写真とコメントでＰＲ、

年間の支援時間や支援者数の実績をグラフ化するこ

とをメインに、学校・児童生徒・先生へのアンケート

調査やまとめ、全国からのＳＳＶＣ視察・講演依頼状

況、朝日のびのび教育賞受賞のビッグニュースなどを

紹介してきました。さらに「ＳＳＶＣ7 年間の歩み」

「狭山市学校支援フォ―ラムの開催」「さやまっ子・

茶レンジスクール」そして「ＳＳＶＣ10 周年の歩み

新井 忠洋 校長先生 

広瀬小学校 全景 

と 10 周年記念フェスタ」をご案内しＳＳＶＣのＰＲ

活動を展開してきました。この展示を多くの人が見て

分かり易くするためにコーナー毎にテーマを明確に

して写真やグラフでビジュアル化し、台紙は色のきれ

いなラシャ紙を使用し、タイトルは大きくカラフルに

することを心掛けました。今回は広報総力で狭山市 

の小中学校を地図上で示し各学校担当のＣＮの方々

を写真で紹介しています。ＳＳＶＣ事務所に常時展示

していますので是非ご覧ください。 

 

 


