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人生経験者の知恵袋から学ぶ      狭山市教育委員会 学校教育部 部長 和田 雅士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夜、口笛を吹くと蛇が出る（泥棒が来る）！」や

「服を着たまま縫ってはいけない」ということを、子

供のころ、親や祖母、地域の長老から言われたことが

ありませんか？私は、幼少時代にはこの掟(?)を結構

守っていました。何の根拠もない迷信だと片付ければ

それまでですが、これは、先人たちの子供に対する、

ある意味、効果的な躾の手法だと思います。「夜、口

笛を吹けば近所迷惑になるからやってはいけませ

ん」、「慌ただしい状況で針を使うと怪我をするし、前

日に準備をするべきだ」というような、いわゆるマナ

ーや道徳を暗に教えていたのかもしれません。このよ

うな「おばあちゃんの知恵袋」はいくつもありますが、

最近は、あまり耳にしなくなった感があります。核家

きく左右される可能性があるとのこ

と。経済的な制約によって高等教育機

関への進学や通塾が難しくなり、生活

習慣や自己肯定感等にも悪影響を与

新しく着任された校長先生を訪問して         ＳＳＶＣセンター長 諸井 寿夫 

族化や定年退職後の再任用の増加など

から、おじいちゃんやおばあちゃんか

ら知恵袋を受け継ぐ機会がなくなって

しまったのでしょうか。こうした中で、

豊かな人生経験と知恵をお持ちの学校
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支援ボランティアセンター(ＳＳＶＣ)の皆様が、子供

たちの学び舎で、教育活動を支援してくださることに

は、子供たちの健やかな成長に大きな意義と効果が生

まれると確信しています。ＳＳＶＣの皆様の支援によ

る子供たちの学力向上はもちろんのことですが、それ

ばかりでなく、子供たちが、皆様の生き方の「知恵袋」

から、人生の知恵や道徳を大いに学ぶことを期待し、

より一層のご支援をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

平成 30 年度は、小中学校 10 校の校長先生が新し

く着任されました。女性校長先生のご就任も増え、

時代の趨勢を感じます。担当ＣＮに同行願い、ご挨

拶に伺いました。校長室に案内され、まず目に飛び

込んできたのが、お祝いに贈られた「胡蝶蘭」、そし

て、厳重に保管された段ボール箱。それは、今年度

も実施された「全国学力・学習状況調査」でした。 

この学力・学習状況調査の結果で学力を左右する

ものは、一体何でしょうか？結果も気になりますが、

点数だけが独り歩きしないで、調査結果の分析をじ

っくり行い、授業や指導に役立てることが狙いだと

思います。 

「隠れ貧困」という言葉を改めて、伺いました。最

近衣服が安価に手に入り、外面だけではわからない

ようです。貧困状態に置かれると、子供の状態に大

えてしまうようです。子供の貧困がもたらす社会的損

失の影響も非常に大きく、「貧困の連鎖を止める」こ

とが社会全体の将来の損失を減らすことにつながり

ます。 

経済格差の課題解決は難しいですが、今期３年目と

なるＳＳＶＣ受託の「茶レンジスクール」、つまり、

中学生に対する学習習慣を支援する事業を、小学生に

も展開しようとしています。将来を担う子供たちの教

育は、学校、家庭、地域が一体となり、互いに連携し

た教育の実現に向けて、更なる認識が必要と思いま

す。 
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学校支援の実績について、支援時間は小学校 5,955時間、中学校 3,082

時間、支援者実人数は 289名でした。昨年度と比較すると、小学校は 1,430

時間増、中学校は 160時間減となりました。   

小学校の支援時間増加の原因は、算数 900 時間、家庭科 450 時間、書

写・書初め 180 時間それぞれ昨年度と比較して支援が増えたためです。

特に、算数は毎日支援者が入る学校が増えました。一方、小学校理科の

支援時間は 150時間減少し、支援の多かった年と比較して、4割以下とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶レンジスクール支援実績 

茶レンジスクールの実績に

ついて、実施回数 224回、参加

生徒数延べ 1,111名、支援者数

延べ 1,105名でした。  

平均すると 1 回当たり生徒 5

名と少数ではありましたが、そ

の分 1対 1で生徒たちと打ち解

けながら、学習支援ができまし

た。 

2018年度から、1年生も 1学

期から参加することになり、中

学校における学習の一助にな

れるよう支援していきたいと

考えています。 

 

 

 

 

「どの様な支援要請があるのか」を踏まえることに始

まりますが、「どの様な支援が出来るのか」を伝えて

行くことも求められることだと思います。紙ベースで

もプログラミング的思考を学ぶことはできます。しか

し、子供たちが自分の意図することが実現される面白

さや喜びを感じ取るのは、自分でプログラミングを行

い、実際に動かして結果を確認することで得られるこ

とでしょう。 

支援者に求められるのは、「プログラミング言語を

知っている」ことではなく、「意図することを実現さ

せるために何をどの様にしたらよいのか（Ａを〇〇す

る、Ｂが〇〇するまでＣを〇〇する、もしＤが〇〇の

時、Ｅを〇〇する、など）を順序立った組み立て方（ア

ルゴリズム）を考えられる」ことではないでしょうか。

料理の作り方を考えることにも似ています。支援者世

代の多くの方が、プログラミングと聞いただけで遠い

ことのように感じ立ち止まってしまうことが無いよ

うにする、これが一番大事なことかもしれません。そ

のために、プログラミング教育の先駆的な試行事例を

多く集めて支援者の皆さんが参照できるようにした

り、教材に選択された言語（方法・手段、環境）に簡

単に触れて不安や心配を取り除いておくのも必要な

ことに思われます。 

 

 

２０２０年支援に備えて 

プログラミング教育について「支援者に求められるもの」       ＳＳＶＣ広報Ｇ 

 

2017年度支援実績報告                     ＳＳＶＣ情報集約Ｇ                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校で 2020 年からの実施が見込まれている教育

課程に沿ったプログラミング教育の整備が進められ

ています。プログラミング教育とは、文部科学省ＨＰ

の「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方

について（議論の取りまとめ）」を要約すると、自分

の意図した処理を行うようコンピューターに指示す

ることができるということを体験させながら、「プロ

グラミング的思考」（自分が意図する一連の活動を実

現するために、どのような動きの組合せが必要であ

り、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組

み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改

善していけば、より意図した活動に近づくのか、とい

ったことを論理的に考えていく力）を育むことにある

としています。 

高校では情報という科目が新設 

され、中学校では技術・家庭で 

作成することも取り上げられて 

いますが、小学校では、国語、 

算数、理科などのようにまと 

まった科目が新しく出来るわけ 

ではありません。各教科でこの 

思考を育む仕組みが登場することもありそうです。 

支援する役割は「授業がどのように行われるのか」



「共に学ぶ」        平成 30 年 7 月 2 日発行  第 23 号 

 

3 

 

みなさまこんにちは、 

入間野小ＣＮ土屋です。 

入間野小学校は入曽 

駅から狭山市駅方面へ 

１ｋｍほどの所にあり、 

周辺には茶畑、香り一 

杯の茶工場、オオタカ 

の森と呼ばれる雑木林があり、校舎を包み込ように花

畑と木々が溢れている、大らかで感情豊かな子供たち

ばかりの学校です。 

支援教科は理科、算数、家庭科のミシン、生活科の

昔遊び、今年から書写も始まりました。昨年度の支援

は約 600 時間、経験豊富な 20 名ほどのメンバーで活

動しています。 

小俣校長先生はじめ大塚教頭先生、小山

主幹教論、教職員の方々や支援者の皆さま

にも助けられ、私自身楽しく活動していま

す。１年生の児童と支援者との楽しい会話

に浸っていると、どちらがどちらを支援し

ているのかと感じる事も多々あり笑顔の

時を過ごしています。担任の先生方に信頼

となります。小学校の保護者は、子供に関わりたいと

思っている時期でもあります。この時期にボランティ

ア活動を体験し、「子供は地域の中で育つ、保護者も

地域の一員である」という意識を持ってもらうこと

が、長いスパンで考えるうえで大切であります。 

さらに、「自分が何かに役立つことへの喜び」を感

じることもまた、その後社会に溶け込みやすい土台を

作るのではないかと思います。「地域に入りやすい人

材育成」という観点からも、小学校の保護者ボランテ

ィアは、その入り口にもなれると思います。そのため

のコーディネータの役割として、活動報告だよりなど

の作成・配布で、ＳＳＶＣのみなさんの活動を保護者

にも広く伝え、知ってもらい、ＳＳＶＣ活動だけでな

く、その後の地域活動への関心・参加を高められるよ

う、活動の宣伝を続けていきたいと思います。 

して頂けるように、また気軽に 

話しかけて頂けるように、 

今でも暗中模索といったと 

ころはありますが、支援活 

動をより充実したものへと 

考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援６００時間に増加                  入間野小学校 ＣＮ 土屋 富雄 

活動中、子供たちは支援者によく話しかけ、何かが

出来たときに目が合うと、とても嬉しそうな表情を見

せてくれます。そのときいつも思うのです。「いま居

なければ、この喜びを共有してあげられなかった」と。

子供たちの、話したい・聞いてもらいたい・見てもら

いたい・褒めてもらいたいという気持ちを、少しでも

多く拾ってあげられるのも支援の効果の一つです。 

長くなりつつある人生、特に後半では、地域との関

わりを持つ必要性がますます増えると思われます。そ

のことを考えると、小学校における保護者ボランティ

アは、学習の補助・子供たちとの交流という目的だけ

でなく、「地域と関わることに抵抗のない人を育てて

おく」という広い意味での目的も果たせると思いま

す。小学校には、子供の人数の 2〜3 倍の大人が背後

に存在し、一つの学校が、自動的に大きな人材バンク

学 校 支 援 だ よ り 

 支援者の育成は小学校保護者ボランティアから     広瀬小学校 ＣＮ 小林 希世子 

書写支援 学習支援 福祉体験支援 

小俣恵美子 校長先生 
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いただく機会を今年度もできるだけ多く設定してま

いります。本校でもＳＳＶＣの皆様に年間を通じて、

読み聞かせや家庭科の裁縫とミシンの補助、チャレン

ジタイム、古民具体験や福祉体験等々、様々な場面で

学校を応援していただいております。心より感謝申し

上げます。今後も子供たちのよりよい成長のためにお

力をお貸しいただきますようお願いいたします。 

この 4 月よりバンコク日本人学校から狭山台小学

校に赴任いたしました、中島敏也と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

狭山台小学校は、平成 22 年に狭山台南小と狭山台

北小を統合して開校した狭山市で最も新しい小学校

です。今年度は、78 名の１年生を迎え、児童数 483

名、通常学級 16、特別支援学級 2、合計 18 学級でス

タートしました。 

私は、学校経営を進めるにあたって「子供を中心に

据える」とともに「仲良く高め合う」ということを大

切にしたいと考えています。子供同士が仲良く学校生

活を送りながらお互いの学力や体力、道徳性などを高

め合うことはもちろんですが、学校と保護者や地域の

皆様との関係においても、それぞれができることをす 

るとともに、助け合い、協力し合いながら高め合って

「仲良く高め合う」                   狭山台小学校 校長 中島 敏也 

いくような関係をさらに推進

したいと考えております。       

そのために、学校から保護者

の皆様や地域の方々に、学校

の様子について情報を発信す

るように努めるとともに、学

校を開き、実際の教育活動の

状況や子供たちの様子を見て

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

駐車場のそばの大きな椎の木にカラス

が巣を作りました。人の出入りがある度に

親ガラスはガアガアと警戒の鳴き声をあ

げます。子供を守る親心は鳥も私たちと変

わらないのですね。狭山の子供たちが元気

に社会に巣立っていくことを願い、少しで

も手助けができればと思う毎日です。 Ｆ 

 

 

ＳＳＶＣでは大変お世話になりました。     

理科支援員を仰せつかって１年が経過するころ、セ

ンター長から「4月から運営委員とコーディネータも

やるように」との話がありました。学習支援は初めて

で、職員室に席があり私も緊張していた頃でした。し

かし、子供たちと理科の授業をやるのは大変楽しくや

りがいを感じていました。初年度から夏休みには、稲

の観察でほぼ毎日登校し記録と世話をしました。学年

末には教科書にない実験を（プチロケットを飛ばす）

提案し子供たちと楽しみました。重荷でしたがＣＮと

運営委員を引き受けることにしました。10年前のこ

とです。以降、担当小学校の先生方、支援に携わって 

ただいた多くのボランティアの方々、ご指導いただい

た運営委員会の皆さん等々有り難うございました。 

  

 

 

 

ＳＳＶＣの益々の発展を願いながらリタイアします。 

                 宮川 澄雄 

 

 

火山の噴火 プチロケット 

校長先生 こんにちは 22 

 

創立以来 10 年余り運営委員と事務局担当としてＳＳ

ＶＣの活動に参加して来ました。この度都合により引退

いたします。皆様には毎年必ず健康診断を受診していた

だきお元気でご活躍されるよう願っています。 

有難うございました。      髙澤 房子 

中島 敏也 校長先生 

宮川さん 髙澤さん 

髙澤さんと宮川さんが運営委員を退任されました 
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