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開花するその日を信じて              狭山市立教育センター所長 紫竹 理枝子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世の中の大きな変化に求められる人材  狭山市学校支援ボランティアセンター長 諸井 寿夫 

 世界を取り巻く地球環境も、大きく変化していま

す。地球温暖化が原因でしょうか？ 昨夏の猛暑「命

に係わる危険な暑さ」と報道され、そして各地の豪雨、

巨大地震と自然環境の変化は、とても恐ろしいことで

す。これに比例し、第４次産業革命に入ったという人

工知能（AI）や IoT（モノのインターネット）といっ

たデジタル技術の進化が我々の生活、仕事も大きく変

えようとしています。このようにかつてないスピード

で大きく変化していますが、この地球的課題を解決し

て、世界に貢献するには「どんな人材が必要でしょう

か？」この変化に対応するための語学力も含め、グロ

ーバル競争に対して柔軟な人材が求められています。

この施策の一つとして、小学生より英語教育、プログ

ラミング教育などが本格的に始まろうとしています。

狭山市でもこの為の学校教育の対応、準備の為、研修、
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研究会などもされているようです。

したがって、学校支援ボランティア

センター（SSVC）の役割の変化、見

直しも必要と思っています。発足当

時から各学校共に机間支援を主体に

活動してきましたが平成２８年度からスタートした

茶レンジスクール（中学生の学習習慣の支援）、そし

て、小学生にも拡大する具体的な実施計画も始まって

います。また来期より予定の「コミュニティスクー

ル」、つまり、学校運営に地域の教育力、各団体の連

携・協働が求められ、この施策を視点に学校支援ボラ

ンティアセンター（SSVC）の機能の再検討も必要と

思われます。そのために「未来を担う子供たちを地域

で育てる」をミッションに、この大きな変化を機会に

飛躍することも重要と思います。 

 

 

「玉結びを教えてもらったら、 

上手くできるようになった」「かけ 

算九九を何度も間違えたけど、最 

後まで優しくきいてくれた」ＳＳ 

ＶＣの皆さんに支援していただい 

た子供たちの瞳は、いつもキラキ 

ラ輝いています。人は人を通して学びます。人の中で、

自分の良さに気づき、他人の有難さも知ります。子供

は、社会の中で、周りの人と上手に折り合いをつけな

がら、逞しく生き抜いていけるように、毎日、学校や

家庭の中で日々練習をしています。その子供たちが大

人に成長していくためには、大人の良きお手本が必要

となります。その大人が、家族であったり、教師であ

ったり、地域の方々である場合などもあるでしょう。

私自身もそのような良きお手本となる為に、人として

豊かな人間性が身につくよう日々努力していきたい

と思っております。 

狭山市では「夢をかなえ 人をつくる 狭山の教

育」を基本理念として、誰もが夢の実現と公共の精神

を持ち、他者と協同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しています。子供たちに

関わっている方々には、それぞれの立場からそれぞれ

のやり方で、子供たちの夢の実現に向けて、応援して

いただけることを願っております。子供たち一人一人

花の咲く時期は違いますが、開花するその日を信じ

て、より一層のご支援をお願い申しあげます。 
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児童・生徒と共に楽しむ支援活動 

 

区の田圃に行きました。100 束を目標に、刈る人・束

ねる人分担して２時間程で済ませ、最後は学校に運

ぶ・教室で乾燥する作業を先生方にお任せして終了。 

その次は、体験本番の１週間前を目安に「事前準備」

をします。内容は、稲束の乾燥確認から、束ね直しと

束数の確認、それと古民具の点検や修理、説明用の資

料やサンプルの確認です。体験本番日は、早めに集合

「多目的ホール」に古民具や稲束と資料・サンプル類

の設置から始まります。終了後は、来年のことも考え

て、使い終わった古民具の確認をしながら清掃から後

片付けをします。 

最後は「稲藁」 

を搬出をして解 

散となります。 

お疲れ様！ 

 今年度は 11 月 21 日に体験本番が無事終了しまし

た。平成 17 年から続くこの支援、保護者の方々の応

援もあり「台小の一大イベント」的存在です。老朽化

で心配した「足踏み式脱穀機」が昨年、支援者（大石

氏）から寄贈され若返りました。高齢化している我ら

も、まだまだ頑張らないと…！この体験に欠かせない

「稲」は、支援当初から奥富地区の栗原梅治様より無

償で譲って頂いています。感謝感謝です！ 

毎年この栗原様と「稲刈り日」の打合せが準備作業

のスタートです。今年度は 9 月 19 日、５人で奥富地

あ！打った、大きな当りだ。ボールは守備についてい

た顧問の先生のところに飛んでいきます。あら、あ

ら・・・グローブの先をかすめてボールは外野に飛ん

でいきました。支援の登坂さんも懸命に走って球拾

い。なんて楽しい時間でしょう。すっかり児童の中に

溶け込んで一つのボールを追いかけています。クラブ

員は 18 名。「対外試合もしますか？」とベンチの児童

に聞いてみました。「クラブなのでここでの練習試合

だけです。でも対外試合をしたいな。勝つ自信もあり

ます。」と目を輝かせています。なるほどバッティン

グも守備もみんなとても上手です。 

 

南小学校 クラブ活動支援                              広報Ｇ 

狭山台小学校 4 年生古民具体験支援の準備作業 

・・・パワーアップする支援体制！       狭山台小学校ＣＮ 大竹 五郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南小のクラブ活動支援には運動部の支援もあり、支

援者は孫のような児童達と楽しく活動しています。子

供たちは両親とも先生とも違うずっと年上の友達と

付き合うような感じで向き合ってくれています。パソ

コンクラブを覗いてみました。6 年生の部長さんが号

令をかけ 18 名の部員をまとめています。とても賑や

かです。「わからないので教えてください」下級生の

声がしました。「どこ？」6 年生がそばに行き親切に

教えています。支援者は児童と共に勉強し共に楽しい

時間を共有しています。次に体育館に卓球クラブを訪

ねました。中に入ると二階が意外に広く卓球台が 4

台並んでいました。卓球クラブは総勢 20 名、少し狭

いと感じましたが子供たちは決まりを守り順番に練

習をしています。ＣＮの菅之屋さんが審判をしたり、

時には指導したり、とても頼りにされています。バド

ミントンクラブとソフトボールクラブの取材に校庭

に出ました。向き合って懸命にシャトルを打ち合って

いるバドミントンクラブの児童達、この中からもしか

したらオリンピック選手が出るだろうか？校庭の一

番奥にソフトボールクラブの練習場がありました。
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なくても（行けなくても）、学校で基礎的な学力が習

得できる取り組みが必要です。教員の超過勤務時間と

事務や部活負担の軽減、教員の増員も急務です。 

家庭学習と授業と補習をサイクルとする学力向上

実施計画を望みます。家庭学習で予習も宿題とし、授

業を生徒も主体的なアクティブラーニングで行い、日

常的な補習で、自己肯定感と希望や目標の増進も期待

します。学力向上実施計画と実践が学校と家庭と地域

の協働の力で発展することを願ってやみません。 

 

 

 

 

 

学校の財産は、子供たちの笑顔とそれを支える先生

方です。ボランティアの私たちは、その良いところを

頂いています。一番大切だと思うことは、子供たちと

の信頼関係であり、先生方との信頼関係であります。

なかなか難しいこともありますが、うまくいった時の

喜びは格別です。 

私たちが、支援しいているのは算数、家庭科と１年

生の昔遊びです。笹井小では、毎日私たちボランティ

アが授業に参加して先生方のお手伝いをしておりま

す。算数支援では、子供たちが一生懸命問題を解き、

競って私たちのところに持ってきます。私たちは急い

で丸をつけるのですが、すぐに行列になってしまいま

す。花丸をつけてあげると大喜びです。できていない

と、もう少し考えなさいと突き放すことも必要です。

家庭科支援では、縫い針の使い方やミシンの使い方を

勉強しているようです。ベテランのボランティアの

方々がお手伝いしてくれています。昔遊びでは、かわ

いい１年生と折り紙をしたり、けん玉をしたりして楽

しいときを過ごします。何しろ、子供たちとのやりと

りは楽しいです。特に楽しいのは、休み時間に子供た

ちと雑談をするときです。 

 狭山市では、ボランティアの方々とそれを支える人

たち、学校の協力を得て学校支援がなりたっていま

す。とても良い事だと思います。さらに、多くの人た

ちが加わっていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校の運動会（体育祭）で、諦 

めずに走り抜く少年少女に感動します。 

教室では先生が全力で授業を進め、生 

徒諸君が熱心に聞いていますが・・・。 

県の調査によると、小学校で算数の 

授業がわからない生徒が約２０％（中学校の数学では

約３０％）もいます。授業で質問も出来ず、負の連鎖

で勉強に遅れが出るようです。 

 半世紀も前に, 私は小学二年生で授業がわからな

く、注意散漫で勉強に遅れ、親が呼び出されて先生か

ら注意を受けたそうです。三年生になると、福田ちよ

先生が担任になりました。先生は明るく笑顔で生徒に

向き合い、質問と対話も行い、常に褒めてくれました。

さらに日常的な補習による個別指導もあり、家庭学習

が習慣となり、二学期には学力が大きく伸びました。 

経済格差が学力格差の大きな原因とされ、行政や学

校で検討や取り組みもされていますが、学習塾へ行か

学 校 支 援 だ よ り 

 

笹井小学校の元気な子供たち                 笹井小学校ＣＮ 古畑 晶 

学力向上実施計画でオンリーワンの日本一を‼         柏原中学校ＣＮ 高嶋英夫 
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ＶＣの活動状況は、昨年度は主に英語科で５名の支

援員さんにのべ 224 時間の学習支援をしていただき

ました。また、今年度の夏休みには７・８月に学習

会を開催し、実人数１７名の支援員さんにのべ５８

時間の支援をいただきました。これは昨年を上回る

時間です。そして、現在は、教科を限定せず、１年

生の授業においての学習支援をお願いしています。

教師は生徒一人一人に目を向け授業を進めていくよ

う心掛けていても、なかなか難しいことです。 

そこで、支援をいただき、個々の生徒に関わる時

間を多くとれることは生徒の意欲喚起に大変有意義

なことです。わからないこと、できないことが少し

でも「わかった！」「できた！」に近づけるよう今後

も支援依頼内容を工夫して参りますので、温かいご

支援、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

平成３０年４月に入間川中学校 

に赴任いたしました。 

入間川中はグラウンドが広く、 

樹木も多く、鳥たちのさえずり 

が常に聞こえます。 

また、フェンスを出て入間川の土手 

にあがると秩父の山並み、富士山、川面の鳥たち、ゆ

ったりとした流れの中には大きな鯉が悠々と泳いで

いる、そんな風景が一望できる素敵な学校です。私は

この風景が大好きで１５年ぶりの入間川中学校に懐

かしさや愛おしさを感じています。 

 学校の規模は生徒数２４９名、全校で８学級、今は

大変落ち着いた雰囲気で過ごしています。日頃より、

本校生徒、教師共にＳＳＶＣ支援員の方々にはお世話

になり、心より感謝申し上げます。本校におけるＳＳ

自然環境に恵まれた入間川中学校              入間川中学校 関根 保子校長 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２０日（土）２１日（日）に開催された市民大学の学園祭に参加しました。 

会場はＳＳＶＣ事務所でした。 

今回は運営委員会で検討し、次の新しい４つの 

企画をメインに PR を展開しました。 

 支援者の増えることが期待できそうです。 

① 支援者の笑顔にスポットをあて、 

「生きがいと元気のもとは学校支援」 

の写真を特集しました。 

② 子供たちからの支援に対する「お礼の手紙」 

を持ち寄り、大テーブルに展示しました。 

③ ぬり絵と折り紙の「お遊びくつろぎコーナー」 

を大テーブルに設けて来場者に楽しんでいただ 

きました。 

④ 諸井センター長のお父様が大切に保存されてい 

た「本物の赤紙」を特別に展示しました。たく 

さんの来場者からセンター長に質問がありました。 

校長先生 こんにちは 23 

 

 

 

編集後記 

関東地方は穏やかな年末年始でした。3 学期が始まりインフルエンザ流行のニュースも聞こえて 

きます。子供たちとのふれあいを楽しみに体調に充分注意し元気に支援活動をしましょう。 Ｆ 

さやま市民大学学園祭参加の報告                         広報 G 

 

  


