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吉田小学校 （参観日 懇談会時 在校生預かり）

宮床小学校（お話しわくわく）
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進めよう！協働教育 大和町協働教育推進協議会本部事業
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『協働』とは…

大和町教育委員会では…

～美しい自然とその恵みにいだかれ～
　●子どもたちは健やかな心身と学力を身に付け、志を持ち生きる
　●大人は子どもたちとかかわり、正しく生きる力をはぐくむ
　●町民は生涯を通じて学び、健康で豊かに生きる

　「家庭教育支援」「学校教育支援」「地域活動支援」の3つを柱とした「大和町協働教育推進協議会本部事業」を展開しています。
　これは、子どもを地域全体で育むために、家庭・学校・地域をつなぐ仕組みをつくり、協働による教育活動を通じて、家庭・
地域の教育力の向上を図るとともに、学校教育の充実や子どもたちの健全育成、地域の生きがいややりがいづくりを推進するも
のです。

複数の主体者（家庭・学校・地域・行政）が目的（子どもの
健全育成に向けて）を共有し、各々の特性・能力を活かし
ながら、お互いを尊重しつつ、対等な立場で協力し合い、
一緒に活動することです。
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第20号記念特集

 応援 子どもたちの読書活動
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　大和町の協働教育では、子ども達の読書活動を支援するために様々
な活動が行われています。
　協働教育ニュース第20号を記念して、読書活動支援にスポットをあ
ててご紹介します。
　本の魅力や楽しさを伝えるため、ボランティアの皆さんが様々な機
会や方法で活動しています。
　赤ちゃんの頃から本に親しみ、自分で読み進められるようになるま
で、これからも応援をよろしくお願いいたします。

家庭教育支援　　　　　　　家庭教育は、すべての教育の出発点

　たいわ家庭教育サポートチームでは、子育
て通信を隔月で発行しています。町内の保育
施設等での催し物やおはなし会、お子さん連
れのお出かけ情報などを掲載しています。コ
ンビニや子育て支援施設で配布しているほか、
役場ホームページにも掲載しています。

たいわ家庭教育サポートチーム
　宮城県子育てサポーターリーダー・たい
わ子育てサポーター・町立児童館・保育所
職員・町職員などで構成されています。家
庭教育支援や子育てに関する環境づくりを
行っています。
　今年度は、子育て通信の発行や子育てサ
ポーター養成講座、にこJ

にこ

ままサロンの開
催を予定しています。

生まれてはじめての絵本は
おもちゃのような存在です

読んでもらって
はじめて絵本の世界と出会います

ものがたりの世界にひたる体験は
こころを育てます

ひとりで本が読めるようになっても
お話しを聞くよろこびは

別のものです
小学生には小学生の読み聞かせの

楽しさがあります

小学生や中学生になっても
読み聞かせをしたり

今度は子どもによんでもらったり

小野小学校（民話の語りを聴く会）

小野小学校（ブラックライトシアター）

吉岡小学校（読み聞かせ）

吉岡小学校（参観時一時預かり）

落合小学校（読み聞かせ会）

鶴巣小学校（読み聞かせ会）

※宮床小学校と吉田小学校は表紙に掲載しています。

学校教育支援
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地域活動支援
　ジュニア・リーダー（町内中学生高校生のボランティア）が各地域子ども会や児童館など
で大人と子どもの架け橋となって様々なあそびやゲームを提供しています。提供するゲー
ムの中には想像力を働かせたものが多くあります。ジュニア・リーダーたちは、これらを
子ども達に説明するために工夫して分かりやすく伝える練習をしています。
　いっぱい遊んだ後に読み聞かせをすることもあります。

ジュニア・リーダー「五ツ森」
　ジュニア・リーダーとは、子ども会を中心に地域活動を行う、中学生・高校生のこ
とです。大和町では現在34名が登録しています。
　各種研修を受け、町主催事業（大和っ子未来塾）や子ども会などで活躍しています。
また、月1回の定例会ではイベントの企画立案やレクリエーションの手法を学んでいます。

　大和町には、たくさん
の昔話や伝説が伝わって
います。
　公民館図書室では、「船
形山の権現様」や「蛇石」な
ど、「七つ森」のほかにも大
和町の昔話が掲載されて
いる本を備えています。

　大和町出身の彫刻家
佐藤忠良（1912-2011）
は「おおきなかぶ」や「ゆ
きむすめ」「わらしべち
ょうじゃ」など、たくさ
んの挿絵を描きました。

大和町出身の彫刻家 佐藤忠良が描いた挿絵絵本

大和町公民館での読書活動支援
　図書室には絵本や紙芝居などを備え、皆さんのご来
場をお待ちしています。また、皆さんの読み聞かせ技
術向上のために読み聞かせ講座を行っています。ご自
身の子育てのために、乳幼児健診や学校での読み聞か
せボランティア活動のためにご活用いただけます。

公民館での読み聞かせ講座
（Ｈ30　わらべうたと絵本であ・そ・ぼ）

ジュニア・リーダー「五ツ森」
絵本の読み聞かせ

（吉岡児童館訪問）

七つ森(ふるさとの民話5)
著者　小野和子　絵　箕田源二郎
草土文化　昭和52年(1977年)

おおきなかぶ（ロシアの昔話）
Ａ.トルストイ再話/内田莉莎子訳/
佐藤忠良画
福音館書店　昭和41年（1966年）

大和町に伝わる昔話や伝説 ボランティア研修会
参加者募集

　図書に関する取組をご紹介するとともに、宮城県図書館、
大和町公民館図書室の利用方法紹介と本の補修についての実
習を行います。また、「ブックスタート」の取り組みと、読み
聞かせの効果などについてご紹介します。

平成30年10月2日（火）
午後1時15分から３時45分まで

（受　付　午後1時00分から）
内　容
　一部　　本の修理について
　　　　講師　宮城県図書館
　二部　　赤ちゃんからの読み聞かせ
　　　　講師　ＮＰＯブックスタート

会　場　大和町役場3階301会議室

対象者　地域ボランティア、各学校図書ボランティア、
　　　　読み聞かせボランティア、学校図書支援員、
　　　　公民館図書室臨時職員、学校図書担当者、
　　　　子育てサポートチーム、子育てサポーター、学校地　
　　　　域連携担当者（学校コーディネーター）、協働教育地
　　　　域コーディネーター、保健指導推進員
　　　　希望者

日程・内容（予定）
　　　　午後１時00分　受付
　　　　午後１時15分　開会のあいさつ
　　　　午後１時25分　本の修繕について
　　　　　　　　　　　 （講師　宮城県図書館）
　　　　午後２時15分　10分間休憩
　　　　午後２時25分　赤ちゃんからの読み聞かせ
　　　　　　　　　　　 （講師　ＮＰＯブックスタート）
　　　　午後３時40分　閉会のあいさつ
　　　　午後３時45分　閉会

申込み
　　　　平成30年9月20日（木）まで
　　　　大和町教育委員会生涯学習課
　　　　大和町吉岡まほろば一丁目1-1（大和町役場）
　　　　電話022-345-7508
　　　　Fax 022-344-3755
　　　　E-mail　syakyo@town.taiwa.miyagi.jp



吉岡小学校 鶴巣小学校
①昔の遊びを教えてもらおう ①お話の会
②昔話を聞く会 ②交通安全教室
③毛筆指導 ③学校畑作り
④吉岡歴史探検 ④ジャガイモを育てよう
　古い道具と昔のくらし ⑤夢田んぼ（米作り） 大和中学校
⑤町たんけん ⑥校庭整備 ①部活動支援
⑥島田飴まつりの花飾り作り、参加 ⑦さつまいもを育てよう ②職場体験
⑦飴作り体験 ⑧鶴巣音頭（運動会練習・発表） ③書き初め指導
⑧米作り ⑨着衣泳 ④吹奏楽演奏指導
⑨未来に向かって ⑩川の生き物調査 　（まほろばコンサート2018）
　～仕事について考えよう～ ⑪田んぼの生き物調査 ⑤アルカス（防犯活動）
⑩本の読み聞かせ ⑫ザリガニ捕り、地域探検 ⑥あいさつ運動
⑪図書整備、図書室掲示作成 ⑬そば作り（そば打ち体験）
⑫ふれあいボランティア ⑭鶴巣の伝とうを受けつごう（北目神楽） 宮床中学校
⑬生け花 　 ①大豆作業（大豆の種まき・収獲・加工）
⑭交通安全見守り隊 落合小学校 ②職場体験
⑮学習参観、懇談会未就学児一時預かり ①田植え体験 ③書き初め練習会
⑯ミシン、手縫い補助 ②サトイモ、サツマイモの植え付け、収穫 ④浄書

③プール清掃 ⑤宮中太鼓
宮床小学校 ④交通安全教室

①農園作業 ⑤除草作業
②顔合わせ会 ⑥稲刈り体験
③運動会表現 ⑦農家の仕事（曲がりネギ農家訪問）
④読み聞かせ ⑧水害から身を守る
⑤交通安全指導 ⑨書き初め（毛筆）の指導
⑥学期末大掃除補助 ⑩古い道具と昔の暮らし
⑦あいさつ運動 ⑪読み聞かせ
⑧しめ縄作り体験 ⑫落合地域見守り隊
⑨ミニ門松作り体験 ⑬収穫祭
⑩つるし飾り作り体験
⑪書き初め指導 小野小学校
⑫ボランティア感謝の会 ①花と緑のボランティア

②稲作指導
吉田小学校 ③町たんけん補助

①全校遠足付き添い ④図書ボランティア
②家庭科学習補助 　（掲示物作成、読み聞かせ、図書修理）
③花山野外活動補助 ⑤民話の語り
④学習発表会時の未就学児預かり ⑥学校前あいさつ運動
⑤PTAふれあい祭り ⑦脱穀作業
⑥花壇・校庭の草取り ⑧酪農の仕事についてのお話
⑦あいさつ運動 ⑨ホリデースクールin小野小
⑧書写指導支援 ⑩書き初め練習会　書写指導
⑨読み聞かせ ⑪登下校の児童見守り
⑩農業体験支援（米作り） ⑫かどまつ作り
⑪各学校行事等写真撮影 ⑬難波散策
⑫金取神楽練習、発表
⑬古い道具と昔のくらし
⑭下校見守り

学校を拠点に地域の連帯感を深めましょう

お問い合わせ　大和町協働教育推進協議会本部事務局（大和町教育委員会　生涯学習課内）
〒981-3680　黒川郡大和町吉岡まほろば1丁目1番地の1　電話：022-345-7508　FAX：022-344-3755　Ｅ-mail：syakyo@town.taiwa.miyagi.jp

ボランティアのみなさんへ
ボランティアのこころがけ

○ボランティア活動は、子どものためにできる人ができるときにできることを
支援します。

○子どもや先生と一緒に、学校をよりよくする活動です。子どもたちの手本と
なるように行動します。

○子どもの良いところを見つけて、積極的にほめてあげましょう。
○学校の教育活動を支援するのが役目です。学校の希望をよく聞き、ともに活

動しましょう。
○地域と学校、住民と子ども、住民同士、地域コミュニティを活性化する活動

です。

ボランティアがまもること
×苦痛を与える暴言や体罰は絶対にしない。
×個人情報や活動の中で知りえた子どもの秘密は、たとえ家族や仲の良い友
　人であっても絶対に外部にもらさない。
×先生に対する批判や批評を子どもの前では絶対に言わない。
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平成30年度　町内各小中学校の予定

この他にも、随時、
学校の要望により、
お手伝いをお願い
することがあります。

地域と学校をつなぐ
地域コーディネーターです !
様々な活動についてご協力をお願いします

学 　 　 　 区 地域コーディネーター氏名

大 和 中 学 校 伊　藤　広　美
佐　藤　ゆり子

吉 岡 小 学 校 今　野　信　一
鈴　木　由　子

吉 田 小 学 校 駒　場　由起子
髙　橋　　　了

鶴 巣 小 学 校 髙　橋　春　男
馬　場　郁　子

落 合 小 学 校 鈴　木　さ　え
高　橋　公　美

宮 床 中 学 校 区 渥　美　勇　一
小　川　勝　美
千　坂　浩太郎

宮床小学校　
小野小学校
宮床中学校

学校教育支援ボランティア
登録申込について

地域で出会う子どもたちを愛情いっぱい
育てるお手伝いをお願いいたします！
学校教育支援ボランティア募集中

資格は必要ありません。大和町の子どもたちの成長のため
にやる気のある方ならどなたでもボランティア活動ができ
ます。

●はじめてご協力いただける方は、事務局（生涯学習課）へお問い
合せください。

●個人・団体どちらでも登録ができます。
●学校からの要望により活動が発生しますので、登録いただいて

も活動がない場合もあります。ご承知願います。


