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大和町協働教育推進協議会本部事業進めよう！ 協働教育
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協働教育ニュース

稲作指導（小野小学校）

金取代々神楽指導（吉田小学校）

第23号

　一歩進んだ連携・協力のカタチ。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。

地域学校協働活動とは……？
　地域が学校を支援するという一方向の関係では
なく、地域と学校がパートナーとして連携・協働
した双方向の関係により、未来の担い手である子
どもたちの成長を支え、地域を創生する活動です。

令和２年３月31日発行

～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

町は学校

『協働』とは…

大和町教育委員会では…
令和２年度からは
地域学校協働本部 が始動します！
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援援校校 教教 育育 支支 令和元年度の取組

学校教育支援　学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えることが目的です

米作り／収穫祭に係る調理、もちつき／収穫感謝の会／学習参観、
懇談会未就学児一時預かり／交通安全見守り隊／本の読み聞か
せ／図書整備、図書室掲示作成／ふれあいボランティア／生け
花／町たんけん／島田飴まつりの花飾り作り、島田飴まつりへ
の参加／喜利飴作り体験／吉岡歴史探検 古い道具と昔のくら
し／未来に向かって～仕事について考えよう～／毛筆指導／昔
話を聞く会／昔の遊びを教えてもらおう／ミシン、手縫い補助

農園作業／顔合わせ会／運動会表現（すずめ踊り指導）／
読み聞かせ／交通安全教室／学期末大掃除補助／あいさつ
運動／しめ縄作り体験／ミニ門松作り体験／つるし飾り作
り体験／書き初め指導／ミシンボランティア／難波神代神
楽体験／自然観察アドバイス

児童下校見守り／書写指導支援／読み聞かせ／学校行事等
写真撮影／農業体験支援／全校遠足付き添い／学習参観日
の児童預かり／植樹児童氏名札作成／プール清掃／金取神
楽練習、発表／ＰＴＡふれあい祭り／賞状の筆耕／学習発
表会めくりプログラム作成／学習発表会時の未就学児預か
り／餅つき唄指導／古い道具と昔のくらし／ミシン指導補
助

お話の会／交通安全教室／学校畑作り／じゃがいもを育て
よう／夢田んぼ／校庭整備／さつまいもを育てよう／運動
会練習（鶴巣音頭）／着衣泳／川の生き物調査／田んぼの
生き物調査／ザリガニ捕り･地域探検／そば作り／鶴巣の
伝とうを受けつごう（北目神楽の指導）

吉岡小学校 宮床小学校

吉田小学校 鶴巣小学校

学学



田植え体験／さといも、さつまいもの植え付け／プール清
掃／除草作業／林間教室／稲刈り体験／さといも、さつま
いもの収穫／交通安全教室／豆腐作り／収穫祭／農家の仕
事（曲がりネギ栽培農家訪問）／書き初め（毛筆）の指導
／読み聞かせ／落合地域見守り隊

読み聞かせ&図書ボランティア／図書修理ボランティア／
登下校の児童見守り／稲作指導／花と緑のボランティア／
町たんけん補助／学校前あいさつ運動／スクールコンサー
ト／林間教室／地域見守り隊の方々への感謝の会／ PTA講
演会講師／酪農の仕事についてのお話／ホリデースクール
イン小野小／民話の語り／門松作り／書き初め練習会書写
指導

部活動支援／職場体験／まほろばコンサート2019／トー
ク・フォークダンス／アルカス（防犯啓発活動）／あいさ
つ運動

社会科出前授業／大豆調べガイダンス／大豆加工作業（味
噌、きなこ）／職場体験学習／宮中太鼓／書き初め練習会
／浄書／あいさつ運動／スクールバスバス停安全指導

今年度も、地域の方々のお手伝い・応援ありがとうございます！

落合小学校 小野小学校

大和中学校 宮床中学校
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大和町協働教育推進協議会本部会議

学校教育支援ボランティア登録状況

大和町協働教育推進協議会本部事業

　家庭と学校、地域との協働体制を作っていきながら、家庭教育支援、学校教育支援、地域活動支援を行うことに
より、学校教育のさらなる充実と地域の教育力の向上を図る目的で設置されました。
　会議では委員の皆さんから、大和町の協働教育に対するご意見をたくさんいただきました。

ボランティア研修会
11月７日㈭　15名参加
「宮城県図書館子ども図書室における展示について」
「ポップのつくり方について」
　　講師　宮城県図書館資料奉仕部児童・視聴覚班
　　　　　子ども図書室担当　主任主査　藤田 寛子 氏
　各校で行われている「図書に関するボランティア」
をテーマに図書に関する取組と公民館図書室の利用方
法紹介や魅力ある児童書の展示方法について学びまし
た。

成果報告会
２月４日㈫　78名参加
「活動報告」
　町内４校の今年度の活動内容、家庭教育支援、地域
活動支援について、コーディネーター、ボランティア
からご報告いただきました。
「これからの地域学校協働活動について」
　　講師　仙台教育事務所教育学事班　生涯学習担当
　　　　　次長　丹野 哲也 氏
　これからの協働教育の形である「地域学校協働活動」
について講話をいただきました。

　学校を支援しようとする地域の皆さんに「学校支援ボラン
ティア」として登録いただき、学校と地域の調整役となる「協
働教育コーディネーター」が、学校からの支援要請により、
ボランティアのみなさんに声がけをします。
　今まで培ってきた皆さんの得意分野を子どもたちのため
に、無理のない範囲で活かしてみませんか。
　ただし、ボランティア登録されていても出
番がない場合もありますので、ご承知おき
願います。また、学校の要望に基づ
く活動なので、同じ事業でも、学
校により、年度によりお手伝いい
ただく内容が異なります。

地　　区

吉　　岡

吉　　田

鶴　　巣

落　　合

宮　　床

合　　計

個　　人

　40名

　54名

　29名

　25名

156名

304名

団　　体

　5団体

　2団体

　2団体

　2団体

10団体

21団体

ボランティア登録
令和２年２月末現在



深めよう！ 地域のきずな

　役割を担って計画・行動して達成感や満
足感を得ることや、異年齢の人々と係わり、
必要とされ、感謝されることは、自己肯定
感（自分を認め、価値があると思う心）や
社会有用感（社会にとって役に立つと思う
心）をはぐくみます。
　学校としてボランティア活動を取り入れ
たことで、規範意識（道徳、倫理など社会
のルールを守ろうとする意識）やコミュニ
ケーション力が高まったという事例もあり
ます。
　中高校生が自分自身の適正等を知り進路
について考える機会となるほか、物事の課
題を発見し仲間と協力して解決する体験か
ら、目標を持ち実現のために努力して成し
遂げる自己実現の力を高めることも期待で
きます。

中高校生のボランティア活動
「支援を受ける側から　　　
　　　　　　支援する側へ」

ジュニア・リーダーは「大人と子どものつなぎ役」
　ジュニア・リーダーとは、青少年ボランティア活動の一環として、
町内で活動している中学生・高校生のことです。大和町では「大和
町ジュニア・リーダーサークル五ツ森（いつつもり）」として、現在
36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）や子ども会等で活
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。

ジュニア・リーダーを
呼びたいときは

　生涯学習課にご連絡ください。日程
調整や内容などの打合せを行います。
　ジュニア・リーダーは普段学校に
通っている中高校生です。勉強や部活
動など、学校生活と両立しながらジュ
ニア・リーダー活動をしているので、
日程調整に時間がかかることがありま
す。また、都合により要請に応じられ
ないこともあります。ご了承ください。

ジュニア・リーダーとは？

　町内の小学５・６年生を対象に宿泊体験
学習等を通して集団生活のルールや楽しさ
を学び、地域で活動するインリーダーの育
成を図ります。

大和っ子未来塾

　子ども会の活動に対して協力・支援をし、
会員相互の資質向上を図ります。また、子ど
も会のイベント時にジュニア・リーダーを
活用し、子どもたちの健全育成に努めます。

子ども会育成事業

　地域住民が参加可能な講座を学校で開催
して、学習の場を提供し、地域住民相互の
コミュニケーションを深め地域の教育力の
向上を図ります。

学校開放講座

休日等を利用した体験プログラムを通じて、異年
齢集団や異世代間の交流の場を提供しています。援援域域 活活 動動 支支地地

この事業は、宮城県地域学校協働活動推進事業の一環として家庭教育支援・学校教育支援・地域活動支援からなる協働教育を推進していきます。



深めよう！ 家庭のきずな 家庭教育支援

幼児学級“どんぐりクラブ” 遊び場どうじょ！

たいわ家庭教育サポートチーム

子育て講座
　１歳７ヶ月～３歳児とその保護
者を対象とし体験学習を通じて子
育て学習と児童の心身の健全育成
を図る “どんぐりクラブ” を実施
しました。

　未就学児・小学生・中学生・地
域の大人を対象に、自然体験や遊
ぶ体験をとおしてお互いの心に耳
を傾け、人間的ふれあいに満ちた
家庭・地域において自立した青少
年を育むことを目的として実施し
ました。

にこ
にこ
ままサロン

　にこ
にこ
ままサロンでは、子育て中のママ達が集まっ

て、情報交換や預かりあいを行いました。
　子育てサポーターが託児を行い、ほっと一息。大和町
のおいしいお菓子も紹介しました。

子育て通信の発行
　町内各施設で行われるイベントをカレンダー形式でま
とめて発行しています。今年度は子育てサポーター「ま
まサポどれみ♪」の子育て体験談を掲載しました。

子育てサポーター「ままサポどれみ♪」
　町には、「子育てサポーター養成講座」を受講し、町内の
様々なところで活躍している子育てサポーターがいます。
　子育て中の保護者の皆様の相談に乗ったり、子どもたち
と遊んだりと町内の子育てを応援しています。

　幼児、小中学生の保護者などを対象に、気軽に語り合える相談の場、子どもと一緒に遊べる場
を提供するなどの活動を通じて、子育てに優しい環境づくりを行うサポートチーム「たいわ家庭
教育サポートチーム」を設置し活動しています。

令和元年度事業：子育て通信の発行／たいわ子育てサポーターフォローアップ研修会／
　　　　　　　　視察研修／託児講座／にこ

にこ
ままサロン

　町内の保育所、児童館利用児童、
保護者、地域住民を対象に、子育
てに関する講演会、鑑賞会を開催
しました。
　様々な体験の場として、参加者
同士のふれあいの場や、親同士の
情報交換の場となっています。

子育て通信は町内の施設、児童館、
コンビニエンスストア等で配布中。

問い合わせ：大和町教育委員会　生涯学習課　☎ 022－345－7508　FAX 022－344－3755

援援庭庭 教教 育育 支支家家

深めよう！ 家庭のきずな


