
４．教育支援ボランティア活動

学生が学校や教育関係施設等に出向いて行う教育支援ボランティア活動は、昨年度まで

は本センターの前身である教育学部附属教育実践総合センターが取り扱っていた。この取

組は、もともとは、教育学部と水戸市の協定に基づいて「水戸市学校支援活動」として平

成16年度から始まった。その後、地域からの要望に応えて支援活動を行う「茨城県内教育

支援ボランティア活動」が加わり、さらに高等学校での教育支援活動を行う「高等学校ボ

ランティア活動」も、平成27年度より開始した。

今年度からは本センターが業務を引き継ぎ、さらにすべてのボランティア活動を全学的

規模に拡大した。その結果、今までは参加する者は主に教育学部の学生が中心であったが、

教員を目指す教育学部以外の学部の学生にも、学校現場で教育活動の支援をしながら実践

を学ぶ機会として教育支援ボランティア活動が広がってきている。

今年度の教育支援ボランティア活動への取組は以下の通りである。

(1) ボランティアガイダンス

①日時 平成29年5月17日(水) 12:40～14:10

②場所 教育学部 D 棟201番教室

③参加者 人文社会科学部・教育学部・理学部の学生（１１５名）

④内容 ・あいさつ 小川哲哉

・水戸市学校支援活動について

鈴木陽子(水戸市総合教育研究所 指導主事)

・茨城県内教育支援ボランティア活動について 昌子佳広

・高校ボランティア活動について 柴原宏一

・ボランティア体験発表

木村奈未（教育学部４年次）

山田秀平（教育学研究科２年次）

関野 遼（理学部３年次）

・ボランティア活動の意義について 東小川昌夫

・質疑応答

(2) 教育支援ボランティア活動全体の取組状況

次頁の表は、今年度の教育支援ボランティア活動全体の取組状況である。水戸市学校支

援活動の依頼件数は154件、派遣件数は57件、実際に活動に参加した学生の数（活動延べ

人数）は172人であった。茨城県内の教育支援ボランティア活動の依頼件数は106件、派遣

件数は78件、活動に参加した延べ人数は424人であった。高等学校ボランティア活動の依

頼件数は16件、派遣件数は７件、活動に参加した延べ人数は12人であった。
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平成29年度 教育支援ボランティア活動状況

区 分 支援依頼数(件) 派遣件数(件) 活動延べ人数(人)

水戸市学校支援活動 １５４ ５７ １７２

県内教育支援ボランティア活動 １０６ ７８ ４２４

高校ボランティア活動 １６ ７ １２

合 計 ２７６ １４２ ６０８

(3) 水戸市学校支援活動

水戸市学校支援活動は、学校の年間計画や実態に合わせて５月、９月、１２月の３回に

分けて水戸市教育委員会が各幼稚園・小学校・中学校に募集をしている。昨年度までは、

教育学部と水戸市の協定に基づいた事業であったため、参加できる学生は教育学部に在籍

する学生に限られていたが、水戸市教育委員会との協議により、今年度からはすべての学

部の学生が参加できるようになった。５月の募集では、年間を通した支援活動を含めて主

に１学期の支援活動、９月の募集では主に２学期の支援活動、１２月は３学期の支援活動

が中心であった。下表は、校種別の活動状況である。

平成29年度 水戸市学校支援活動状況

派遣先 支援依頼数(件) 派遣件数(件) 活動延べ人数(人)

幼稚園 ２３ ７ １２

小学校 １０９ ４３ １３７

中学校 ２２ ７ ２３

合 計 １５４ ５７ １７２

【事業担当】

水戸市総合教育研究所 小川 佐栄子、鈴木 陽子、廣瀬 文恵

全学教職センター 五島 浩一、鯉渕 良子、叶谷 円美

学務部学務課 菊池 昌彦

依頼された支援活動及び実際に学生が参加した活動内容の詳細については、以下の通り

である。また、水戸市教育委員会による報告書も掲載する。
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①水戸市学校支援活動　募集一覧

1. 前期募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

K1 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
2 1 8:00～12:00

園行事の補助

（幼小合同運動会：運動会の

準備、競技・誘導・着替え

等の補助）

K2 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 2学期 2 3 8:30～13:30
園外保育の引率補助

通常保育の補助

K3 城東幼稚園 教頭　小田野恵 平成29年9月4日（月） 2 1 8:30～16:00

園外保育の引率補助

（水戸芸術館パイプオルガン

見学）

K4 城東幼稚園 教頭　小田野恵 平成29年10月14日（土） 2 1 8:00～12:00

園行事の補助

（親子スポーツ会：運動会の

準備、競技の補助等）

K5 城東幼稚園 教頭　小田野恵

平成29年10月下旬～

平成29年11月上旬のうち

1日

3 1 8:30～16:00

園外保育の引率補助

（秋の遠足　日立かみね動物

園方面）

K6 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成29年6月20日（火）

※予備日は6月26日（月）
2 1 8:00～13:30

園外保育の引率補助

（もみじ谷散歩：遊ぶ、誘導・

トイレ補助等）

K7 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成29年10月5日（木）

※雨天決行
2 1 8:00～14:00

園外保育の引率補助

（秋の遠足　海浜公園又はア

クアワールド：遊ぶ、誘導・

トイレ補助等）

K8 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成29年10月27日（金）

※予備日は10月30日（月）
2 1 8:00～12:00

園行事の補助

（ミニ運動会：運動会の準備、

競技・誘導・着替え等の補助）

K9 見川幼稚園 教頭　加藤聡子
平成30年2月2日（金）

※雨天決行
1 1 8:00～13:30

園外保育の引率補助

（見川中学校への引率）

園行事の補助

（節分の豆まき：鬼役）

K10 千波幼稚園 教頭　池田牧子
平成29年5月

～平成30年2月
2 14 9:00～14:00 通常保育の補助

K11 笠原幼稚園 園長　鯉渕恵美子
平成29年5月

～平成29年7月
3 15 8:30～15:30

通常保育の補助

（保育活動の補助）

K12 笠原幼稚園 園長　鯉渕恵美子 平成29年6月2日（金） 2 1 8:30～11:30

園行事の補助

（なかよしデー：未就園児交

流保育の補助）

K13 内原幼稚園 教頭　星野敬子 平成29年7月4日（火） 6 1 9:00～11:30

園行事の補助

（ジャガイモ掘り：掘る手伝

い、袋詰め等）

天候による日程変更があ

ります。

ジャガイモ畑は園の裏で

す。

汚れてもよい服装で来園

してください。

K14 内原幼稚園 教頭　星野敬子 平成29年10月14（水） 6 1 8:00～12:00

園行事の補助

（運動会：運動会の準備、競

技の補助等）

会場は内原ヘルスパーク

です。（内原駅から徒歩

10分）

室内で実施します。

運動のできる服装、上靴

等を持参してください。

K15 内原幼稚園 教頭　星野敬子 平成29年11月1日（水） 6 1 9:00～11:30

園行事の補助

（サツマイモ掘り：掘る手伝

い、袋詰め等）

天候による日程変更があ

ります。

サツマイモ畑は園の裏で

す。

汚れてもよい服装で来園

してください。

K16 内原幼稚園 教頭　星野敬子 平成29年12月9日（土） 6 1 8:00～12:00

園行事の補助

（発表会の補助：小道具や大

道具の準備、劇の衣装を身

に着ける手伝い等）

動きやすい服装、上靴等

を持参してください。
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＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

Ｅ1 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
3 1 8:00～15:30

学校行事の補助

（運動会：準備係・進行の補

助）

運動会準備係の補助を中

心にお願いします。

動きやすい服装で参加し

てください。

男子学生を希望します。

Ｅ2 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
2 1 8:00～15:30

学校行事の補助

（運動会：救護係・進行の補

助）

運動会救護係の補助を中

心にお願いします。

動きやすい服装で参加し

てください。

できれば、養護教諭養成

課程4年次の女子学生を

希望します。

Ｅ3 浜田小学校 教諭　石川聡

平成29年5月26日（金）

※雨天の場合は変更の場

合あり

6 1 13:00～17:00

学校行事の補助

（運動会の前日準備：ライン

引き、テント設営）

Ｅ4 浜田小学校 教諭　石川聡

平成29年5月27日（土）

※変更の場合あり

予備日は5月28日（日）

6 1 8:00～16:00

学校行事の補助

（運動会：各係・児童看護の

補助、準備、片付け）

Ｅ5 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成29年5月26日（金） 4 1 13:00～16:00
学校行事の補助

（運動会の前日準備）

Ｅ6 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
4 1 7:00～15:00

学校行事の補助

（運動会：準備係・救護係・

競技の補助等）

準備係の補助2名、救護

係の補助1名でお願いし

ます。

Ｅ7 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
20 1 7:30～15:30

学校行事の補助

（運動会：児童の係活動・児

童看護・校内安全パトロー

ルの補助）

Ｅ8 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成29年5月26日（金） 5 1 13:00～17:00
学校行事の補助

（運動会の前日準備）
男子学生を希望します。

Ｅ9 吉田小学校 教諭　高星茂紀
平成29年5月27日（土）

5 1 8:00～16:00

学校行事の補助

（運動会：運営の補助、準備、

片付け）

男子学生を希望します。

Ｅ10 河和田小学校 教諭　野沢恵美子 平成29年5月27日（土） 2 1 8:15～15:00

学校行事の補助

（運動会：特別に配慮の要す

る児童への支援補助）

Ｅ11 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子 平成29年5月23日（火） 4 1 15:30～16:30
学校行事の補助

（運動会の準備）

Ｅ12 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子 平成29年5月27日（土） 4 1 8:00～12:00
学校行事の補助

（運動会：係活動の補助）

Ｅ13 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美
平成29年5月27日（土）

※予備日は5月28日（日）
2 1 7:30～16:00

学校行事の補助

（運動会：救護係の補助等）

Ｅ14 千波小学校 教諭　石井隆子 平成29年5月20日（土） 2 1 8:00～16:30
学校行事の補助

（運動会：児童看護の補助）

養護教諭養成課程の学生

を希望します。

Ｅ15 千波小学校 教諭　石井隆子 平成29年5月20日（土） 5 1 8:00～16:30
学校行事の補助

（運動会：係活動の補助）

Ｅ16 赤塚小学校 教諭　佐藤光央

平成29年5月20日（土）

※雨天順延は5月21日（日）

　5月27日（土）

4 1 8:00～15:00

学校行事の補助

（運動会：準備、競技の補助）

※ 用具運び、後片付け、審判・

ライン引き・児童看護の

補助等

Ｅ17 吉沢小学校 教諭　石川敦子 平成29年5月27日（土） 4 1 8:00～15:00
学校行事の補助

（運動会：競技の補助）

できれば男子学生を希望

します。

Ｅ18 妻里小学校 教諭　相澤牧夫 平成29年5月27日（土） 5 1 8:00～15:00

学校行事の補助

（運動会：競技の準備、片付

け、児童看護の補助）

Ｅ19 内原小学校 教諭　常井一成
平成29年5月27日（土）

※雨天順延
3 1 8:00～15:30

学校行事の補助

（運動会：準備、競技・児童

看護の補助）

Ｅ20 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成29年9月11日（月）～

平成29年9月28日（木）
6 5 未定

授業における学習支援

（第6学年家庭科：ミシン学

習の補助）

詳細は問い合わせ願いま

す。
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Ｅ21 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成29年10月30日（月）

～平成29年11月30日（木）
6 5 未定

授業における学習支援

（第5学年家庭科：ミシン学

習の補助）

詳細は問い合わせ願いま

す。

Ｅ22 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成30年1月中旬

～ 1月下旬
5 6 未定

授業における学習支援

（第2学年体育科：縄跳び学

習の支援）

詳細は問い合わせ願いま

す。

Ｅ23 浜田小学校 教諭　石川聡

平成29年7月24日（月）

～平成29年7月28日（金）

※変更になる場合あり

5 5 8:30～12:00

授業における学習支援

（夏休みの水泳指導補助：25m

を泳げない児童（高学年児

童）を対象にした水泳学習）

Ｅ24 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年9月15日（金）

※変更になる場合あり
3 1 8:30～15:00

校外学習の引率補助

（第1学年遠足　大洗アクア

ワールド：グループ活動時

の児童への支援）

昼食代は実費になりま

す。

Ｅ25 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年9月22日（金）

※変更になる場合あり
2 1 8:00～16:00

校外学習の引率補助

（第4学年遠足　大子方面：

個別な配慮が必要な児童へ

の支援）

昼食代は実費になりま

す。

Ｅ26 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年9月26日（火）

※変更になる場合あり
3 1 8:00～16:00

校外学習の引率補助

（第2学年遠足　かみね動物

園：個別な配慮が必要な児

童への支援）

昼食代は実費になりま

す。

Ｅ27 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年9月29日（金）

※変更になる場合あり
2 1 8:00～16:00

校外学習の引率補助

（第3学年遠足　笠間方面：

個別な配慮が必要な児童へ

の支援）

昼食代は実費になりま

す。

Ｅ28 浜田小学校 教諭　石川聡

平成29年9月27日（水）

平成29年9月28日（木）

※変更になる場合あり

2 1
27日7:30

～28日16:00

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習　白浜少

年自然の家：ウォークラ

リー・キャンプファイヤー

の児童看護補助等）

宿泊代・食事代は実費に

なります。

Ｅ29 浜田小学校 教諭　石川聡 平成29年10月中旬 3 1 未定

校外学習の引率補助（第2学

年生活科まち探検：児童の

個別支援）

Ｅ30 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年10月27日（金）

※変更になる場合あり
6 1 8:30～12:00

授業における学習支援

（ハミングロードでのハロ

ウィン：児童看護補助）

・ 仮装をして参加してく

ださい。

Ｅ31 浜田小学校 教諭　石川聡
平成29年11月26日（日）

※変更になる場合あり
6 1 8:30～12:00

学校行事の補助

（持久走大会：伴走、児童看

護補助）

Ｅ32 浜田小学校 教諭　石川聡 平成29年11月下旬 6 1 45分間×3回

授業における学習支援

（第2学年算数：かけ算九九

暗唱確認テストの支援）

Ｅ33 浜田小学校 教諭　石川聡 平成30年2月下旬 6 1 45分間×3回

授業における学習支援

（第2学年体育縄跳び運動：

なわとび検定において,回数

を数える）

Ｅ34 浜田小学校 教諭　石川聡 平成30年1月中旬 3 1 未定
授業における学習支援（第1

学年体育：縄跳び運動の支援）

Ｅ35 緑岡小学校 教諭　黒木明子
平成29年11月10日（金）

※予備日は11月16日（木）
6 1 9:00～11:30

学校行事の補助

（持久走大会：準備、競技中

の走行誘導等の補助）

会場は四季の原公園（千

波湖畔）です。

運動しやすい服装で参加

してください。

児童と走行する場面が多

いです。

Ｅ36 上大野小学校 教諭　五十川淳一

平成29年5月

～平成29年9月

月曜日、木曜日

3 15 10:15～12:15
授業における学習支援

（体育科）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ37 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年5月

～平成30年2月
3 8

午前

2～3時間程度

授業における学習支援

（総合的な学習の時間：体験

活動）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

第3学年　鳥の観察会（6

月、10月、12月予定）

第4学年　川の観察会（6

月、11月、2月予定）

第4学年　草木染め教室

（11月12日）

全学年　サケの放流（2

月末予定）
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Ｅ38 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成29年6月2日（金） 3 1
午前

2時間程度

授業における学習支援

（プール清掃）

Ｅ39 上大野小学校 教諭　五十川淳一

平成29年6月5日（月）

～平成29年7月19日（水）

週2回（実施曜日応相談）

3 10
午前

2時間程度

授業における学習支援（体

育科水泳学習）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

7月12日（水）は着衣泳

です。

クロール・平泳ぎのでき

る学生を希望します。

Ｅ40 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年7月21日（金）

～平成29年8月28日（月）
3 6

午前

2時間程度

夏休みの学習支援

（理科：自由研究相談）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

理科教諭を目指す学生を

希望します。

Ｅ41 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年5月

～平成29年7月
6 10 8:30～12:15

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：個

別支援）

参加のできる期日のみで

も歓迎します

Ｅ42 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年9月

～平成29年12月
6 10 8:30～12:15

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：個

別支援）

参加のできる期日のみで

も歓迎します

Ｅ43 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月

～平成29年2月
6 10 8:30～12:15

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：個

別支援）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ44 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年5月

～平成29年7月
4 10 8:30～12:15

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（知的学級及び自・情学級に

在籍する児童の支援補助）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ45 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年9月

～平成29年12月
4 10 8:30～12:15

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（知的学級及び自・情学級に

在籍する児童の支援補助）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ46 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月

～平成30年2月
4 10 8:30～12:15

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（知的学級及び自・情学級に

在籍する児童の支援補助）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ47 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成29年5月

～平成29年7月

水曜日

※雨天中止

6 10 13:30～13:50

業間（昼休み）における児

童の遊び相手・相談相手

（ロング昼休みに児童と遊

ぶ）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ48 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成29年9月

～平成29年12月

水曜日

※雨天中止

6 10 13:30～13:50

業間（昼休み）における児

童の遊び相手・相談相手

（ロング昼休みに児童と遊

ぶ）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ49 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年1月

～平成29年2月

水曜日

※雨天中止

6 10 13:30～13:50

業間（昼休み）における児

童の遊び相手・相談相手

（ロング昼休みに児童と遊

ぶ）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ50 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年9月21日（木） 3 1 8:00～15:00

校外学習の引率補助

（第1学年遠足：児童看護補

助、個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ51 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年9月27日（水） 3 1 8:00～15:00

校外学習の引率補助

（第2学年遠足：児童看護補

助、個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ52 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年10月5日（木） 3 1 8:00～15:00

校外学習の引率補助

（第3学年遠足：児童看護補

助、個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ53 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年10月13日（金） 3 1 8:00～15:00

校外学習の引率補助

（第4学年遠足：児童看護補

助、個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ54 吉田小学校 教諭　高星茂紀
平成29年9月11日（月）

～平成29年10月3日（水）
6 10 14:30～16:00

授業における学習支援

（第6学年体育陸上：各種目

の練習支援）

Ｅ55 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成29年10月 6 1 未定
学校行事の補助

（就学時健康診断）
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Ｅ56 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成29年10月28日（土） 6 1 9:00～15:00

学校行事の補助

（吉田っ子まつり：児童看護

の補助等）

Ｅ57 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成29年11月 6 1 未定

学校行事の補助

（マラソン大会：児童看護の

補助等）

Ｅ58 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年2月 6 1 未定

学校行事の補助

（なわとび大会：児童看護の

補助等）

Ｅ59 石川小学校 教諭　岡部佐知子
平成30年1月

～平成30年2月
6 10 未定

授業における学習支援

（第1学年体育縄跳び運動：

検定の補助）

各クラス2名ずつでの支

援を希望します。

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ60 石川小学校 教諭　岡部佐知子 平成29年11月21日（火） 4 1 未定
学校行事の補助

（持久走大会）

Ｅ61 河和田小学校 教諭　野沢恵美子 平成29年9月21日（木） 2 1 8:15～16:00

校外学習の引率補助

（第2学年遠足　アクアワー

ルド大洗：個別な配慮が必

要な児童への支援）

Ｅ62 河和田小学校 教諭　野沢恵美子 平成29年10月11日（水） 2 1 8:00～16:00

校外学習の引率補助

（第1学年遠足　茨城県植物

園：個別な配慮が必要な児

童への支援）

Ｅ63 河和田小学校 教諭　野沢恵美子

平成29年5月24日（水）

～平成29年12月15日（金）

水曜日、金曜日

1 15 8:30～11:30

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（自・情学級に在籍する児童

の支援補助）

Ｅ64 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子
平成29年5月

～平成29年11月
2 15

5～9月

16:00～16:45

10、11月

16:00～16:30

その他

（合奏団の練習補助：水戸市

音楽のつどいや地域のお祭

りに参加するための練習）

Ｅ65 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子
平成29年6月下旬

～平成29年7月14日（金）
2 10 未定

授業における学習支援

（体育科水泳学習）

Ｅ66 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子 平成29年9月29日（金） 2 1 8:15～16:00
校外学習の引率補助（第1・

第2学年遠足　笠間方面）

Ｅ67 上中妻小学校 教諭　井坂眞理子 平成29年10月6日（金） 2 1 8:15～16:00
校外学習の引率補助

（第3・4学年遠足　茂木方面）

Ｅ68 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美
平成29年5月～平成29年

12月週1回程度
2 10 要相談

休み時間等における児童の

相談相手

Ｅ69 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美
平成29年10月中旬

～ 11月初旬の1日
4 1 未定

その他

（就学時健康診断の補助）

Ｅ70 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美 平成29年11月24日（金） 2 1 午前中

学校行事の補助

（持久走大会：児童看護の補

助等）

Ｅ71 千波小学校 教諭　石井隆子 平成29年5月下旬 3 2 8:10～12:30

授業における学習支援

（第4学年算数科　角度：角

度の測り方・作図の個別支

援）

Ｅ72 千波小学校 教諭　石井隆子

平成29年11月

～平成29年12月

平成30年2月

1 9 8:10～12:30

授業における学習支援

（第4学年理科　実験の準備、

実験の補助）

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

Ｅ73 千波小学校 教諭　石井隆子 平成30年1月 5 2 8:10～12:30
授業における学習支援

（第2学年算数科　かけ算）

Ｅ74 千波小学校 教諭　石井隆子
平成29年6月、平成29年

10月
5 2 8:30～12:10

校外学習の引率補助

（第2学年生活科：町たんけ

ん）

Ｅ75 千波小学校 教諭　石井隆子

平成29年6月8日（木）

平成29年10月19日（木）

平成30年1月19日（木）

2 3 13:20～14:40
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

茨城大学教育学部特別支

援を専攻している学生を

希望します。

Ｅ76 千波小学校 教諭　石井隆子
平成29年10月

～平成29年11月
5 1 未定

その他

（就学時健康診断の補助：内

科・歯科診察の補助）

教育学部養護教諭養成課

程の学生を希望します。

Ｅ77 笠原小学校 教頭　海藤一幸

平成29年6月

～平成30年2月

週1回程度

2 15 応相談

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

（第1学年児童に対する学習

支援）
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Ｅ78 赤塚小学校 教諭　佐藤光央
平成29年7月21日（金）

～平成29年7月27日（金）
8 5 10:15～11:30

その他

（水泳指導の補助）

水泳のできる学生を希望

します。

Ｅ79 赤塚小学校 教諭　佐藤光央
平成29年11月18日（土）

※雨天決行
5 1 9:00～15:00

学校行事の補助

（赤小まつり：模擬店・イベ

ントの手伝い、第1 ～ 3学年

児童看護の補助等）

Ｅ80 吉沢小学校 教諭　石川敦子
平成29年6月上旬

～平成29年7月中旬
3 15 要相談

授業における学習支援

（全学年体育水泳）

Ｅ81 吉沢小学校 教諭　石川敦子

平成29年9月7日（木）

～平成29年9月28日（木）

木曜日
2 4 15:00～16:30

授業における学習支援

（第6学年体育陸上競技運動：

各種目の練習支援）

Ｅ82 吉沢小学校 教諭　石川敦子
平成29年10月5日（木）

平成29年10月6日（金）
4 2

5日8:00～

6日～17:00

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習　山根少

年自然の家）

Ｅ83 吉沢小学校 教諭　石川敦子
平成29年11月17日（金）

※予備日11月20日（月）
10 1 8:00～12:30

学校行事の補助

（持久走大会）

Ｅ84 稲荷第二小学校 教頭　藤枝則子
平成29年9月5日（火）

～平成29年9月29日（金）
6 15

月・火・金

15:45～16:45

水・木

14:40～16:46

授業における学習支援

（第6学年体育陸上競技運動）

その他

（陸上記録会の練習補助）

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

J1 第一中学校 教諭　結解一憲 未定 2 5 未定
授業における学習支援

（家庭科：調理実習の補助）
女子学生を希望します。

J2 第一中学校 教諭　結解一憲 未定 1 5 未定

授業における学習支援

（美術科：特別な配慮を要す

る生徒の個別支援）

女子学生を希望します。

J3 緑岡中学校 教諭　小林明子
平成30年1月

～平成30年2月
5 1 未定

校外学習の引率補助

（第2学年歩く会）

J4 赤塚中学校 教諭　綿引昌子
平成29年6月13日（火）

～平成29年6月15日（木）
2 3 16:00～17:30

その他

（補習における学習支援：英

会話大会に向けた練習会）

J5 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成29年6月27日（火） 12 1 16:00～17:15

その他

（期末テスト前の学習支援：

特に数学及び英語を習熟度

別で実施）

J6 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成29年11月21日（火） 8 1 16:00～17:15

その他

（期末テスト前の学習支援：

特に数学及び英語を習熟度

別で実施）

J7 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成30年2月20日（火） 8 1 16:00～17:15

その他

（期末テスト前の学習支援：

特に数学及び英語を習熟度

別で実施）

J8 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成30年2月21日（水） 8 1 16:00～17:15

その他

（期末テスト前の学習支援：

特に数学及び英語を習熟度

別で実施）

J9 石川中学校 教頭　河原井信幸
平成29年6月

～平成30年2月
3 15 午前

授業における学習支援

（数学）

J10 石川中学校 教頭　河原井信幸
平成29年6月

～平成29年9月
2 5 未定

授業における学習支援

（家庭科：調理実習の補助（第

1学年）、ミシン操作の補助

（第2・3学年））

J11 石川中学校 教頭　河原井信幸
平成29年10月

～平成30年2月
2 5 未定

授業における学習支援

（家庭科：調理実習の補助（第

1学年）、ミシン操作の補助

（第2・3学年））

J12 石川中学校 教頭　河原井信幸

平成29年11月

～平成30年2月

火曜日・木曜日・金曜日

3 15 10:30～12:30

授業における学習支援

（技術科：生徒が製図・木材

の加工をする際の個別支援）
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2. ９月募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

K17 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成29年10月24日（火） 1 1 8:30～15:00
園外保育の引率補助

（秋の遠足　日立方面）

K18 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成29年11月頃 1 1 8:30～14:00

園外保育の引率補助

（飯富幼稚園での活動の補

助）

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

Ｅ85 寿小学校 教諭　上野佳菜子
平成29年9月

～平成29年10月
3 15 8:40～12:10

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

男子学生を希望します。

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

自家用車での来校を許可

します。

Ｅ86 寿小学校 教諭　上野佳菜子
平成29年11月

～平成29年12月
3 15 8:40～12:10

特別な支援を要する児童に

対する個別支援

男子学生を希望します。

参加のできる期日のみで

も歓迎します。

自家用車での来校を許可

します。

Ｅ87 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成29年10月21日（土）

※小雨決行
30 1 7:00～15:00

学校行事の補助

（渡里元気村の準備、児童の

活動補助、各ブースの運営

補助、校内安全パトロール

等）

Ｅ88 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成29年11月25日（土） 20 1 8:00～15:00

学校行事の補助

（持久走大会の準備、児童看

護補助、校内安全パトロー

ル等）

渡里小学校の校庭で実施

します。

Ｅ89 見川小学校 養護教諭　遠藤愛美 平成29年9月29日（金） 2 1 7:50～16:00
校外学習の引率補助

（第3学年遠足　筑波山方面）

Ｅ90 稲荷第一小学校 教諭　鈴木麻紀 平成29年11月1日（水） 2 1 8:05～16:00

校外学習の引率補助

（第3学年社会科見学　納豆

工場）

自家用車での来校を許可

します。

Ｅ91 内原小学校 教諭　常井一成 平成29年11月28日（火） 4 1 8:30～12:30

学校行事の補助

（持久走大会：自転車を使っ

ての誘導補助、交通安全指

導補助）

男子学生を希望します。

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

J13 第二中学校 教諭　大内美保子

平成29年10月12日（月）

平成29年10月16日（月）

平成29年10月30日（月）

平成29年11月16日（月）

6 4 15:00～16:30
授業における学習支援

（第1学年数学の補習）

自家用車での来校を許可

します。

J14 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年9月

～平成29年2月

火曜日

1 15 13:30～15:30
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

自家用車での来校を許可

します。

J15 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年9月

～平成29年2月

水曜日

1 15 13:30～15:30
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

自家用車での来校を許可

します。

J16 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年9月

～平成29年2月

木曜日

1 15 13:30～15:30
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

自家用車での来校を許可

します。

J17 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年9月

～平成29年2月

金曜日

1 15 13:30～15:30
特別な支援を要する児童に

対する個別支援

自家用車での来校を許可

します。

J18 赤塚中学校 教諭　朝日広一

平成29年10月25日（水）

～平成30年2月28日（水）

水曜日

4 15 16:10～17:00

その他

（放課後の学習支援：第3学

年）

自家用車での来校を許可

します。
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3. １２月募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

K19 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成29年2月25日（木） 1 1 8:30～13:30
園外保育の引率補助

（城東幼稚園での活動補助）
昼食はご持参ください。

K20 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成29年2月23日（火） 1 1 8:30～13:30
園外保育の引率補助

（飯富幼稚園での活動補助）
昼食はご持参ください。

K21 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 3学期 1 10 8:00～15:00 通常保育の補助

近隣の方以外は自家用車

での来園を許可します。

昼食はご持参ください。

K22 笠原幼稚園 園長　鯉渕恵美子
平成29年12月4日（月）

～平成30年2月28日（水）
3 15 8:30～14:00 通常保育の補助 昼食はご持参ください。

K23 笠原幼稚園 園長　鯉渕恵美子 平成30年2月1日（木） 4 1 8:30～12:00

園行事の補助

（発表会・発表会準備・保育

補助）

動きやすい服装・上靴を

ご持参ください。

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

E92 三の丸小学校 教諭　武田洋子

平成30年1月23日（火）

平成30年1月24日（水）

平成30年1月26日（金）

平成30年1月30日（火）

平成30年1月31日（水）

5 5

11:30～12:15

13:45～14:30

11:30～14:30

11:30～12:15

13:45～14:30

授業における学習支援

（第2学年体育科　なわとび学

習の支援）

E93 三の丸小学校 教諭　武田洋子

平成30年1月22日（月）

平成30年1月24日（水）

平成30年1月25日（木）

平成30年1月26日（金）

平成30年1月29日（月）

平成30年1月31日（水）

平成30年2月1日（木）

平成30年2月2日（金）

5 8

11:30～12:15

　9:30～10:15

　9:30～11:25

　9:30～14:30

11:30～12:15

　9:30～10:15

　9:30～11:25

　9:30～14:30

授業における学習支援

（第1学年体育科　なわとび学

習の支援）

1/26（金）、2/2（金）は雨

の場合は活動はありませ

ん。

E94 緑岡小学校 教諭　黒木明子
平成29年12月

～平成30年2月
5 15

8:00～15:30

（応相談）

授業における学習支援

（小学校1～4年学習内容程度）

参加日及び時間は、学生さ

んに指定していただいて構

いません。相談に応じます。

自家用車での来校を許可し

ます。

E95 緑岡小学校 教諭　黒木明子
平成29年12月

～平成30年2月
5 15

8:00～15:30

（応相談）

特別な支援を要する児童に対

する個別支援

（主に授業における学習支援）

参加日及び時間は、学生さ

んに指定していただいて構

いません。相談に応じます。

自家用車での来校を許可し

ます。

E96 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年12月4日（月）

～平成30年2月28日（水）
3 15

月・水・木曜

中休み

3・4校時

10:15～12:10

授業における学習支援

（体育科学習補助・模範演技）

体育科の学生を希望しま

す。

参加のできる曜日・期日の

みでも歓迎します。

自家用車での来校を許可し

ます。

E97 上大野小学校 教諭　五十川淳一
平成29年12月4日（月）

～平成30年2月28日（水）
3 15 2～3時間

授業における学習支援

（個別な配慮が必要な児童へ

の支援）

参加のできる曜日・期日の

みでも歓迎します。

自家用車での来校を許可し

ます。

曜日や時間は学生さんと相

談可

E98 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月9日（火）

～平成30年2月28日（水）
5 15 8:30～12:15

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年算数科の個別支

援）

男女は問いません。

E99 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月9日（火）

～平成30年2月28日（水）
4 15 8:30～12:15

特別な支援を要する児童に対

する個別支援

（知的学級及び自・情学級に

在籍する児童の支援補助）

男女は問いません。

E100 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年1月10日（水）

～平成30年2月28日（水）

の水曜日で可能な日

5 15 13:00～13:50

業間（昼休み）における児童

の遊び相手・相談相手

（ロング昼休みに児童と遊ぶ）

男女は問いません。
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E101 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年1月9日（火）

～平成30年2月28日（水）
3 15 8:15～8:45

授業における学習支援

（第1～ 6学年の読み聞かせ）
男女は問いません。

E102 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年2月上旬 5 6 9:00～

学校行事の補助

（なわとび大会：児童看護の

補助等）

自家用車での来校を許可し

ます。

E103 河和田小学校 教諭　野沢恵美子
平成29年1月9日（月）

～平成30年2月18日（水）
2 15 8:10～12:10 授業における学習支援

自家用車での来校を許可し

ます。

E104 千波小学校 教諭　石井隆子 平成30年1月19日（木） 2 1 13:20～14:40

授業における学習支援

（特別支援学級、ムーブメン

ト）

特別支援を専攻する学生の

派遣をお願いします。

E105 千波小学校 教諭　石井隆子
平成29年11月～ 12月

平成30年2月
5 6 8:10～12:30

授業における学習支援

（第4学年理科：実験準備と補

佐）

E106 千波小学校 教諭　石井隆子 平成30年1月19日（木） 5 2 8:10～12:30
授業における学習支援

（第2学年算数科：かけ算）

E107 双葉台小学校 教諭　堀江昌代
平成29年12月4日（月）

～平成30年2月26日（月）
3 12 8:00～10:30

特別な支援を要する児童に対

する個別支援

（基本的生活習慣が身に付か

ない児童への個別支援）

E108 笠原小学校 教頭　海藤一幸
平成29年12月上旬

～平成30年2月28日（水）
1 15 8:00～12:00 養護教諭の補助

E109 石川小学校 教諭　岡部佐知子 平成30年1月26日（金） 3 1 12:30～16:00

学校行事の補助

（1年生と幼稚園児の交流活動

の補助と幼児看護補助）

自家用車での来校を許可し

ます。

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 人数 日数 時間 支援を受けたい内容 備考

J19 第二中学校 教頭　浅野正樹

平成29年12月4日（月）

～平成30年2月28日（水）

週3日（月・火・水）を希望

1 15

8:40～12:30

13:30～15:20

の中で

可能な時間

特別な支援を要する生徒に対

する個別支援

男子学生を希望します。

参加できる期日・時間のみ

でも歓迎します。

自家用車での来校を許可し

ます。

J20 第四中学校 教諭　秋山晃 平成30年1月～ 2月 1 15
8:40～12:30

13:40～15:30

授業における学習支援

（美術科における学習補助、

道具や材料、作品資料の整理）

自家用車での来校を許可し

ます。

J21 第四中学校 教諭　秋山晃 平成30年1月～ 2月 1 15
8:40～12:30

13:40～15:30

授業における学習支援

（技術科における学習補助、

道具や材料、作品資料の整理）

自家用車での来校を許可し

ます。

J22 赤塚中学校 教諭　朝日広一

平成29年12月6日（水）

～平成30年2月28日（水）

の水曜日で可能な日

※変更になる場合あり

3 10 16:00～17:00
その他

（放課後の学習支援：第3学年）

自家用車での来校を許可し

ます。
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№
支援活
動No

派　遣　先
(学校・園名)

活動の内容
活動
人数

№
支援活
動No

派　遣　先
(学校・園名)

活動の内容
活動
人数

1 K1 見川幼稚園
園行事の補助(幼小合同運
動会の補助)

3 30 E50 渡里小学校
校外学習の引率補助(第1
学年遠足)

3

2 K5 城東幼稚園 園外保育の引率補助 1 31 E51 渡里小学校
校外学習の引率補助(第2
学年遠足)

3

3 K9 見川幼稚園 園外保育の引率補助 1 32 E53 渡里小学校
校外学習の引率補助(第4
学年遠足)

2

4 K14 内原幼稚園
園行事の補助(運動会の補
助)

2 33 E64 上中妻小学校 合奏団の練習補助 2

5 K15 内原幼稚園
園行事の補助(さつまいも
掘り)

3 34 E68 見川小学校
休み時間等における児童
の相談相手

2

6 K17 五軒幼稚園 園外保育の引率補助 1 35 E69 見川小学校 就学時健康診断の補助 3

7 K20 五軒幼稚園 園外保育の引率補助 1 36 E70 見川小学校
持久走大会:児童看護の補
助等

1

8 E1 三の丸小学校
学校行事の補助（運動会:
準備係・進行の補助）

3 37 E71 千波小学校
授業における学習支援
(第４学年算数　角度)

1

9 E7 渡里小学校

学校行事の補助（運動会:
児童の係活動・児童看
護・校内安全パトロール
の補助）

20 38 E74 千波小学校 校外学習の引率補助 3

10 E11 上中妻小学校
学校行事の補助（運動会
の準備）

4 39 E75 千波小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

2

11 E12 上中妻小学校
学校行事の補助（運動会:
係活動の補助）

5 40 E76 千波小学校 就学時健康診断の補助 5

12 E13 見川小学校
学校行事の補助（運動会:
救護係の補助等）

2 41 E79 赤塚小学校 学校行事補助 2

13 E14 千波小学校
学校行事の補助（運動会:
児童看護の補助）

2 42 E88 渡里小学校
学校行事補助　持久走大
会

11

14 E15 千波小学校
学校行事の補助（運動会:
係活動の補助）

4 43 E89 見川小学校
校外学習の引率補助　第
３学年遠足

2

15 E19 内原小学校
学校行事の補助（運動会:
係活動の補助）

1 44 E93 三の丸小学校 授業における学習支援 2

16 E20 三の丸小学校
授業における学習支援(ミ
シン学習の補助)

3 45 E94 緑岡小学校 授業における学習支援 2

17 E24 浜田小学校
校外学習引率補助(１年遠
足大洗アクアワールド)

3 46 E99 渡里小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

3

18 E26 浜田小学校
校外学習引率補助(2年遠
足かみね動物園)

2 47 E100 渡里小学校
昼休みにおける児童の遊
び相手・相談相手

1

19 E27 浜田小学校
校外学習引率補助(3年遠
足笠間方面)

2 48 E101 渡里小学校
授業における学習支援
読み聞かせ

1

20 E28 浜田小学校
校外学習引率補助(5年宿
泊学習)

1 49 E102 吉田小学校
学校行事の補助　縄跳び
大会

3

21 E31 浜田小学校
学校行事補助　持久走大
会

4 50 E108 笠原小学校 養護教諭の補助 1

22 E36 上大野小学校
授業における学習支援(体
育科)

3 51 J1 第一中学校
授業における学習支援(家
庭科:調理実習の補助)

2

23 E37 上大野小学校 授業における学習支援 10 52 J7 笠原中学校 期末テストの学習支援 7

24 E43 渡里小学校 授業における学習支援 2 53 J9 石川中学校
授業における学習支援
(数学)

1

25 E44 渡里小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

2 54 J10 石川中学校
授業における学習支援(ミ
シン・調理実習)

2

26 E45 渡里小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

2 55 J11 石川中学校
授業における学習支援(ミ
シン・調理実習)

2

27 E46 渡里小学校
特別な支援を要する児童
に対する個別支援

3 56 J12 石川中学校
授業における学習支援(技
術科)

3

28 E47 渡里小学校
業間における児童の遊び
相手・相談相手

2 57 J13 第二中学校
授業における学習支援
(第1学年数学の補習)

6

29 E48 渡里小学校
業間における児童の遊び
相手・相談相手

2

②平成２９年度　水戸市学校支援活動　活動状況

活動件数57件(幼稚園７件、小学校43件、中学校7件)
活動延べ人数172人
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③平成 29 年度茨城大学と水戸市教育委員会との地域連携にかかる学校支援活動報告書 

                                                           水戸市教育委員会 

  

１ 支援活動の実施状況 

区 分 活動人数 活動日数 主な活動内容 

幼稚園 ６ １１
園行事（運動会，サツマイモ堀り） 

園外保育（遠足，他園との交流会） 

小学校 ９１ ３３４
各教科の学習支援，学校行事（運動会，持久

走大会等）支援，その他児童の支援 等 

中学校 １４ ７７
各教科（数学，技術・家庭等）の学習支援 

放課後における学習支援 等 

合計 １１１ ４２２  

 

２ 幼稚園，小・中学校の支援活動実施後の感想，要望 

（１）幼稚園 

・幼児に親しみやすい雰囲気でお手伝いいただき，幼児も安心して関わっていた。 

・臨機応変に準備・片付け等を速やかに行ってくださったので，大変助かった。また，

ぜひ来ていただきたい。 

  ・当日の打ち合わせでしたが，やるべきことを理解し，補助してくださった。 

・園児の荷物の確認や男子トイレの付き添いも行ってくださった。 

  ・バス内でのレクリエーションでは，幼児と積極 

的に関わってくださった。 

  ・幼児に明るく声を掛ける等，積極的に支援をし 

てくださった。 

  ・学生同士で連携し，敏速な支援をしてくださっ 

   たのでとても助かった。 

  ・子供達に明るく声を掛けたり関わったり等，積 

極的な支援をしてくださった。 

  ・丁寧な支援をしてくださったので，とても助か 

った。 

   

（２）小学校 

  ・児童や職員と協力して各競技の準備等の仕事を行ってくださった。 

  ・指示をよく聞き進んで活動してくださったため，協議等の進行をスムーズに行うこ

とができた。 

  ・運動会の片付けも積極的に取り組んでくださった。 

  ・長時間の活動にも関わらず，常に前向きな姿勢で素晴らしいと感じた。 

  ・子供たちに自ら声を掛ける等，積極的に関わってくださった。また，分担した児童

看護についても責任をもって取り組んでくださった。 

  ・週に２回，都合のつく日は午後の時間まで熱心に活動してくださった。子供たちと

【 幼 稚 園 の 支 援 】
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の関係も良好であった。 

  ・２日間の活動であったが，現在取得を目指している教員免許状にも関係のある内容

であったため，大変意欲的であった。子供たち 

   との関係づくりも積極的であった。 

  ・状況に応じて２人で同じグループに入って活動 

したり，それぞれ別の学年のグループに入って 

活動したりする姿が見られた。週に１回であっ 

たが，児童も毎回楽しみにしていた。 

  ・雨天の活動となったが，安全に配慮し，率先し 

て支援をしてくださった。 

  ・持久走大会の児童看護補助として，最下位の児 

童に声掛け寄り添いながら付いていただいた。 

  ・救護補助で，応急手当の介助にも入ってくださ 

り，スムーズな対応ができた。 

  ・職員の指示に従って，児童一人ひとりに丁寧に接してくださった。児童が安心して

活動に集中することができた。 

  ・高度肥満で体力に不安のある児童に付いて山登りをしてくださった。励ましながら，

手を引いてくださり，無事登頂することができた。 

 

（３）中学校 

  ・数学や英語の個別指導の必要な生徒に対して， 

親身になって寄り添い，丁寧に教えてくださっ 

た。 

  ・「よくわかりました。」「ありがとうございま 

した。」といった，生徒の声も聞かれ，充実し 

た時間を過ごせた生徒が多くいた。 

  ・計画的に作業が進み，生徒は怪我をすることな 

く調理実習を終えることができた。学習支援を 

行っていただき，大変ありがたかった。 

 

３ 教育委員会からの感想，要望 

    支援学生の皆さんには，学校行事の支援から各教科の学習支援まで，様々な学校支援

活動に積極的に参加していただき，感謝しております。学校（園）からは，「子供達に

丁寧に関わったり，率先して学習準備をしたりする支援学生の皆さんは，学校（園）の

支えになるばかりでなく，子供たちの成長にも大いに役立っている。」という感想をい

ただいております。 

  学校（園）の学校支援活動に対する期待はますます大きなものとなっておりますが，

参加した学生の皆さんにとっても，教職に就いた際に役立つ活動かと思います。 

  今後も，この学校支援活動に積極的に参加していただき，教育活動を支えてくださま

すよう，よろしくお願いいたします。 

【小学校の支援】 

【中学校の支援】 
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（4）茨城県内教育支援ボランティア活動

茨城県内教育支援ボランティア活動については、近年の教育事情の影響もあってなのか

年々派遣依頼件数が増えており、その活動内容もかなり広範囲なものとなってきた。その

ため、本センターだけでは対応が困難になってきたため、依頼の受け入れ先を見直すこと

とした。

具体的には、以下のように決定した。

ボランティア活動の内容

・子ども(幼児・児童・生徒)を対象とする教育、学習活動の支援・指導

・上記に関わる教職員の業務補助

依頼元機関

・国公立の幼稚園、保育園・保育所、小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校

・県及び市町村教育委員会及び教育委員会の関連機関

下表は、派遣先別の活動状況である。

平成29年度 茨城県内教育支援ボランティア活動状況

派遣先 支援依頼数(件) 派遣件数(件) 活動延べ人数(人)

学校関係 ８０ ５９ ３０６

教育委員会関係 ８ ６ １８

社会教育関係 ８ ５ ３９

社会福祉関係 ８ ６ ５１

その他 ２ ２ １０

合 計 １０６ ７８ ４２４

【事業担当】

全学教職センター 五島 浩一、東小川 昌夫、鯉渕 良子、叶谷 円美

学務部学務課 菊池 昌彦

具体的に依頼された支援活動及び実際に学生が参加した活動内容の詳細については、次

頁以降に示す通りである。
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平成29年度　茨城県内教育支援ボランティア　活動状況

№ ボランティア名 募集先 活動期日 参加人数

1 当直業務（児童の生活支援・補助） 茨城県福祉相談センター 平成29年4月1日～ 30年3月31日 4

2 茨城県警察大学生サポーター
茨城県警察本部　少年課

少年サポートセンター係
平成29年4月1日～ 30年3月31日 9

3 水戸少年少女発明クラブ指導員アシスタント 水戸少年少女発明クラブ 平成29年5月27日～ 30年2月24日 17

4 学習塾ボランティア 石岡市社会福祉協議会
平成29年4月～平成30年3月

※毎週日曜日
7

5 学校行事の補助(歯科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年4月13日㈭ 0

6 学校行事の補助(歯科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年4月20日㈭ 0

7 学校行事の補助(内科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年5月11日㈭ 0

8 学校行事の補助(内科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年5月12日㈮ 0

9 学校行事の補助(心臓検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年5月15日㈪ 0

10 学校行事の補助(耳鼻科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年6月9日㈮ 0

11 学校行事の補助(眼科検診の補助) 水戸市立吉沢小学校 平成29年6月21日㈬ 0

12 学習支援会「すてっぷ赤塚」 水戸市社会福祉協議会
平成29年4月15日～ 30年3月24日

※毎週土曜日、※夏休みは土曜日・水曜日　
9

13 風雲忍者！こどもの城 茨城県立児童センターこどもの城 平成29年5月3･4･5日 6

14 3泊4日自然体験学習の旅 青少年育成東海村民会議 平成29年7月27日～ 7月30日 0

15 学習支援 水戸市立渡里小学校 平成29年4月24日～ 30年2月28日 25

16 学習支援 水戸市立城東小学校 平成29年4月28日～ 7月20日 1

17 教育支援 水戸市立堀原小学校 平成29年4月24日～ 30年3月23日 15

18 城里町　学習支援
NPO法人　水戸こどもの劇場

城里コミュニティセンター
平成29年4月16日～ 30年3月30日 7

19 学びの広場サポーター 水戸市立渡里小学校
平成29年7月21日～ 27日

※土日除く5日間
6

20 女子バレーボール部活動支援 水戸市立第一中学校 平成29年4月1日～ 30年3月31日 1

21 学習支援 水戸市立上中妻小学校 随時募集 0

22 幼・小・市民合同運動会の運営支援 那珂市立横堀小学校 平成29年5月27日㈯ 12

23 水戸ピッコロ少年少女合唱団サポート隊 水戸ピッコロ少年少女合唱団
平成29年5月～

随時募集
9

24 茨城県陶芸美術館　火祭りお手伝い 茨城県県南生涯学習センター
平成29年4月29日･30日

5月3日･4日･5日
1

25 図書ボランティア 水戸市立国田義務教育学校 平成29年5月～ 30年3月 2

26 小美玉市小学生陸上記録会　補助員
小美玉市教育研究会 平成29年5月30日（火）

3
保険体育部（小美玉市立羽鳥小学校） ※順延時6月6日（火）

27 健康診断(内科検診)の補助 ひたちなか市立前渡小学校 平成29年5月25日(木) 1

28 ミニバスケットボールの指導 新荘ミニバス 平成29年5月1日～ 30年3月31日 2

29 5歳児遠足支援 茨城大学教育学部附属幼稚園 平成29年5月25日(木) 8

30 陸上記録会に向けて各競技の助言・補助 かすみがうら市立七会小学校 平成29年4月27日～ 5月25日 1

31 子ども学習支援授業
常陸太田市保健福祉部

福祉事務所社会福祉課
平成29年5月27日～ 30年3月31日 5

32 数学支援 水戸市立石川中学校 平成29年5月～ 30年3月 5

33 学びの広場 水戸市立石川中学校 平成29年7月26日・27日 3

34 余暇活動・学習支援 茨城県立水戸聾学校 平成29年5月～ 30年3月17日 5

35 子ども学習支援授業 ひたちなか未来塾
ひたちなか市福祉部福祉事務所

社会福祉課
平成29年6月下旬～ 30年3月31日 4

36 柔道体験補助 茨城大学教育学部附属幼稚園 平成29年5月17日～ 6月21日 5

37 平成29年度　春季運動会 大洗町立大洗小学校 平成29年5月27日㈯ 1

38 こどもの城歌遊び講座 茨城県立児童センターこどもの城 平成29年5月27日(土)・28日(日) 0

39 朝の英会話・英会話授業支援 水戸市立新荘小学校 平成29年6月7日～ 30年2月21日 2

40 ともとくサポーター 県立友部特別支援学校 年間を通して 0
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41 平成29年度　夏のふれあい活動の補助 茨城大学教育学部附属小学校
平成29年7月5日・6日

平成29年7月6日・7日
0

42

①スクールフェロー

②エンジョイホリデー 茨城県県南生涯学習センター

①随時募集

②6月24日・8月5日・10月21日

12月16日・2月24日

2

43 無料塾寺小屋 ツクイ土浦デイサービスセンター内
平成29年7月28日～ 9月8日

※金曜日募集
0

44 音楽ワークショップ 茨城大学教育学部附属中学校 平成29年6月20日～ 22日 5

45 第1学年　宿泊学習 茨城大学教育学部附属中学校
平成29年7月12日～ 14日

※2泊3日
2

46 第2学年　宿泊学習 茨城大学教育学部附属中学校
平成29年7月19日～ 21日

※2泊3日
1

47 第3学年　宿泊学習 茨城大学教育学部附属中学校
平成29年7月12日～ 15日

※3泊4日
1

48 学びの広場ネクストステージ 水戸市立第五中学校 平成29年8月2日・3日 2

49
①1年生親子ふれあい学級

水戸市立緑岡小学校
①平成29年6月16日(金)

0
②特別支援学級　ムーブメント ②平成29年6月23日(金)

50 第3学年英語の授業における異文化交流 茨城大学教育学部附属中学校 平成29年9月13日(水) 0

51 家庭科ボランティア 水戸市立緑岡小学校 平成29年6月19日～ 30年3月31日 4

52 平成29年度水戸聾学校通級指導教室交流会 茨城県立水戸聾学校 平成29年7月26日（水） 2

53 夏休み水泳特別練習 水戸市立渡里小学校 平成29年7月21日・24日・25日 2

54 黄門まつり補助
社会福祉法人栄寿会

わかな保育園・学童クラブ
平成29年8月6日(日) 0

55 わかなまつり(運動会)
社会福祉法人栄寿会

わかな保育園
平成29年10月14日(土) 0

56 わかなふれあいまつり
社会福祉法人栄寿会

わかな保育園・学童クラブ
平成29年12月16日(土) 3

57 1年生水泳指導補助 水戸市立石川小学校
平成29年6月27日～ 7月19日

※火・木のみ
0

58 夏季基礎・基本定着講座 牛久市立下根中学校
平成29年7月26日～ 28日

8月23日～ 25日※計6日間
4

59 宿泊を伴う共同学習 水戸市立城東小学校 平成29年9月21日～ 22日 4

60
平成29年度　第2回茨城町･大洗町小学校

合同陸上競技会(補助)

茨城町･大洗町教育研究会

体育・保健体育研究部
平成29年10月6日(金) 0

61 附属小合唱団における合唱指導補助 茨城大学教育学部附属小学校 平成29年7月10日～ 8月3日 2

62 学習支援 牛久市立下根中学校 平成29年5月22日～ 30年3月31日 3

63 5歳児　宿泊保育ボランティア 茨城大学教育学部附属幼稚園 平成29年9月15日～ 16日 4

64 部活動指導（卓球部） 石岡市立国府中学校 平成29年8月5日(土) 1

65 久慈サマーキャンプ 常陸太田市青年会議所 活動中止 0

66
土浦市特別支援教育推進事業

学生支援員派遣
土浦市教育委員会 平成29年9月上旬～ 30年3月中旬 1

67 体育祭 ひたちなか市立佐野中学校 平成29年9月9日(土) 4

68 宿泊学習(5学年) ひたちなか市立長堀小学校 平成29年9月19日～ 20日 2

69 発育測定補助 水戸市立常磐小学校 平成29年8月30日～ 9月1日 3

70
平成29年度ヤングコール相談事業

思春期支援ヤングボランティア養成講座
公益社団法人いはらき思春期保健協会 平成29年10月28日～ 30年3月10日 19

71 陸上記録会練習補助 水戸市立上中妻小学校 平成29年9月～ 10月4日 0

72 遠足引率補助 水戸市立上中妻小学校 平成29年9月29日･10月6日 0

73 宿泊学習補助 水戸市立上中妻小学校 平成29年10月31日･11月1日 0

74 第13回那珂市小学校陸上競技記録会 那珂市教育研究会
平成29年10月24日

予備日：26日
4

75 第2学年　生活科　「町たんけん」 水戸市立梅が丘小学校
平成29年10月12日

雨天時:19日
0

76 就学時健康診断補助 水戸市立常磐小学校 平成29年10月13日（金） 2

77 未就学児預かりボランティア（11月） 水戸市立常磐幼稚園 平成29年11月15日（水） 3
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78 未就学児預かりボランティア（1月） 水戸市立常磐幼稚園 平成30年1月30日（火） 3

79 キッズワールド2017 茨城大学教育学部附属小学校
平成29年10月7日（土）

雨天時:8日（日）
39

80 エッグハンター inこどもの城 茨城県立児童センターこどもの城 平成29年11月11日～ 11月13日 5

81 運動会予行練習 茨城大学教育学部附属幼稚園 活動中止 0

82 運動会補助 茨城大学教育学部附属幼稚園 平成29年10月14日（土） 11

83
平成30年度　子どもホットラインサポート

スタッフ募集のための研修
茨城県教育委員会義務教育課

平成29年11月～平成30年3月

全9回
0

84 校内合唱コンクール運営補助 茨城大学教育学部附属中学校 平成29年11月10日（金） 3

85 校内持久走大会 水戸市立城東小学校
平成29年11月11日（土）

雨天時:17日（金）
1

86 渡里小　就学時健康診断の補助 水戸市立渡里小学校 平成29年11月1日(水) 7

87 渡里小　2年生町探検の補助 水戸市立渡里小学校
平成29年10月18日(水)

雨天時:19日(木)
3

88 学習支援ボランティア 茨城大学教育学部附属中学校 平成29年10月31日(火) 4

89 学習支援ボランティア 水戸市立堀原小学校
平成29年11月2日(木)

※毎週木曜日
2

90
グロトリアンピアノ鑑賞会におけるピアノ鑑

賞会
水戸市立大場小学校 平成29年11月27日(月) 2

91 東海村立小・中学校・幼稚園学生ボランティア 東海村教育委員会 平成29年11月～ 30年3月 3

92 校内持久走大会ボランティア 笠間市立岩間第一小学校 平成29年12月1日(金) 0

93 校内持久走大会ボランティア 水戸市立常磐小学校 平成29年11月6日～ 11月22日 5

94 校内持久走大会ボランティア 水戸市立千波小学校 平成29年11月22日(水) 6

95 音楽授業における合唱指導補助 附属小学校 平成29年12月14日～ 30年2月9日 15

96 公開授業研究会の運営補助 附属中学校 平成29年11月23日 20

97 理科の授業の準備や片づけ 附属中学校 平成29年11月14日～ 30年2月28日 2

98 公開保育研究会開催補助 附属幼稚園 平成29年11月21日 0

99
数学学習サポート

「数学・学習相談SPOT in MITO
水戸市教育委員会 平成29年12月26日～ 12月28日 3

100 音楽会における運営支援、児童支援 附属小学校 平成30年2月21日 8

101 箏の授業支援 附属中学校 平成30年1月18日～ 2月15日 7

102 授業参観補助 水戸市立上中妻小学校 平成30年2月11日 4

103 卒業式の補助 水戸市立渡里小学校 平成30年3月20日 6

104 「なわとび集会」でのボランティア 水戸市立常磐小学校 平成30年2月15日 1

105 なわとび大会の補助 水戸市立渡里小学校 平成30年2月21日 5

106 授業支援 水戸市立上中妻小学校 平成30年2月19日～ 3月20日 3
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（5）高等学校ボランティア活動

教育支援ボランティア活動の派遣依頼があった高等学校とその依頼内容、並びに実際に

支援活動に参加した人数は下表の通りである。

平成29年度 高等学校ボランティア活動状況

派遣依頼学校名 支援活動の内容 活動人数(人)

翔洋学園高等学校 学習支援 ①個別学習 ②体育実技

水戸学習センター 各種イベント補助

勝田高等学校 数学課外指導補助 ３

オーケストラ部指導補助

美術部指導補助

書道同好会指導補助

鉾田第一高等学校 ソフトテニス部練習指導

バスケットボール部練習指導及び審判活動 １

ハンドボール部練習指導 １

結城第一高等学校 バレーボール部練習の指導補助

佐和高等学校 読み聞かせ実践練習・参加者交流会 １

下館第一高等学校 理科実験での補助 １

学習合宿における指導補助 ３

那珂湊高等学校 ①英語課外補助 ②部活動補助 ２

③地学観察補助等

大洗高等学校 スポレク祭 救護係補助

那珂高等学校 校内クラスマッチの審判、運営補助、生徒と

の交流試合

部活動(囲碁部)の補助

【事業担当】

全学教職センター 柴原 宏一、五島 浩一、鯉渕 良子、叶谷 円美

学務部学務課 菊池 昌彦
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（6）ボランティア活動に参加した学生の感想 

 
■水戸市学校支援活動 

○幼稚園 
【運動会の補助】 
・幼稚園の運動会ボランティアに参加することで、子どもたちをまとめることの大変さを

実感した。それと同時に、人懐っこく話しかけてくる子が多くうれしかった。待ち時間

に飽きてしまう子などをどのように待つよう指導しているのかや、叱る時のメリハリな

ど授業では知ることのできないことを知れて、よい体験になった。 
【園行事補助】 
・参加した幼稚園はもともと園児が多くはありませんが、先生の人出が少ないという印象

を強く受けました。園児は 1 人 1 人自由に行動するので、これを 1 人で見きるのは大変

だろうなと感じました。当日は先生の補助という形で園児を見ていましたが、トイレに

行きたい園児が出てきたり、ケンカを始めてしまう園児がいたりして、一人ではとても

無理だなと思いました。大変さを改めて感じましたが、やはり子どもはすごくかわいく

て、実際に教育現場にふれられた今回のボランティアに参加してよかったです。 
 
○小学校  
【運動会補助】 
・ボランティアとして初めて運動会に参加して、自分が生徒として参加している時とはま

た違った視点で見ることができた。先生方はとてもテキパキと動いていて、子どもたち

もそれを真似するように、自分の係の仕事をやっていて、とてもすごいなと感じた。小

学生が一生懸命やっている姿を見て、かわいかったし、自分も頑張ろうと思えた。 
・先生側から教育現場を感じたいと思い参加しました。自分の想像以上に先生側には広い

範囲での状況把握と判断力が必要になると感じました。行事である生徒と保護者、地域

の方々と直接的に関わり、とても広い職業であると実感しました。生徒の理解のスピー

ドや注意力も千差万別で、行事ならではの雰囲気、行動も様々な発見がありました。素

直な生徒が多く、学びと同様に非常に楽しく貴重な経験ができました。 
・前日と当日の朝、雨が降っていて会場準備を計画通りに進めることが難しく、その都度

先生方の指示を仰いで行動した。臨機応変に動くことの大切さを知った。初めて児童・

生徒という立場を離れて、自分が運営を手伝う側として学校行事に参加したが、成功さ

せるために段取りを考えて動くのは大変だと思うと同時に、うまくいって児童の笑顔が

見られた時にはやりがいを感じた。 
【遠足の児童看護補助】 
・初めて遠足のボランティアに参加したが、校外学習において、児童の安全を守ることが

第一だと思った。遠足を通し学年の仲を深めることも大切であるが、安全にスムーズに

活動内容がいくよう、教師たちが児童の様子をよく観察し、必要に応じて声かけや対応

を行っていくことが重要だと感じた。また、しおりなどから、事前に雨天時の場合も考

えるなど、想定外のことまで計画を立てておくことの大切さも学んだ。 
【家庭科の授業におけるミシン指導】 
・小学校家庭科のミシン学習においては、活動にとても個人差が出る。特に家庭科のよう
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な実技教科では、活動の個人差に対応することが、全体の活動と学びにおいてとても大

切であるということが分かった。また、実際に小学生と話をしてみて、ミシン学習のど

こにつまずくことが多いのかもわかり、説明の仕方も小学生が目で見てわかるように、

ボランティア中に改善していくよう心掛けた。活動において学んだ先生方の指導の仕方

も含め、この経験をこれからに活かしていきたい。 
【5 年生の宿泊学習の引率補助】 
・5 年生は話しかけたら話してくれる子が多く、全体的に落ち着いていた。また、自分で

やろうとする気持ちが多く、手伝おうとするとそれをはねのけて自ら取り組んでいた。

学年の先生は協力し合いながら児童の安全確認を行うなどしており、チームワークが大

切であると感じた。先生の子どもに対する指導として、中途半端に終わっているのは、

終わるまでしっかりとやらせ、自分のことが終わったらまわりの人を手伝わせるなど、

全体の様子をしっかりとみながら指導していたので、全体の様子に合わせて指示するこ

とは大切だと学んだ。 
【部活動の補助(金管)】 
・私も以前は部活動でトランペットを担当していたが、久しぶりのことだったので、指導

がぎこちなくなってしまったように思う。しかし、どの児童も私の話をきちんと聞いて

くれて演奏で表現してくれていたので、指導をして良かったと感じた。 
【持久走大会補助】 
・児童がゴールした時の誘導係を担当したが、頑張って走ってきた児童たちへの声かけが

とても大切だと思った。「よく頑張ったね!」「頑張れ!」と最後まで声をかけてあげること

で、児童たちにとって励みになるのかなと感じた。児童たち一人一人の頑張っている姿

を近くで見ることができ、パワーをもらった。改めて、教師という仕事は子どもたちの

成長を見たり支援したりできるため、とてもやりがいがあると思った。 
【なわとびの学習支援】 
・一人一人技能が違う子どもたちに子どもの目線に立って声かけができた。上手くなった

り、できるようになったりした子が増えて、教えている方も楽しかった。 
・まだ、教育実習に行っておらず、小学生と関わる機会もそれほど多くはない中で、体育

の授業補助を通して小学生と関われたことは良い経験になりました。小学生だと言語理

解が難しく、こちらの伝えたいことを上手く伝えることや、児童が言いたいことを正確

に聞くことは大変で、経験が必要であると感じました。また、技ができた時の喜びを素

直に表現し、次の学習意欲に素早く持って行けるところも小学生特有だと思いました。 
【養護教諭の補助】 
・継続的にボランティア活動をしていたことで、児童の名前を覚えたり、学校の変化を見

たりすることができた。また保健室登校の児童に長期的に関わったことで、性格や抱え

ている悩みなどを知ることができて、支援につなげられた。1 日保健室での活動をする

ことで、来室者対応や事務処理など養護教諭の仕事を経験でき、学ぶことが多かった。 
 
○中学校 
【学習支援】 
・説明の仕方、伝え方などまだまだ足りないところが多いと分かった。いろいろな生徒と

関わり数学を教えることができ良かった。 
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■地域の教育支援ボランティア 

【幼・小・市民合同運動会の運営支援】 
・幼・小・市民合同の運動会ということで、市民の方が参加する競技がいくつかある運動

会でした。まち全体で作る運動会という雰囲気が感じられ、協力的な市民の方が多くい

て、明るい空気で溢れている楽しい運動会でした。卒業した中学生たちも手伝いに来て

くれていて、地域に愛されている素敵な学校だと感じました。子どもたちの一生懸命な

姿、友達を応援する姿をみられて貴重な経験ができました。 
 
【小学校の特別支援学級補助】 
・ボランティアとして児童と関わるのが初めてだったが、特別支援学級の先生方や他の支

援の方々の児童と関わる様子を見て、非常に勉強になった。特別支援学級の児童は一般

学級の児童と異なる部分もあるが、友達と遊ぶ姿やついつい授業中におしゃべりしてし

まうところ等、変わらない部分もあり、個性のあふれる良い児童と関わることができて

良かった。 
 
【支援を必要とする児童の学習支援】 
・教室の中ではいろいろな児童いて、ノートを書くのが遅い子、問題文の内容が理解でき

ない子など、支援を必要としている子はたくさんいると感じた。また、自分が想像して

いるよりも納得していない様子が見受けられ、分かるように教える難しさを感じた。さ

らに低学年は学習だけでなく、生活指導にも気を配ることが大切で、発達障害の児童に

も配慮すべきであると感じた。 
 
【小学校の放課後学習支援】 
・なかなか学習へのモチベーションが高まらない子に対する声かけが難しかった。子ども

たちの人数があまり多くなかったため、一人ひとりをよく見ることができ、分からない

問題など、丁寧に教えることができて良かった。 
 
【5 年生の宿泊学習補助】 
・昨年に引き続き、2 回目の参加をさせてもらった。昨年は雨でウォークラリーやナイト

ハイキングができなかったが、今年はできて良かった。ナイトハイキングでは児童が一

人けがをして、その対応にあたった。初めての経験だったので、よい経験ができた。2 日

間とも児童の優しさや元気さ、そして何よりたくさんの成長を先生方と感じられたので、

とても良い経験だった。 
 
【キッズワールド 2017】 
・附属小学校へは 9 月に実習で行っていたため、毎日のように練習しているのを近くで見

ていた。練習の段階では全然完成していなかったものが、本番では完成されていて、児

童が活き活きした表情で取り組んでいるのを見て、鳥肌が立つほど感動した。また、閉

会式では各チームの得点について触れずに頑張って取り組むことを通して絆が深まっ

たことに焦点を当てていた。勝ち負けだけが大事ではないことを教えるやり方に感心し

た。 
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【中学校の学習支援】 
・「しあわせ社会」を実現するために何ができるかという内容の発表を聞いたり、それに対

するコメントやアドバイスをしたりし、一緒に課題について考える活動だったが、生徒

たちがどのように考え、とらえているのかがよく分かり、とてもおもしろい話し合いと

なった。この経験は自分が教師になった後でも、応用しながら使うことができるものだ

と感じた。 
 
【中学校の音楽ワークショップ補助】 
・今回、ボランティアをするのが初めてであった。また、自分で授業内容を考え、生徒に

楽しんでもらえるような授業ができるのか、すごく不安だったが実際に授業を行ってみ

て、すごく勉強になり、良い経験になったのでとても良かった。自分の語彙力のなさや、

どうしたら生徒を飽きさせずに活動をすることができるのかということがわかった。普

段、大学の授業ではこのような経験をすることはないし、3・4 年次の教育実習前に経験

できたことが良かったと思う。 
 
【中学校部の活動支援】 
・昨年から継続しての活動ということもあり、生徒とコミュニケーションをとりながら活

動することができ、とても多くのことを学べた。自分の思っていることをどう伝えれば

わかってもらえるのか、どうすれば生徒のやる気を引き出せるのかなど、大学では学ぶ

ことのできないことが多くあり、貴重な経験となった。また、今年は顧問の先生が変わ

り、バレーボールをやったことがない先生ということで、チーム運営や試合の組み立て

方などにも参加させていただき、中学校の部活動の現状を体験することで、理想と現実

の差を知り、自分自身の力不足を感じた。この経験を生かし、大学生活の中で、勉強や

部活動を通してスキルアップしていきたいと思った。 
 
【中学校の体育祭支援】 
・救護係の補助としての参加でしたが、養護教諭の先生に指導いただいた通りに生徒の処

置を行いました。授業ではまだ行っていないことだったので、本当にこれであっている

のかとても不安でしたが、きちんと処置をすることができたと思います。参加したこと

により、今の中学生の雰囲気を感じました。また、複数配置の養護教諭の様子も見ると

ことができました。今後に生かすことのできるとても良い経験ができました。 
 
【高等学校の数学課外指導補助】 
・月 1 回しかありませんでしたが、継続して行ったため、顔を覚えてもらうことができ、

生徒の方から声をかけてくれるようになりました。大学に入学してから数学をやってい

なかったため、最初は不安でしたが、楽しく活動することができました。 
 
【高等学校の放課後英語課外アシスタント補助】 
・課外前に問題を渡され、目を通した時に自分が予想していた点とは全く異なる角度から

生徒が質問してきたり、なぜ前置詞の「to」を使うかなど、普段私たちが当たり前だと

思っていることも生徒にとっては疑問であることが分かり、とても勉強になりました。 
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