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平成３１年度 天沼小学校 学校支援センター協力のお願い

本年度は、子どもたちの教育活動を「どんぐりの会」１２名の皆様に支援していただ

きました。子どもたちは、「どんぐりの会」の皆様のおかげで、授業支援をや豊かな心

の育成につながる活動に取り組むことができました。特に「どんぐりの日」は、とても

楽しみにしており、たくさんの児童が参加していました。様々なボランティア活動を展

開していただけました。

年々ボランティアさんが減少する中で、本校の取組について見直してみました。２年

生の町探検や４年生の福祉体験など保護者の皆様のお力添えをいただき実施している教

科もあります。そこで、現在の「どんぐりの会」の活動を中心に保護者の皆様にご協力

いただいているものや外部講師の方にご協力いただいているものなど整理しました。そ

の結果、授業づくり支援、安全・安心支援、環境づくり支援、豊かな心を育む支援の４

つに分類することができました。

今後、学校の教育活動は、「社会に開かれた教育課程」ということで、保護者や地域

の皆様と連携し、協力し合って子どもたちの教育活動がより一層充実できるよう求めら

れています。

すべての支援は大変でも、できる時にできる支援をしていただけると子どもたちの健

全な育成の力となります。来年度は、保護者や地域の皆様の協力をお待ちしています。

よろしくお願いします。

授業づくり支援

家庭科ミシン 支援

安全・安心支援

４年 福祉体験

朝の旗振り ２年 生活科町探検
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環境づくり支援

エプロンの補修 校庭清掃（28年度の写真）

豊かな心（を育む）支援

民生委員さんの挨拶運動 どんぐりの会（プラ板作り） どんぐりの会（ペープサート）

運動会八木節 読み聞かせ

連絡とお願い

・活動中の事故や災害に備え、協力者の方には、ボランティア保険に加入させていただきます。

・ボランティア活動のため基本的に無報酬となります。

・次年度ご協力いただける方は、天沼小学校までお願いします

・年度末に１度、応募状況を確認しますので、別紙ご回答の上、担任まで提出ください。

・兄弟がいる場合、下学年のお子様に協力用紙を持たせてください。２/２５(月）までにお願いしま

す。

問い合わせ

桐生市立天沼小学校

担当：飯島 隆（教頭）

周東 武（教務主任）

TEL ５２－５６００

FAX ５２－５６０１
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平成３１年度 天沼小学校 学校支援センター協力用紙

１、支援に関して、次にあげた項目についてお答えください。

○豊かな心の育成に関わるもので、読み聞かせを毎月1回 第1火曜日の朝８：３０～

８：４５実施します。毎月必ずでなくても大丈夫です。お手伝いいただけるようでした

ら（ ）の中に○をつけてください（開始6月～年間8回の予定）

・読み聞かせ（月１回 第１週火曜日朝 ８：３０～８：４５）（ ）

※低学年中心にクラスで読み聞かせをします

○各学年の授業や下校指導などでお手伝いいただけるものがありましたら（ ）の中

に○をつけてください。

・新１年生下校付き添い ４月９日（火）（ ）１０日（水）（ ）

１１日（木）（ ）１２日（金）（ ）

時間は、１１：００～１２：００のうちの１５～２０分くらいです。

・２年生 町探検引率補助 ６月・１０月（ ）

・４年生 福祉体験学習補助 （ ）

・５・６年生 家庭科手縫い・ミシン縫い実習補助（ ）

○PTA奉仕作業で例年の9月の校庭清掃のほか、5月にプールサイドの除草作業と側溝掃

除を行います。保護者様は、3回のうちどれか一つ、ご協力いただければと考えていま

す。もし、ご協力いただけるとしたらどれですか。一つに丸をつけてください。

・５月のプールサイド除草 （ ）

・５月側溝掃除 （ ）

・９月の校庭清掃 （ ）

・その他（ほかに支援していただけることがありましたら教えてください）

２，お手伝いいただけることがある場合、どのくらい前にお願いすれば大丈夫でしょう

か。（ ）の中に○をおつけください。

２ヶ月前（ ） １ヶ月前（ ） １週間前（ ）

ありがとうございました。

※２／２５(月)までに担任へ提出してください。

保護者名（ ） お子さんの名前 ３１年度の新学年

（ ） （ 年）

（ ） （ 年）

（ ） （ 年）

（ ） （ 年）
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天沼小学校の学校支援は、どうなっていますか？

次年度以降、学校は、家庭や地域社会との連携や協働、また、学校間の連携について

求められています。

そのため、学校や地域の実態等に応じ、教育活動に必要な人的又は物的な体制を家庭

や地域の人々の協力を得ながら整えるなど連携及び協働を深めること、高齢者や異年齢

の子どもなど地域における世帯を超えた交流の機会を設けることに取り組みます。

また、他の小学校、幼稚園、認定こども園、保育所、中学校、高等学校、特別支援学

校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同

学習の機会を設け、尊重し合いながら協働して生活する態度を育んでいきます。

そこで、現在活動してくださっている「どんぐりの会」の皆さんの取組や外部講師に

よる授業、幼保小中連携について、見直しをしてみました。その結果、大きく分けて４

つに分けられます。学校としては、「できる時に､できることを」ということで３１年度

は、新たに保護者や地域の方に学校支援センターの協力をお願いすることになりました。

３学期の授業参観後の懇談会において、保護者の皆さんに協力をお願いします。

学校支援センターボランティア実践例
授業づくり

教科等 学年 内容 時期 担当

家庭科 ５・６年 ミシン どんぐりの会、５・６年保護者

調理

総合・特活 全校 食に関する指導 学校栄養士

外部講師による授業支援

特活 ２年 人権教室 １２月 人権擁護委員

総合 ３年 織物体験教室 １２月 織物協同組合

国語 落語教室 １０月 桐生市スポーツ文化事業団

特活 万引き防止教室 １０月 生活安全課、スクールサポーター

算数 そろばん ３月 珠算連盟

理科 ４年 星の観察会 １月 ぐんま天文台 ※親子行事

エコムーブ号 １月 群馬県環境学習サポーター(浦澤一雄さ

ん、小林一弘さん、小林理人さん）

特活 ６年 情報モラル講習会 １１月 ぐんまセーフティネット活動委員

人権講話 １２月 社会教育主事

社会 租税教室 １月 税理士会

薬物乱用防止教室 ２月 薬剤師会

幼保小特支連携

１年 居住地校交流 年２回 特別支援学校通学児童

交流会 １２月 幼保連携

はっぴぃ 居住地校交流 １２月 特別支援学校通学児童

子どもたちの安全・安心
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教科等 学年 内容 時期 担当

登下校指導 全校 朝の交通指導 通年 交通指導員さん

旗振りの保護者

１年 下校指導 ４月 １年生保護者（H30～）・どんぐり

の会

全校 不審者対応 緊急時 町会長さん

生活科 ２年 町探検 ６・ ２年生保護者

１０月

４年 福祉体験学習 １１月 ４年生保護者

よりよい環境づくり

教科等 学年 内容 時期 担当

環境整備 全校 校庭清掃 ９月 PTA保護者
側溝掃除 ５月 〃 通知を出して、ど

プールサイド ５月 〃 れか一つに参加

全校 図書室の整備 どんぐりの会

学校生活整 全校 給食エプロンの 夏休み どんぐりの会

備 補修

豊かな心を育むために

教科等 学年 内容 時期 担当

朝の時間 １年 読み聞かせ ４月 どんぐりの会

下学年 読み聞かせ 毎月１ 保護者・地域ボランティア

回

登校時 全校 あいさつ運動 ６・７・ 民生委員さん ３０年度より

１０・１１月

昼休み等 全校 どんぐりの日 どんぐりの会

プラ版作り ６月

ペープサート １１月

学校行事 全校 運動会 八木節 ９月 八木節保存会
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天沼小 学校支援センター組織 イメージ

会長 PTA会長
顧問 どんぐりの会代表・学校長

事務局（学校） 窓口 教頭

授業づくり支援 教務主任・専科教員

安全・安心支援 学校評議員（町会長） 安全主任

環境づくり支援 PTA副会長 体育主任

豊かな心（を育む）支援 どんぐりの会 副会長 道徳主任・図書主任

会長 PTA会長

どんぐりの 顧問

会代表・校長 事務局（学校）

窓口：教頭、教務主任（学社連携主任）

授業づくり支援 安心・安全支援 環境づくり支援 豊かな心支援

代表：学年主任 学校評議員（町会長）PTA副会長 どんぐりの会 副会長

専科教職員 安全主任 体育主任 道徳主任・図書主任

ど ん ぐ り の 会


