
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 所在地     TEL         Ｆａｘ 
  ≪0562≫     ≪0562≫ 

藤江小学校 藤江字仏 131  83-3274     83-6800 

生路小学校 生路字傍示松 15  83-3226     83-6911 

片葩小学校 石浜字坊ヶ谷 2 83-3279     83-7590 

石浜西小学校 石浜字三ツ池 30 84-0661     83-8230 

緒川小学校 緒川字八幡 7 83-2034     83-8510 

卯ノ里小学校 緒川字雁狭間山 18  34-7977     34-3045 

森岡小学校 森岡字天王西 23 83-2071     83-9222 

東浦中学校 石浜字障戸１９  83-2101     83-9650 

北部中学校 緒川字寿二区 80 83-7000     83-9830 

西部中学校 緒川字西高根 1-5 83-1710     83-9899 

学校名 最寄り駅 学校までの距離 

藤江小学校 JR 武豊線東浦駅 南西 1400ｍ 

生路小学校 JR 武豊線東浦駅 北西 1000ｍ 

片葩小学校 JR 武豊線石浜駅 西  900ｍ 

石浜西小学校 JR 武豊線石浜駅 西  1600ｍ 

緒川小学校 JR 武豊線緒川駅 西   800ｍ 

卯ノ里小学校 名鉄河和線巽ヶ丘駅 北東 1300ｍ 

森岡小学校 JR 武豊線森岡駅 西   600ｍ 

東浦中学校 JR 武豊線石浜駅 北西  800ｍ 

北部中学校 JR 武豊線緒川駅 西  1000ｍ 

西部中学校 名鉄河和線巽ヶ丘駅 東  1600ｍ 

 

東浦町小中学校所在地 

 



    東浦町学生ボランティア事業 (令和３年度)   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

■学生ボランティア（スクールパートナー）の皆さんが、教職員とともに子ども

たちの学びを支援し、学校現場の大きな力となっています。

(※職員の仲間という意味を込め、「スクールパートナー」「ＳＰ」と呼んでいます。) 

■子どもたちに寄り添い、身近にふれあう活動を通して、教職に携わることの魅

力を実感することができます。 

■学校現場での体験を活かし、教職としての実践力を身に付け、教員への第一歩

をふみだしてみませんか。 

 

    
 

 

                                  
 

 

 

      
 

          ≪わくわく算数教室 片葩小≫             ≪わくわく数学教室 東浦中≫ 
 

                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

活動開始 
・活動校の担当者と打合

せ、実施計画作成 

応募・登録 
・学生ボランティア申込票の提出 

・学校教育課で面接・登録 

・ボランティア活動保険の加入 

活動校決定 
・学校、学校教育課 

 と調整後、 

 活動校の決定 

★学生満足度 NO1の東浦町！あなたも是非一度体験しませんか！ 

東浦町では、教員をめざす学生の皆さんが、小中学校の現場で子どもたち
へのきめ細かな学習支援を行う「学生ボランティア事業」をすすめています。

教員を志す多くの学生の皆さんの登録をお待ちしています。 

 



 

                        

 

 

 

・日常の授業での学習支援や学校生活支援         

・夏休み・冬休みの補充学習での支援など  

※活動校・活動日・活動内容は、学校・学 

校教育課と調整しながら決定します。 

                       

     ≪体育祭での支援≫ 

■登録条件                  

大学、大学院又は短期大学に在籍し、将来教員を志望する学生（教育に関心のある学生も可） 

 

■募集期間 

年間を通じて随時募集しています。登録期間は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

 

■申込み・登録                        

学生ボランティアを初めて希望する方は、学校教育課までご連絡ください。                     

学校教育課で事業の内容の説明及び面接を行い、登録します。 

                            

■報 償 

報酬は交通費程度を図書カードにより支払います。一回の活動時間は 2 時間以上 

報償費は一回当たり 1,000 円、毎月の上限を 10,000 円としています。 

 

■保 険                                     

町の負担による「ボランティア活動保険」に加入します。 

       

                                                                       

  気軽にお問い合わせ 

  ください。 

見学も可能です。 

 

 

       

                  ≪校外学習での支援≫      ≪体育科の授業での支援≫ 

 

                                   

 

                                      

                               

                                                                                            

東浦町役場   教育委員会 学校教育課  

〒470-2192   愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所 20 番地 

TEL： 0562-83-3111  FAX： 0562-83-8180  
 

   

活動の概要 



 

学生ボランティア申込票 

 

令和  年  月  日 

ふりがな  性 別 

氏  名 
 

男 ・ 女 

生年月日 年   月   日 生  （満   歳） 

学校名 

学部・学科名 
                           (    )年 

連 絡 先 

〒 ：     

住所： 

 

TEL：              FAX： 

 

E－mail ： 

交通手段 
①公共交通機関(             ) ②自転車・バイク  ③自家用車 

④徒歩 ⑤その他（         ） 

活動希望 

期間・時間 

令和   年   月 ～ 令和   年   月 

（    時   分 ～    時   分） 

※具体的には面談時に相談します。 

希望教科等 

①国語 ②社会 ③算数(数学) ④理科 ⑤生活 ⑥音楽 ⑦図画工作(美術) 

⑧家庭(技術) ⑨体育(保健) ⑩英語 ⑪その他（          ）

※実際の活動内容については、面談時に相談します。 

特 技  

備 考 

その他（事前に学校に連絡したいことがありましたらお書きください。） 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         

≪町学生ボランティアの皆さんからの回答より≫  

（令和３年１月実施）     

学びの場として本活動に満足したか  

・大いに満足・・・・・・・・・・・・・・82％ 

・ある程度満足・・・・・・・・・・・・・18％ 

教育活動の理解や実践力をつけるために役に立ったか 

・大いにそう思う・・・・・・・・・・・・86％ 

・ある程度そう思う・・・・・・・・・・・14％ 

教職としての実践力をつける上で役立ったこと(複数回答)               

 ・児童生徒への接し方・・・・・・・・・・20％  

 ・子ども理解・・・・・・・・・・・・・・17％  

 ・児童生徒への指導方法・・・・・・・・・14％        ≪算数の研究授業への参加・支援≫ 

 ・現場を知る・・・・・・・・・・・・・・14％                    

 ・教職への意欲化・・・・・・・・・・・・13％       

 ・授業づくり・・・・・・・・・・・・・・11％         

 ・教職への魅力を実感・・・・・・・・・・・11％ 

教職への意欲が高まったか                                                                

 ・大いにそう思う・・・・・・・・・・・・86％ 

・ある程度そう思う・・・・・・・・・・・14％ 

 

 

                                             

        

■大学の関係学部・教職支援センター等との連携が広がり、教員を志す多くの学生の皆さん 

  が活動に参加しています。 

■令和２年度は、1７大学１２２名の皆さんの登録がありました。(R３.2.２２現在) 

≪登録された皆さんの大学≫ 

 

 

 

 

≪居住市町別人数≫ 

                

 

 

 

 

 

 

愛知教育大 名城大 金城学院大 中部大 至学館大 岐阜聖徳大 愛知学院大 

愛知淑徳大  愛知大 椙山女学園大 名古屋学芸大   名古屋女子大 

名古屋音楽大 東海学園大 日本福祉大 桜花学園大 愛知県立大  合計 1７大学 

          

<県内> 名古屋市２８名 東浦町 2３名 半田市９名 大府市 5 名 刈谷市 5 名  

安城市 4 名 長久手市 4 名 岡崎市 3 名  日進市 3 名 春日井市３名 小牧市３名 

豊橋市 2 名 東海市 2 名 あま市 2 名 知立市 2 名 知多市 2 名 豊田市 2 名 

一宮市 2 名  

みよし市 西尾市 高浜市 稲沢市 愛西市 東郷町 北名古屋市 幸田町  

阿久比町 美浜町 岩倉市 蒲郡市 尾張旭市 江南市 武豊町 各 1 名                                     

<県外> 岐阜県２名  三重県１名                合計 1２２名   

 学生ボランティア活動アンケート

学生ボランティアの登録状況 

学校現場で体験したことや子どもたちに

寄り添った様々な活動は貴重な体験の

場、学びの機会です。教職をめざす皆さん

の多様なニーズに応えられる学生ボラン

ティア活動になるよう町全体で取り組ん

でいます。 



 

 

Q1 授業中における学習支援ではどのようなことをしますか？

     担任・担当の先生と連携し、授業中に支援が必要な児童生徒の学習に寄り添ったり 

個別の質問に応じたりします。授業中の様々な学習の場面で支援していただきます。 

Q2 授業中の学習支援以外でどのような支援ができますか？ 

日常の授業での学習支援が中心になりますが、それ以外に学校生活支援、特別支援 

学級補助、学校行事サポート、教材作成の補助等について、活動校と調整の上、支援 

活動をします。夏休み・冬休みの補充学習の支援もあります。 

Q3 活動校はどのようにして決まりますか？ 

登録時の面談で、活動できる地域や希望校を申し出ていただき、学校見学及び面談 

後、活動校を決定します。 

Q4 活動日が不定期で、月に 1～2 回しか活動できなくても大丈夫ですか？ 

月 1～2 回でも OK です。活動日は、個人の都合に合わせて活動校と調整して決め 

ることができます。活動日数はできる範囲でかまいません。大学の休業期間中にあわせ 

て活動することも可能です。 

Q5 活動校への交通手段は自家用車でも可能ですか？ 

自動車・バイクを使う場合は、活動校と相談の上、利用は可能です。公共交通機関を利用

する場合は、JR 武豊線・名鉄河和線の最寄りの駅から徒歩で行きます。   

Q6 活動する学校を複数校（小学校と中学校）で行うことはできますか？  

可能です。希望する活動内容により、各学校との調整をさせていただきます。 

Q7学校の活動以外に学生ボランティアを対象 

とした研修はありますか？ 

町内登録のＳＰの皆さんや学生ボランティア 

活動に関心のある大学生の皆さんなどを対象に 

町ＳＰ研修会を開催しています。 

              ≪ＳＰ経験教師を交えたパネルディスカッション≫ 

学生ボランティア活動についてよくある質問 Ｑ＆Ａ 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ≪わくわく算数教室≫ 

 

            

                                                               

  

 

                                                        

 

                                                           ≪算数科の研究授業参観≫ 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                           

 

■教員をめざす学生の皆さんにとって、子どもたちとの感動体験や、年間を通して、現場感覚を 

味わえる開かれた学びの場となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪自主学習会での支援≫ 

学生ボランティア活動に参加して   

 

子どもたちの生の声を聞くことが出来たのがとても勉強になりました。実際に現場を見て、体験して、今ま

で想像でしか分からなかったことや初めて知ることばかりでした。また、教育免許を持っていない学生が教

育現場にお邪魔させていただく機会はほとんどないと思います。これほど子どもたちの近くで一緒に過ごせ

る学生ボランティアもなかなかないと思います。とてもいい経験をさせていただいていることに感謝してお

ります。東浦町で学生ボランティアを体験し、将来教師になりたいと強く思いました。 

名城大学３年 Ｗさん (片葩小) 

 

 

 

ボランティアに行かせていただくたびに、たくさんのことを学ばせてい

ただいています。中でも特に価値のある体験をさせていただいたのは、

緒川小学校特有のカリキュラムである、週プロの時間です。自分で考え

て、自分流のコンパスで円を書くという課題を行なっている児童のサポ

ートをしていました。どうすれば一定の半径を保つ円を書くことができ

るのか、必要な材料などを考えて自分で円を書き切った時の児童の喜ぶ

姿に、非常に感動を覚えました。児童の頑張りを直接みることのできる、

素晴らしい活動だと思います。 

岐阜聖徳学園大４年 Ｍさん(緒川小) 

わくわく算数・数学教室/わくわく算数教室 

  

 

■片葩小(モデル校)が活動の柱のひとつとして取り組んでいます。

令和２年度の「わくわく算数数学教室」は、コロナ禍の影響もあ

り、開催が危ぶまれましたが、感染予防対策をしっかり行ったうえ

で、片葩小学校では、夏休みの土・日曜日（8/22,23,29,30）の４日

間の日程で開催しました。同じく東浦中では２日間（8/22,29）のみ

でしたが無事に開催することができました。また、冬休みは,片葩小

で５日間（12/24,25,26,28,1/4）の日程で開催しました。 

スクールパートナー(ＳＰ)研修会   

■情報交換会やワークショップ、授業参観、研究協議、講演会等が

あり、教員をめざす皆さんの学びがどんどん広がります。 

活動内容を発表する機会もあり、町内で活動する多くのＳＰと情報

交換ができるのもこの研修会の魅力のひとつです。また、毎回、町

長、教育長、町議会議員、教育委員の皆さん、関係大学の先生方、

ＳＰのＯＢの先生方など様々な立場の方に参加いただき、教育活動

について有意義な学びの機会となっています。 

≪SP研修会 授業研究協議会≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                 

 

 

 

私は学生ボランティアに参加して児童への指導

方法について学びました。低学年の算数の授業

では、引き算の計算方法などを子どもに説明す

ることは思ったより難しいと感じました。先生

方は言葉や図を巧みに使い、子どもが「なるほ

ど！」という顔で頷いているのを見て、このよ

うな授業をしたいと強く思いました。大学で指

導方法についての講義を受けていますが、実際

に子どもたちの授業の様子と反応を見たことで

大学での勉学に対する意欲が高まったと思いま

す。 金城学院大学３年 Ｍさん (卯ノ里小) 

子どもたちと実際にかかわることができ

たのがとても嬉しくて話しているだけで

自然に笑顔になれました。学校で学ぶだ

けではわからない臨機応変に対応してい

く力を少しですがつけていくことができ

たと思います。この力は保育、教育の仕

事に関しては絶対に必要なことなのでつ

けていくように行動を心がけていきたい

と思いました。 

椙山女学園大学１年 Ｓさん (片葩小) 

 

様々な教科の相関関係や共通点、生徒の成長過程などを見ることができた。具体的には、学生ボランティア

は教育実習とは違い、様々な学年や学級に配属されるので学年毎にどんな成長段階にいるのか、何が出来て

何ができないのかを知ることができた。また、自分の専門教科が中心だが望めばどの授業も見学させていた

だくことができるため、他教科から学べることも多かった。将来教師になったときにこの経験を生かすこと

ができると思った。                    中部大学 Ｓさん (東浦中) 

 

「児童生徒の目線になって」と言葉で言うのは簡単だが、実

際にやってみるのはとても難しいということを実感しまし

た。自分は今まで誰かに何かを教えるということをしたこと

がなかったので、人に教えるということの難しさを感じると

共に、このような経験ができたことは自分自身の成長にも繋

がったと思います。また、子ども達に算数を教えることで、

児童生徒との接し方を学べるのでとても良いなと思っていま

す。そして、現役の先生方とお話ができたりして、とても貴

重な交流の場だと感じています。   

愛知学院大学４年 Ｋさん (片葩小) 

色々な児童がいるので、その児童に応じて対応するのはとても大変であると思った。一緒に過ごしていく上

で名前を覚えてくれたり悩みを相談してくれたりすると心を開いてくれたようでとても嬉しい。クラスで集

団行動ができない子の対応はボランティアを始めて何ヶ月か経っても非常に難しいなと思います。でも、そ

の何ヶ月かの間で集団行動ができない児童が少しでも頑張ろうとしている姿が目に見えて分かるので担任の

先生方は凄いなと思います。こういったことを目にすると、教職という仕事は生徒の成長、人生の上での大

切な部分を担う仕事だなとボランティア活動をさせて頂いたことで学びました。 

                              名古屋音楽大学４年 Ｔさん (藤江小) 

ボランティアをしていると、理由もなく教室に入ること

のできない子どもに出会うことがある。その際の養護教

諭の先生、支援員の方、担任の先生など様々な方の対応方

法を見ることができたことはとても勉強になった。また、

教育実習中は養護教諭の先生と話す機会は少なかった

が、ボランティアの際は、就学児検診の準備を手伝わせて

いただいたこともあり、たくさんお話をすることができ

た。養護教諭の先生が必要だと感じる、教員の力を知るこ

とができ、学ぶことがたくさんあった。 

至学館大学２年 Ｙさん (生路小) 

初めは、学校現場に入ることや児童との関わりに不安を感じて

いました。しかし、先生方はあたたかく迎えてくださり、子ど

もと関わる楽しさを感じることができています。毎回新しい発

見や学びがあるのでとても意味のあるボランティアをさせてい

ただいています。  東海学園大学２年 Ｍさん (緒川小) 

≪給食での交流・支援≫   


