
 

スクールパートナー 

令和４年度 東浦町学生ボランティア事業 

10年目を迎える確かな実績 

学生満足度 No.1 の東浦町で 

（学生ボランティア） 大募集！ 

教師を目指す学生の最高のボランティア 

教員への第一歩をふみだしてみませんか 



  

  

 

 

2022 年度 東浦町スクールパートナー（学生ボランティア）募集案内 



 

〔LINE 公式アカウント“東浦町学校ボランティア”への登録〕 

 

  

ＬＩＮＥを使用しての連絡及び申込方法 

● 登録完了後、登録が確認された旨の返信が登録したメールアドレスに届きます。返信がない場

合は、下記アドレスへメールでご連絡ください。 

● LINE を利用されていない方は、下記アドレスへ「氏名・ふりがな・大学名・学年」を 

記載したメールを送ってください。申込み URL をお送りします。 

メールアドレス：gakko@town.aichi-higashiura.lg.jp 

 

 

 



 

 
LINE ではなく、下の「学生ボランティア申込票」を記入して申込みをしていた

だくこともできます。記入後は、学校教育課へご連絡ください。（電話・FAX・メ
ールいずれも可） 
                                       

学生ボランティア申込票 

  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 

平成   年   月 ～ 平成   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。） 

 

申込票を記入しての申し込み方法 

西暦 

令和 令和 



 

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、学校見学及び面接後、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駅から歩

いて行くことができます。 

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。 

学生ボランティア活動についてのよくある質問    Q ＆ A 

   

１ 学びの場として、本活動に満足しましたか。 

大いに満足・・・・83％ ある程度満足・・・17％ 

２ 教職への意欲が高まりましたか。 

大いに高まった・・・・70％  ある程度高まった・・・29％ 

３ 教職としての実践力をつける上で役立ったことはなんですか。（複数回答可） 

児童生徒への接し方や指導方法・・・57％  子ども理解・・・・・・51％ 

 教職への魅力を実感・・・・・・・・41％  現場を知る・・・・・・39％ 

 授業づくり・・・・・・・・・・・・11％  教員採用試験対策・・・9％ 

学生満足度 

100％！！ 



 

 

 東浦町の SP（スクールパートナー）活動は多岐に渡り、活動の方法もさまざまあります。ここ

では、SP 活動の内容を具体的に紹介します。みなさんの希望に沿った活動になるよう、コーディ

ネーターと一緒に考えていきましょう。  
 

 

 

 

 

＜先輩 SP の声～片葩小シニア SP～＞ 

 「私は、大学４年生の時に WSP（ウィークリーSP）に参加しました。１年間だけでしたが、とても充実した

ボランティア活動をさせていただくことができました。その気持ちは、現場に出てさらに強く感じています。現

場に出た今、WSP になってよかったと思えることは大きく分けて次の二つです。一つ目は、個を見る大切さを

体感したことです。小学校の現場に出て担任を持つと、最大で４０人の子どもを相手にします。４０人もいると

正直、一人一人を見るのは難しいです。でも、WSP で個々を見ていって、ぐんぐん成長した子どもたちを見ま

した。WSP で見ることができたから、体感したからこそ、難しくても個を見る意識を薄めることなく、子ども

たちと接することができています。これは教育実習という短い期間では得られなかったものだと思います。二つ

目は WSP の活動中に現場の先生方の授業を見させていただけることです。これは、教育実習でもできることで

すが、WSP はいつでもどんな学年でもさせてもらえます。この経験のおかげで、現場に出て少しだけ自信を持

って授業ができていると言っても過言ではありません。また、WSP を卒業しても、わく算などを通し片葩小に

戻ってくると、教師への憧れを抱いていた大学時代に原点回帰することができます。私にとって WSP という活

動は、現役の時も、卒業した今も、たくさんの学びを提供してくれる大切な場所です。」 

ＳＰ（スクールパートナー）活動 活動内容紹介 

 ウィークリーＳＰ 

 部活動支援ＳＰ（案） 

＜授業中の支援の様子＞ 



   

 

 

＜令和３年度の実績＞ 

◎各小学校で夏休みに補充学習会が開催されました。（藤江小、生路小、石浜西小、緒川小、卯ノ里小） 

◎生路小では、学期ごとに５年生算数の補充学習会を行いました。（平日の夕方） 

◎緒川小では、オープン・タイムでの支援をしました。 

◎東浦中では、定期テスト前に「テスト前学習会」を行いました。（平日の夕方、教科は数・英・国） 

 補充学習会支援ＳＰ 

＜マラソン大会での伴走の様子＞ 

 

 

＜令和３年度の実績＞ 

◎開催校・・・片葩小学校（モデル校）、東浦中学校 

◎日 程（令和３年度） 

夏休み 8/21，23，24，25，26 の 5 日間（東浦中は 26 日のみ） 

冬休み 12/24，27，28，1/4，5 の 5 日間（東浦中は 24 日のみ） 

◎時 間 

午前の部 9：00～12：00、午後の部 13：00～16：00 

 わくわく算数・数学教室ＳＰ 

＜「わくわく算数教室」での支援＞ 

 

  ＳＰ研修会 

＜SP 研修会でのワークショップ＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 


