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学校に来てくれる学生さんたちを、
「学校教育の一翼を担ってくれる職員の仲間だ」という思
いを込めて、学校中で、
‘スクールパートナー’または‘ＳＰさん’と呼んでいます。

夏休みに開催する「わくわく算数教

曜日を決めて来校し、多くの教育場面

室」の指導を行うスクールパートナー

で活躍するスクールパートナー

…
年度

開催回数

参加児童数

参加学生(ＳＰ)数

２０１３年度

７回(７日間)

１１２名(のべ２５２名)

３５名(のべ１２２名)

２０１４年度

８回(８日間)

１９０名(のべ５１５名)

４５名(のべ１５１名)

２０１５年度

１３回(７日間)

２１７名(のべ６７２名)

７５名(のべ３３０名)

２０１６年度

１３回(７日間)

２４９名(のべ８１７名)

１１４名(のべ４３８名)

★２０１６年度には、「冬休みわくわく算数教室」も開催しました。(３日間計６回)
★さらに、

は、

小学生の算数教室は、数学が専門でなくても、十分に指導に当たれます。また、中学生向け
の「数学教室」を開催する予定でいます。数学が専門の学生には、ますます力が発揮できる機
会になります。
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子どもたちに信頼され
ある学級で、担任の先生が子どもたちに「学校が一番お世話になってい
る人は誰？」と尋ねたら、真っ先に「ＳＰさん！」という声が返ってきま
した。片葩小学校のＳＰは、今、これほどまでに子どもたちに受け入れら
れています。ＳＰが学校生活での拠り所となっている児童が多くいます。

教師からも信頼され
また、多くの教師がＳＰを頼りにしています。毎月、月末に翌月のＳＰ
の来校予定を記載した「ＳＰカレンダー」が掲示されると、すぐに多くの
担任がＳＰに入ってほしい時間の記入に殺到します。それは、教師の仕事
が楽になるからではありません。より豊かな教育ができるからです。

自らの力も大いに高まる
これだけ信頼された中での活動ですから、片葩小ＳＰの活動はとてもやりがいがあります。教育実習
や他校では任されないような仕事も任されます。だからこそ、力がどんどんついていきます。片葩小Ｓ
Ｐの取組は、学校の教育力も高まり、ＳＰ自身の力も高まるという完全に“Win-Win”の関係の上で
成り立っています。これが、他校では見られない、片葩小の特徴です。

そして、さらに進化を続け、新たな「学生文化」の創造を！
ＳＰ活動の運営の多くの部分を、ＳＰである学生自身が担当しています。また、学生自身の発案によ
る取組も行われています。児童の情報を共有するための「交換ノート」や、新しく加入したＳＰへの「ガ
イド活動」がその一例です。これらは、教師を目指す学生の手で、「新たな学生文化を創り出そう」と
いう思いから生まれたものです。この取組を確固たるものにするために、主体的な運営を支える組織と
して「かたはＳＰ学生Ｏffice」を立ち上げました。

★２０１７年２月末現在、３３名の学生がＷＳＰとして活躍しています。★

学校のフォローアップ体制も万全です。
前々日にはラインを使って毎時
間の担当学級が知らされます。

学生運営組織｢かたはＳＰ学生
Ｏffice｣の部屋もあります。

ＳＰによる授業体験やそのため
の研修も行われます。

ラインで届く各ＳＰの担当割当

専用の部屋‘Office’での打合せ

ＳＰによる道徳の授業
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片葩小学校のＳＰでしか学べないこと、得られないこと。それは、
「臨機応変に
対応する力」「熱い仲間との関わり」「教育実習では学べない現場感覚」…。あま
りに多すぎて書ききれませんが、大事なのはあなたがチャレンジするかどうかで
す。一度体感してみてください。きっと多くの学びがあるはずです。
片葩小はいつでもウェルカム！待っています。

名城大理工学部４年
磯部至孝くん

ぼくたち‘かたはＳＰ’のメンバーは、これまで学校の先生方に任せっきりだ
ったＳＰ運営の仕事の多くを、自分たちの手でやっていこうと取り組んでいます。
子どもたちと関わる時も、いつも「この子のために何ができるのか？」を考え
るようにしています。ＳＰという組織についても「ＳＰが良くなるために何がで
きるか」を考えます。仲間とミーティングを繰り返し、思考錯誤する中で、
「組織
に主体的に関わる姿勢」「チームの大切さ」「事務力アップ」について考えていま

名城大理工学部４年
山根光稀くん

す。これらが、将来、教師になった時にきっと役立つと信じ、仲間と共に頑張っ
ています。教師を目指すみなさん、ぼくたち‘かたはＳＰ学生 Office’のメンバーに、ぜひ加わってくださ
い。

今、私たち学生を受け入れてくださる小学校が
様々あります。これは、とてもありがたいことです。
しかし、片葩小学校は特別です。質が違います。
来てみれば、すぐに分かります。
ＳＰの数は、2017 年 2 月現在で 33 名。この大人
数の学生を受け入れてくれている片葩小学校には、
受け入れるだけの体制ができているのです。
初めは先輩ＳＰがいっしょにクラスへ入ってく
れるので、何をしたら良いか分からないということ
がありません。また、同じ日に入る学生が必ずいる
ので、不安な事や分からないことは、すぐその場で
聞くことができます。道徳の授
業にも力を入れている学校な
ので、その分でも多くの学びが
あります。
まずは、見学から。ぜひ片葩
金城学院大
小学校に足を運んでみてくだ
人間科学部４年
内田実佑香さん
さい。

大学生になり、増えた自由時間で何か新しい事を
始めたいと思ったのが、ＳＰを始めるきっかけでし
た。大学では教育現場に出る機会はそれほど多くは
ありません。しかし、ＳＰの活動をする事で、現場
だからこそ得られる学びがあり、他のＳＰの人や現
場の先生方との関わりの中で、教育について考える
きっかけを多く得ることがで
きます。ここで得た経験は、確
実に将来、教師として、社会人
として、役立つものだと思いま
す。新たなＳＰの仲間と出会え
岐阜大
教育学部１年
るのをとても楽しみに待って
久田瑞姫さん
います。
冬休みわくわく算数教室に初めて参加し、この２
月にＷＳＰに加わったばかりですが、片葩小のＳＰ
にとてもやる気を感じています。
片葩小で学ぶことは一人一人違うかもしれませ
んが、必ず何かの学びがある場所だと思います。そ

‘かたはＳＰ’としての一日は、「子どもたちの
ために自分に何ができるのか…」を考えながら過ご
しているので、あっという間に
時間が過ぎます。
‘かたはＳＰ’として過ごせ
ば、学ぶ意欲次第で、いくらで
も可能性が広がります。あなた
名古屋女子大
家政学部３年
の可能性も、この素晴らしい環
国広鮎奈さん
境でさらに広げてみませんか。

して、自分次第で力を伸ばすチャンスを与えてもら
える場だと思います。
教師になりたい人はぜひ、
どうしようか悩んでいる人
も、一度片葩小学校に足を運
んでみてください。ＳＰの仲
間が増えることを楽しみに待
っています。
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至学館大
健康科学部３年
梅田順子さん

①

②

大学では学ぶことのできない現場感覚を、自由

なぜ片葩小に学生が集まるのか……。その理由に

に学ぶことができる場所だからです。子どもたち

答えはありません。この活動の魅力は、百人百色だ

に自分は何ができるのかを、とことん考えること

と思います。あなたのその足で訪れ、その目で見て、

ができます。

活動の魅力を自らの心で感じ

初めて片葩小に来たとは

てください。豊かな学びがここ

思えないくらい、先輩ＳＰや

にはあります。「百聞は一見に

先生方が受け入れてくださ

しかず」。片葩小に足を運んで
名城大
理工学部３年
谷地美咲さん

います。片葩の温かさに、私
は惹きつけられました。

みてください。素敵な出会いが
待っています。

愛知淑徳大
文学部４年
戸崎菜香さん

「子どもたちから学ぶ」。私が片葩小のＳＰ活動

先生方や子どもたち、そして、教師を目指す仲間

で大切にしていることです。大学や教育実習では学

と関係を深めながら、教育現場で学ぶことができる

べないたくさんのことをここでは学ぶことができ

素晴らしい活動です。片葩小の先生方は、学生の希

ます。子どもたちの本来の姿だからこそ、本気で子

望を尊重してくださり、チャレンジする機会を作っ

どもたちとぶつかり、本気で接することができま

てくださいます。大学や教育実

す。子どもたちは、全力で応え

習とは一味違う、一生の財産と

てくれます。それが嬉しくて嬉

なる経験を積むことができま

しくてたまりません。

す。

興味がある方は、ぜひ足を運

興味のある方は、ぜひ見学に

んでみてください。新たにＳＰ

愛知淑徳大
文学部３年
小島穂佳さん

の仲間が増えることを楽しみ
にしています。

名城大学３９名

来てください。

愛知淑徳大学１９名

金城学院大学１０名

岐阜聖徳学園大学１４名

至学館大学８名

愛知大学４名

椙山女学園大学３名

中京大学２名

岐阜大学２名

東浦町１２名

大府市５名

名古屋学芸大学５名
日本福祉大学２名

南山大学１名

半田市６名

名城大
農学部３年
田中麻稀さん

愛知教育大学１０名
名古屋女子大学４名

愛知学院大学２名

明星大学１名

常滑市３名

東海市１名

名古屋市３２名

刈谷市１名

豊明市２名

知立市１名

安城市７名

豊田市５名

みよし市１名

岡崎市３名

碧南市２名

蒲郡市２名

豊橋市２名

西尾市１名

東郷町１名

日進市１名

長久手市３名

一宮市４名

岩倉市１名

瀬戸市１名
津島市１名

尾張旭市３名
愛西市１名

三重県８名 (桑名市，四日市市，松阪市，鈴鹿市，亀山市，菰野町)
岐阜県５名 (岐阜市，多治見市，養老町)
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春日井市５名
弥富市３名

小牧市３名

学

校 名

かたは

愛知県知多郡東浦町立片葩小学校

（活動場所）

〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字坊ヶ谷２

１

☎ 0562-83-3279

ウィークリーＳＰ…授業日に来校し、学校生活全般について児童を支援し、教
師を補助するＳＰ
わくわく算数教室ＳＰ…夏季・冬季休業中に開催する「わくわく算数教室」
で算数の個別指導をするＳＰ

募 集 す る
スクールパートナー

２

募集する大学生

愛知県内の大学に在学または愛知県内に在住する教師をめざす大学生
◎

学年・専門学科は問いません。（算数を中心とした学習会ですが、小学生の学習

ですので、数学科以外の学生さんでも十分に指導に当たっていただけます。
）

謝

金

(交通費を含む)

保

険

登録方法

東浦町の学生ボランティアの規定に基づいて、１日につき 1,000 円分の図書カード
(限度は月最高１０日間分)を、事前説明会、準備会、研修会等も含めて支給します。
万が一のけが・事故等に備え、ボランティア保険に加入(１年間通用)していただき
ますが、費用は町費で負担します。個人負担の必要はありません。
１ 「片葩小学校ＳＰ登録用紙」に必要事項を記入し、下記申込先に提出してくだ
さい。（３月下旬開設予定のホームページ「かたはＳＰ学生Ｏffice」の「登録フ
ォーム」を使ってお申込みいただくこともできます。）
２ 東浦町教育委員会へ学生ボランティアの登録を行い、片葩小学校を希望された
方や片葩小学校に配属が決まった方には、事務局から登録用紙をお届けします。
※ 夏休みわくわく算数教室ＳＰの正式登録は、５月中旬に開始する予定です。先
に片葩小学校ＳＰ登録をされた方には、正式登録用紙をお届けいたします。

《申込先》片葩小学校スクールパートナー・コーディネーター 中村浩二
申

込

先

メール hkatshot@ma.medias.ne.jp
ＦＡＸ 0562-83-7590(片葩小学校)
郵 便 〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字坊ヶ谷 2
《ホームページアドレス》http://kataha-sp-office.net（※３月２５日開設予定）
【注】専用ホームペーシが開設されるまでは、愛知 SP-net のホームページで代用しています。
ホームページアドレスは、http://aichi-sp.net です。

2017 年度 片葩小学校夏休みわくわく算数教室実施計画(予定)
◎

ね

ら い

算数嫌いや算数を苦手としている児童を、学生ボランティアが個に応じた指導を行
い、楽しい雰囲気で学ばせることにより、算数の学力の向上を図るとともに、算数嫌
いを減らしていく。また、個々の児童の実態に応じた指導法を工夫することを通して、
教師をめざす学生が生きた授業づくりについて学ぶ機会とする。
夏休み「わくわく算数教室」の個別指導
○
○

事前に決められた担当する児童の個別指導に当たります。
その児童に応じた学習内容を児童と相談して決め、主にスクールパートナーが準備したプ
リントを使って学習をします。
○ ＳＰの工夫で、算数が嫌いだった子もわくわくするような学習会にしていきます。
※ なお、子どもたちの下校時の安全確保のため、グループ別に下校する子どもたちに途中ま
で付き添っていただきます。

活動内容

○

活動日・時間帯

備

考

算数教室を７日間、１日に午前・午後の２回開催する予定です。2017 年度は、児童
の参加の少ない日に、「中学生わくわく数学教室」も開催する計画をしています。
《現在の開催予定日》夏休み前半…8/7(月)，8/8(火)，8/9(水)
夏休み後半…8/23(水)，8/24(木)，8/25(金)，8/26(土)
１ ２回以上(同一日でも別日でもよい)参加できれば、お申込みいただけます。
２ 指導を担当する学年の算数・数学の教科書を事前に貸し出します。
３ 必要な教材・教具等の費用は、事務局で負担します。

※不明な点については、事務局までお問い合わせください。連絡先は、上記「申込先」と同じです。
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ふ

り が

な

氏

名
大学名

大学名・学年等

学部名

大学

生年月日・年齢

平成

年

学科名

学年

学部

月

日生まれ

科

年

歳

（郵便番号）〒

自

宅 住

所

片葩小学校ま
での交通手段

最

寄

駅

（住所）

※可能な交通手段すべてに○を記入してください。

(

)徒歩

(

)自家用車

(

)公共交通機関

(

)その他

※実際に片葩小学校に来る時の交通手
段に関わらず、公共交通機関を使って
来るとした場合の自宅に一番近い駅
について記入してください。

(

)自転車

交通機関名

最寄駅名

※緊急連絡用です。できるだけ携帯電話の番号を記入してください。

電 話 番 号

連

絡

先

メールアドレス
ＦＡＸ番号(※未記入可)

★参加希望確認欄(※要記入)…該当する欄に○印を付け、必要事項を記入してください。
（※複数記入可）
活 動開始 日 (予定 )を
記入してください

ウィークリーＳＰの活動を希望する
わくわく算数教室ＳＰの活動を希望する

・(

)月(

)日から

・(

)月頃から

・後日、夏休みわくわく算数教室のＳＰ正
式登録用紙をお届けいたします。
・後日、夏休みわくわく算数教室のＳＰ正
式登録用紙をお届けいたします。ウィー
クリーＳＰを希望する場合は、その時点
でご一報ください。

どのＳＰで活動するかは未定

※ボランティア保険の加入手続きの都合上、ＳＰ登録をしてから活動開始ができるようになるまでに２週間
ほどかかる場合があります。できるだけ早めに登録を済ませてくださいますようお願いいたします。
◎

このページを切り離し、申込先(前ページ掲載)へ提出・送付してください。登録用紙は、ホームページ
からダウンロードできます。また、ホームページの登録フォームから申込んでいいただくこともできます。
「かたはＳＰ学生Ｏffice」ホームページ http://kataha-sp-office.net
(専用ホームヘージの開設予定は３月２５日です。それまでの代用ホームページは「あいちＳＰネット」http://aichi-sp.net です。)
※専用ホームページ「かたはＳＰ学生 Office」の開設日が変更になった場合は、ホームページ「あいちＳＰネット」でお知らせします。
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名古屋

■公共交通機関利用の場合■
● ＪＲ武豊線「石浜駅」下車。学校まで徒歩 10 分（900ｍ）

金山

・ＪＲ武豊線は「大府駅」が始発です。
・
「石浜駅」は大府駅から３つ目の駅です。

共和

■車の場合■

大府

● 知多半島道路(有料)の「東浦知多インター」で降りる。

尾張森岡

● 三河方面からは、刈谷市の「平成大橋」利用が便利。

緒川

石浜

※ ともに「帯刀(たてわき)」の交差点からが便利。

東浦

至 半田

文
○
※学校の東側は細い道が
多いので、車利用の場合
は、西側から進入してく
ださい。

文
○

文
○
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刈谷

至 岡崎

