
家族みなさんでご覧ください ｂ
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平泉町教育振興運動推進協議会

（平泉町教育委員会内）

ＴＥＬ４６－５５７６

ＦＡＸ４６－２０１５ノ毎月１日の｢ノーＴＶデー｣を実践しましょう!！ ＆

平泉町教育振興運動推進協議会を発足
汽鯛ぐるみで子どもたちを青みましょう！－､、_ノ

町内の児童｡生徒のための教育水準の向上を目指す取り組みである「教育振興運動」

（略称:教振）を推進していくため、７月に「平泉町教育振興運動推進協議会」（会長。

岩渕実教育長）を設立しました。

お父さんも、お母さんも、おじいちゃんも、おばあちゃんも、地域のおじちゃん、おば

Lちゃんも､子どもたちの成長のために､ぜひ地域の皆さんのお力をお貸しください’ノ

教振(きょうしん)ってなぁに？
教振（きょうしん）は、地域の子どもたちのために、５者（子ども、家庭、学校、

地域、行政）がそれぞれの役割と責任を自覚し、互いに連携し、役割分担しながら、

子どもたちの「生きる力」を育む運動です。

たとえば、こんな活動も「きょうしん」です。

○あいさつ運動

○ボランティアにより読み間かせ活動や、学校での「朝読書」などの読＝活動

○地区ＰＴＡなどによる地域での体験活動

;雲議謀議｢ﾗｰⅢ霧鐘
○地域での伝統芸能の継承

このように、身の回りで行われている子どもたちの「生きる力」を育む活動は

すべて「教振（きょうしん)」です。 ／塁=一

、_ノ

⑪



'12925忠mＱ i－Ｈ一一一

国

丁
ｒ１

Ｌ」

鱸

家族みんなで取り組もう！
協議会着は書年度簿特に、地域⑫皆まんに．鍾月１日に設定した

『ノーＴＶデー｣’（ラーム、パソコン含む〕の襄践を呼びかけます。

毎月１国は、テレビやパソコン、ザームなど⑫茎ディアから離れ、１２k。 墓デ！

Ｌ騨藤鷲:獺i二塁訂;i;iHfi;零ｉｌ竺子ど…
る意

今年度の主な取り組みです
今年度の実践活動として、岩手県内で共通して取り組まれている

｜家庭学習の充実Ⅱ読書活動の推進iのほか、
平泉町独自の取り組みとして

｜家庭鱸の充実ilあいさつ運動Ⅱ学校支援覇｜
など多彩な活動を、さまざまな場面で取り組んでいきます。

/￣､

学校ではこんな活動が行われています
町内の小中学校でもさまざまな活動が展開されます。そのうちいくつかの活動を紹介します。

忘零1１１

乢雫率四画一煙』、

◇朝読書…毎週月曜日、授業が始まる前にｌｏ分間の読書や図書ボランティアによる読み聞かせ

◇危険マップ作成…地域の危険箇所の情報を集約したマップを作成

◇復興教育…「いわての復興教育」推進校として、親子文集の作成、防災コーナーの設置、
防災グッズの配布などを通し、「自分の体は自分で守る」意識を育てる。

／~、

ノ、

〆-図長島小学綾，ｋ狂喜酉翅凶舂鱒足ノ、

◇冒売書活動…学年必読書を選定する読書月間(１１月)、おすすめの本紹介､スタンプラリー

（読書冊数調べ)、多読書表彰など

◇あいさつ運動…児童会執行部によるあいさつ運動

◇授業改善…「自分の考えを持ちわかりやすく話す子ども」を育成する
‐ノ、

〆-§平泉韓擬，ｋ－Ｕ－率予一五努里、

◇各種検定への挑戦…英語検定､数学検定､漢字検定､歴史検定､平泉検定などに積極的に挑戦する

◇わくわく平泉学スクール…地元の講師による「平泉学」講座（歴史講話、座禅、写経）

◇学習コンクール…英語数学｡漢字のテストを帰りの会で定期的に行い､学級対抗で平均点を競う
ノ、

、



家庭,地域でできることから実践しましょうきることか
家庭学習の充実 読書活動の推進

☆毎月１日の「ノーＴＶデー（ゲーム、 ☆親子そろって読書、

「親子で図書館に出かけよう」

☆さまざまな場面で

「読み聞かせ」をしましょう

パソコン含

☆「早寝、早起

む)Ｕ を実践しましょう

き、朝ごはん」を

習慣づけましょう

あいさつ運動家庭教育の充実

地域で「愛の一声運動」を☆☆幼稚園。保育所。小学校。中学校。

Ｊ地域などで「家庭教育学級」を 行いましょう

☆「大きな声であいさつ！ を

しまし ょう

学校支援活動

｡放課後子ども教室(平泉小長島小に設置｡週２回の放課後活動）
lＥ

蕊
｡学校支援ボランティア活動
(学校の要請に基づく授業･行事環境整備等へのポランティｱの派遣）

を作りますの

－－－意『~M傘

霞
￣

☆活動ボランティアを募集し｢学校応援団名簿』
、＿ノ

Ｑ皆さんもぜひ応募を！（申し込みはＰ４の申込害で）
特におじいさん、おばあさん、知恵と経験を

子どもたちに伝えていただけませんか？

ボランティア支援のようす

(小学校の体力測定の補助）

迅一〆

|体験活動。文化活動’ 砺犯。安全濡諭

☆地区の公民館などで、しめ縄づくりや

郷土料理作りなど、地域の大人が先生と

なっての「体験活動」や、伝統芸能の

伝承などの「文化活動」を行いましょう

☆地域の目で子どもたちの

安心。安全を守りましょう

･スクールガード（登下校時の見守り活動）など

※このほかにも、さまざなま実践活動を、地域の子ども会や行政区、団体、幼稚園保育所などにおいて、

いろいろな場面で行っていきましょう。
．



学校支援ボランティア(学校応繧団)登録用紙
｢読書」サポートボランティア
読書活動推進のためのサポート

「環壗」サポートボランティア
より美しくＩ懐適なものにするたI～学佼環境を めのサポート～

玉
■

｝

へ二

･図書室の本の整理

･図書室の本の修繕
･新刊本のカバー掛け、ラベル貼りなど

･花壇整備、草取り

･庭木の剪定
･校庭や運動場の整備

･学校の周りの草刈りなど

校外美化1５

図書 ･図書の本の貸し出し補助などＩ

･窓力`ラス清掃

･生け花など
･図書室の季節ごとのディスプレー

･タペストリー、ポスターなどの製作
･本棚製作、本棚修理など

校内美化１６

]７１花作り｜・菊作りの指導など

･朝読書の時間の読み聞かせ

･学校の読書週間中の読み聞かせ

･定期的な読み間かせなど

通学路

美化

･通学路の草刈り

･冬場の雪かきなど
読み

間かせ

'８
２

｢地域学習ｕサポートボランティア
｢学習」サポートボランティア ･町探検弓|率補助（町内産業調べ、お店見学、

町内施設訪問、グループ見学）
･平泉ウォークなどの児菫の安全確保

･体験活動、職場体験、町探検などの受け入れ

先となって学習の場を提供してくれる施設や
お店など

･ミシンや裁縫の補助

･調理実習の補助

･調理道具（包丁）などの手入れなど

家庭科

補助
３ 校外学習

補助
１９

･実験道具の準備

･実験中の見守り

．実験道具の後片付け、手入れなど

理科実験

補助
４

･町内各史跡地の説明（歴史ガイド）
･子どもたちの質問対応など

平泉学習2０
･技術作業中の見守り
．技術道具の整備など

技術補助日
神楽、太鼓の指導

謡いの指導

民謡民舞の指導など

伝統芸能２１生活科

補助
･梅干作りの指導

･音遊び（コマ回しなど)の指導､お手本など
６

／￣、

｢部活動、クラブ］サポートボランティア･田植え、稲刈りなどの補助

調理補助(パン作り､味､曽作り､お餅作り､うどん
作りなど）

･ボランティア（募金活動など）の見守り補助
･日本文化の指導（生け花､茶道､書道､和装、
短歌、俳句､百人一首など）
･異文化の学習のための指導
･英会話指導

･パソコン指導、ＨＰ作成の補助など

･学校における部活動（柔道・バレー・バスケ・

バドミントンソフトテニス軟式野球･サッカー

卓球・吹奏楽・美術）の補助講師
･水泳大会、陸上大会の練習の補助講師
･金管、合奏団の補助講師など

部活動、
クラブ

サポート

総合学習

補助
２２

７

｜・楽器清掃や楽器運搬等手伝いなど

「生活」サポートボランティア
～学校生活を快適にするための支援這動～

‘

舌動～
･写生会引率補助

･絵画、工作、版画などの補助など
登校後のお手伝い（新入生など）
給食のお手伝い（低学年など）
清掃指導など

図工補助８
学校生活

サポート
２３

･表現、夕.ンス、踊りなどの補助講師
･スポーツテストの補助

･柔道、剣道、空手、相撲などの武道の補助や
補助講師など

「放課後」サポートボランティア

ども教室「わくわくフィールド」
多様芯学び、遊び、体験活動～

体育補助目

～放課後子 と連携した、

和楽器（琴や三味線など）や雅楽などの補助
講師など

･将棋、囲碁

･オセロカルタ、パズル、折り紙
･紙ひこうき、わなげ

･なわとび､ボール遊び(サッカー､ビーチバレー、
バスケットなど)、バドミントンなどのスポーツ
(対象：低学年）
．かけっこ、おにこつこなど

音楽補助1０

･夏休み、冬休みの課外学習の補助
･ワーク、プリントの丸つけ

･夏休みのプール指導など

課外学習

補助
活動

貝守り
]Ｉ 2４

;全」サポートボランティア
域の犯罪防止対策など～

｢児童妄
～地」

イ ／~、

登下校時

見守り
･ゆめあかり制作の指導や補助

･クッキングの指導や補助

.あみもの、ミサンガ作りなどの指導
･クリスマス、おひ芯さまなど季節のもの作り
の指導

･英会話指導

．よさこい指導、ダンス指導

・カルタ、百人一首の指導
･茶道､華道､着付けなど各種体験活動の指導など

登下校時の安全確保など１２

･学校や周辺地域の安全パト□－ル

･地域での子どもたちへの声がけなど
犯罪防止]３

体験学習

サポート
2５｢学校行毫引サポートボランティア

枝行事を円滑に進めるためのサポー～学 ﾄー

･入学式、卒業式、学習発表会、運動会、文化祭

等の会場準備・設営・片付け

･学習発表会､運動会､文化祭等の手伝い､サポート
･遠足､マラソン大会等の子どもたちの安全確保

･託児所開設

･各行事の記録撮影など

行事
サポート

]４
スポーツ

指導

ニュースポーツの指導

□－プジャンプの指導など
２６

２７１その他

ふりがな

氏名 連絡先 年齢 歳TEL

住所 '性別 男・女

希望する番号をご記入ください（いくつでも）

２７を選ばれた方は内容をご記入ください

☆この登録用紙は年間を通じていつでも受け付けています。申し込み先は教育委員会です。

（TEL：４６－５５７６、ＦＡＸ：４６－２０１５、E-Mail：kyoiku＠townhiraizumijwatejp）
☆後日、コーディネーターからご連絡いたします。

⑳

｜己冗:三名ＩソⅦ１－卜JIKプロノフイノグ

ー読書活動推進のためのサポート～

図書

.|X1害這（

･図帛引室（
･新::(:本（

図書の

図::1＝

タペス
本棚製

本の整理

本の修繕

カバー桂肥、ラベル貼り芯ぞ

の貸し【抑補訪など

季節ごとのディスプレー

:ノー、）:fスターなどの製件

、本桃修理なぎ

２
読み
間かｔ,,.

,朝読書の時間の読み聞かせ

,学校の読書週間巾の読み閏かせ
確り:白く;芯読み間かせ芯ど

ｌＥ=淫１１サポート711ﾋﾞランティア

３
家庭科
補肋

＝シンや裁縫の補助
設理実習の補勵

調理道具（包丁）芯どの手入れぶど

４
HE科実験
補劫

･実験道具の準備
･実験r〕の見:〈::り

･実験道具の後片促Ｕ、：二:入れなど

５ 技術補助
技術ｧ仲業'|'の;』ﾐIＤ
･技術道臭の整備芯ど

〃､

IL〕
自：活科
補肋

･梅:l作りの指導

･芦遊び（:マ且し,など)の指導､ｄ哉了;本ちど

７
総合学習
補財

．：．:植え、稲ﾒljDなどの衛:功

･調理補助〈パン作り､味[菖fiD､お餅搾り､うどん
作り芯聖）

･バランソイノフ（募令活動など）の見守り補助
･;:本文化の指導（AI:iﾌﾞｲ乱茶道､書道､ポ|:蓬、
短歌、勝亭;、Ｅｊ八一芦ぱど）

･異文化の学習のための指導
･灸会請箔導

｡パソコン指導、：Ｐ作tjZの補助など

８ 図補助
思弓iと゛‘

絵::iｌ
豈冒:率補助

二ヶ、版画などの補助/U:ど

9 体育補助

･表環、ダンス、踊りなどの荊髄i壱帥
･スパーツフストの補助

･柔道、剣道、空了、ホ::摸などの武這の補助や
補助講自ilJなご￥

1Ｃ 音楽補助
景::楽器（琴や戸
i芦師など

昧線荘ど）や雅楽など§の補助

1１
課外学習
浦功

夏休み、冬休みの課外学習の補助
,ノク、プIノントのﾒ:,つ'ソ

･皇:休みのプル指導など

ソ冠声董z學壼もｌワホートホフンアイノ’

～地域の犯罪防止対策など～

１２
登~F校時
貝守l'＞

登下校時の安全確保芯ど

Ｉ(〕 犯罪坊士
･学校や
．地域で

癖地域の安全パトＵ，,ノ
>Ｚぞ公も７Ｆ巧への声ﾌﾞ)功・など

～学 H護霧
｜ワホートホフンフイノジ

沼に進めるためのサポート～

１４
行事
プ)if-i-

･入学式、卒業弍、亨習発表会、運動会、文ｲri兼

等の会場準備・設散・ハ付:ﾌﾟ・
・学習発表会､遅勤会､文化祭等の手伝い、ノポート
･遠足､マフソン大会等の字ど゜たらの安今艀俣

託児所開設

各ｆ:事の百!録撮影など

～葺白時I豊磧病
「環境」サポートボランティア

主ｈ＝I,＜１kｈ滴ｽﾞ:E;F1のに寸易存妨のサポート～

1５ 校外美化

･イE｣夏整備、草取り

庭>1,の剪庁

佼庭や運動場の整備

学校の厄Ｄの草刈りなど

1６ 校内美化
窓ガラス清掃
生Ｉﾌﾟ花ほぞ：

1７ :イビ作り ･菊ｲﾊｂの指導芯ど

１８
通学路

美仁
通学路の草ﾒ|｣り
場の雪かき７tﾄど

~地域学習」サポートボランティア

-９
校外､学習

補助

、T探検亘率補助に早大産業調べ、おiF=見学、
図ノカ施設訪問、グループ見学）
･平泉ウォークなど:のＪ｣菫の安全確保

･体験活動、職場体験、Ｅ_探検芯邑の受!:ﾉ人;ｒＬ
ラ(-jと怒って学習の場を提供しﾉてくオしる施設や
｡〕('と：ぶど

２０ ▽泉学習
･貯内呂史跡地の説ﾂ」（歴史ﾉﾁﾞｮ

.Ｙ艀:訂たちの質店秀:応など

□． 伝統芸皷

礼：楽、太鼓の指導

･謡いの}旨導

･昊謡、民舞の指導聯ど

「部舌動、クラブ］サポートボランティア

２２

部活動、
クラブ
サポート

･学校【しお:ソる部活動（柔違・バレ・バスケ

バド量ン、ン･ソノトテＬス･軟式野球・リッカー

lfI球・吹奏楽・美術）の補冒M)譜Hｉｉｊ

･水泳大会、陸上大会の糠ﾔ'帯の補助請引iｉ

金管、合奏団の補助講師芯ど

･楽器清掃や楽器運毅等手伝いなど
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iを快適にするための支援活動～
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lhdH

筐も
多】

珠
鋤
舞
筆 篝

Ｐ４
活動
貝守り

11専棋、囲碁

･オセI:、カルタ、パズル、折り紙
･紙ひく~う表、わんKザ

なわとび､/iiiル遊び（1ﾉｯﾉﾉ、Ｐヂーチバ|ノ、
バスケットなど)、バドiミントンな盤のスァlf-ツ
(対象１旦学ｆ:）
がＩプつと、おに愚つとぷど

２５
体験学習
サポーーート

･ゆめ《jDかr>制作の指導や蒲助

,クッー1-ングの指導や補助
｡あみもの、ミリンガイi:Ｄなどの１

･ク:｣人マス、おひなこて志など季節の:t，の竹り
の括導

･芙会語指導
．よさＥい指導、ダンス指導

･ノJルタ、：:１人一｢｢の摺導

･茶道､華道､着付:ﾌﾞな證書種体験活動の指導など

P〕６
スポーツ

指導
･－１．.スパツの描導

･ニープジセフンプの指導私設

Fl7 そのイ!ロ

ふりがな

氏名 連絡先 IFL 年齢 歳

住所 性別 男・女

希望する番号をご記入ください(いくつでも）

２７を選ばれた方は内容をご記入ください


