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第２章 学校支援ボランティア活動の意義とコーディネーターの役割 

 

１ 学校支援ボランティア活動の意義 

（１）「知識基盤社会」と教育の課題 

   21世紀は、新しい知識・情報・技術が、政治・経済・文化をはじめあらゆる領域で

の活動の基盤として飛躍的に重要性を増す「知識基盤社会」（ knowledge-based society）

や「グローバル化」の時代といわれている。  

このような社会においては、自己責任を果たし、他者と切磋琢磨しつつ一定の役割

を果たすためには、基礎的・基本的な知識・技能の習得のみならず、それらを活用し

て課題を見出し、解決するための思考力・判断力・表現力等を育むことが必要である。 

   また、知識や技能だけでなく、技能や態度を含む様々な心理的・社会的な学習資源

を活用して学ぶ力や、多様な社会グループにおける人間関係形成能力、自立的に行動

する能力である「主要能力」（キーコンピテンシー）、さらには、社会を構成し運営

するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力である

「人間力」の向上も求められている。 

   文部科学省『中央教育審議会』は、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別

支援学校の学習指導要領等の改善について」（平成20年１月17日答申）で次のように

指摘する。 

   平成８年７月の『中央教育審議会』答申（「21世紀を展望した我が国の教育の在り

方について」）を踏まえ、「生きる力」をはぐくむ理念である「変化の激しい社会を

担う子どもたちに必要な力は、基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しよ

うと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく

問題を解決する資質や能力、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる

心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力」は、「知

識基盤社会」といわれている 1990年代半ばから現在にかけて顕著になった。  

さらには、「知識基盤社会化」や「グローバル化」の時代だからこそ、身近な地域

社会の課題の解決にその一員として主体的に参画し、地域社会の発展に貢献しようと

する意識や態度を育むこともますます必要になっていると提言している。  

 

（２）「知の循環型社会」と生涯学習 

   また、『中央教育審議会』は、平成20年２月19日に「新しい時代を切り拓く生涯学

習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」と題した答申を行った。 

   答申では、生涯学習の振興の次代への重要な要請として、①国民が生涯にわたって

行う学習活動の支援の要請、②総合的な「知」が求められる時代－社会の変化による

要請、③自立した個人の育成や自立したコミュニティ（地域社会）の形成の要請、④

持続可能な社会の構築の要請、などを指摘している。 

   さらに答申では、「持続可能な社会では、各個人が社会の構成員として、人間・社

会・環境・経済の共生を目指し、生産・消費や創造・活用のバランス感覚を持ちなが

ら、それぞれが社会で責任を果たし、社会全体の活力を持続させようとする『循環型

社会』への転換が求められる。したがって、各個人が、自らのニーズに基づき学習し
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た成果を社会に還元し、社会全体の持続的な教育力の向上に貢献するといった『知の

循環型社会』を構築することは、持続可能な社会の基盤となり、その構築にも貢献す

るものと考えられる」と述べている。 

   これからの学校教育は、答申で提言されているような、「知の循環型社会」によっ

て生まれる地域社会の多様な社会資源に目を向け、その知的経験的教育力を最大限に

活かして、学校と地域社会が協働した教育活動をすすめていくことが求められる。  

 

（３）地域社会の“教育責任”の創造的な表現を 

   学校は、ボランティアに活動の機会を開くことによって、学校組織を柔軟にし、地

域社会の人びとの学校への理解と共感を得るなどの“社会的認知”を高めていくにち

がいない。 

   かつて学校は、地域社会の文化の象徴であったし“まちづくり”や“むらづくり”

の“知の拠点”というべき存在だった。人びとはその拠点を宝物のように大切にし、

そこで教育活動を行う教師たちを敬愛し、喜んで惜しみない貢献を申し出た。学校の

先生の言うことなら間違いない、学校のためなら個人の財産も惜しみなく提供する、

というよきコミュニティの文化があった。いまでも、多くの都市や農山村では、その

文化は息づいていると信じたい。 

   私たちには、もう一度そのような学校と住民とが信頼しあうコミュニティを再生す

る責任がある。そのためには、まず教師が心を開き、学校が門戸を開かなくてはなら

ない。と同時に、地域社会の人びともまた、立場は違っていても、教師と等しく子ど

もたちの“教育責任”を負っているという自覚を再認識することが大切だ。学校が“閉

ざされた学校”から“開かれた学校”に変わるためには、地域社会の意識変革も重要

である。その“教育責任”の創造的な表現が学校支援ボランティア活動である。 

   それでは、開かれた学校づくりとは何だろうか。【表２－１】はその考え方を３つ

に整理したものである。開かれた学校とは、学校とともに“教育責任”を共有する人

びとや組織にささえられた学校づくりである。また、学校が教育活動を地域社会に広

げて、豊かな教育資源に学ぶ学校づくりをすることである。さらには、地域社会の人

びとが学校を生涯学習拠点として活用し、学ぶ姿を子どもたちに見せながら、子ども

とともに学び成長しつづける学校づくりをすすめていくことでもある。  

 

【表２－１】開かれた学校づくりとは何か 

地域社会に開かれた 

活力ある学校づくり  

①地域社会の人や組織にささえられた学校づくり  

②地域社会の豊かな教育資源に学ぶ学校づくり  

③地域社会の生涯学習拠点として子どもと共に学ぶ

学校づくり  

 

（４）“教育パートナーシップ社会”の時代を拓くボランティア活動 

   近年になって、子どもたちに問題が起きるたびに、学校の“教育責任”を問う声が

社会を賑わす。それには正当な批判も多いが、その一方で、社会が批判し攻撃すれば

するほど、学校は防御的になり“自閉的”傾向になりがちだ。それでは、根本的な問
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題解決にはつながらない。 

   私たちは、批判だけに終始してはならない。むしろ、学校や教師と問題を共有し、

ともに苦しみ、ともに考え、ともに解決する、教育責任を共有する地域社会を築いて

いくことが大切である。 

   学校の教育現場において、ボランティアの参画は教師の教育実践にとっても有効で

ある。ボランティアがもつ多様な“経験知”は、教師のより創造的な教育実践のため

に寄与することができる。ボランティアは、教師のコミュニケーション能力や学校経

営力の向上にも寄与する。また、時代の変化とともに生じる新たな教育課題の克服の

ためには、ボランティアやNPO（非営利組織）、企業の社会貢献活動のもたらす専門

的で創造性に満ちた“もうひとつの教育力”は必要不可欠なものとなる。 

    学校にボランティアの参画は必要なのか。【表２－２】は、学校支援ボランティア

の有効性を７つの視点から示したものである。  

 

【表２－２】学校支援ボランティアの有効性 

 

学 校 支 援ボラン ティ

アの「有効性」  

①地域社会に“信頼される”学校づくり  

②地域社会と“教育責任”を共有する社会の醸成  

③地域社会の参画による“学校経営力”の向上  

④地域社会の“経験知”の導入による教育力のパワーアップ

⑤教師の“社会的コミュニケーション能力”の向上  

⑥明るく美しい快適な“学校環境”づくり  

⑦子どもが安全に安心して暮らすことができる社会づくり  

 

   学校と地域の人びとの交流は、子どもの教科学習や学校行事、クラブ活動をはじめ

学校生活全体を豊かにする。学ぶ意欲や対人コミュニケーション能力を高め、社会に

貢献する自覚と責任意識を育み、多様な世代の人びととの生活文化の共有をすすめる

ことができる。こうした学校と地域社会との教育責任の共有こそ、私たちがめざす“教

育パートナーシップ社会”の創出に結びついていくものである。  

 

２ 学校支援ボランティア活動を支援するコーディネーターの役割 

（１）学校と地域社会を結ぶコーディネーターの必要性  

私たちは、学校と住民とが信頼しあうコミュニティを再生させなくてはならない。

そのためには、まず教師が心を開き、学校が門戸を開かなくてはならない。地域社会

のボランティアやNPO（非営利組織）は、“閉ざされた学校”から“開かれた学校”

に変わるためのパートナーである。ボランティアの参画は、教師の教育実践にとって

有効な資源である。 

   ボランティアたちのもつ“経験知”は、教師のより創造的な教育実践のために有効

に寄与することができる。また、多様な新しい教育課題の克服のために、ボランティ

アやNPO（非営利組織）、社会貢献企業などのもつ個性的で専門性に満ちた“教育力”

を学校教育に有効に活かすことができる。 
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   また、地域の人びとの交流は、子どもの学校生活を豊かにし“学ぶ意欲”を高め、

多様な世代の人びとが持つ生活文化を学び、子どもの生きる力を育むことができる。 

   それを円滑にすすめていくために大切なことは、学校と地域社会との“教育責任の

共有”をすすめるパートナーシップのチャンスを創出する“縁結人”（えんむすびと）

「コーディネーター」的役割をもつ人びとである。 

   学校支援ボランティア活動を円滑にすすめていくためには、地域社会におけるボラ

ンティアの教育的役割を理解し、学校教育の役割やニーズを理解したコーディネータ

ーの役割が重要である。 

   そこで、学校支援ボランティアコーディネーターの役割を、【表２－１】「開かれ

た学校づくりとは何か」を引用しながら、【表２－３】のように整理して考えてみた

い。  

 

【表２－３】学校支援ボランティアコーディネーターの役割 

１ 地域社会の人や

組織にささえられ

た学校づくり  

① 地域社会の人や組織がもつ、知識・技術・経験・文化を学

校教育に活かし、活力ある教育活動を展開するための「教育

支援活動」。  

② 学校教育をとおして、子どもたちが地域社会の多様な人び

とと出会うチャンスを開拓し、豊かなコミュニケーション力

を育むための「地域交流の支援活動」。  

③ 子どもの安全で快適な教育環境を守り、地域文化の拠点で

ある学校を地域ぐるみで守り・育て・発展させ、社会の活性

化をはかるための「学校環境づくりの支援活動」。  

２ 地域社会の豊か

な教育資源に学ぶ

学校づくり  

①   学校から、地域社会へと子どもたちの学びのキャンパスを

広げることにより、多彩で活力ある体験学習を展開する「地

域体験学習の支援活動」。  

②  地域社会の人びとや、地縁組織・ボランティア、 NPO、企

業等の社会組織とネットワーキングしながら、新たな教育資

源を発掘する「教育資源発掘の支援活動」。 

③ 学校と地域を結ぶ、ボランティアセンターや教育委員会、

社会福祉協議会等の「中間支援機関」や NPO、社会貢献企業

のパートナーシップの絆を深める「パートナーシップの支援

活動」。 

３  地域社会の生涯

学習拠点として共

に学ぶ学校づくり  

① 地域の人びとが学校を拠点に豊かな生涯学習活動を展開し、

子どもに生涯学習の楽しさや意義を伝えたり、子どもとともに

学んだりするための「生涯学習計画づくりの支援活動」。 

② 学校を生涯学習や住民の交流の拠点として活用し、その成

果を、学校教育への支援活動へと還元、活用していく「学習

成果の活用の支援活動」。 

③  子どもが社会教育活動に参加し、地域の人びとと共に学
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び、交流する多様な機会と環境を拓くことにより、子どもと

大人社会との信頼の絆を育んでいく「社会参加の支援活動」。

 

（２）コーディネーターによる学校支援ボランティア活動の展開 

ボランティア活動は、ボランティア活動に参画する人や社会の「ボランティア・ニ

ーズ」と、ボランティアの参加を求め必要とする「社会ニーズ」との間の“目的の共

有”“相互理解”“信頼の絆”なしに成果を上げることは不可能である。  

   コーディネーターは、そうしたパートナーシップの原則にたち、円滑に学校支援ボ

ランティア活動が展開され、「活動してよかった」「活動してもらってよかった」と

いった、ボランティアや学校のみならず、かかわったすべての人びとが活動の成果を

共有するための“触媒”的役割を果たしていく。 

   そこで、学校支援ボランティアコーディネーターの活動例として、【表２－４】の

ような10分野の活動展開例が考えられる。この例にとどまらず、これからも地域や学

校がおかれている状況に応じて、生涯学習担当者、コーディネーター、学校の教師な

どのパートナーシップによって、創意工夫を生かした多彩な活動の開拓を期待したい。 

 

【表２－４】学校支援ボランティアコーディネーター活動の展開例 

展開例－①  

「学習」サポートボ

ランティア  

教科学習の教科に必要な教材づくり、実験機材の整備、学習

指導の補助、学習意欲の向上などの「学習」支援活動。 

○学ぶことの楽しさを知り、関心と意欲を育みながら、基礎基

本を身につける。 

○ボランティアの効果的な活用方法や誰にでもできる学習支

援の在り方を教職員間で研究する。 

○教師とボランティアとの役割の違いを明確化する。 

展開例－②  

「生活」サポートボ

ランティア  

登下校、ホームルーム、給食、清掃、昼休み時間、放課後な

どの学校生活を快適にするための支援活動。 

○多彩な学校支援ボランティア活動メニューを開発する。 

○誰にでもできる活動として地域社会にアピールすることが

できる。 

○子どもたちの反応をボランティアにどう伝えるかが課題に

なる。 

展開例－③  

「読書」サポートボ

ランティア  

図書室の本の整理、貸し出し補助、図書修理、本の読み聞か

せなどの、読書活動の推進。 

○事前学習プログラムづくりが大切。 

○まちの図書館や公民館、社会教育施設の生涯学習講座等で養

成する。 

○子どもの保護者に参加を呼びかけ、家庭との連携のきっかけ

づくりにする。 
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展開例－④  

「環境」サポートボ

ランティア  

学校環境をより美しく快適なものにするために、花壇づく

り、校内緑化活動、動植物の管理、校庭や運動場などの環境の

整備をすすめる。 

○公民館等の社会教育施設における生涯学習講座等で知識や

技術を身につける研修会を催す。 

○地域の趣味グループや社会貢献企業との連携を深め協力を

依頼する。 

○学校周辺の地縁組織の参加を依頼する。 

展開例－⑤  

「地域学習」サポー

トボランティア  

学校が地域社会をキャンパスとして行う、体験活動やボラン

ティア教育、職業体験などの受け入れ先となって学習の場を提

供する。 

○ボランティア市民活動センターや社会福祉協議会、教育委員

会の体験活動ボランティア活動支援センター等の中間支援

機関と連携する。 

○お互いに訪問しあい、顔の見える人間関係づくりをすすめる

ことが大切。 

○学校教育目標や子どもの年齢に応じた、学習機会の提供方法

について、地域の受け入れ先が研修をする機会をつくる。 

展開例－⑥  

「クラブ」サポート

ボランテ 

学校におけるクラブ活動や、放課後子ども教室等を支援する

ために、地域の人びとや社会組織の多様な知識・技術・経験を

役立てる。 

○「地域本部」に人材バンクづくりをすすめる。 

○「放課後子ども教室」をすすめる社会教育や児童福祉部局と

連携をすすめる。 

○中間支援機関との人材情報の共有や、地域のボランティア・

NPO組織と協働をすすめる。 

展開例－⑦  

「学校行事」サポー

トボランティア  

入学式・卒業式、運動会、遠足、学芸会・文化祭、修学旅行

等の学校行事を円滑にすすめるためのサポートをする活動。 

○地域の文化・スポーツ団体、青少年団体、大学等との連携を

深める。 

○保護者や卒業生の参加を促進する。 

○ボランティアの安全学習（危機回避・危機管理）を計画的に行う。

展開例－⑧  

「子育て」サポート

ボランティア  

学校において、ボランティア・ NPOの協力により、子育て情

報の交換や、子育て経験の共有の機会をつくることで、保護者

の子育て力の向上をすすめていく。また、学校行事等の際の託

児や簡易保育所の運営を行う。 

○保護者間の助けあいや、PTA－OBの参加をすすめる。 

○地域の子育て経験者を活用する。 

○社会教育において、サポーター研修会を開きスキルの向上を

はかる。 
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展開例－⑨  

「安全」サポートボ

ランティア  

学校と周辺地域の安全パトロール、登下校時の安全確保、地

域の犯罪防止対策、子どもへの声かけや非行対策、災害時の支

援活動などをサポートする活動。 

○地縁組織と連携し、商店街や企業の社会貢献活動として参加

を促進する。 

○地域の中・高校生等の上級生ができる活動を開発し参加を促

進する。 

○地域の大人なら誰にでもできる活動として、社会に啓発して

いく。 

展開例－⑩  

「放課後」サポート

ボランティア  

社会教育がすすめる「放課後子ども教室」「子どもの居場づ

くり」等と連携し、多様な学び・遊び・体験活動をすすめてい

く。 

○学校教育と社会教育、さらには福祉行政との相互の連携と協

働をすすめていく。 

○多様なスキルをもつボランティア・ NPO組織とのパートナー

シップをすすめる。 

○学校教育と社会教育の責任分担の原則を明確化する。 

 

（３）コーディネーターの能力と可能性を拓くための課題 

コーディネーターが能力を充分に発揮し、地域社会においてボランティアと学校が

協働して有意義で効果的な教育活動を展開するためには、克服しなければならない課

題もある。そのいくつかの例を４つの項目に分けて整理してみよう。  

  ① 多様な経験とスキルをもつコーディネーターの配置をする  

    平成20年度『学校支援地域本部事業報告書』（文部科学省生涯学習政策局）の「平

成20年度学校支援地域本部事業の取り組み状況について」による調査報告によれば、

コーディネーターの人材は、「PTA関係者」（ 26.4％）、「学校教職員」（12.7％）、

「退職後教員」（11％）、「社会教育主事」（8％）の順になっている。 

     人材としては、「PTA関係者」のように、これまで学校教育に積極的に寄与し、

学校と信頼関係を結んできた人びとに依頼をしていることが多いようだ。しかし、

その一方で、「教職員」がコーディネーター的役割を担っている場合も少なくない。

多忙な教育活動に追われる教職員が学校支援地域本部事業に対応するために仕事

を増やすことになるとすれば、事業本来の目的と離れたものになる危惧も生じかね

ないであろう。 

    コーディネーターの年代は、「40代」（35.0％）が最も多く、次いで「60代以上」

（ 32.4％）、「 50代」（ 22.5％）の順になっている。世代別で考えるとコーディネ

ーターの人材の多くは40代以上の世代で占められていて、20代から30代の若い世代

は極めて少ない。 

    コーディネーターには、より豊かな社会経験や教育スキルが求められる。したが

って、年齢の高い人材を必要とすることはいうまでもない。しかし、多様な世代の

ボランティアや教職員との理解を深めるためには、コーディネーターの採用におい
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てできるだけ多様な世代に配慮して、複数の人材を配置する必要もあるのではない

だろうか。 

    男女の性別では、30代、40代は女性が多い。また、50代、60代では男性の方が多

くなっている。性別のバランスを大切にするために、より一層の配慮が求められる。 

 

  ② コーディネーターの実践力を養成する研修をすすめる  

コーディネーターの養成研修の必要性や養成プログラムの内容については、別項

において詳細に述べるが、ここでは、より充実したコーディネートのケース研究の

機会や経験交流の必要性について述べておきたい。 

    現場で活躍するコーディネーターにとって、担当する地域社会のみならず、より

広域的なエリアにおける“コーディネート・ケース”を持ち寄り、情報の共有と“ケ

ース研究”を行うことが重要である。また、そうした研究の機会を積極的に提供す

ることがコーディネーターのスキルアップと質を高め、さらにはコーディネーター

の活動意欲や社会的使命感を深めることに結びついていく。 

    社会はつねに動き変化している。多様な地域のコーディネーターが交流し、より

敏感に教育ニーズを感知し、実践的なスキルアップをはかる機会を最大限の配慮を

もって開拓したり、研修への参加を支援したりしていくことが大切である。 

 

③ コーディネーターの活動環境を発展させる 

    学校支援ボランティア活動の発展のためには、学校支援地域本部などの中核的拠

点にコーディネーターを配置するだけでなく、ボランティアの人びとが活動する各

学校現場で円滑に活動がすすめられるように、各学校現場にもコーディネーターを

配置する対策も必要である。 

    例えば、千葉県木更津市教育委員会は、すべての市内の小中学校に市民から募っ

た「学校支援ボランティアコーディネーター」を配置している。コーディネーター

はすべて無報酬のボランティアで、それぞれの学校で人材を発掘して学校長が任命

し、市教育委員会が研修の機会提供している。 

    それによって、教師は本来の教育活動に専念でき、より深く児童生徒に向き合う

ことが可能になる。また、地域のボランティアに対しても有意義な活動前研修や、

よりきめ細かなマッチング（需給調整）活動をすすめることができる。 

    また、各学校に「ボランティアコーナー」や、「ボランティアルーム」を開設す

るなどの試みにも期待したい。学校の中に“ボランティア拠点”や“コーディネー

ト拠点”を開設することで、学校とボランティアが活動情報や成果を共有すること

ができる。また、「ボランティア」に児童生徒の反応を掲示し知らせることで、ボ

ランティアの有用感を高め、学校に貢献することの喜びを実感できる“相互理解の

スペース”となることが可能になる。 

    このように、さらなるボランティア活動環境の開発をすすめることによって、よ

り充実したコーディネートをめざしていくことも大切である。 

                                  （興梠 寛）  
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