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第４章 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

養成のためのモデル研修プログラム 

 

１ 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養成のためのモ

デル研修プログラムの背景と基本的な考え方 

（１）モデル研修プログラム作成の背景 

   一般的に、学校支援地域本部事業全体の中でコーディネーターの役割がカナメの位

置にあるという認識がある。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

の養成のためのモデル研修プログラムを作成する必要性は、コーディネーターが、事

業のなかで期待された役割を確実に果たせるように、研修のバックアップ体制を整え

ることがきわめて重要であるというところからきている。 

   本調査研究は、前年度に実施した、学校支援ボランティアの養成と資質向上のため

のモデル研修プログラムの作成に続く、一連の研修システム構築の一環に位置づく。

学校支援地域本部事業における研修のシステムは３つの柱からなっている。一つは、

学校支援ボランティア研修、二つには、本調査研究の主題であるコーディネーター研

修、そして三つめは教員研修である（『学校支援ボランティア活動の推進方策に関する

調査研究報告書2008』62ページ参照）。 

   本調査研究に先行して、前年度に「社会教育を推進するコーディネーターの役割及

び資質向上に関する調査研究」が実施されており、その中で、学校支援コーディネー

ターの養成のための研修プログラムの構造モデルと、それに基づくモデル研修プログ

ラムが示されている（『社会教育を推進するコーディネーターの役割及び資質向上に関

する調査研究報告書2008』参照）。本調査研究は、この先行調査研究を参考にしながら、

コーディネーター養成研修プログラムのテーマ、内容、方法等を再考し、実際に現場

で活用できるモデルプログラムを開発したものである。 

 

（２）学校支援コーディネーターの位置づけ 

   学校支援地域本部の骨格は、「地域コーディネーター」、「学校支援ボランティア」、

及び「地域教育協議会」で構成されている。 

   「地域コーディネーター」とは「学校支援ボランティアに実際に活動を行ってもら

うなど、学校とボランティア、あるいはボランティア間の連絡調整などを行い、学校

支援地域本部の実質的な運営を担うもの」とされる（『学校支援ボランティア活動の推

進方策に関する調査研究報告書2008』54ページ）。地域教育協議会は、学校支援地域本

部においてどのような学校支援を行うかといった方針を協議し企画・立案を行うが、

その運営の実質は地域コーディネーターが担うので、地域コーディネーターは、学校

支援地域本部事業の中核的存在とみることができる。その役割は、文字通り、地域と

学校を結ぶという包括的なもので、地域の実情に応じて多様・総合の性格をもつもの

である。 

   本調査研究では、地域コーディネーターの役割のなかでも、とくに学校支援ボラン

ティアの活動を支援する役割に焦点を当て、その役割の遂行に特化した内容の研修プ

ログラムの開発を行った。地域コーディネーターの活動が定着する初期の段階では、
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こうした趣旨の研修プログラムがもっとも効果を得やすく、また現実的な期待に応え

るものであると判断したからである。以下の説明では、地域コーディネーターのうち、

とくに学校支援ボランティア活動の支援に重点的に当たる人々を「コーディネーター」

と略称することとする。 

  

（３）研修プログラムの目的と基本的な構造 

   学校が地域に開かれるということはどういうことか。それは、学校という場で地域

の教育力が子どもの成長・発達に生かされ、また地域の人々が日ごろの学習（生涯学

習）の成果を発揮しながら社会参加の体験をするということである。学校と地域が連

携した教育の環境をつくりだす上で、キーパーソンとなるのがコーディネーターであ

る。 

コーディネーターには、開かれた学校づくりへの大きな期待がかかるが、それだけ

にコーディネーターが自信を持って役割を果たすことができるようなバックアップの

体制が不可欠である。本プログラムの目的は、コーディネーターが、その資質の向上

を通して知識・技術上の不安を取り除き、安心して学校支援ボランティアを支援する

役割を果たしていけるように、基本的な研修のありかたを提案することにある。全国

で学校応援団等の呼称で学校支援ボランティアの活動が広まり、地域に開かれた学校

の姿がより鮮明になっている今日、活動のさらなる充実・発展のためにコーディネー

ターの重要性は、ますます高まっていると思われる。 

 それでは、研修の中身であるコーディネーターに必要な知識・技能とはどのような

ものであるか。コーディネーターの役割が学校支援ボランティアの支援を通じて学校

と地域の連携・協力の関係を引き出すことであることを念頭におくと、コーディネー

ターに必要な知識・技能の内容は、以下のように大きく３つの領域となる。 

① コーディネートの技法（コミュニケーションの技法を含む） 

人間関係のつくり方やグループへの働きかけ方などのコミュニケーション力の強

化、地域の教育資源（人、団体、施設等）の把握と連携、学校支援ボランティア活

動の企画とボランティアへの助言・提案などについての知識・技能の習得 

② 学校教育の理解  

学校運営のしくみ、児童・生徒の特性、授業のあらまし、学校生活の流れなどに

ついての知識の習得 

③ 学校支援ボランティア活動の理解  

生涯学習活動としての位置づけ、ボランティア活動の実際と留意点などについて

の知識の習得 

   これらの領域の構造的な組み立てを示したのが【図４－１】である。中心に「コー

ディネート技法」を置き、実際の業務を進める上で必要となる「コミュニケーション・

スキル」を、付随する技能と位置づけた。また、コーディネーターの役割が、学校と

ボランティアを結びつけることであるから、「学校支援ボランティア活動の理解」と「学

校教育の理解」を研修の基礎領域とした。  
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【図４－１】コーディネーターに必要な知識・技術の基本構造 

 

（４）研修プログラムの主な受講対象者と研修の規模 

   各地の学校支援地域本部事業の取組をみると、コーディネーターの役割を担ってい

る人は、退職した教員、地域団体の役員、PTA役員やOB、社会教育関係団体の長など多

様であり、学校教育の理解の程度や地域との関わりの程度には知識・経験ともに大き

な開きがあることがわかる。また、学校の要望や地域の要望を捉えたり、効果的な話

し合いを進めたりするコミュニケーション力や、さまざまな提案をするための企画力

やプレゼン力などにおいても大きな開きがみられる。 

   そこで本調査研究では、実際上の必要から、上に挙げたようなコーディネーターの

役割を果たすための基礎的な知識や経験が必ずしも十分とはいえない、初めてコーデ

ィネーターになる人（なった人）を対象にモデル研修プログラムを開発することにし

た。そのことから、研修内容は、コーディネーター経験者のスキルアップを目指すこ

とを主目的とせず、学校支援ボランティア活動の支援に必要な基礎的な知識や技術の

習得を目指すものとした。コーディネーター経験者については、この研修を、これま

での活動の振り返りのための機会ととらえて活用していただきたい。 

   研修プログラムのサイズであるが、聞き取り調査等で把握した都道府県及び政令指

定都市の研修会開催の実態を踏まえ、実際に実施可能な内容に精選して研修プログラ

ムを開発することとし、研修は全体で概ね10時間程度に留めた。 

   なお、このモデル研修プログラムは、主として都道府県、政令指定都市、もしくは

広域での活用を想定して開発したが、市町村でも、地域の実情に合わせた活用を期待

したい。 
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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養成研修プロ

グラムの構造モデル 

 

【表４－１】研修プログラムの構造モデル 

テーマ 項目 内容例 

学 校 支 援ボ ラ ンテ ィア 活 動

の理解 

生涯学習としての意義 ・学びの場としてのボランティア活動

・学習成果の活用の場としてのボラン

ティア活動 

ボランティア活動の意義 ・ボランティアの特質 

・地域参加の意義 

学校支援ボランティア活動の

特徴 

・学校支援ボランティア活動の内容 

・学校支援ボランティア活動の意義 

学校教育の理解 学校理解 ・学校の運営 

・授業の様子 

・学校の規則 

子ども理解 ・児童・生徒の特性 

・学校での生活 

学校・家庭・地域の連携 ・学校教育の現状 

・学社連携の必要性 

危機管理 ・事故やトラブルの予防と対応 

コ ー デ ィ ネ

ートの技法 

コーディネー

ターの役割 

コーディネートの意義 ・コーディネーターに求められるもの

・コーディネーターの役割 

活動組織との連携 ・組織の中での役割 

情報の収集と活用 ・地域の教育資源の把握 

・情報の活用方法 

地域の教育力の活用 ・社会教育施設、機関、団体との連携

コーディネー

ターの業務 

取組の実際 ・コーディネーターの具体的な取組事

例 

企画と評価、提案 ・学校支援ボランティア活動の企画の

立て方 

・学校支援ボラティア活動とコーディ

ネートの評価の視点 

・新たな活動の提案の仕方 

コミュニケーションの基礎 アサーション（注1） ・効果的な表現方法 

ファシリテーション（注2） ・集団への働きかけ方 

プライバシーと個人情報 ・プライバシー、個人情報の保護 

人権 ・人権擁護の基礎知識 

（注1） アサーションとは、自分の感じていることや考えていることなどを、自分も相手も共に大切

にしながら誠実に率直に伝えていく方法 
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（注2） ファシリテーションとは、会議やミーティング等の場で、発言や参加を促したり、話の流れ

を整理したり、参加者の認識の一致を確認したりする行為で、合意形成や相互理解をサポート

し、組織や参加者の活性化、協働を促進させる手法・技術・行為 

 

【表４－１】は、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を養成する

ためのモデル研修プログラムの基本的な構造を示した一覧表である。構造モデルは、全

体として４つのテーマからなる。以下、それぞれのテーマについて内容の特徴を解説し

ておきたい。 

（１）学校支援ボランティア活動の理解 

   学校支援ボランティア活動の最大の意義は、これまで蓄積されてきた生涯学習の成

果を次世代の子どもたちの成長・発達に活かすところにある。学校はその場として恰

好の機会を提供する場所となる。また、ボランティアは、学校での活動・ふれあいを

通じて、日常的には得にくいさまざまな学びを体験することができる。学校支援ボラ

ンティア活動を、地域の人々の生涯学習活動の一環としてとらえることが必要で、単

なる学校での「お手伝いさん」では、なかなか積極的で持続的な活動は期待できない。 

   ボランティア活動は、学校領域だけでなく、地域の（あるいはもっと広域の）さま

ざまな分野―福祉、環境、防災、文化・芸術、スポーツ、レクリエーションなどで行

われている。学校支援ボランティアも地域ボランティアの一分野と考えて、他のボラ

ンティア活動のよさを積極的に取り入れるという考え方が重要である。ボランティア

の自発性、公共性（他者のために・みんなのために）、無償性という考え方の理解、ボ

ランティア活動を通じての地域参加（参画）の促進など、学校支援ボランティアの意

義をしっかりおさえることが重要である。 

   その上で、学校支援ボランティアのメニューとそれぞれの活動内容の概略が解説さ

れる。 

 内容については、地域や学校の実情によって異なるが、およそ次のようなものがある。 

・ 教育活動の支援（各教科・総合学習などでの手伝い、読書指導、読み聞かせ・・・） 

・ 教育環境の整備（校舎等の補修、草刈り・清掃、花壇づくり、案内板の作成・・・） 

・ 安全対策の支援（登下校の付添い、通学路の見守り、地域巡回、安全マップ作成・・・） 

 

（２）学校教育の理解 

   まずは、学校の仕組みを理解する必要がある。学校の教育方針・運営、授業等のカ

リキュラム、学校規則のあらましなどが把握される必要がある。また、児童・生徒の

特性、かれらの学校生活、特別な支援を必要とする児童・生徒への対応などについて

基本的な理解も求められる。 

   地域に開かれた学校という視点からは、学校・家庭・地域の連携・協力や学社連携

の必要性についても理解を深める必要がある。 

 安心・安全の学校環境の確保という視点からは、事故やトラブルの予防や対応など

危機管理について、学校支援ボランティアにも相応の当事者意識をもった行動が求め

られる。 
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（３）コーディネートの技法 

   コーディネーターは、地域の資源（個人・組織・施設等）と学校を結びつないで、

双方に付加的な価値を生み出す役割を果たす人である。その役割ゆえに、結ばれる双

方にどのようなメリットが生じるのかをいちばんよく知っている人でもある。コーデ

ィネーターは学校とボランティアに対して、活動のメリットをよく理解してもらうよ

うに説明できることが期待される。 

 学校もボランティアも、その双方にメリットがあり、かつ、学校支援ボランティア

活動として実効性のある企画を単独で提案することはなかなか難しい。そこで、コー

ディネーターが中心になって、双方の意見をまとめて学校支援ボランティア活動の企

画・立案に当たることは多い。そこで、企画・立案の立て方、調整の仕方、提案の仕

方などについてコーディネーター活動の実践力を高める必要が生じてくる。 

 

（４）コミュニケーションの基礎 

   事例調査の地点として選ばれた県で実際に学校支援ボランティアをやっている人の

感想に、「私はコーディネーターの人柄に心を開いて、ボランティアに行っています」

というものがあった。コーディネーターは、学校支援ボランティアはもとより、学校

の先生からも信頼されて、その役割を効果的に果たすことができる。ボランティアの

人間関係構築の能力は、役割の遂行にきわめて重要な要素となる。これを、もっぱら

それぞれのコーディネーターのもともとの素質と考えずに、学習によって高められる

ものと考えることが適当である。 

そうした観点に立てば、アサーションやファシリテーション等の方法技術の習得の

機会を設けることの意義は大きい。 

   また、コミュニケーションの倫理面では、コーディネーターには、プライバシーと

個人情報への配慮や人権尊重の意識が当然のことながら求められることになる。 

 

３ 効果的な研修の進め方 

（１）研修プログラムの展開例 

 本調査研究で示した研修プログラムは、実施する自治体の方針や地域の実態に応じ

て独自の工夫を加えて実施されることが期待されるが、以下では、その際の参考にな

るようにプログラムを実施する上での留意点を挙げておきたい。 

   【表４－２】に「研修プログラムの展開例」を挙げたので、以下の解説と併せて実

施の参考にしていただきたい。 
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【表４－２】研修プログラムの展開例 

テーマ 学習形態（時間） 項目 講師・発表者・進行役・参加者

学校支援ボランティ

ア活動の理解 

講義  （60分） ○生涯学習としての意義

○ボランティア活動の意

義 

○学校支援ボランティア

活動の特徴 

【講師】 

教育委員会事業担当者 

事例発表（60分） ○学校支援ボランティア

活動の特徴 

【発表者】 

実践者（コーディネーター等）

学校教育の理解 講義  （60分） ○学校理解 

○子ども理解 

○学校・家庭・地域の連

携 

○危機管理 

【講師】 

学校教職員（校長等） 

教育委員会職員 

グループ討議 

（60分） 

○学校理解 

○子ども理解 

○学校・家庭・地域の連

携 

【進行役】 

教育委員会職員 

【参加者】 

学校教職員 

コーディネーター 

ボランティア 

コーディ

ネートの

技法 

コ ー デ ィ

ネ ー タ ー

の役割 

講義  （60分） ○コーディネートの意義

○活動組織との連携 

○情報の収集と活用 

○地域の教育力の活用 

【講師】 

学識経験者（大学教授等） 

実践研究者 

コ ー デ ィ

ネ ー タ ー

の業務 

取組の実際 

（90分） 

○取組の実際 【発表者】 

学校教職員 

コーディネーター 

グループ演習 

（90分） 

○企画と評価、提案 【講師】 

学識経験者（大学教授等） 

実践研究者 

【参加者】 

学校教職員 

コーディネーター 

コミュニケーション

の基礎 

講義と演習 

（120分） 

○アサーション 

○ファシリテーション 

○プライバシーと個人情

報 

○人権 

【講師】 

学識経験者（大学教授等） 

実践研究者 

【参加者】 

学校教職員 

コーディネーター 
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① 学校支援ボランティア活動の理解  

「生涯学習としての意義」、「ボランティア活動の意義」、「学校支援ボランティア

活動の特徴」の内容を組み合わせて60分程度で伝えたい。教育委員会の担当者が事

業説明と合わせて説明するのもよいだろう。また、講義とセットで、実践者（先進

的な取組を進めているコーディネーター等）の事例発表を行うと、より効果的であ

ると考える。 

 

② 学校教育の理解  

「学校理解」、「子ども理解」、「学校・家庭・地域の連携」、「危機管理」の内容を

組み合わせて60分程度で伝えたい。学校の管理職、学社連携担当教員、あるいは教

育委員会担当者が説明に当たるとよい。さらに、教職員と直接意見交換する場を設

けることで、具体的なコーディネートのイメージが持ちやすくなる。 

 

③ コーディネートの技法 

コーディネーターの役割（「コーディネートの意義」、「活動組織との連携」、「情報

の収集と活用」、「地域の教育力の活用」）は、60分程度で伝えたい。講師は、大学

教員等の学識経験者や学校支援ボランティア活動の先進的な取組や研究を行って

いる実践者（NPO法人等）に依頼するとよいと考える。 

コーディネーターの業務の中の「取組の実際」は、地域で先進的な取組を進めて

いるコーディネーターや学校の教員等の事例発表が効果的である。 

また、「企画と評価、提案」は、少し長めに時間を使って、演習と情報交換を組み

合わせた形で研修することが効果的である。進行役は、指導助言の役を兼ねること

を考えて、大学教員等の学識経験者や学校支援ボランティア活動の先進的な取組や

研究を行っている実践者（NPO法人等）に依頼するとよいと考える。 

 

④ コミュニケーション・スキル 

「アサーション」、「ファシリテーション」は、基本的な考え方を伝える講義と演

習を組み合わせて行うとよい。時間は少し長めに確保し、体験を通してスキルを身

に付けていただきたい。「プライバシーと個人情報」、「人権」については、講義の

中でポイントを絞って伝えるようにしたい。プライバシーへの配慮、個人情報の保

護、人権の尊重の意識は、実際のコミュニケーションにあっては、個々の言動の背

後にある確固とした態度になっていなければならない。 

講師としては、専門的な知識と指導技術が必要であることから、大学教員等の学

識経験者や市民活動、ボランティア活動の先進的な取組や研究を行っている実践者

（民間の研究機関、NPO法人等）に依頼するとよいと考える。 

 

（２）研修プログラムの企画 

① 日程と内容の選択  

研修プログラムの構造モデルは、研修プログラムの展開例で示した通り、全体で

10時間程度の時間を要する。午前２時間、午後３時間の１日研修なら、年間２回。
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１泊２日の研修なら年間１回。半日の研修なら年間４回の研修で実施できる。項目

や内容に優先性はないので、各地域の状況や参加者のニーズによってモデルで示し

た項目・内容から組み合わせを選択して行ってほしい。 

 

② 地域人材への依頼  

研修会の経費の確保が難しい場合には、教育委員会の職員や学校の教員、すでに

活動しているコーディネーターやボランティア等の地域人材の方々に協力を呼び

かける必要がある。とくに、事例の発表は、自らの取組を振り返る機会となり、発

表することが学習の場ともなるので、積極的に地域の人材への協力依頼を進めたい。

また、意見交換や演習に学校の教員やボランティアが関わることで、研修の中で人

間関係づくりができ、実際に取組を進める上で効果的である。 

 

③ 経験者の研修 

今回示した研修プログラムの構造モデルは、未経験者を対象にし、コーディネー

ターを新たに養成することに視点をおいたものである。２年目、３年目の研修は、

個人のレベルに応じてより専門的な内容が必要となる場合もあるが、特にコミュニ

ケーション・スキルの「アサーション」や「ファシリテーション」は、１回の研修

では身につきにくく、繰り返し研修することが望ましい。また、経験者は、事例発

表や演習の中で、日々の取組を振り返ることが自らの学習となるので、研修への参

加の仕方を工夫するなど応用的に構造モデルを活用していただきたい。 

 

   このコーディネーターの養成のためのモデル研修プログラムは、コーディネーター

に焦点を当てて開発されたものであるが、その内容の多くは、学校支援ボランティア

の方々にも、また、学校の先生方にも十分に役に立つものとなっている。 

 本章１－（１）で述べたように、研修全体からみれば、別途に教員対象の研修機会

が設けられることが望ましいが、現実にはなかなか単独でそのような研修を設けるこ

とは難しいようである。しかし、学校支援ボランティアの活動が充実度をしだいに増

してきている現在、この活動に対する教員の一層の理解と協力を求める声が高まって

きている。 

   この状況をふまえると、コーディネーターの研修を、内容の取捨選択を多少加えた

上で、教員の研修を兼ねて行うことは十分に意義があると思われる。むしろコーディ

ネーターと教員が合同の研修機会をもつことで、相互の交流と理解が深められるとい

うメリットを期待できるともいえる。 

   このモデル研修プログラムに、地域の実情に合わせた工夫が加えられ、各自治体で

効果的に実施されることを願っている。                   

（野島 正也）     
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