


はじめに 
 

 近年、我が国では、少子高齢化、高度情報化、国際化など急激な社会経済の変化を背景

として、子どもたちのモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下などが指摘さ

れる中、学校も確かな学力の育成は急務であり、いじめや不登校の増加等様々な問題を抱

え、教員の子どもたちと向き合う時間の確保が重要な課題となっています。 

 そのような中、新しい時代の教育の基本理念を明確にし、我が国の未来を切り拓く教育

を実現するため、平成18年12月、教育基本法が改正されました。新しい教育基本法で、「生

涯学習の理念」や「学校、家庭、地域住民等の連携協力」など新たな教育理念が盛り込ま

れたことを踏まえ、平成20年６月に改正された社会教育法では、国及び地方公共団体の任

務として「学校、家庭、地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進」が規定さ

れました。また、教育委員会が行う事務に、現在文部科学省が推進している「放課後子ど

もプラン」や「学校支援地域本部」等の事業の実施が加わったほか、社会教育主事の職務

として「学校が社会教育団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合

には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる」と、学校の求めに応じた助言

が新たに追加されています。 

 今、文部科学省では、学校・家庭・地域が連携協力しながら一体となって子どもの健や

かな成長を担っていくため、地域に開かれた、信頼される学校づくりを推進しています。

学校支援地域本部の設置もその一環として推進されている事業であり、平成20年度は全国

で2,100か所を超える学校支援本部が設置され、30万人を超える人々が学校支援ボランティ

アとして活躍されています。 

 このような状況を踏まえ、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターでは、平成19

年度から「学校支援ボランティア活動の推進に関する調査研究」に着手しており、昨年度

は全国各地の先導的・モデル的な事例についてケーススタディを実施し、聞き取り調査等

により、学校支援ボランティアの推進体制、活動内容、成果や課題等を明らかにしたとこ

ろです。平成20年度は、昨年度の研究成果と先行事例の分析に基づき、現在各地域で課題

となっている「学校支援ボランティアの養成・資質向上のためのモデル研修プログラム」

の研究開発を行いました。 

 本報告書が、全国各地の学校支援ボランティアを対象とした研修の場で活用され、学校・

家庭・地域の連携協力による開かれた学校づくりが一層推進されるなど、社会全体の教育

力の向上の一助になれば幸いです。 

 おわりに、本調査研究を進めるにあたり、ご尽力くださいました白石克己委員長をはじ

め調査研究委員各位に感謝申し上げますとともに、調査にご協力いただきました関係者の

皆様方に厚くお礼申しあげます。 

 

 平成21年３月   

国立教育政策研究所              

社会教育実践研究センター長 馬場 祐次朗  
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第１章 調査研究の概要 

１ 調査研究の目的 

学校支援ボランティア活動の先進的な取組の事例調査から、学校支援ボランティアを

対象とした研修の実施内容を把握し、学校支援ボランティアの資質向上のためのモデル

研修プログラムを開発する。 

 

２ 調査研究方法等 

学校支援ボランティア活動の先進的な取り組みを進めている地域の学校支援ボランテ

ィアを対象とした研修の実施状況について聞き取り調査を実施し、その分析をもとに、

学校支援ボランティアの資質向上のためのモデルとなる研修プログラムを開発した。 

 

３ 聞き取りによる調査対象（９件） 

（１）青森県七戸町教育委員会 

（２）宮城県石巻市教育委員会 

（３）栃木県塩谷教育事務所 

（４）千葉県木更津市教育委員会 

（５）東京都小平市教育委員会 

（６）神奈川県相模原市立総合学習センター 

（７）岡山県岡山市教育委員会 

（８）福岡県飯塚市教育委員会 

（９）長崎県鹿町町教育委員会 

 

４ 調査主体・調査実施機関 

国立教育政策研究所社会教育実践研究センターに「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委員会」を組織し、調査研究を行った。調査研究委員は次のとお

りである。 

    

   木 村 清 一  日本ボランティア学習協会常任理事・桐蔭横浜大学客員教授 

   興 梠   寛   昭和女子大学ｺﾐｭﾆﾃｨｻｰﾋﾞｽﾗｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ長・世田谷ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会理事長 

   塩 崎 千枝子  松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科長 

  ○白 石 克 己  佛教大学教授 

   高 橋    興  青森中央学院大学教授 

   出 口 寿 久  文部科学省生涯学習政策局社会教育課地域・学校支援推進室室

長補佐 

   野 島 正 也  文教大学大学院人間科学研究科長・生涯学習センター長 

   村 石 好 男  宮城県教育庁生涯学習課課長補佐・協働教育班長 

                          （以上五十音順、○は委員長） 

   馬 場 祐次朗  国立教育政策研究所社会教育実践研究センター長 

   上 田 裕 司  国立教育政策研究所社会教育実践研究センター社会教育調査官 

   木 村 真 介  国立教育政策研究所社会教育実践研究センター専門調査員 

（委員の所属等は平成21年３月現在） 
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第２章 学校支援ボランティアの意義と果たすべき役割 
 

１ 「学校の応援団」への要請 

 愛媛県松山市の久米地区学社連携協力推進協議会は「学校へ行こう、先生だけに苦労

させない町をつくろう」というスローガンを掲げた。声を挙げた中核は久米公民館で複

数の小学区の子どもたちと地域住民と協力して学校支援に乗り出した。当然、管理職を

通じて学校側にも協力を求めたら、次第に、教員も里山づくりの自然体験活動などの地

域のイベントに児童・生徒、保護者らとともに参加していった。 

 学校支援ボランティア活動の意義と役割はこの公民館の活動に代表される。拠点こそ

学校ではないけれども、「学校の応援団」が地域に登場したのである。 

 今、学校の教職員は疲弊している。忙しく余裕なく働いているのは企業で働くビジネ

ス・パーソンも同じである。公務員しかりである。しかし、教員で「気持ちがしずんで

憂うつ」などうつの傾向を示す割合が一般企業の社員よりも2.5倍になっているとの報告

もある（文部科学省委託「新教育システム開発プログラム」の調査研究 平成20年10月）。

この調査で「仕事に意義ややりがいを感ずる」割合は90％にも達し、企業の社員よりも

ずっと高い。しかし、うつの傾向が高い状況は具体的に「児童生徒の話や訴えを十分に

聴く余裕がない」などの回答にも顕れている。これでは教員の疲弊はたんに教職にある

者の問題にとどまらない。子どもたちの教育とその将来に悪い影響が出ることが懸念さ

れる。しかし、教員を批判する論調はあっても未だ支援する動向は弱い。 

 この意味で本年度からスタートした「学校支援地域本部事業」が「みんなで支える学

校 みんなで育てる子ども」を目標に「学校の応援団」を地域に形成しようというのは

うなずける。教員が児童生徒と向き合う時間を確保するべく、保護者や地域住民の協力

は欠かせないからである。 

 学校支援ボランティアは教員にとって意義があるのではない。ボランティア側にとっ

ても、地域社会にとっても意義がある。 

 

２ 学校側にとって 

第１に、学校側にとっては「学校の応援団」がいれば教育活動に専念できる。 

 

（１）「経験と言葉」との往復 

 学校の教育課程は教科の指導だけではなく、道徳や特別活動を含む。学校教育法で

も義務教育の目標は学校内に限らない。「学校内外における社会的活動」や「学校内外

における自然体験活動」などを目指す。つまり国語や算数の授業が成功するには子ど

もたちの家庭や地域社会での豊かな直接経験、生活の中での読書や買い物などを経験

することが重要である。友人との外遊び、動・植物の飼育や観察、さらにはＤＶＤな

どの映像による間接的な経験も求められよう。豊かな直接経験や間接経験なしに、教

科書やそれを活用した授業の理解は困難である。経験と言葉との多彩な往復運動がな

ければ、観念的な言葉だけの授業、いわゆる言語主義化した授業に陥ってしまう。生

涯にわたる学習を持続的に行う基礎的な知識や技能は家庭でも地域社会でも習得して

いれば、教室の授業も効果を上げることができよう。 

 秋田県が「全国学力・学習状況調査」（平成20年８月発表）でトップクラスの成果を

収めている要因は、教員や教育委員会のサポート体制にとどまらない。都市部よりも

町村部のほうが成績がよいなどの分析があるように、家庭や地域社会にサポート体制
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が整っているからである。子どもたちは「家庭学習」や「生活習慣」などの面で全国

平均を上回っている。これは「早寝早起き朝ごはん」運動などの成果でもあろう。ま

た「地域への関心」も高い。地域の行事などに参加し、地域の歴史や自然への関心を

深めれば、教室での授業への関心も高まることが考えられる。 

 「規範意識」が高まったとの成果もある。木更津市はすでに平成10年から学校支援

ボランティア事業をはじめている。小学校５・６年と中学校１・２年を対象にした17

年度の調査では、その成果がとりわけ中学校で著しい傾向が見られた。１週間に１時

間の「道徳の時間」だけではなく、学校を挙げて、まちのボランティアが協働で、「無

言の道徳環境」を用意したことが「規範意識」の向上に効果があったと思われる。 

 

（２）教育風土の理解 

 学校側にとっては、教職員が地域ボランティアに代表される地域住民の実態をよく

知る機会となる。教員は現状では職場と住居とが離れている。このため、子どもたち

が生活している地域社会の地理的・経済的・歴史的・文化的な特徴はよく知らない傾

向がある。異動のサイクルが早ければ、子どもの生活の場の理解をいっそう困難にし

ている。たしかに子どもの学校外での実態は家庭訪問や授業参観もある。しかしこれ

だけで、子どもをめぐる家庭や地域のことを理解することはできない。ボランティア

とのインフォーマルな会話が増えることによって子どもを含めた地域住民の実態を知

ることができるのである。学区ごとに異なる地域の教育風土、歴史的・文化的・経済

的基盤もわかってくる。 

 教職員のなかにはボランティアが学校教育に関与すること自体を忌避している人も

いる。ボランティアとの交流が「余計な仕事」として自分の教育活動を妨げると判断

している教員もいる。しかし、生活科や「総合的な学習の時間」は地域社会や家庭の

実態を知らなければ成り立たない。公民館・図書館・博物館などの社会教育施設や社

会教育関係団体などとの連携も求められる。他の教科、道徳、特別活動などにおいて

も地域住民や地域の人材・施設の活用は心強い応援団になる。 

 仮に中学校の国語教師をとっても、国語教師といえども国語の全領域に長けている

とは限らない。しかし、地域には書道、短歌、俳句、能・狂言、現代小説・古典、読

み聞かせ、朗読などを熱心に学んでいる住民がいる。若い教員では苦手になっている

「そろばん」も算数の単元にある。しかし珠算に長けた住民はいる。国語や算数など

のドリルの丸付けなども教員でなくとも可能である。こうした住民から直接、間接の

学習支援を受けることは可能である。そうすれば、ボランティアの導入は仕事へのし

わ寄せどころか、本来の授業に専念できる。進度が遅れている児童・生徒、ハンディ

キャップのある子どもや外国籍の子どもなどへの個別指導に割く時間を確保すること

もできる。 

 

（３）新鮮な授業の開拓 

 地域住民の生涯学習の実態を知るならば、住民の支援を受けて開拓できる授業も構

想できる。地域住民の学習ニーズは多様化・高度化している。学校の教育課程にはな

いような文化活動、趣味、スポーツ活動をしている。創作、園芸、大工仕事、芝居、

囲碁・将棋、フラワーアレンジメント、写真、ニュースポーツ、「ママさんバスケット」

など地域には多様な学習活動がある。都会にはカルチャーセンターや大学の公開講座

で高度な知識や技術を学ぶ高齢者や社会人が多い。こうした学習者がボランティアと
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して学校に入るならば、教員は世の中の学習ニーズの動向を知ることもできる。学校

の教育課程とは異なり、標準的な学習プログラムでは満足しない学習者がいることを

実感もする。不変の学習指導案でいいのか、もっと面白くてためになる発問をつくれ

ないか、吟味する機会も与えられよう。高齢な学習者のこの熱心なニーズをかいま見

て、プロとしての精進を刺激される教員もいよう。 

 学校教育は学校評議員制度に見られるごとく、今後いっそう事業評価にさらされる

ことになる。管理職の教育方針を実行するには、住民の意識や評価づけも考慮する必

要がある。この意味で、ボランティアの活動やその声から学校側は評価のもととなる

住民のニーズをいわば「取材」することもできる。 

 

３ ボランティア側にとって 

 第２に、ボランティアにとっても意義がある。 

 

（１）「出番」を待つ住民 

 ひとつには学習の成果を発表する機会が増えるということである。生涯学習は現在、

単に個人で楽しむ段階からその成果を表現したい、できればみんなの前で発表したい

と念じている人が多い。 

 ボランティア活動は日本では伝統的に陰徳や不言実行と見なされ、目立った活動を

すれば「出る杭は打たれる」ことになった。したがって、遠慮して活動することをよ

しとしてきた。キリスト教のもとで育った欧米の人たちの「己の欲するところを人に

も施せ」という言動はしにくい。しかし、現在、社会福祉、災害、まちづくり、環境

保全などさまざまな領域でボランティア活動が活発になるにつれて、陰徳が美徳とい

う従来の評価は薄れ、代わって積極的に展開することで実のある社会貢献ができるこ

とが浸透してきた。このことは団塊の世代が地域社会に戻って生活しはじめると、社

会的に承認されないのを感じ、「出ない杭は腐る」ような動向に認められる。今、学習

者は、地域住民は自己表現や自己承認への期待が強い。学習活動の「出口」を求め、

「出番」を待っている。 

 学習ボランティア活動も同様である。児童・生徒への学習支援は教室で自分の生涯

学習の活動を発表する機会となる。これに限らず、教科外の部活動や校内整備（花壇

やグラウンド）、学校行事の運営などが自分の得意な分野の自己表現の場となる。パソ

コンに強い保護者が学校で自分の能力が認められ感謝されることがある。それによっ

て保護者は、企業内でのビジネスライクな評価と異なり、新鮮な働きがいを感じる。

高齢者が昔の遊びを紹介するべく子ども時代に経験したお手玉や綾取り、けん玉や竹

馬をすることは「回想法」の実践にもなる。昔のことを思い起こす「回想法」は高齢

者の五感を活性化し、心身を鎮める効果があることが認められている。 

 

（２）学び直す学習 

 こうした学校支援の活動をとおして、ボランティアは学習活動を見直し、学び直す

こともできる。児童・生徒は初対面であり、活動の分野についてはほとんど知らない。

ボランティアにとっては個人や学習仲間とともに生涯学習を継続しているのとは異な

る場が与えられる。そこに戸惑いも生ずる。なぜこんなことができないのか、と思う

こともある。しかし、例えば、茶道をまったく知らない生徒にそのお稽古を教えるこ

とは、茶道の所作や道具などを一から見直す機会となる。この学び直しの作業によっ
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て茶道の奥の深さを再認識する機会になる。 

 「学んでから教える」のは指導の基本である。しかし「教えることによって学ぶ」

ことも真実である。かつて寺子屋や学問塾（私塾）ではその知識・技術を師匠からだ

けではなく先輩から学んだ。同時に、先輩は初心者や後輩に教えることによって学び

直すことを継続することができた。いわゆる「半学半教」である。これは現代のビジ

ネスの現場でもＯＪＴや Off-ＪＴとして見られることである。この「半学半教」は「知

の循環型社会」（中央教育審議会・生涯学習分科会答申 平成20年２月）を形成してい

くことにつながるのである。 

 

（３）学校教育の共通理解 

 さらに、ボランティア活動は、教職員にとって学区の特色や学習者のニーズを理解

する機会となったように、ボランティアにとっても学校教育を理解する機会となる。

マスコミなどによって刷り込まれた教員や児童・生徒の実態は本当なのか、自分たち

の学校時代と変化しているのか、していないのか。それを自分の目で観察できる。 

 近年、学校や行政機関などの組織体に説明責任（アカウンタビリティ）が求められ

ている。学校はそのため「北風に吹かれた旅人」のように萎縮しつつある。しかし、

ボランティアが学校教育の実態を知り、教職員との共通理解が得られれば、評価づけ

にも説得力がある。住民は学校と説明責任を共有することもできる。 

 教職員や児童・生徒を理解して学習成果を発表する機会が進行していけば、ボラン

ティア活動にはいっそう磨きがかかる。その結果、学校教育へ何らかの貢献ともなる

ことを実感することができるならば、ボランティア活動はいっそう働きがいのあるも

のとなり、生きがいとなる。 

 

４ 地域社会にとって 

 第３に、地域社会にとっても学校支援ボランティア活動は意義がある。 

 

（１）学縁づくりによる地縁の強化 

 例えば、現在、学校支援ボランティア活動として多い活動は子どもたちの安全な登

下校を見守る活動である。朝の散歩や犬との散歩を子どもたちの登下校の時間帯にず

らすだけでも、子どもたちの安全は高められ、保護者も安心して子どもを学校に通学

させることができる。この安全パトロールは子どもや保護者だけなく、パトロール隊

自身が地域の安全を求める心理を育てる。こうした見守る活動は地域社会の防犯にも

波及効果がある。日常的な生活上の安全や安心は警察署や消防署だけで確保されるの

ではない。地域住民の心がけが欠かせない。ボランティアによる安全パトロールはこ

うしたまちの安全・安心を向上させる力を育てる。 

 地域社会の人と人との「つながり」は従来、血縁・地縁・社縁（職縁）で保たれて

きた。かつてはその人的ネットワークのコーディネーター役を神社・仏閣などが務め

てきた。しかし、今日、この血縁・地縁・社縁は弱体化している。これらは基本的に

現代人が求めている自己選択が困難な「つながり」である。親子関係は本人には選べ

ない。地域社会との付き合いもある程度、強要される。社縁はある程度、選択できる

けれども、異動・転勤・退職などによって切られる。短期的である。 

 こうした弱い縁を強化するには「学縁」が効果的である。「学縁」というのは学習活

動を「縁」にして学習者が結びつくことである。学習活動は自己責任で自己選択でき
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る。知識や技術は教えたからといって減るものではない。教えたい・学びたいという

学習希望者もいる。こうした人びとが同好の志として結ばれれば「学縁」は強化され

る。日本人は「袖振り合うも他生の縁」と考える倫理観をもっている。他人との偶発

的な出会いに価値を見出すことができる。しかも、その偶発的な出会いのきっかけが

同じ趣味やスポーツや文化活動であるならば、いっそう学縁ネットワークは強まるの

である。この学縁が地縁・社縁・血縁を強化できる。 

 したがって、学縁ネットワークには市場サービスや行政サービスとは異なり、利得

の原理が働く余地が少ない。市場や行政が大量の消費や圧倒的な支持を求めても、標

準的なサービスでは満足しない消費者・納税者が増えている。学縁ネットワークによ

るいわば第３のサービスなら、たくさん売れるのがいい・クレームがないのがいいと

いう評価基準を採用されない。地域住民が学ぶ喜び、共に学び合う喜びを共有できて

いるか、が評価基準になる。 

 

（２）要請されるコーディネーターと研修 

 学縁づくりには縁結びが必要である。この意味で学縁ネットワークを地域社会にめ

ぐらすにはコーディネーターが欠かせない。 

 「学校支援地域本部事業」の中核となる「地域コーディネーター」はその意味で重

要である。学校教育とボランティアとの連絡調整役にとどまらず、地域社会がもって

いるさまざまな人材・施設設備のネットワーカーになるからである。厳しい財政状況

でも有償である意義は深い。従来の生涯学習ボランティア活動ではボランティアのメ

ンバーの中からコーディネーターが選ばれていた。これでは「ボランティア・コーデ

ィネーター」ボランティアである。無償で、日々、ボランティア・ニーズとボランテ

ィア活動を求める組織や施設のニーズとのマッチング業務に翻弄される。コーディネ

ーターの資質以前に、加重な負担を強いられてきた。有償であれば、この負担は少し

は軽減される。公的に任命されたという点で使命感も高まる。 

 ネットワーキングが成功裏に進むには、地域社会の教育資源を総点検する必要があ

る。まずは、学校の保護者、公民館など社会教育施設の学習者・利用者、一芸一能を

有する地域の有名人などがリストアップされるだろう。社会教育関連団体にも熟知し

ているべきだろう。学校教育担当部局や社会教育担当部局がもつ資源、首長部局がも

つ資源の点検がある。市といっても県立や国立の施設・設備・人材がいる。商工会議

所や商店街などの経済団体にも人材は眠っている。 

 しかしこのネットワーキングが上手くいくには、地域コーディネーターだけに任せ

るべきではない。学校支援ボランティアと子どもとのコーディネートには事実上、学

校の管理職や教員が媒介となる。任命されたばかりの、いわば素人の地域コーディネ

ーターがこうした教職員と対等にわたり合うことは困難である。住民ボランティアと

学校側との板挟みに合う。まだ行政上の立場も明確でない。したがって、学校の管理

職や教育委員会がコーディネーターを応援する必要がある。「学校の応援団」の応援団

が必要である。この事業をモデルとして３年間で終息させることなく、続けていくに

は、こうした行政支援も必要であろう。 

 そのためには、もちろんボランティアやボランティア・コーディネーターの資質を

高める研修は欠かせない。教職員にもその効用と理念について理解を求める研修も必

要である。とくにコーディネーターは、開かれた学校づくりのためにボランティアや

地域教育協議会の委員や学校評議会や学校運営協議会など地域のキーパーソンと共に、
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研修を重ねる必要がある。研修は各地域の教育風土を考慮した学習プログラムが必要

だろう。標準的な学習プログラムに従うことでよしとすることはできない。 

 本報告書では、これらの研修の中からボランティアを対象とした研修を取り上げ、

その範例となるよう研修プログラムを分析し提示してみた。 

（白石 克己） 
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第３章 ケーススタディ 



第３章 ケーススタディ  

 

１ 青森県七戸町教育委員会の取組 

 

１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

七戸町は旧七戸町と旧天間林村の合併により平成17年３月31日に誕生した。同町は青

森県の東部に位置し、西は青森市に、南は十和田市、北東は東北町にそれぞれ隣接する

内陸部の町である。また、町のほぼ中央に平成22年12月全線開通する東北新幹線の新駅

設置が決まっている。人口は約18,000人（平成17年10月現在）で、農業中心の町である。 

同町の学校支援ボランティアへの取組は、平成16年度からの「地域子ども教室推進事

業」などを契機として様々な形ですでに行われていた。そして、平成19年度から、青森

県委託「地域による学校支援の基盤強化事業」及び、国委託「学校支援を通じた地域の

連帯感形成のための特別調査研究事業」を受託して本格的に始まった。 

平成19年度の事業は、町立城南小学校と七戸中学校をモデル校として指定し、学識経

験者やモデル校の教員とコーディネーター、町教育委員会の学務課長・生涯学習課長、

同町を管轄する県教育事務所職員等13名から成る「町学校支援協議会」（以下、「協議会」）

を設置し、様々な取組を行った。 

例えば、協議会は事業の進め方について随時検討するとともに、先進地視察や町内の

全校における学校支援ボランティアの現状について聞き取り調査などを行った。また、

町教育委員会と共催する形で「学校支援ボランティア養成講座」を実施した。一方、モ

デル校の例えば城南小学校では、従来からの取組を基礎として、「図書ボランティア」や

「学習支援」等に取り組んだ。 

そして、平成20年度は国委託の「学校支援地域本部事業」を受託し、町内の全小中学

校で取り組んでいる。 

 

２ 学校支援ボランティアの研修の概要 

 同町教育委員会は、青森県教育委員会（県総合社会教育センター）が平成17年度から

の県単独事業「学校と地域の協働による教育活動推進事業」の一環として開催している

「学校と地域を結ぶコーディネーター育成セミナー」等に職員や教員及び町民を積極的

に派遣してきた。 

そうした取組の成果を基礎に、平成19年度には、町教育委員会と協議会の共催により、

学校支援ボランティア活動者を対象とした研修会を年２回実施した。また、平成20年度

も主たる受講者や研修内容に工夫を凝らしながら２回行われる計画となっている。 

 

３ 実践事例 

同町教育委員会が平成19年度に実施した研修講座の概要等は以下のとおりである。 

 

「学校支援ボランティア養成講座」 

（１）研修のねらい 

 開催要項によれば、この講座は「地域の様々な分野で活躍する人を対象に、地域ボ

ランティア活動の意義とその効果について学習すること」を目指すとしている。 

 協議会が行った町内各学校における取組の現状に関する聞き取り調査によれば、地
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域住民等の学校支援ボランティアに対する理解は未だ不十分であるとの認識に基づき、

各地域におけるボランティア活動者の底辺拡大を主たる目標とするものであった。 

 

（２）内容と方法 

 地域住民等による学校支援ボランティアに対する理解の現状に即し、講演内容の順

序や学習方法等も十分に検討されたものと思われる。 

 ２回の学習内容と方法等の概要は次のとおりである。 

 

①第１回講座 

 講座の広報用チラシには「子どもの読書活動推進大会 in しちのへ」と大書し、

すみに小さく「学校支援ボランティア養成講座」と印刷されていた。対象は「町民

どなたでも」となっていた。 

町の中心部にある施設を会場とし、午前10時から午後３時までの日程で、研修内

容は次のようなものであった。 

 

○実践活動紹介(読み聞かせ活動実演) 

 県立七戸高等学校 

 県立七戸高等学校八甲田校舎 

 七戸中央図書館図書ボランティア 

 お話の会「ゆりかご」 

 

○学校支援ボランティア養成講座（ここまで午前の日程） 

 講師 笹倉 剛 氏(武庫川女子大学講師) 

 演題 「読書で育む子どもの豊かな感性」 

 

○読書ボランティア研修(ワークショップ) 

 講師 笹倉 剛 氏 

 

②第２回講座 

 ２回目は一見、単純な講演会だけのように見える。しかし、かなりの計算と工夫

が凝らされているように思われる。 

 受講対象は「公民館講座等受講者及び一般町民」であった。講座の一連の日程は

次のようになっていた。 

 

○七戸町学校支援協議会第３回協議会(午前の日程) 

 ・事業報告(視察研修及び各校における取組) 

  テーマ「七戸町の学校支援ボランティア活動の状況について」 

  発表者 地域コーディネーター 

    ・講師と協議会委員による懇話会 

  テーマ「七戸町の学校支援ボランティアの現状」 

 

○公民館講座等合同閉講式受付(以下、午後の日程) 
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○講演会 

 講師 新妻 二男(岩手大学教育学部准教授) 

 演題 「子育て(教育)支援と地域ボランティアの役割」 

 

○公民館講座等合同閉講式 

 

（３）研修成果の活用 

 第１回講座は、町内に従来からいくつかの読書サークルが存在し、すでに様々な活

動を展開しているゆえに、町民になじみがあり、またあまり抵抗なく活動を始められ

そうな「読み聞かせ」にマトを絞った内容とした。そのため、主催者が想定した以上

に多数の受講者が集まり、研修を終えたかなり多くの町民は各校からの募集に応え、

ごく自然に「読書ボランティア」となり、読み聞かせや学校図書館の運営支援を行っ

ている。 

また第２回講座のターゲットとなった公民館講座等受講者は、学習の成果を生かし

て様々な学校支援ボランティアを始めることが多いという。 

さらに、こうした具体的な活動を通じてボランティアの魅力を知った人々は、学校

からの要請に応え、あるいは自ら学校側に提案して活動の幅を一層広げていっている。 

 

４ 事例に見る成果と課題 

 本事例で第１に評価すべきことは、協議会等による各学校への聞き取り調査等を通じ

て、学校支援ボランティアに対する地域住民等の理解状況をきちんと把握し、その状況

に適切に対応する研修内容となるよう具体的な配慮をしていることである。 

 すなわち、学校支援ボランティアに対する地域住民等の理解が十分でないとの基本認

識のもとに、第１回講座では、多くの研修事業にありがちな「学校支援ボランティアの

必要性」あるいは「学校支援ボランティアの役割」などというような抽象的で、地域住

民等がとっつきにくい学習内容から入るのではなく、３で前述したように町民が親しみ

やすい「読書」に関する学習から入っている。しかも、講演に先だって活動の実演があ

り、講演に続いては読み聞かせの実技をともなうワークショップを組み合わせている。 

そして、第１回講座での研修をきっかけとして実際のボランティア活動を始める人が

多くなった頃を見計らうように第２回講座を開催し、「子育て（教育）支援と地域ボラン

ティアの役割」の講演を聴かせ、自分たちの活動の意義等について理解してもらう。し

かも、講演の直前には、講師と協議会メンバーによる「七戸町の学校支援ボランティア

の現状」をテーマとする懇話会を１時間余開催するという念の入れようである。これで

は、講師も、同町における取組の現状を無視した抽象論に終始することはできないだろ

う。 

次に評価すべきは、学校支援ボランティアの発掘・確保の大切な契機となる研修受講

者集めの巧みさである。第１回講座では、学校支援ボランティアではないが、すでに様々

な活動をしている人が多いことに目をつけて「読書推進大会」と組み合わせ、第２回講

座はいつも出席率の高い「公民館講座等合同閉講式」と組み合わせるなど、毎回ターゲ

ットを絞って研修会をおこなっている。 

なお、平成20年度は、研修の力点を少し教員に移しており、地域住民と教員がともに

学び合うことを想定した講座内容となっている。もちろん、学習内容を絞り込むことは

継続していて、「読書」に加え新たに「特別支援教育」についての学習が行われる計画で
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ある。そして、20年度からは、研修会の会場として公民館等ではなく学校を使い始めた

ことに注目したい。学校が研修会場となることで、無関心だった教員が興味を持って理

解を深めたり、取組意欲を高めるいい機会となる可能性が出てくるからである。 

 地域住民等が、学校支援ボランティアとして期待される役割を十分に果たすため、学

ぶべきことは多い。そのため、本事例の研修内容が十分でないことは明らかである。け

れども、本事例は、多くの地域がそうであるように、学校支援ボランティアに対する地

域住民等の理解が未だ十分ではなく、実践の蓄積も乏しい場合の取組としては優れたも

のであり、全国の多くの地域で参考になる点が多いと思われる。 

（高橋  興） 

 

（聞き取り調査協力者） 

所 属 氏 名 

七戸町教育委員会生涯学習課主幹 町屋 淳一 

七戸町立七戸小学校教頭 伊賀 良子 
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学習支援の様子 

２ 宮城県石巻市教育委員会の取組 

 

１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

（１）みやぎらしい協働教育推進事業（宮城県単独予算事業／平成17～20年度） 

宮城県教育委員会では、平成17年度から４年間の期

限を設定し、みやぎらしい注）協働教育推進事業を進め

てきた。本事業は、社会の中でたくましく生きる子ど

もたちを地域全体ではぐくむために、地域と学校をつ

なぐ仕組みをつくり、家庭・地域と学校が協働した教

育活動を進める中で、地域教育力の向上と学校教育の

充実を目指すものである。みやぎらしい協働教育推進

事業のモデル実践は、コラボスクール推進事業（小学

校）と起業教育推進事業（中学校）として県内25市町

42小中学校区で展開された。石巻市教育委員会では、次のように協働教育の一環とし

て学校支援ボランティアの活動が行われた。 

① コラボスクール推進事業（宮城県単独予算委託事業） 

石巻市立大街道小学校、石巻市立須江小学校（平成18・19年度） 

② 起業教育推進事業（宮城県単独予算補助事業） 

石巻市立住吉中学校（平成17～19年度） 

 

（２）石巻市協働教育推進事業（平成19～28年度） 

石巻市教育委員会では、宮城県のモデル実践を契機として平成20年度以降も「みや

ぎらしい協働教育」をすべての市立小学校に普及・振興させるため、石巻市総合計画

基本計画〔まちづくり指標（平成19年度から10年間）〕という公の方針に位置づけ、以

下の事業を立ち上げるに至った。 

① 石巻市協働教育支援会議（旧コラボスクール支援協議会） 

② 石巻市コラボスクール推進事業（毎年度４小学校を指定し、協働教育実践を展開） 

平成20年度指定校区；石巻市立石巻小学校、石巻市立雄勝小学校、石巻市立鹿又

小学校、石巻市立吉浜小学校 

③ 石巻市協働教育フォーラム・石巻地区協働教育研修会の開催（年３回） 

④ 石巻市協働教育コーディネーターの委嘱 32校／43校（平成20年度現在） 

 

２ 学校支援ボランティアの研修の概要 

石巻市教育委員会が主催する協働教育の研修事業は、表３－１のとおり平成18年度の

石巻市協働教育フォーラムに始まる。これは、石巻市立当該小学校が、宮城県のコラボ

スクール推進事業の協働教育モデル実践に取り組み始めた年度でもある。 

平成19年度から年３回の研修事業を計画・実施してきているが、参加対象は保護者、

一般住民を中心とした学校支援ボランティアのみならず、石巻市教育委員会が独自に校

務分掌に訓令で設置した協働教育コーディネーターである教職員の研修会も兼ねている。 

注）「みやぎらしい」とは・・・宮城県が推進する協働教育の特徴として、県内各市町村の政策や重点施策などの公の方針のもと、地

域と学校をつなぐ仕組み・組織をつくり、家庭・地域と学校の協働の取り組みを行政がしっかりと支え

ていくこと。 
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協働教育フォーラムの様子 

主に講演を中心としたフォーラム（研修）は、石巻市教育委員会が単独開催している

が、研修会（発表）については宮城県教育委員会〔東部（石巻）教育事務所主管〕の主

催事業に共催という形でかかわっている。このことから、多様な実践事例の情報を圏域

で共有できるよう、県教育事務所が市と町をつなぐ役割を担っていることがわかる。ま

た、石巻市協働教育フォーラムでは、国立教育政策研究所の事業である「体験活動ボラ

ンティア活動のコーディネーター養成研修における講師派遣事業」を活用するなど、研

修の充実を図っている。 

 

【表３－１ 石巻市教育委員会主催の研修事業（これまでの経緯と現状）】 

№ 年度 研修会名 期 日 種別 内 容 

１ １８ 
石巻市協働教育

フォーラム 

H19. 1.26 研修 学力向上の現状と課題、学校と地域の協

働による学力向上 

２
石巻市協働教育

フォーラム① 

H19. 6.21 研修 地域と学校の協働による教育活動の推

進のために 

３
石巻地区協働教

育研修会 

H19.11.27 発表 実践事例発表会 

４

１９ 

石巻市協働教育

フォーラム② 

H20. 2.18 研修 みやぎらしい協働教育の現状と課題～

コーディネーターへの期待～ 

５
石巻市協働教育

フォーラム① 

H20. 6.25 研修 子どもを育む豊かな体験～学校と地域

で支える～ 

６
石巻地区協働教

育研修会 

H20.11.20 発表 実践事例発表会 

７

２０ 

石巻市協働教育

フォーラム② 

H21. 2.20

 

研修 地 域 の 力 を 学 校 支 援 に 生 か そ う ～ 学

校・家庭・地域が連携することの意義～

 

３ 実践事例 

本実践事例では、石巻市教育委員会における研修事業の企画の意図を明らかにするため

に、前項の表３－１にある太枠の２つの研修事業（№５・６）を取り上げることとする。 

 

平成20年度第１回石巻市協働教育フォーラム 

（兼 第１回石巻市協働教育コーディネーター研修会） 

（１）研修のねらい 

石巻市における市立小中学校と地域社会との協働事

業の総合的かつ計画的な推進を図り、地域と学校が協

働して「地域で子どもを育てる」活動をとおして地域

の教育力を向上させ、社会の中でたくましく生きる子

どもの育成を支援するために市内の協働教育の推進に

携わる関係者の研修の機会とする。 

 

（２）内容と方法 

① 期日；平成20年６月25日（水）午後２時20分から午後４時10分まで 
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② 会場；石巻市遊楽館大会議室 

③ 対象；石巻市協働教育コーディネーター、石巻市協働教育支援会議委員、石巻市

コラボスクール推進協議会委員、石巻管内小中学校教員及び教育行政関係

者、協働教育を推進する市民の希望者等 （参加者合計54名） 

④ 内容；講演『子どもを育む豊かな体験～学校と地域で支える～』 

ア 今、なぜ、学校と地域社会の協働か   イ 大人は何をすればよいのか 

ウ 子どもの成長と体験          エ 事例 

⑤ 講師；全国体験活動ボランティア活動総合推進センターコーディネーター、 

     日本ボランティア学習協会理事、水戸ユネスコ協会理事 中根 惇子 氏 

 

（３）研修成果の活用 

① 研修終了後の質問紙調査結果から、参加者の95％が「内容についてよかった」、71％

が「今後の活動に活用できる」と回答しており、協働教育の推進に携わる教職員、

社会教育関係職員、市民の研修の機会として有効に機能していた。 

② 研修会の内容が新聞記事等で広く紹介されたことで、協働教育の重要性や課題等

が市民に周知され、地域での協働教育推進気運を醸成する機会となった。 

③ 講演を通じて、学校と地域社会の協働を進める背景や必要性について理解したこ

とで、学校支援ボランティアとしての心構えや子どもへの対応等に変化が見られ、

日常の活動が積極的になった。 

④ 講演の中で示されたコーディネーターの役割についての考え方により、自らすべ

きことがらが明らかとなり、コーディネーターとして進めていく上での拠り所とな

った。 

 

平成20年度東部管内石巻地区協働教育研修会 

（兼 第２回石巻市協働教育コーディネーター研修会） 

（１）研修のねらい 

① 地域全体で子どもを育てる協働教育推進の重要性の理解を図る。 

② 協働教育モデル地区の実践事例の発表をとおして、地域と学校の協働の在り方を

模索し、協働教育推進の気運を醸成する。 

 

（２）内容と方法 

① 期日；平成20年11月20日（木）午後１時20分から午後４時35分まで 

② 会場；石巻市遊楽館大会議室 

③ 対象；社会教育関係者、コラボスクール推進事業支援・推進協議会委員、小中学

校教職員、小中学校ＰＴＡ会員、教職10年経験者研修対象教員 

（参加者合計91名） 

④ 内容；実践事例発表会 

ア 登米市立東和中学校区起業教育推進事業 

イ 石巻市立石巻小学校区コラボスクール推進事業 

ウ 石巻市立雄勝小学校区コラボスクール推進事業 

エ 石巻市立鹿又小学校区コラボスクール推進事業 

オ 石巻市立吉浜小学校区コラボスクール推進事業 

 
実践事例発表会の様子 
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読み聞かせの様子 

（３）研修成果の活用 

① 各実践校が協働教育の意味を的確に押さえ、それに基づく具体的な取り組み状況

をそれぞれの発表から把握でき、参加者にとっては協働教育を進めていく上での参

考となった。 

② 他校の実践事例から学んだことが、学校支援ボランティアとしての実際の動きや

新たな発想を得る手がかりとして、自身の活動に生かされていった。 

③ 発表者の「協働を推進する組織をつくってよかった理由」の中で、委員として地

元の行政職員に加わっていただいた利点についての発言があったことは、これまで

にない気づきを参加者に与えた。今後、組織の構成員を選定する際の参考となった。 

 

４ 事例に見る成果と課題 

石巻市は、みやぎらしい協働教育推進事業をきっかけとして、市長及び市教育委員会

教育長のリーダーシップのもと、市内全小学校区での協働教育の普及・振興に着手した。 

協働教育を支えるのは、家庭・地域、学校教職員、行政職員の人材であることから、

その育成にも力を注ぎ、年３回の研修事業を位置づけている。フォーラム・研修会の実

施にあたっては、一つの市が単独で研修事業を開催する上での様々な負担を軽減し、一

層効果的なものとするために、国立教育政策研究所や宮城県教育委員会の事業と結びつ

けるなど工夫が見られる。この外、図書・読み聞かせサークルに関わる人材が、市内登

録者数で現在253名いることから、専門技術向上を高める研修機会の充実を図ることはも

とより、登録者相互の情報を交換・共有できる場の提供

も始めている。 

今後は、石巻市教育委員会として、各学校で活躍する

様々な分野の学校支援ボランティアが広く参加でき、ネ

ットワーク化が図られる交流会を開催することにより、

更なる協働教育の振興につなげていこうとの構想を持っ

ている。 

ただ、協働教育コーディネーターや学校支援ボランテ

ィアなど、各々の基礎的な知識・技術の研修体系が全国

的に確立されていない中、実践事例にあるように、様々な立場の者が一緒に研修を受講

する講演や事例発表での実施形態であることは否めない。 

家庭・地域と学校の相互の連携・協力が必要とされている今、研究機関等における研

修内容の学習構造モデルの提案が望まれるところである。 

（村石 好男） 

 

（聞き取り調査協力者） 

所 属 氏 名 

石巻市教育委員会生涯学習課社会教育主事 井上 正典 

石巻市立大街道小学校教頭 加藤 茂実 

石巻市立大街道小学校学校支援ボランティア 大嶋 真弓 
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３ 栃木県教育委員会事務局塩谷教育事務所の取組 

 

１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

塩谷教育事務所では、塩谷地区内の学校支援ボランティア活動を推進するため、「情

報・知識・場」の提供を行うことを目的に、平成13年度から県事業「ふれあい学習推進

体制整備事業」において、教員・地域学習活動実践者・行政職員からなる「ふれあい学

習企画委員会」を設置した。この委員会のテーマに「学校支援ボランティアの活動の推

進」を設定し、活動を進めるためのハンドブックの作成や「ふれあい学習ネットワーク」

における寸劇の実施、ボランティア見本市「ふれあいメッセ塩谷」を開催し、学校支援

ボランティアの活動を塩谷地区に広めることに取り組んできた。 

平成15年度からは、これまでの実績を「学校支援ボランティア研修会」に生かし、よ

り一層の活動推進に取り組んできた。 

いずれの事業も管内市町へのモデルとして実施したものであり、現在各市町教育委員

会が独自に学校支援ボランティアに関する研修や活動を実施しており、塩谷教育事務所

では支援を行っている。 

 

２ 学校支援ボランティアの研修の概要 

平成13年度より地域におけるふれあい学習の推進及び学校と地域の連携・協力づくり

を目指し、学校支援ボランティア活動者や教職員・社会教育関係者を対象に、ふれあい

学習や学校支援ボランティアについて基礎を学ぶための「ふれあい学習ネットワークⅡ」

を開催した。また、平成14年度から社会教育主事の有資格者教員の資質向上とネットワ

ーク化を目的として「ふれあい学習ネットワークⅠ」を実施した。 

さらに、学校支援ボランティアの活動を進めるためには、地域住民と学校のそれぞれ

が活動のために必要な情報を発信することが重要と考え、平成13年度から３年間でハン

ドブック「地域と学校を結ぶときに」を作成し、塩谷地区内の小・中学校、教育委員会

など関係各所に配布し、研修会等でも活用している。 

これらの事業を受け、平成15年度からはより多くの方々に学校でのボランティア活動

の実際や教育活動の様子、児童生徒についての理解などについて学んでもらう「学校支

援ボランティア研修会」を学校支援ボランティア活動者・教職員・社会教育関係者をは

じめ、保護者・一般住民を対象に開催した。 

 

３ 実践事例 

 

ふれあい学習ネットワークⅠ（社会教育主事有資格者研修） 

（１）研修のねらい 

 地域におけるふれあい学習の推進及び学校と地域の連携・協力づくりを目指し、社

会教育主事有資格者の資質の向上とネットワークを図る。 

 

（２）内容と方法 

① 会  場     塩谷庁舎 

②  対 象 者     社会教育主事有資格者 

③  内  容 
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   ア 講  話     「ふれあい学習について」 

 講師：栃木県教育委員会生涯学習課社会教育主事 

                     「生涯学習係の役割について」 

講師：栃木県教育委員会生涯学習課副主幹 

    イ 演  習   「学校支援ボランティアとの連携について」 

           「社会教育主事有資格者・生涯学習担当者の役割って何？」 

ウ  事例研修      ビデオ視聴「さあはじめよう 学校支援ボランティア」 

エ  情報交換     参加者間の意見交換 

                        ・生涯学習係の役割について 

                        ・生涯学習全体計画について 

                        ・学校支援ボランティアの受け入れについて 

                        ・その他 

④ 回 数     ４回（平成14年～17年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修の様子 

研修の様子 

 

ふれあい学習ネットワークⅡ 

（１）研修のねらい 

地域におけるふれあい学習の推進及び学校と地域の連携・協力づくりを目指し、学

校支援ボランティア活動者や教職員・社会教育関係者を対象に、ふれあい学習や学校

支援ボランティアについて基礎を学ぶ機会を設け、学校支援ボランティア活動の充実

を図る。 

 

（２）内容と方法 

 ① 会 場     塩谷庁舎、公民館他 

 ②  対象者     学校支援ボランティア活動者、教職員・社会教育関係者 

 ③  内容 

   ア 寸  劇     「学校と地域社会とのパートナーシップについて考えよう」 

             「わかってほしいボランティアの気持ち」 

                     「学校支援ボランティアのコーディネートは･･･こうでねぇ 

            と!?」 

イ 講  話     「学校支援ボランティアとの協働へのステップ」 

           「コーディネーターからコーディネーターへ」 

                 「学校支援ボランティアと地域づくり」 
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                       講師：いずれも宇都宮大学助教授 

ウ  見 本 市     「ふれあいメッセ塩谷～ボランティア大集合～」 

                       （学校支援ボランティアの活動内容の紹介と体験） 

    エ ワークショップ  「学校支援ボランティア・学校・行政の役割」 

    オ 意見交換      「考えよう「初めの一歩」」 

                       「ネットワークづくり」 

             「ボランティアを囲んで～子どもたちに伝えたいこと～」 

④ 回 数     ４回（平成13年～16年） 

 

学校支援ボランティア研修会 

（１）研修のねらい 

より多くの学校支援ボランティアの方々に学校のいろいろなボランティア活動の

実際や、教育活動の様子、児童生徒についての理解などの研修を行い、より一層の効

果的な活動を展開する。 

 

（２）内容と方法 

 ① 会 場    塩谷庁舎、公民館他 

 ②  対象者    学校支援ボランティア活動者、教職員、社会教育関係者、保護者、 

          一般住民 

 ③  内 容 

    ア 交 流 会   「実践事例の発表と発表したボランティアを囲んでの交流会」 

                    「伝えよう私の思い・広げようボランティアの輪」 

    イ 演  習  「学校支援ボランティア～初めの一歩～」（ワークショップ） 

                    「さあはじめよう！学校支援ボランティア」 

ウ  実  技    「あなたの思いを伝えよう」 

エ  講  話   「ボランティアの実践へ向けて」 

                 「地域の教育力を学校へ～学校支援ボランティア活動を通し 

           て～」 

                     講師：いずれも宇都宮大学助教授 

    オ  シンポジウム 「学校支援ボランティアの実践から」 

カ 見 本 市    「ふれあいメッセ塩谷～ボランティア大集合～」 

                   （学校支援ボランティアの活動内容の紹介と体験） 

  ④ 回 数     ９回（平成15年～18年） 

 

 ハンドブックの作成 

「地域と学校を結ぶときに～子どもたちの笑顔が見たいから～」 

 

（１）作成のねらい 

学校支援ボランティア活動に取り組んでいくにあたって、それぞれの立場から理解

すべきこと、踏まえるべき点などを整理し、円滑な活動につなげるためのマニュアル

を作成する。 
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（２）内容 

  ① 平成13年度（第１部「市民が学校へ行くときに」） 

学校のために、子どものために何かしたい、ボランティアとして関わりたいと思

っている地域の方々へのハンドブックを作成。「学校の一日」の流れや「学校へ行

く市民のための10か条」、「授業」や「子ども」についての解説をはじめ、活動案の

例示や学校で使う用語など学校の様子をわかりやすく解説。 

  ② 平成14年度（第２部「先生がボランティアと出会ったときに」） 

学校支援ボランティアを受け入れる側の学校の先生のためのハンドブックを作

成。学校支援ボランティアの声をもとに、「先生のための５か条」「受け入れ体制の

整備」など学校がボランティアをあたたかく迎えるための心得や工夫について解説。 

  ③ 平成15年度（第３部「地域と学校を結ぶコーディネーション入門」） 

地域と学校を結ぶコーディネーターのためのハンドブックを作成。「なぜコーデ

ィネーターが必要なのか」「コーディネーターは何をすればいいのか」等について

解説。また、コーディネーターのためのチェックリストやボランティア活動の年間

計画なども掲載し、学校の生涯学習担当者も使用できるように作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 事例に見る成果と課題 

（１）成果 

ハンドブックを作成することにより、塩谷地区としての学校支援ボランティアの活

動に関する「情報・知識」を提供することができた。また、各研修会で作成したハン

ドブックを活用することで、塩谷地区として学校支援ボランティア活動に対する統一

した基準を持って取り組むことができた。 

事例発表では、実践者からのボランティア活動に対する思いやメッセージがダイレ

クトに参加者に伝わり、良い刺激になった。また、交流会を実施することにより、ボ

ランティアと教員がそれぞれの思いを伝え合うことができ、それぞれがお互いの立場

を理解することができた。 

見本市の実施により、学校支援ボランティアの活動の具体的な様子を広く塩谷地区

内に知らせることや、学校とボランティアがつながるための「場」を作ることができ

た。 

 

ふれあいメッセ塩谷・活動紹介 
ハンドブック 
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（２）課題 

塩谷地区全体を対象として実施してきた研修会・見本市を、より学校に近い市町単

位や学校単位で実施していくための教育事務所としてどのような支援を行っていくか

検討が必要である。 

学校のために何かしたいと思っている人が地域にたくさんいるが、その思いをいか

に学校に伝えるか、形にしていくか、コーディネーターの役割や養成についての検討

が必要である。 

（出口 寿久） 

 

（聞き取り調査協力者） 

所 属 氏 名 

栃木県教育委員会塩谷教育事務所社会教育主事 大関 絹恵 
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４ 千葉県木更津市教育委員会の取組 

 

１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

 木更津市教育委員会は、①特色ある開かれた学校づくり、②地域の教育力の低下への

対応、③新旧住民がともに同じ活動に取り組む機会づくり、④子どもの規範意識の向上

などへの対応策のひとつとして学校支援ボランティア活動の推進に取り組んでいる。 

 その特色は、学校教育課が中心になり全市的にボランティアを募集・登録・研修する

もので、市内31の小・中学校で学校支援ボランティアコーディネーターを市民から募り

委嘱するなど、全国に先駆けた取組を行っている。 

 木更津市は、地域社会の持つ“教育力”を学校に導入することで“多様な教育活動の

展開”をすすめ、地域と学校が連携した“開かれた学校”の実現を目指すことを目的に、

平成10年度から『学校支援ボランティア活動推進事業』をスタートした。 

 少子化社会が進み、子どもたちの人との触れあいや体験の機会が減少したことや、学

力低下への危惧の高まり、安全安心な学校づくりなどの諸課題を解決するために、学校

と地域社会とが連携して問題の解決を進めようという画期的な試みであった。 

 学校支援ボランティアに登録している市民の数は年ごとに増え、平成10年度は195人で

あったが、平成18年度には1,954人を数え、木更津市民の成人のうち100人に２人以上が

登録していることになる。 

 「木更津市心の教育推進協議会」は、平成17年度に同市の小・中学校長会、教育委員

会と共同で、児童生徒の生活意識調査を行い、『木更津市の子どもたちの規範意識・やさ

しさ・行動意欲～木更津発子どもたちの心を育てるための提案～』を発刊した。同調査

の結果、「平成14年度と比較して、とくに中学２年生の規範意識の向上が顕著にみられた」

とし、学校支援ボランティア活動が、子どもの規範意識の向上に寄与していると評価し

ている。 

 木更津市の学校支援ボランティア活動の特徴は表３－２のとおりである。  
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【表３－２ 木更津市の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環境づくり】 

①ボランティア募集・登録・派遣の全

市的な展開 

教育委員会・学校教育課を中心にして、全市内の小・中学校において学

校支援ボランティア活動を計画的に推進している。 

 また、教育委員会では市民がボランティアを募集・登録し「ボランティ

アリスト」を作成して、学校とボランティア希望者とのマッチング（需給

調整）を行い、併せてボランティア活動保険への加入をすすめている。ま

た、各学校でも同様に登録制度を設けている。 

②「学校支援ボランティアコーディネ

ーター」の学校への配置 

学校のニーズと地域ボランティアとの橋渡しをする“触媒”的役割を担

う学校支援ボランティアコーディネーターを養成し、市内全部の学校に配

置している。 

 また、人材養成への取り組みとして、教育委員会が主催して、各学校の

学校支援ボランティア担当者とボランティアコーディネーターを対象に

した「ボランティアコーディネーター等研修会」（年3回）を開催している。

③学校におけるボランティア活動環

境の整備 

教師と学校支援ボランティアコーディネーターがともに協力しあって、

市民が学校でボランティアとして活躍できる活動メニューの開発につと

めている。 

さらに、空き教室などを活用した「ボランティアルーム」の開設を促進

して、ボランティア同士の交流の場、メッセージボードによる活動情報の

共有、必要な活動資機材の配備などを行い、ボランティアのための拠点の

提供を行っている。 

④学校におけるボランティア活動内

容の明確化 

 学校におけるボランティア活動の内容を、①読み聞かせや学習支援など

の「教育支援」活動、②学校内の環境整備などの「環境整備支援」活動、

③児童・生徒の登下校などの「安全支援」活動、の３つに明確に分類して、

活動の目的や内容を市民にわかりやすく説明している。 

⑤ボランティア交流の場の提供  ボランティア同士の連携とスキルアップを目的に、各学校において「ボ

ランティア交流会」（ボランティア会議・年2回）を実施している。 

 また、木更津市における学校支援ボランティア活動の永続性をはかり、

開かれた学校づくりを推進するために、実行委員会による市全体の「学校

支援ボランティア交流集会」（年1回）を毎年開催している。 

 

 

２ 学校支援ボランティア研修の概要 

（１）「学校支援ボランティア交流集会」（毎年１回）の開催 

 2004年から『学校支援ボランティア・サミット』実行委員会（所管：木更津市教育

委員会）の主催により、毎年８月に「学校支援ボランティア交流集会」を開催してい

る。 

 平成20年度の参加者は、学校支援ボランティア活動の推進にかかわる多様な関係者

で、千葉県教育事務所、市議会議員、公民館長、県立高等学校、市立の小・中学校ボ

ランティア担当教員、ボランティアコーディネーター、各学校のボランティア等217

名が参加した。 

 交流集会の内容は、①開会行事、②各学校発表（小学校２校・中学校２校）、③パネ

ルディスカッション（杉並区立和田中学校・土曜寺子屋・夜スペシャル責任者、群馬

県伊勢佐木市立殖蓮第二小学校・学校支援ボランティアリーダー、湯河原町教育委員
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会・教育長、祇園小学校・ボランティアコーディネーター、木更津市教育委員会・学

校教育課主幹のパネリスト）、④総括講話（千葉大学教授・明石要一氏）、⑤閉会行事

などである。 

 

（２）「ボランティアコーディネーター等研修会」（年間３回開催） 

 市内の全小・中学校31校のコーディネーターを対象に年間３回の「ボランティアコ

ーディネーター等研修会」を開催している。とくに、年度 初の第１回では「学校支

援ボランティア担当者・コーディネーター合同会議」として、教育委員会学校教育課

や各小・中学校の担当教師、コーディネーターの合同研修会として開催している。 

 合同研修会（第１回）の内容は、①各学校の取り組みの現状と課題、②各学校のボ

ランティア交流集会の取り組み、③学校支援ボランティア活動の課題、③ボランティ

アコーディネーターの役割等について協議する分科会を中心に開催している。 

 また、コーディーターを中心とした研修会（第２・３回）では、①学校支援ボラン

ティア活動の方向性・課題・展望などをテーマにした、ボランティアコーディネータ

ー経験者、学校教員代表、教育委員会学校教育課担当者による鼎談、②各小・中学校

のボランティアコーディネーターの混合によるグループ・ディスカッション（３グル

ープに分散）等を行っている。 

 

（３）「学校支援ボランティア会議」（ボランティア会議・年２回）の開催 

 各学校において活動するボランティアを対象に、年２回の「学校支援ボランティア

会議」（学校によっては「ボランティア会議」と呼称）を開催している。 

 会議の内容は、①木更津市教育委員会の学校支援ボランティア活動についての理解、

②活動の内容とすすめ方への理解、③ボランティアコーディネーターの役割の周知、

④ボランティア同士の交流、⑤ボランティアによる活動の報告と成果の共有等である。 

 

３ 実践事例 

 

 木更津市立請西小学校「ボランティア会議」 

（１）研修のねらい 

 ① 教育委員会における学校支援ボランティア活動の目的を理解する 

 ② 請西小学校におけるボランティア活動のすすめ方を知る 

 ③ 学校支援ボランティアの役割と責任について学習する 

 ④ ボランティアコーディネーターの役割と支援の内容を知る 

 ⑤ ボランティア同士の交流を図り相互に相談助言する人間関係をつくる 

 ⑥ 請西小学校におけるボランティア活動の内容・成果・課題について理解する 

 ⑦ ボランティアの要望や課題を受けとめる 

 

（２）内容と方法 

 表３－３にある「ボランティア会議」が研修の場として活用されている。 
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【表３－３ 請西小学校のボランティア募集と研修スケジュール（2008年度）】 

日 程 内 容 備 考 

ボランティア募集 

（２月～３月） 

○保護者だけではなく、地域の人の参加に力を入れる。 

○「できる人が・できるときに・できるだけ」をアピールする。 

○“クチコミ”は 大の広報力であり、ボランティア経験者が

よき広報媒体となる。 

○入学式などの“祝いのとき”を 大の広報チャンスとして、

ボランティアを紹介し、ボランティア登録書を配布する。 

ボランティの登録

締め切りは３月末

日 

ボランティア登録 

（４月） 

○担当教師とコーディネーターで対応する。 登録者125人 

第１回ボランティア

会議（５月） 

○学校の“敷居”を低くする雰囲気づくりを工夫する。 

○“子どものために”が 大のボランティア活動の目的である

ことを理解してもらう。 

○また、子ども、教師、ボランティアの相互が豊かに成果を分

かちあうことを伝える。 

○ボランティアの年令が多様なので、ボランティア相互の“ピ

ア・カウンセリング”的な相互の問題解決のための“顔の見

える”人間関係づくりが大切。 

○PTA 事務局とボランティア会議の成果を共有する。 

○学校内でできること、学校外でできることを具体的に説明す

る。 

参加者60人 

第２回ボランティア

会議（３月） 

○それぞれのボランティア活動ごとに成果と課題を発表しあ

う。 

 

ボランティア活動の

終了(３月） 

○担当教師とコーディネーターが年度の成果と課題を共有す

る。 

 

 

（３）研修成果の活用 

 研修の成果は、次のように活用されている 

①次年度のボランティアの募集・研修・活動内容の開発に活かす 

②学校担当者、PTA 関係者、コーディネーターとで年度ごとの成果と課題を共有し、

次年度の計画立案に活かす 

③全市的プログラム「ボランティアコーディネーター等研修会」において報告し、自

分の学校と他の学校の取り組みを比較したうえで、あらためて評価と検証をする 

 

４ 事例に見る成果と課題 

 これらの研修は、ボランティアにとってもっとも身近な研修の機会であり、学校内に

おける研修の特色ある事例である。 

 木更津市における研修システムは、次の３つの目標を掲げて実施している。  
①全市的な学校支援ボランティア関係者による“推進方法とシステム”について、全国

各地の取り組み関係者を招いて検証し、独自の方法を模索し課題を発見する研修機会  
②教育委員会や学校の担当者とボランティアコーディネーターが一同に集い研修し、さ

らにはコーディネーター相互の研修会  
③各学校で活動するボランティアによる研修交流集会 

－ 25 －



 このような研修の機会は、それぞれの目的を達成しあいながら、お互い有機的に関係

しあっている。教育委員会では、その成果を相互に共有し、学校支援ボランティア活動

の推進システムの構築へと研修成果を発展させている。 

 木更津市の事例は、大きな示唆をあたえる先駆的研修システムであるといえる。  
（興梠 寛）  

 

（聞き取り調査協力者） 

所 属 氏 名 

木更津市教育委員会教育部参事兼学校教育課長 高澤 茂夫 

木更津市教育委員会学校教育課主幹・指導担当総括 廣部 昌弘 

木更津市教育委員会教育部学校教育課指導主事 石渡 勇斗 

木更津市立請西小学校教諭 粕谷 雪子 

木更津市立請西小学校ボランティアコーディネーター 近藤 直美 

渡部 佳子 
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５ 東京都小平市教育委員会の取組 

 

１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

 学校支援ボランティアの取組の背景として、平成13年度に策定された当市の教育改革

アクションプランが挙げられる。これは「地域で育てよう、すこやかな子ども」をスロ

ーガンに、世代の交わりを通したコミュニティづくりと、地域に開かれた特色ある教育

活動の実現を目指したものであった。 

 この方針の下に、平成14年度には、東京都の補助事業である「地域教育サポート・ネ

ット事業」の指定を受け（３ヵ年）、学校支援ボランティアの養成とコーディネーターの

養成に積極的に取り組んだ。取組の実際は、市内の１中学校区をモデル地区に指定し、

地区内の中学校１校、小学校３校の計４校が参加するというものだった。なお、事業の

担当課は社会教育課（現在の生涯学習推進課）である。事業の評価としては、担当課に

よると、地域住民がもつ教育的な資源を学校教育に導入することがきわめて効果的であ

ることを実証することができたとのことである。 

 平成17年度からは、それまでの成果を踏まえ、東京都の補助事業を市の単独事業に切

り替えて、「小平地域教育サポート・ネット事業」（地域教育プラットフォーム事業）と

して継続実施を図った。これまでは１中学校区（４校）のみで実施してきた事業を、そ

の後は市内の他の学校に広げる方針とした。また、この事業では、地域の人々だけでな

く、大学や社会福祉協議会なども参加することとなった。 

 事業の実施を通して、学校と地域を結ぶパイプ役となるコーディネーターの役割がと

くに重要となっているという認識から、翌18年度から、「コーディネーター世話人」を学

校長の推薦を経て教育委員会が委嘱し（１校２名以内）、活動に対して謝礼を支払うこと

になった。担当課によると、謝礼の額はコーディネート活動に欠かせない連絡に要する

通信費を補填する程度のものだという。 

平成20年10月現在、市内27校中の20校で計33名のコーディネーター世話人が活動して

いる（表３－４）。コーディネーターについては、任期が定められておらず、後継者の確

保や養成が課題となっている。なお、学校支援ボランティアの年間活動実績は表３－５

の通りである（平成19年度実績）。 

学校支援ボランティアの大半は児童生徒の保護者及びＯＢで、平日の活動は主に地域

の女性と退職者が担っている。週末には「おやじの会」なども加わる。主な活動内容は、

教科・総合学習、クラブ活動・部活動、遠足・校外学習その他の行事の支援、児童生徒

の介助、本の読み聞かせ・読書指導、本の貸し出し・返却・整理、学校内外の巡視など

である。学校支援ボランティアのための校内の専用室はなく、ちょっとしたスペースを

活用しているのが現状である。 

 なお、小平市では「小平地域教育サポート・ネット事業」に加えて、大学生が学校支

援ボランティアとして配置されている。この事業の主管課は、教育委員会指導課である。 
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【表３－４ コーディネーター世話人の学校配置】 

年 度 対象校数 校種別校数 

平成１４～平成１６年度（都補助期間）  ４校 小学校３、中学校１ 

平成１７年度  ４校 小学校３、中学校１ 

平成１８年度  ７校 小学校６、中学校１ 

平成１９年度 １２校 小学校９、中学校３ 

平成２０年度 ２０校 小学校14、中学校６ 

         

【表３－５ 学校支援ボランティアの活動状況（平成19年度）】 

 述べ人数（人） 述べ時間 

学生ボランティア   ３，１１４人  １０，６７８時間 

社会人ボランティア  ４０，３１８人  ５４，６１７時間 

合 計  ４３，４３２人  ６５，２９５時間 

 

 

２ 学校支援ボランティアの研修の概要と事例 

 各学校がそれぞれに、ボランティアに求められる知識やスキルの向上を目的に講座や

講習会を実施している。平成20年度では小・中学校15校で延べ29回の講座・講習が実施

された。その概要（日程）は、表３－６の通りである。講座の内容のほとんどが、各学

校で実施している支援活動のメニューに直結するものとなっている。 

例えば、「ビオトープ講習」は、校舎敷地内

にビオトープを作り、自然観察学習の機会を

広げようとする学校教育活動に直結している。

「花と緑のボランティア養成」もビオトープ

活動に関連した講習である。図書ボランティ

アのためには、「学校図書館の運営」、「図書修

理スキルアップ」、「ブックトーク講習」、「新

美南吉とその時代」が役立つと思われる。ま

た、特別支援が必要な子どもの理解、安全安

心の学校・地域などへの対応も見てとれる。

講師は、地域の人材、図書館職員、消防署職

員、スクールカウンセラー、退職校長などで

ある。 

平成20年度は、講座・講習の開催が約50回、各学校のボランティアが集まっての情報

交換会が１回予定されている。 

今後、担当課は、「コーディネーター世話人」を市内小中学校の全校に配置して、学校

支援ボランティア制度の一層の拡充を目指すとしている。それに伴い、講座の講師謝礼

金についての財政援助にも配慮の姿勢を示している。 

 

 

 

 

 

ビオトープづくりの作業の様子
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【表３－６ 小平地域教育サポート・ネット講座・講習一覧（平成19年度）】 

回 開催月日 曜日 校種 内   容 講   師 参加者数(人)

1 6．19 火 中 学校を休みがちな子について  8

2 8．25 土 中 花と緑の養成 造園家 60

3 9． 5 水 小 読み聞かせスキルアップ  33

4 10． 5 金 小 学校図書館の運営  12

5 10．23 火 中 学校を休みがちな子について  12

6 10．24 水 中 図書修理スキルアップ 図書館職員 27

7 11． 8 木 小 花と緑の養成 造園家 17

8 11．10 土 小 スポーツチャンバラ  13

9 11．14 水 小 ブックトーク講習 図書館職員 21

10 11．17 土 小 ビオトープ講習 造園家 13

11 12． 3 月 小 新美南吉とその時代 児童文学研究家 24

12 12． 6 木 小 防犯活動  30

13 12． 6 木 小 読み聞かせスキルアップ  19

14 12． 7 金 小 きめこみパッチワーク講座  22

15 12．10 月 小 支えあう地域と大人の役割  20

16 1．18 金 中 人の気持ちを掴むコツ 落語家 39

17 1．19 土 小 ＡＥＤ講習会 消防署職員 40

18 1．19 土 小 地域連携による学校づくり  40

19 1．31 水 小 ビオトープ講習 造園家 140

20 2． 2 土 中 特別支援学級生徒への接し方 スクールカウンセラー 30

21 2． 8 金 小 学芸員講座  21

22 2． 8 金 小 一人ひとりの個性を見つめて  8

23 2． 9 土 小 ＡＥＤ講習会 消防署職員 31

24 2．12 火 小 図書ボランティア  20

25 2．16 土 中 花と緑の養成 造園家 60

26 2．17 日 小 パソコン（エクセル）講習  18

27 2．18 月 小 学校支援ボランティアの意義と方向性  30

28 3．15 土 中 学校を休みがちな子について  14

29 3．19 水 小 わが子のための読み聞かせ 元テレビアナウンサー 40

 

 

３ 事例に見る成果と課題 

小平市の学校支援ボランティア講座は、基本的に各学校のボランティア活動の実際に

対応するように、学校ごとに計画されている。講座内容は、各学校で独自な内容のもの

もあれば、いくつかの学校で同様の内容のものもあり、実施の時期も、各学校の事情や

意向を反映して決められている。このしくみの良さは、講座が実際のボランティア活動

で必要とされているものに直接結びついていることである。 

 学校からは、学校支援ボランティアに対して期待するものが明確に示されており、そ

れがボランティア講座の内容や方法に指針を与えている。例えば、ある学校では、学校

からボランティアに対して次のような要望が出されている。「学校の教育方針を理解して

ほしい」、「学校教育の内容（教科及び単元の目標、内容、配当時数等）を理解してほし
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い」、「教育活動を指導または援助するための知識や技術を高めてほしい」、「児童・生徒

との接し方を理解してほしい」、「教育活動の内容や進め方について新しい提案をしてほ

しい」など。 

学校からのこのような要望を学校支援ボランティアのメンバーが受け止め、学校での

実践に反映させるには、講座や話し合いの機会がぜひとも必要である。当市の学校支援

ボランティア実践校では、学校からボランティアへの期待が明確であることで、講座制

度の意味づけがしっかりしたものになっているように思われる。 

 小平市で実施されている講座の内容をみると、一般の市民講座としてみても魅力的な

ものが多い（表３－６）。講座への参加者も比較的多く、講師についても、市民講師のほ

か、学校関係、社会教育関係、消防署など行政からの講師や、地元の民間事業所からの

講師など人材活用に努力の跡がみられる。学校を会場にして行われる学校支援ボランテ

ィア講座は、市民のための生涯学習講座としての意味を併せ持っているということを実

感させられる。 

小平市の事例を見ていくと、ボランティア講座への参加を含めて、学校支援ボランテ

ィア活動そのものが生涯学習の活動であることに改めて気づかせられる。 

 当市のボランティア講座について、細部についての課題を一点付言すれば、講座の時

期が秋から冬の時期に集中しがちであることがある。講座を開くため準備に時間を要す

るということであろうが、講座の成果を学校支援活動に生かすタイミングとして、春と

夏の期間での実施をもう少し増やすように検討してはどうだろうか。 

 当市の学校支援ボランティア講座は、今後、さらに充実していくと思われるが、一方

で、事業担当部局が指摘するように「事業の内容等が教員に十分浸透していない」とい

う問題が残っている。ボランティアと教員が学校支援の活動を共通して理解していない

と、活動に思わぬ齟齬をきたしたり、活動の効果を挙げにくいというデメリットが生じ

やすい。担当部局によると、これまでも指導主事との連携を強化しており、教員研修の

折には一コマをもらって市内の小中学校の教員に広く学校支援ボランティアについて現

状を知ってもらう機会をつくっているとのことである。教員研修の取り組みは、学校支

援ボランティア講座との相乗効果が期待できることから、ボランティア講座と合わせて、

今後一層進めていってほしい。 

（野島 正也） 

 

（聞き取り調査協力者） 

所 属 　　　　　　　　　　　 氏 名 

小平市生涯学習推進課長　　　　　　　　　　　 有馬 哲雄 

小平市生涯学習推進課主査　　　　　　　　　　 細淵 重博 

小平市生涯学習推進課係長　 窪寺  敬 

小平第六小学校学校支援コーディネーター世話人 　　　　　　　  
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６ 神奈川県相模原市立総合学習センターの取組 

 

１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

相模原市では、平成18年度から相模原市立総合学習センターが主管して「学校と地域

の協働推進事業」を進めている。これは、子どもたちが抱えている問題は学校だけでは

解決できず、学校は地域社会との連携が必要であるということと、市民の多様化・高度

化する学習ニーズへ対応するための生涯学習機会の拡充が求められているという背景か

ら、学校と公民館を核に地域の各団体・機関等の連携体制を構築し、「人間性豊かな子ど

もの育成」と「いきいきとした市民の活動」という相模原市の学社連携・協働の目的の

達成を目指した取組である。この事業は表３－７に示すような視点で実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は３年間の委託事業で、公民館と学校の連絡組織に委託し、初年次は情報交

換や連絡調整、事業計画等の立案、２年次は、具体的な連携事業の実施、３年次は、連

携事業を通した共通の目的づくりを事業の内容としている。平成18年度からの委託が３

地域、平成19年度からの委託が２地域、平成20年度からの委託が３地域で、現在８地域

で先進的な取組を進めている。 

また、相模原市は、平成18年度から学校教育課が主管して学校支援ボランティア制度

を実施している。この取組は、昭和61年度から相模原市が取り組んできた「地域教育力

活用事業」を継続するものである。学校がボランティアの募集・依頼・登録を行い、各

学校に配分される事業費は、主に地域講師に謝金の代わりに渡される図書券の購入費に

充てられている。この制度で年間約2,000人が地域講師として活動している。 近はこの

地域講師以外にも、謝礼等を渡さない学校支援ボランティアが年間のべ2,000人くらい活

動している。この事業で教育委員会が学校、地域、大学、関連機関、諸団体と連携しボ

ランティア制度の推進のために行っている業務は、表３－８のとおりである。 

 

 

【表３－７ 学校と地域の協働推進事業の視点】 

 

○子どもたちを地域全体で育てる気運の高揚 

  子どもの安全の確保 

  「人間性豊かな子どもの育成」をめざす等 

○学校と連携した生涯学習活動の充実 

  生涯学習の場づくり、市民の学習意欲の高揚、 

高齢者のいきがいづくり等 

○地域に開かれた学校づくり 

  学校支援ボランティア等地域教育力の活用 

  学校の取組の様子を地域に知ってもらう等 

○地域コミュニティの活性化 

  「地域を良くしよう」と考えるきっかけづくり 

  人と人のつながりづくり 

  子どもも地域の一員であるという自覚づくり等 
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学生ボランティアについては、現在８つの大学と提携したインターンシップ制度を活

用して行っている。インターンシップ制度で学校支援ボランティアとして活動している

学生は、年間約30人。学校によっては、教育実習とインターンシップを合わせて受入れ、

指導の充実をはかるところもある。また、インターンシップ以外に年間約250人の学生が

一般の学校支援ボランティアとして活動している。 

 

２ 学校支援ボランティアの研修の概要 

学校支援ボランティア制度の教育委員会の業務にもあるように、学校支援ボランティ

アの研修・養成は、相模原市立総合学習センターが企画運営している。 

平成18年度は、新しく学校支援ボランティア制度をスタートさせたこともあり、連続

３回の入門講座を開催した。参加者の募集は、相模原市の広報への掲載や、学校を通じ

て保護者や地域の方への呼びかけの他に、総合学習センターや公民館でのチラシの配布

を行った。入門講座は、主に「学校支援のために」を目的とした内容で構成し、受講後

の活動を支援するために希望者から受講者カードを提出してもらった。また、プログラ

ムの中で情報交換会の時間を設け、学校の要望や実践者の様子を直接聞ける機会を作っ

た。さらに、研修の開催時間を活動している人の参加しやすさを考慮して、平日の午前

中開催とし、会場も市内４カ所に設けた。 

平成19、20年度は、２回シリーズで研修会を開催した。特に平成20年度は、「ボランテ

ィアをする人の生涯学習のために」を目的とした内容で構成した。 

 

３ 実践事例 

 

学校支援ボランティア講座（入門コース） 

（１）研修のねらい 

地域の小・中学校でボランティアをしてみたい、地域の子どもたちの教育にかかわ

ってみたいと思っている人に、講義、学校現場での体験、実際に活動している人との

交流を通して、学校支援ボランティアとはどういうものかを学習していただく。 

 

（２）内容と方法 

市内在住か在勤で、学校支援ボランティアに関心がある人を対象に、表３－９の内

容で連続３回の研修を実施した。 

 

 

 

【表３－８ 学校支援ボランティア制度における教育委員会の業務】 

（１）ボランティアのガイドブックを作成し、学校・地域・大学等に提供する。 

（２）学校支援情報システム等で、学校及びボランティアに情報提供・広報活動を

行う。 

（３）生涯学習情報システムで、ボランティアの登録・情報提供を行う。 

（４）総合学習センターで、ボランティアの研修・養成を行う。 

（５）学生ボランティアに対し、希望により活動内容を記した証明書を発行する。
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（３）研修成果の活用 

研修終了後に、参加者から「この後どうすればよいのか」という意見が寄せられ、

実際に活動することを希望する人には、活動できる内容や連絡先等を記入してもらう

受講者カードを提出してもらった。研修に参加した人の中には、すでに学校支援ボラ

ンティアの活動をしている人が多かったため、新規に受講者カードを提出された方は

５名だったが、学校支援ボランティアの活動に取り組んでみようとする意欲を高める

ことができた。 

 

学校支援ボランティア情報交換会 

（１）研修のねらい 

地域の小・中学校でボランティア活動をしている人や子どもたちの教育（支援）に

かかわりたいと考えている人に、日頃の活動やこれからのボランティア活動について

意見交換をしていただき、学校支援ボランティア活動推進の一助とする。 

 

（２）内容と方法 

小中学校や子どもに関わるボランティア活動をしている、または、これからしよう

という意志のある団体、サークル、個人に集まっていただき、情報交換を中心とした

研修を行った。参加者は、日頃の活動の様子やボランティア活動に対する意見、要望

を書いた資料を持参していただき、発表や発言の手かがりとした。また、活動の様子

がわかる作品や写真の提供や配付資料の持ち寄りを呼びかけ、互いの取組の情報を交

【表３－９ 研修内容の詳細】 

回 日時 会場 内容 講師 

１ １０月 ４日 

9：45～12：00 

総合学習セ

ンターセミ

ナールーム 

 

①オリエンテーション 

②講義 

「ボランティアとは、 

学校支援ボランティアとは」 

・なぜボランティア活動をするのか 

・なぜ学校支援ボランティアが必要

なのか 

・ボランティアマナーについて  

等 

ボランティア活動

に関する専門家 

１０月１１日 

10：00～16：00 

 

市内小学校 

 

２ 

１０月１２日 

10：00～16：00 

市内小学校 

 

①学校体験（小学校） 

 ・授業や学校生活の様子、学校教育

の基礎知識について 

②グループワーク 

 ・学校が求めていること、子どもの

理解と接し方について 

会場校校長 

会場校担当教員 

３ １０月１８日 

10：00～12：00 

総合学習セ

ンターセミ

ナールーム 

①小学校及び中学校での活動紹介 

 ・学校支援ボランティア活動の実際、 

大変なことや、やりがい等 

②講座全体のまとめと振り返り 

小学校や中学校で

学校支援ボランテ

ィアをされている

方 
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換して活用してもらえるようにした。具体的な研修の内容は、表３－10のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研修成果の活用 

研修会や情報交換会を開催したことで、市内の各学校で活動している地域の方々と

事務局が直接話す機会が持てたことが一番大きな成果であった。事務局は、日頃学校

と連絡をとり、活動の様子を把握することはできるが、学校支援ボランティアの方の

意見や要望を聞く機会は少ない。活動者にとっても違う学校の活動の様子を知ること

ができ、参考になったという声が多かった。また、学校に対しては、「学校は本当に自

分たちを必要としているのか」「学校は何を必要としているのか」という意見も聞かれ、

学校と学校支援ボランティアが話し合う機会の必要性を感じた。今後の研修の中で考

えていきたい。 

 

４ 事例に見る成果と課題 

相模原市の学校支援ボランティア活動は、昭和61年度から取り組んでいる「地域教育

力活用事業」の実績もあり、学校の中では定着しているが、活動者のメンバーは固定化

していて、高齢化によるメンバーの交代や新しい人材の補充は、必ずしも上手くいって

いない。学校においても新たな人材の確保が課題となっている。また、事務局には、有

償の「地域教育力活用事業」と無償の「学校支援ボランティア制度」を統合したいとい

う考えがあるようだが、今までわずかでもお礼をしてきた人に「これからは無償で」と

すぐに切り替えることはできないという思いが学校にはあるようだ。 

ケーススタディで紹介した研修会や情報交換会は、事務局のこうした課題への対応で

ある。相模原市は、学校支援ボランティアの研修を総合学習センターが企画運営するこ

とで、研修内容の充実が図られ、継続的な取組がされている。また、総合学習センター

が教職員の研修も担当していることから、学校と連絡が取りやすく、研修の会場提供や

教職員の研修参加の面で有効に機能している。しかし、新たな人材の育成を目指した入

門講座に関しては、参加者が少ないことや、受講後の受講者カードの提出者がごく少数

であることが課題である。今後は、より一層地域住民の学校理解と、学校支援ボランテ

ィア活動の周知が必要であろう。 

情報交換会については、地域ごとに会場を設けたり、時間を平日の午前中にしたりす

るなど、活動者が参加しやすい場の設定がされている。参加者の意見にもあるように、

【表３－10 研修内容の詳細】 

日 時 
対象地区・

会場 
内 容 

２月21日 

9：30～12：00 

津久井地区 

小学校 

２月22日 

9：30～12：00 

相模原北部 

小学校 

２月27日 

9：30～12：00 

相模原中部 

小学校 

２月28日 

9：30～12：00 

相模原南部 

小学校 

①相模原市の学校支

援ボランティア制

度についての説明 

②情報交換 

 （全体・グループ）

 ・活動の現状と課題 

 ・今後の在り方 

③全体でのまとめ 

④アンケート 

 
情報交換の様子 
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教職員と活動者が意見交換する場を設けることは、今後学校支援ボランティア活動を推

進する上で大変重要であると考える。 

聞き取り調査の中で、事業の担当者も話されていたが、学校支援ボランティアの世代

交代や新たな人材確保は、確かに大きな課題である。しかし、根本的なこととして「学

校支援ボランティアがたくさん入ればいいのか」という問題もある。人数だけにこだわ

るのではなく、質の充実を含めて、今後制度の見直しがされ、研修内容の充実が図られ

ることに期待したい。 

（木村 清一、木村 真介） 

 

（聞き取り調査協力者） 

所 属 氏 名 

相模原市教育委員会教育局総合学習センター学習支援班担当課長 森本 信夫

相模原市教育委員会教育局総合学習センター指導主事 佐藤 正文

相模原市教育員会学校教育課企画班指導主事 今井  勉

相模原市教育委員会教育局総合学習センター社会教育主事 小中 信幸
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７ 岡山県岡山市教育委員会の取組 

 
１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

 岡山市では、平成11年度の社会教育委員会議において開かれた学校づくりの推進計画

を策定した。学校と地域が連携して生きる力を育成するとともに、学校を地域の生涯学

習を循環する場とすることを目指した計画の３つの柱のうちの一つが学校支援ボランテ

ィア制度である。これに基づき、岡山市は市の単独事業として、平成14年度に市内の幼

稚園から高校までの全学校園（幼稚園69園、小学校81校、中学校33校、高等学校１校（平

成14年度当時））を対象とする学校支援ボランティア制度を立ち上げ、今年で７年目を迎

える。 

学校支援ボランティアは年度ごとの登録制で、市教育委員会生涯学習課が本事業の実

施主体となり、人材バンクのデータを管理し、学期毎に名簿リストを学校に配布、同課

の職員が活動の紹介やコーディネートを行ってきた。大学等とは平成15年度に４機関と

連携を開始し、以後徐々に増えて現在は９の大学・短期大学と１専門学校と連携し、学

生ボランティアが活動している。 

活動分野は、①教育活動支援として各教科や総合的な学習等の授業補助、行事・クラ

ブ・部活動支援、学習補助、特別支援を要する児童・生徒の支援など、②環境整備支援

として施設・設備の補修、花壇の栽培など、③学校安全支援として登下校の付き添いや

交通指導などである。初年度のボランティア登録者は793人、平成21年２月末現在で4,459

人、うち学生は949人で全体の21.3％を占める。また、登録者の男女比は男性35％で女性

65％、年齢構成は、10～20代が23％、30代11％、40代16％、50代8％、60代20％、70代以

上が22％である。 

本市における取組の特色として、①中学校区単位で、子どもたちの幼稚園から高校ま

での教育活動に対して一貫した視点で地域による学校支援活動を推進していること、②

市内の大学と積極的に連携し、学生ボランティアの参加を推進していること、③学校安

全支援への関心が高まっていることが挙げられる。学校支援ボランティアの導入につい

て、当初は抵抗感が強かった学校現場でもその有効性の認識が広がり、開かれた学校へ

の取組が進んできている。近年は特別支援を要する児童・生徒のサポート、個別学習支

援、三歳児保育支援などへのボランティア要請が高まっている。また、各学区でＰＴＡ、

町内会、老人クラブなどで構成される登録団体による学校安全支援も行われている。 

平成20年度からの学校支援地域本部事業としては３つの中学校区がモデル地域として

本部を設置、各中学校区に１～２名、ＰＴＡのＯＢなどをコーディネーターに委嘱し、

中学校区単位で学校支援ボランティアの人材募集の積極的働きかけと組織的把握、及び

情報の共有化を進めている。本部事業となり、学校からの積極的な呼びかけにより活動

者が増え、それとともに教員の意識も変化して学校側の垣根が低くなってきている。 

本事業関連の研修会として、主なものに学校支援ボランティア研修会、中学校区別ボ

ランティア交流会および学生シンポジウムがある。 

 

２ 学校支援ボランティアの研修の概要 

（１）学校支援ボランティア研修会（毎年１回） 

岡山市では平成14年度から年に一度、学校支援ボランティア研修会を実施している。

登録ボランティア、ＰＴＡ、学校園の教頭や地域連携担当者等250名ほどが一堂に会し
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て実施される２時間半の研修会で、講演、体験発表、制度説明などが行われる。 

【表３－11 学校支援ボランティア研修会一覧】 

平成14年 

９月12日 

講演「開かれた学校づくりと学校支援ボランティア」 

   （講師：大学教授） 

平成15年 

９月12日 

講演「活かそう！ボランティアパワー －学校支援ボランティアを活用し

た学校づくり－」（講師：大学教授） 

体験発表「楽しく！ボランティア」 

制度説明(制度の概要・保険について) 

平成16年 

５月27～30日 

学校支援ボランティアの活動紹介ビデオ視聴 

体験発表、制度説明（活動の心構え・保険等について） 

平成17年 

６月10日 

学校支援ボランティアの活動紹介ビデオ視聴 

制度説明、分科会（活動分野別） 

平成18年 

６月８日 

講演「豊かな学びの世界の構築を －学校支援ボランティアへの期待－」

（講師：ボランティア活動研究団体役員） 

パネルディスカッション：学校と学校支援ボランティアとの相互理解と連

携（学校・ＰＴＡ・地域・登録ボランティア・ボランティア活動研究団体） 

平成19年 

６月26日 

学校支援ボランティア制度の現状報告 

講演「ボランティア活動における異世代の理解」 

（講師：大学講師） 

平成20年 

12月19日 

講演「学校にもっと地域の力を～学校支援ボランティアで元気な学校園～」

（講師：大学教授） 

体験発表 

現状報告：６年間の歩み、登録・活動状況、学校園からの依頼の状況や内容報告 

 

（２）大学生向けボランティア研修会（毎月、随時） 

大学生向けの研修会を平成17年度から実施している。大学生については、登録時に

研修の受講を必須とし、ボランティアとして現場に関わる際の注意事項、心構え等の

自覚を促す。連携する市内10大学・短期大学・専門学校については年度当初に各大学

を会場として30分の講習を行い、平成20年度は７会場で656人の参加があった。この他、

毎月１回または随時に市役所での研修会を開催している。 

 

（３）中学校区別学校支援ボランティア交流会 

中学校区別にボランティア交流会を実施している。平成15年度に２学区で実施、翌

16年度には全学区、平成18年度からは小学校区単位で開催するところも出てきた。同

じ学区内のボランティア、学校関係者との間で情報交換等を行う。開催研修内容につ

いては各区に一任している。なかには登録者のためにハンドブックを作成する学区も

ある。 

 

（４）学生シンポジウム（毎年１回） 

平成15年度より、毎年学生主催のシンポジウムを開催している。４大学から２名ず

つの委員から成る実行委員会を編成し、大学生自らが企画・運営する。学生の活動体

験発表や受け手の学校園側からの発表、さらにフリートークを通じて情報交換を行う

－ 37 －



中で、一年間のボランティア活動を総括し、今後の活動に活かすことを目的としてい

る。大学生、大学教員、学校教員、行政関係者など約100名が参加する。 

（５）その他 

学校園の教職員に対する研修としては、新任・転任教頭研修および教職10年経験者

研修において概要説明等を行うこともある。 

 

３ 実践事例 

 

学校支援ボランティア研修会  
（１）研修のねらい 

学校支援ボランティア研修会は毎年、学校支援ボランティア活動に対する意欲を高

め資質の向上を目的として実施されており、平成20年度は12月19日に岡山ふれあいホ

ールで実施された。今回は、これまでの６年間の取組の経緯を踏まえつつ、基本に立

ち返り、今後の学校支援地域本部事業の活動の展開を考える機会として研修会を位置

づけ、243名の参加を得た。 

 

（２）内容と方法 

研修会の案内は、一般登録者には個別発送、学生ボランティアに対しては連携大学

に送り学校単位で呼びかけている。毎回、登録ボランティア、ＰＴＡ、学校園の教職

員等が参加している。 

平成20年度は、大学教授による１時間の基調講演のあと、ボランティアによる活動

体験についての発表が40分、その後、市教育委員会生涯学習課から、これまでのあゆ

みや、登録状況、活動状況、学校園からの依頼の状況や内容の報告が行われた。 

 

 

 

（３）研修成果の活用 

研修会の参加者に事後アンケートを実施し、243人中131人から回答を得た（回収

率54％）。回答者の53％が「大変よかった」、46％が「よかった」と回答しており、

ほとんどの参加者が満足していることが分かる。 

感想としては、「学校課題と学校支援ボランティアの関係がよくわかり、必要性

を感じた」「地域の人々に学校内に入ってもらい課題を共有していくことが、現在

学校が抱える課題を解決していく第一歩」、「活動が役に立っているかなど不安に感

研修会の様子 
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じることが多くあったが、…今後もできる範囲で能力の提供ができれば」、「今後の

活動に意欲がわいてきた」「体験発表…で、活動されている方の志の高さに感銘を

受けた」「体験発表を聞き、子どもたちの目線で話しかけることの大切さを感じた」

など、活動の意義、必要性、活動への意識付け、活動のあり方などについて参加者

が多くを学んでいることが分かる。 

また、本制度に対して、以下のような提案が寄せられ、市ではこうした要請に応

える取組を今後の課題と受け止めている。 

・制度を知らない人が多いのでもっと広報、ＰＲが必要 

・学校を通して保護者にもっと伝えてほしい 

・地域コーディネーターを早く配置してほしい 

・学校も受け入れ体制を作ってほしい 

・学校園側で、ボランティア活用の情報交換が必要 

・同じ活動をしている人たちとの意見交換の場がほしい 

・地域差のない支援が望ましい 

 
４ 事例に見る成果と課題 

毎年、充実した有意義な研修会が行われ、学校支援ボランティア活動の普及・発展に

繋がっている。制度としても定着し、活動の広がりを見せている。市行政側は、ボラン

ティア登録者に対して自己啓発や資質向上、学校園への理解をさらに深める研修内容の

検討、また、学校園に対する意識啓発や受け入れ側の心構えや体制などについての研修

の実施を課題として認識している。  
これまでの研修会が受動的な講演を中心とした研修にとどまってきた点に課題が残る

と思われる。制度としての定着から発展への移行段階にきていることからも、今後、他

地域、多領域のボランティアが一同に会する貴重な機会であることを生かして、相互の

情報交換と交流を図る参加型のプログラムを組み合わせることで一層の効果があがるも

のと期待できる。例えば、分科会方式を導入し、ニーズに応じて学校園教職員同士や、

学校区単位、また、分野や活動内容毎の意見交換会などを実施することで、参加者の意

識や問題の共有やネットワーキングへの手がかりが得られると思われる。  
また、市からは学校園に対して年度末に活動報告の提出を依頼しているものの、報告

があがりにくいため、市では実態把握のため全学校と一部登録者にアンケートを実施す

る予定である。活動の成果を必ず評価し、次の活動に繋げるというＰＤＣＡのサイクル

を実行することがこれからの社会的活動の基本であり、本制度により、学校と地域がそ

れぞれの教育力を発揮しあって連携的に活動していくためには、そうした構造的な取組

が不可欠であると認識しておきたい。年度ごとの活動報告を作成し、研修会において活

動相互の情報提供の資料として活用することで、諸活動の質の向上を図ることも可能で

あろう。 

また、市は、ボランティアおよび学校側がより活動しやすくなるように、ガイドライ

ンとなる教材の開発を今後の検討課題としている。 

研修会参加者からの要望にもあったように、平成20年度に学校支援地域本部事業とし

てモデル地区に指定した３地域以外にも、今後、学校区単位でコーディネーターを配置

し、学校園とボランティアを繋ぐコーディネート機能の充実を図ることが求められてお

り、コーディネーター養成のための研修の実施も今後の課題となろう。 

市の側の人員も予算も限られるなかで取り組みの努力が続けられているが、研修会自
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体の企画・運営においても市民の実行委員会を立ち上げ、ボランティアの主体的参画を

促すことで研修会の充実と市民の参画能力の向上を図っていくことができるであろう。 

(塩崎千枝子 ) 

（聞き取り調査協力者）  
所 属  氏 名  

岡山市教育委員会生涯学習課課長補佐  難波 玲子  
岡山市教育委員会生涯学習課主任  川上 卓士  
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８ 福岡県飯塚市教育委員会の取組 

 

１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

飯塚市では、平成５年度から「いいづか生涯学習ボランティアネットワーク事業」に

取り組み、ボランティアバンクを設置して学校支援ボランティアの派遣を行っている。

この事業は、県の委託事業としてスタートしたが、平成７年度からは、市の単独事業と

して取り組み、現在まで続いている。平成19年度からは、市町合併を受けて、合併前の

各市町で行っていたボランティア登録事業や人材活用事業を統一し、学習支援ボランテ

ィア（Learn Volunteer）、熟年者ボランティア（ Intelligence Volunteer）、学生ボラン

ティア（Near Volunteer）、地域支援ボランティア（Keep Volunteer）の４種類の活動

に分けた。その頭文字を取って、「Ｌｉｎｋ」の通称で事業を進めている。 

一方、平成16年度に旧穂波町でスタートした「熟年者マナビ塾」は、市町合併後の平

成19年度から飯塚市内の全小学校に設置し、「いいづか生涯学習ボランティアネットワー

ク事業」と合わせて、学校支援ボランティアの活動を進めている。「熟年者マナビ塾」は、

熟年者の力を学校教育に活かしていき、児童の健全育成、開かれた学校づくり、学校の

活性化、熟年者自身の生きがいづくりや健康増進を目的としている。熟年者が小学校の

余裕教室に週１回通い、学校の授業時間に合わせて、自主的に学習したり、学校支援ボ

ランティアとして活動したりする取組である。 

 

２ 学校支援ボランティアの研修の概要 

 学校支援ボランティアの研修は、市町合併以前は、各地域で独自に開催していたが、

「いいづか生涯学習ボランティアネットワークＬｉｎｋ」となってからは、平成20年３

月に活動別事例発表と地域におけるボランティア活動の意義について学ぶ研修会を開催

し、合わせてボランティア登録の更新手続きを行った。また、「熟年者マナビ塾」の研修

会は、平成19年度に事業の紹介に合わせて熟年者の役割や先進校の発表、新しい活動の

紹介などの研修会を３回開催し、平成20年３月に「熟年者マナビ塾」の成果発表と各塾

間の情報交換を目的とした実践交流会を開催した。 

 

３ 実践事例 

 

生涯学習ボランティアネットワーク研修会 

（１）研修のねらい 

  ・ボランティアの資質向上 

  ・ボランティア登録の継続意思の確認 

  ・派遣実績のない登録者のモチベーション維持 

  ・他のボランティアの活動を知り、知識の幅を広げる 

  ・ボランティア相互の親睦や交流 

  ・学校関係者のボランティア活動の理解 

  ・ボランティア事業の概要の浸透 

 

（２）内容と方法 

対象はボランティア登録者、学校関係者、行政担当者。翌年度のボランティア登録
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の意思確認も合わせて行うために３月に開催している。内容は「Ｌｉｎｋ」の事業概

要の説明に続いて、それぞれの活動別に事例発表を行った。（表３－12） 

 

【表３－12 事例発表の詳細】 

活動別 発表内容 タイトル 発表者 

学習支援ボランティア 技術・知識交流活動の

事例 

学校を活性化するための学習ボラ

ンティアの活用 

小学校・教頭 

熟年者ボランティア 世代を超えた異年齢

の活動事例 

地域の教育力で学校を元気に 小学校・教頭 

学生ボランティア 学生の活躍、大学内で

の効果 

庄内地区放課後子ども教室 地域活動指導員 

地域支援ボランティア 地域と子どもの関係

がもたらすもの 

私がボランティアとしてやってき

たこと 

ボランティア登

録者 

 

事例発表の後は、特定非営利法人市民活動支援機構の代表者を講師に迎えて、「コ

ミュニティとボランティア」と題した講演を聞き、事務局からボランティア登録継続

のお願いを伝えた。 

 また、会場内では、市内の学校や地域での取組の様子を紹介する写真の展示も行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研修成果の活用 

市町村合併以降は初めての市全体での研修会であったが、各地域の現状やボランテ

ィア活動の意義を伝えることができた。また、事例発表や活動写真の展示などを通し

て他地区の活動がよく分かり参考になったという感想や学校の悩みがよく分かったと

いう感想が多く聞かれ、学校支援ボランティア活動の活性化につながった。 

【表３－13 生涯学習ボランティアネットワー

ク研修会の日程表】 

時 間 内 容 

13：15 

13：30 

13：35 

13：50 

 

 

 

 

 

14：35 

14：45 

15：45 

16：00 

受付 

主催者挨拶 

Ｌｉｎｋ概要説明 

事例発表 

（Ｌボラ）技術・知識交流活動事例 

（Ｉボラ）世代を超えた異年齢の活動事例

（Ｎボラ）学生の活躍、大学内での効果 

（Ｋボラ）地域と子どもの関係がもたらす

もの 

休憩 

講演「コミュニティとボランティア」

ボランティア継続のお願い 

終了 

 

活動事例の展示 
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飯塚市熟年者マナビ塾実践交流会 

（１）研修のねらい 

「熟年者の生きがいづくり」や「児童の健全育成」、「特色ある学校づくり」の実現

のために必要な知識習得及び熟年者マナビ塾に通う方々の日頃の成果発表を通して、

各塾の情報交換と親睦を図る。 

 

（２）内容と方法 

対象はマナビ塾の熟生、学校関係者、行政関係者。会場には各塾の展示ブースを設

けて活動の様子を紹介する写真や作品を展示した。 

初めに実践発表として、マナビ塾の塾長２名が日頃の活動内容を発表し、学校から

は教頭と教務主任がマナビ塾がもたらす学校教育への効果について発表した。続いて

各塾３分程度の持ち時間で19の塾がリレー形式で日常の活動の様子を紹介した。 

実践発表と活動紹介の後は、各塾の展示を見ながら自由に交流する親睦タイムを30

分程度設け、 後に、生涯学習・社会システム研究者を講師に迎えて、「飯塚市熟年者

マナビ塾が果たす役割」と題した講演を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研修成果の活用 

マナビ塾の塾生から活動や学習の内容についての情報が欲しいという要望があっ

たため、他の塾の活動の様子を知ることで学習意欲を高めることができた。すべての

塾が３分間という短い時間ではあったが活動の様子を発表する場を設けたことや、各

塾の作品を観覧しながら交流する時間を設けたことで参加者が主体的に研修する場を

設ける事ができた。また、学校の教員のマナビ塾に対する理解の場となり、他の学校

の取組の様子を知ることで、学校支援ボランティア活動の幅が広がった。 

 

４ 事例に見る成果と課題 

どちらの研修会も活動事例の紹介（口頭発表及び展示）と講演とを組み合わせること

で、日頃、交流や情報交換の機会が少ないボランティア登録者・熟年者・学校の教員に

学校支援ボランティア活動に関する情報を伝え、ボランティア活動の意義について学ぶ

機会を提供することができた。特に職務や立場の違う人が一堂に会して研修することで

【表３－14 熟年者マナビ塾実践交流会の日程表】 

時 間 内 容 

12：45 

13：25 

13：30 

 

 

 

14：05 

15：00 

15：30 

16：30 

受付 

主催者挨拶 

実践発表 

 ①鯰田小・熟年者マナビ塾の実践発表 

 ②飯塚東小・熟年者マナビ塾の実践発表 

 ③熟年者マナビ塾がもたらす学校への効果 

活動発表 

親睦タイム 

講演「飯塚市熟年者マナビ塾が果たす役割」

閉会行事 

活動発表の様子 
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互いの願いや思いを理解し合うことができ、学校支援ボランティア活動を推進するため

の有効な研修の一つであると考える。また熟年者マナビ塾の実践交流会では、すべての

塾の活動紹介や、参加者同士の自由交流の時間を設けるなど、参加者が主体的に研修に

参加する工夫がされていた。 

しかし、研修会の参加者数の面では課題も残る。生涯学習ボランティアネットワーク

研修会では、全登録者の１割程度の参加であり、飯塚市熟年者マナビ塾実践交流会でも

比較的参加者が多かったものの塾生全員が参加したわけではない。飯塚市全体での研修

会ということで、会場が遠くて参加できなかった人や都合がつかず参加できなかった人

が多かったことが考えられる。加えて、学校支援ボランティア活動の幅が広く、内容が

全員に適したものとはいえなかった面もある。対象者すべてが研修に参加するというこ

とは難しいが、今後は研修会の複数開催やブロックごとの開催などできるだけ多くの人

が研修会に参加できるような対応や参加者のニーズに合った研修内容の工夫が必要であ

る。 

（白石 克己、木村 真介） 

 

（聞き取り調査協力者） 

所 属 氏 名 

飯塚市教育委員会生涯学習部中央公民館係 籾井 憲作 

生涯学習ボランティアネットワーク事業事務局 鹿毛 謙吉 
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９ 長崎県鹿町町教育委員会の取組 

 

１ 学校支援ボランティア活動の取組の概要 

（１）鹿町町教育ネットワーク（学社融合）推進事業の取組 

鹿町町では、平成14年度から完全学校週五日制の施行を受け、子どもたちの受け皿

となる「地域づくり」と「地域住民の生涯学習の推進」及び様々な活動を通した子ど

もたちの社会性、人間性といった「生きる力の醸成」を目的に「鹿町町教育ネットワ

ーク（学社融合）推進事業」を開始した。事業を推進する組織として「推進委員会」

を設置し、婦人会、子ども会、健全育成会などの社会教育関係団体をはじめとして、

福祉部局、老人クラブ、民生児童委員会、保育所保護者会、高等学校ＰＴＡ、放課後

児童クラブ代表など町内のあらゆる団体が加入して、幅広い情報交換・共有を行って

いる。この組織を基盤に、保小連携、小中連携、中高連携、大学との連携などの事業

を進め、乳幼児期から青年期まで一貫した支援事業に取り組んでいる。 

学社融合事業は、次の７つに分けられている。 

 

 ① 推進体制の整備 

  ・推進委員会、企画委員会、プロジェクトチーム会議の充実に関すること 

 ② 学習機会の充実 

  ・公民館（学校開放）講座の実施 

  ・学校外活動の充実を図る各種機関、施設活動の充実 

  ・子どもから大人までを対象とした学習活動の充実 

 ③ 生涯学習関連施設の活用促進 

  ・学校施設の社会教育への活用促進 

  ・学校教育活動としての社会教育施設の活用促進 

  ・学校教育の場としての社会教育施設の活用促進 

 ④ 学習情報の提供・教育相談の充実 

 ⑤ 指導者の育成と活用 

  ・学校支援ボランティア派遣事業の充実 

  ・地域住民の生涯学習への教職員の派遣 

  ・各種研修会の開催 

 ⑥ 啓発・教育情報ネットワーク 

  ・広報しかまちネットの発行 

  ・学校だよりの町内回覧 

 ⑦家庭教育支援及び子育て支援 

  ・放課後子どもプランの推進 

  ・放課後児童クラブへの支援 
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（２）学校支援ボランティア派遣事業の取組 

教育ネットワーク事業の一つとして取り組んでいる「学校支援ボランティア派遣事

業」は、学校を地域社会における重要な生涯学習の拠点として捉え、その拠点を地域

全体でささえつつ、学校自身も地域に貢献するという相互協力の観点から、より「地

域に根ざした学校」にするために地域住民による学校支援ボランティア活動を推進す

【図３－１ 鹿町町教育ネットワーク（学社融合）推進事業構造】 
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るものである。事業は発足して７年目を迎える。学校支援ボランティアを導入するこ

とにより、これまで閉鎖的と言われてきた学校が地域に開かれ、地域住民の学校への

理解・共感を深めることに繋がると共に、子どもたちも地域住民との直接的なふれあ

いや交流を通して社会性やコミュニケーション能力を身につけることができる。 

また、ボランティア活動を行う地域住民にとっても、学校や教職員、多くの子ども

たちとのふれあいが自身の生活のよい刺激となり、生きがいづくりや学習意欲の向上

に繋がることで学校を核とした生涯学習によるまちづくりの実践の場となっている。 

① ボランティアの確保 

 事務局である教育委員会が地域人材の把握を行い、人材バンクを作成している。

現在の登録者数は約300名である。登録内容は、教科指導、子どもの安全・安心を

守る活動、物づくり指導、スポーツ指導、農業、漁業、郷土に関すること、環境美

化活動等で、学校が指導計画の中で選択して活用することができる。登録の方法は、

町内回覧や公民館の講座・研修会などの機会にボランティア登録の周知と依頼を行

っている。町民が自主的に申し出る場合もあるが、多くは公民館活動や青少年健全

育成に取り組んでいる人に事務局から個別に依頼して登録している。 

② ボランティアの活用 

 学校がボランティア派遣を希望する場合は、派遣申請書を教育委員会に提出する。

教育委員会は該当するボランティア登録者との連絡調整を行い、了解を得た後は学

校とボランティア登録者との間で具体的な打合せをしている。ただし、教科指導の

サポートティーチャーに関しては学校側とのより専門的な意見交換と情報共有が

必要であるから、毎年度初めに「サポートティーチャー打合会」として、教科指導

のボランティアと教員（校長、教頭、教務主任、学社融合担当教員）とで運営に関

して打合せを行う機会を設けている。 

③ 経費 

 原則無償としているが、費用弁償（交通費、保険料）程度は支給している。予算

の確保は、県費補助を活用するなどできるだけ町からの持ち出しを押さえるように

している。 

 

２ 学校支援ボランティアの研修の概要 

（１）学校や子どもに対する関心を高めるための取組 

  ① 学校だよりの町内回覧 

 毎月第１、３木曜日の町内回覧で各小・中学校が発行している「学校だより」を

全世帯に回覧している。この取組により普段は学校や子どもとの接点を持つことが

少ない町民に情報提供を行うことができ、関心を高めると共に、あいさつ・声かけ

運動を奨励し、ふれあいに満ちた地域づくりや

地域の安全・安心にも貢献している。 

  ② 学社融合情報誌「広報しかまちネット」の活用 

 学社融合関連の活動をまとめた広報誌を教育

委会が毎月作成し、町内に回覧している。誌面

に学校支援ボランティアの活動をしている人の

エピソードや感想を掲載したり、学校支援ボラ

ンティアに関わる事業のお知らせや報告を行っ

ている。 広報しかまちネット 
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  ③ 公民館講座を活用した取組 

 公民館で実施している生涯学習講座の中に学校との連携事業や子どもと接する

機会を設けている。また、講座で身につけた成果を発揮する場として学校行事や学

校支援ボランティアの活動を紹介することで「学びの循環」を図ると共に、学習後

の目標を明確にすることで学習者の意欲が増進するようにしている。 

 

（２）研修機会の提供 

  ① つながろう会の開催 

 学社融合推進事業の一環として毎年開催している。学校支援ボランティアを中心

に、広く全町民に参加を呼びかけて子育てに対する意見交換や情報共有を行ってい

る。 

  ② スクールガード養成講習会 

 子どもの安全・安心を守る活動をしている「スクールガードしかまち」の登録者

を対象に専門的な知識の習得と共通認識を図ることを目的に開催している。 

  ③ 家庭教育学級講演会 

 基本的には保護者を対象とした学習会だが、地域住民にも参加を呼びかけ、現在

の家庭教育の課題や問題点、教育に関する様々なことを学んでいる。 近の内容は、

「特別支援児童への支援方策」、「児童・生徒の不登校問題」、「あいさつ・声かけ運

動の重要性」などで、学校・家庭・地域住民の三者で一緒に考え、それぞれの立場

での役割や支援の方法を探るよい機会となっている。 

  ④ 学校支援ボランティア養成講座 

 「学校を支援したいけれど、どうしたらよいかわからない」方や、「ボランティ

アに関心を持っている」方を対象にした講座の開催を計画している。 

 

３ 実践事例 

 

つながろう会 

（１）研修のねらい 

教職員、学校支援ボランティア、保護者、地域住民が一堂に会し、意見交換や情報

共有することで、直接学校の思いや、保護者の思い、地域の思いを把握して、いかに

学校を支援していくかという方策を探るきっかけとする。 

 

（２）内容と方法 

小学校・中学校といった教育の枠を越え、乳幼児から高校生に至るまでの鹿町町の

子どもについて、学校・家庭・地域みんなで一緒に考える。会場は中学校、子どもの

発達段階（乳幼児期、学童期、思春期等）に応じた分散会を設け、参加者は希望する

分散会に参加し、実習やレクリエーションを楽しみながら、普段なかなか聞けない子

どもに関する悩みを話し合ったり、「こんな子どもに育ってほしい」といった子どもへ

の思いを語り合ったりする。時間は午後７時から午後９時までの２時間である。 

平成20年度は、９月に開催した。（表３－15、表３－16、表３－17） 
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【表３－15 日程】 

時間 内容 

19：00 

 

推進委員会委員長挨拶 

趣旨と日程の説明（事務局）

19：10 

 

 

 

 

 

 

21：00 

《分散会》進行：推進委員 

アイスブレイク 

サイコロトーク 

 

 

 

 

分散会ごとに閉会 

（記録者が記録とアンケート

を事務局へ提出） 

 

【表３－16 参加者別割合】 

区分 人数 割合 

保育所関係者 

（保護者・保育所等） 

２５名 １３％

小学校関係者 

（保護者・教職員等） 

５５名 ２８％

中学校関係者 

（保護者・教職員等） 

３５名 １８％

地域住民等 

（ 学 校 支 援 ボ ラ ン テ ィ

ア等） 

８０名 ４１％

合 計 １９５名 １００％

 

【表３－17 分散会の内容と参加者数】 

分散会 内  容 人 数 担  当 

第１分散会 すくすく育て 鹿町っ子 

（乳幼児期～小３までの子育て） 

 ３７名 保育所関係者 

第２分散会 たくましく育て 鹿町っ子 

（学童期の子育て） 

 ４７名 鹿町小学校ｽｸｰﾙｴﾘｱ 

推進委員会 

第３分散会 凛々しく育て 鹿町っ子 

（思春期の子育て） 

 ６８名 鹿町中学校ｽｸｰﾙｴﾘｱ 

推進委員会 

第４分散会 父親集合！ 

（父親の育児参加を考える） 

 ４３名 歌浦小学校ｽｸｰﾙｴﾘｱ 

推進委員会 

 合  計 １９５名  

平成18年度の「つながろう会」の様子 
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（３）研修成果の活用 

研修会は基本的に、「地域全体で子育てに取り組む」という意識を地域住民を含め

た全員に持たせることから始まる。そのため楽しみながら参加できるという活動を通

して「子育て情報の共有」を図ることに努めている。また、教育関係者のみならず学

校支援ボランティアを中心に多くの地域住民を巻き込むことで、その効果は町全体へ

波及し、「子育てを中心としたまちづくり」へと拡大することができる。 

つながろう会をはじめとした各種の研修会の具体的な成果とその活用は、次の通り

である。 

  ① 新規ボランティア登録者の拡充 

学校や保護者との関わりを通して連帯感が生まれることで、住民のボランティア

意識も高まっている。人材バンクへの登録や協力したいという住民は徐々にではあ

るが増加している。 

  ② 学校支援ボランティアへの専門的な知識の提供 

研修を行うことにより、学校支援ボランティアに対してより専門的で実践に即し

た知識を提供することができ、スムーズな支援活動に繋がっている。また、学校支

援ボランティアが研修することで、受入れる学校にとっても依頼する際の安心感と

意欲を持った学校支援ボランティアと共に学習活動に取り組むことで子どもたち

に対する何倍もの学習効果の提供にも繋がっている。 

  ③ ニーズの具体化 

研修の様々なテーマを教育現場が抱えている現実的な課題と結びつけて設定す

ることで、学校支援ボランティアが支援方策を自主的に考える機会になり、研修す

る内容にも具体性が生まれる。そして、「今必要としていること」に対してのより

具体的な支援にも繋がっている。 

 

４ 事例に見る成果と課題 

 鹿町町では、教育ネットワーク推進事業を中心に「学社融合」の取組を進め、学校・

家庭・地域を繋ぎ、「子育てまちづくり」を実践している。鹿町町のような小さな町（人

口5,359人）においては、少ない予算で青少年健全育成と地域住民の生涯学習推進を同時

に進行しつつ町全体の活性化が図れる事業は理想的であるといえる。自身の生涯学習や

我が子の子育てに関して、「誰かにやってほしい」「行政がやってくれないと困る」とい

う言葉を耳にすることがあるが、行政が学習機会の提供とその他の必要なサービスや情

報の提供は行うものの、判断し、決定するのは保護者や住民自身である。そういった意

味で、事例として紹介した「つながろう会」に200名近い方が参加し、半数近くが地域住

民であることからも鹿町町の「学社融合」の取組が地域に浸透していることが伺える。

また、実際の学校支援ボランティアの活動にも多くの町民が関わっており、その活動の

様子を「広報しかまちネット」を活用して広く町民に情報提供していることも「学社融

合」を進める上で効果的な取組である。しかし、学校支援ボランティア活動やボランテ

ィアの研修においては、次のような課題もある。 

 ○ 研修参加者や人材バンク登録者の十分な活用 

研修参加者方や人材バンクの登録者は、それぞれに熱意をもっている。しかし、活

動の場の提供が十分ではない。学んだことをすぐに生かせる環境作りが必要である。 

 ○ 現代的課題に対応した研修内容の設定 

教育現場の課題だけでなく、「団塊の世代をいかに活用するか」「少子化が進む中で
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の学校支援のあり方」など地域社会における現代的課題を考慮する必要がある。 

 ○ ボランティアに対する意識の改革 

「～をしてあげる」という意識では、お互いの信頼関係を構築することはできない。

また、学校支援ボランティアに関わることが自分の生涯学習であるという意識付けも

重要である。 

 ○ 研修終了後の評価とその活用 

 研修終了後の達成度や参加者の満足度を細かく検証し、課題や問題点を見つけ出し

ながら改善点を探るという評価・検証を行わなければならない。 

 

 学校支援ボランティア活動を進める上での課題として、学校の受入れ体制があげられ

ることがある。鹿町町では、学校支援ボランティア派遣事業を企画する際に、「本当に学

校が必要としているか」「学校の指導計画を尊重しているか」ということを検証し、「地

域の教育力を導入することは先生方にとって大きな負担になる」という前提のもと、社

会教育の行政側と学校が十分に協議を行い、学校支援を導入した場合のメリットとデメ

リット、また懸念される諸問題の解決策を事前にお互いが納得するまで話し合った上で

事業を実施している。学校が求めていないことを無理に押し付けても、負担を強いてし

まうだけで反発を生みかねない。新しいことに取り組むということは相応のエネルギー

や時間を要するということを忘れてはならない。 

鹿町町は、近隣の佐世保市と合併の協議を進めておられる。今まで積み上げて来たネ

ットワークや鹿町町ならではの教育システムを維持することが望まれるが、合併に向け

て町民のさらなる意識高揚を図るとともに、コーディネート力をもった地域リーダーの

育成としっかり地域に根付いたネットワークづくりが社会教育行政求められるところで

ある。 

（木村 真介） 

 

（聞き取り調査協力者） 

所 属 氏 名 

長崎県鹿町町教育委員会社会教育主事 口石 裕輔 
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第４章 学校支援ボランティア活動の現状と課題 
 

１ 学校支援地域本部事業の概要と取組の現状 

（１）学校支援地域本部とは 

 学校支援地域本部は、学校の教育活動を支援するため、地域住民の学校支援ボラン

ティアなどへの参加をコーディネートするもので、いわば“地域に作られた学校の応

援団”といえ、これまで各学校、各地域で、地域の方々に様々な形でご協力をいただ

きながら学校運営や教育活動を行う取組が進んできているが、学校支援地域本部はそ

うした取組の延長線上にあるといえる。すなわち、地域住民が学校を支援する、これ

までの取組をさらに発展させて組織的なものとし、学校の求めと地域の力をマッチン

グして、より効果的な学校支援を行い、教育の充実を図ろうとするものである。 

 文部科学省では、平成20年度予算に50億4,000万円を計上し、全国1,800か所（市町

村数に相当）に学校支援地域本部のモデルを設置する学校支援地域本部事業に取り組

んでいる。 

 

（２）学校支援地域本部のねらい 

社会がますます複雑多様化し、子どもを取り巻く環境も大きく変化する中で、学校

が様々な課題を抱えているとともに、家庭や地域の教育力が低下し、学校に過剰な役

割が求められるようになっている。このような状況のなかで、これからの教育は、学

校だけが役割と責任を負うのではなく、これまで以上に学校、家庭、地域の連携協力

のもとに進めていくことが不可欠となっている。 

このため、平成18年におよそ60年ぶりに改正された教育基本法に学校、家庭、地域

の連携協力に関する規定が新たに盛り込まれた。 

学校支援地域本部は、これを具体化する方策の柱であり、学校・家庭・地域が一体

となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えることを大きな目的としている。 

具体的には、それぞれの学校の状況に応じて地域ぐるみで学校の教育活動の支援が

行われることで、次の３点について期待される。 

① 教員や地域の大人が子どもと向き合う時間が増えるなど、学校や地域の教育活動

のさらなる充実が図られる。 

ア 教員だけでは担いきれない、あるいは必ずしも教員だけがすべて行う必要がな

い業務について地域が支援することにより、教員が、より教育活動に専念でき、

より多くの時間を子どもと向き合うことや授業準備等に充てられるようになる。 

イ 子どもたちが多様な知識や経験を持つ地域の大人とふれ合う機会が増え、多様

な経験の機会や学習活動、部活動の充実、学校の環境整備等が一層図られるとと

もに、多くの大人の目で子どもたちを見守ることで、よりきめ細かな教育にもつ

ながる。 

ウ 子どもの地域に対する理解やボランティアへの関心も高まる。 

② 地域住民が自らの学習成果を生かす場が広がる。 

地域住民が意欲と関心を持って自らすすんで学校支援活動に参加することは、こ

れまで培ってきた知識や経験を生かす場が広がり、自己実現や生きがいづくりにつ

ながるもので、特に、次代を担う子どものために学習成果を生かすことは、教育基

本法に定められている「生涯学習の理念」にも適い、社会的にも大きな意義がある。 

③ 地域の教育力が向上する。 
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これらの結果、地域住民が子どもの発達段階に応じて教育を行う学校で活動する

ことで、近年その低下が指摘されている地域の教育力（地域住民が、子どもの健全

育成のため、例えば、人を思いやること、自然やものを大切にすること、社会のル

ールを守ることなどについて、子どもたちに対し、その発達段階に応じて適切な働

きかけを行う力）が向上し、これにより、地域の絆が強まり、地域が活性化するこ

とが期待される。 

 

このように、学校支援地域本部は、それぞれの地域の教育機能を、地域住民の力を

フルに活用しつつ、学校を中心に再構築しようとするものである。 

 

（３）学校支援地域本部の基本的なしくみ 

学校支援地域本部は、基本的には、「地域コーディネーター」、「学校支援ボランテ

ィア」、「地域教育協議会」から構成される。 

「地域コーディネーター」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で、学校支援地域本部の中核的役割を担い、そ

の成果を左右する重要な存在である。これまで学校が行うことが多かった連絡調整の

業務を地域が自ら行うことで、学校の負担軽減にも配慮する。地域コーディネーター

は、その業務を行うに当たり、子どもたちや学校の状況、ニーズをよく把握する必要

がある。このため、学校のよき理解者であるとともに、地域に精通していることも求

められる。 

「学校支援ボランティア」は、実際に支援活動を行う地域住民である。支援活動の

内容は、いわゆる学校管理下の活動が対象となるが、例えば、①授業に補助的に入る、

ドリルの採点を行うなど授業の補助や実験、実習の補助等の学習支援活動、②部活動

の指導、③図書の整理や読み聞かせ、グラウンドの整備や芝生の手入れ、花壇や樹木

の整備等の校内の環境整備、④登下校時等における子どもの安全確保、⑤学校行事の

運営支援など、学校のニーズに応じて様々なものがある。そのレベルも、ある程度の

専門性が必要なものから、特段の資格や経験等がなくてもできるものまで幅がある。

いずれにしても、ボランティア一人ひとりが学校の仕組みや教育方針等をよく理解し

た上で、自らができることを、できるときに、できる範囲ですることが望まれるが、

まずは、子どもの教育に意欲と関心を持って主体的に参加することが大切といえる。 

「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支援を行っていくか

といった方針などについて企画、立案を行う委員会である。その構成員は、学校やＰ

ＴＡ、コーディネーターやボランティア代表をはじめ、公民館等の社会教育関係者、

自治会や商工会議所等地域の関係者などが考えられるが、具体的には、市町村教育委

員会がそれぞれの実情を踏まえて判断することになる。子どもの教育について話し合

う組織がすでに地域に設けられている場合には、その既存の組織を地域教育協議会に

替えることも可能である。 

また、学校支援地域本部の打ち合わせやボランティアの待機、休憩など、本部の活

動のための場所については、学校や子どもの状況の把握、緊密な連絡や迅速な対応と

いった観点からも、校内の余裕教室等に置くことが望ましいが、学校や地域の実情に

よっては近接する公民館等に置くことも考えられる。 
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（４）平成20年度学校支援地域本部事業の予算概要 

① 学校支援地域活性化推進委員会の設置（文部科学省）  20百万円 

学校支援地域活性化推進委員会を文部科学省に設置し、学校、家庭、地域をつな

ぐ新たな連携方策の在り方等について検討、学校支援地域本部事業の選定、事業評

価を行う。 

【 図 ４ － １  学 校 支 援 地 域 本 部 の 概 要 】  
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  ② 学校支援地域本部事業の実施 5,020百万円 

全国の市町村を対象に、地域にコーディネーターを置き、その連絡調整の下に地

域住民がボランティアとして学校の教育活動を支援する「学校支援地域本部」を各

市町村に１本部以上設置し、全国的な普及を目指す。 

   ア 運営協議会の設置（64都道府県・政令指定都市）＠896千円   57百万円 

   イ 実行委員会の設置（1,800市町村）＠500千円  900百万円 

   ウ 学校支援地域本部の設置（1,800箇所）＠2,257千円  4,062百万円 

 

（５）平成21年度学校支援地域本部事業の予算概要（予定） 

  ① 学校支援地域活性化推進委員会の設置（文部科学省）   20百万円 

  ② 学校支援地域本部事業の実施【委託費分】        3,384百万円 

   ア 運営協議会の設置（65都道府県・政令指定都市）＠896千円  58百万円 

   イ 実行委員会の設置（1,800市町村）＠389千円         701百万円 

   ウ 学校支援地域本部の設置 

             継続分（1,275箇所）＠1,500千円             1,913百万円 

              新規分（未設置市町村950箇所）＠750千円        713百万円 

  ③ 学校支援地域本部事業の実施【補助事業分】    14,261百万円の一部 

    （「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」に予算計上） 

    ア 学校支援地域本部の設置（新規分（委託事業分除く）3,400箇所） 

     ※地方公共団体向け補助金（国負担１／３） 

 
（６）全国における取り組み状況（実施計画より） 

学校支援地域本部事業は、平成20年12月現在全国47都道府県10政令指定都市におい

て実施され、目標としていた1,800を大きく上回る2,145の本部が立ち上がり、6,593

の学校でボランティアの方々が活動をはじめている。計画段階のデータであるが、各

本部において取り組もうとしているボランティア活動の内容は、これまで多くの学校

で実施されていた登下校の安全指導や環境整備のほか、学習支援活動が多く、本事業

の目的の一つである学校の教育活動の充実に取り組もうという各本部の方向性が見え

る。 

今後、本年度の事業終了後各本部から提出される報告書により、全国の本部の取り

組み状況をとりまとめる予定である。 

① 実施都道府県・政令指定都市数  47県10市（87.7％） 

② 実施市町村数      867市町村（48.6％） 

③ 実施本部数    2,145か所 

④ 実施学校数     6,593校 

うち公立小学校      4,512校（20.3％） 

うち公立中学校     2,044校（20.2％） 

その他（特別支援学校等）    37校 

⑤ コーディネーター数       12,077人 

⑥ ボランティア数       318,822人 

⑦ 活動内容（実施校）  

ア 学習支援活動     4,510校（68.4％） 

イ  部活動指導   1,483校（22.5％） 
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ウ  環境整備     4,496校（68.2％） 

エ  登下校安全指導     5,174校（78.5％） 

オ  合同行事     2,358校（35.8％） 

カ  その他   1,501校（22.8％） 

 

（出口 寿久） 

 

 

２ 学校支援ボランティアに求められる資質・能力と研修の方向性 

（１）学校支援ボランティアに求められる資質・能力 

学校支援ボランティアの資質・能力を論ずることは、極めて微妙で難しい問題を含

む。そもそも、ボランティアの募集に際し、保護者や地域住民等の中には「学校の支

援なんて、私にはとても・・・」などと尻込みする人も多い現状で、格別な資質・能

力が必要なことを強調するなら、今後、学校支援ボランティアを増やすことは一層困

難になるだろう。 

一方で、学校側からすれば、校内で子どもたちと直接に接したりする以上、ボラン

ティア活動の内容によってはある程度の専門知識・技能を必要とするなど、なんらか

の資質・能力を求めるだろうことも当然である。 

このような問題の困難さゆえか、資質・能力の向上を目指す研修の必要性を論じた

ものは多くあるが、その必要な資質・能力の中身を論じた先行研究はほとんどないよ

うである。もちろん、私にも今、学校支援ボランティアに求められる資質・能力の内

容を真正面から論ずる力はない。したがって、ここでは日々の具体的な学校支援の活

動場面を想定し、「ボランティアの身についていれば好ましいな」と思われる点を摘記

するにとどめる。 

 

① 学校支援ボランティアの意義を理解していること 

 まず、子どもたちの健やかな成長のためには、すべてを学校任せにするのではな

く、学校・家庭・地域の協働が不可欠であることを理解していることが必要である。

学校支援ボランティアは、そうした基本的な考え方に基づく活動であり、それは学

校のためだけでなく、何よりも子どもたちのためであり、またボランティア自身と

地域のためでもあることなどを理解しておきたい。 

 そして、こうした理解のもとに、子どもたちの健やかな成長のため自分にできる

ことを、できる時にしようとする意欲を持っていることが大切である。 

 

② 学校の現状及び今日における子どもたちの特質などを理解していること 

 ボランティアの誰もが学校教育を経験している。しかし、今日、その時の学校及

び子どもたちの状況とは大きく変わっており、自分の経験を過信してはいけないこ

とをまず認識する必要がある。そして、できれば、学校の経営計画（方針）や学校

（教員）の一日の動きなどを含めた現状について理解することが望ましい。また、

ボランティア活動を通じて様々な形で接することになる、今日における子どもたち

の特質などについて把握していることが必要である。 

 しかし、こうしたことについて、何もかもきちんと理解した上でなければボラン

ティア活動を始めてはいけないと考えるべきではない。むしろ様々なボランティア
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活動で実際に学校へ出入りすることを通じて、今日の学校が置かれた状況や子ども

たちの特質などについての理解も一層深まると考えるべきである。 

 

③ 人権を守る意識をもつこと 

 学校支援ボランティアは、豊かな人権感覚を身につけていることが望まれる。子

どもの人格を尊重するのはもちろん、同和問題や男女共同参画などへの理解を深め

ながら人権を徹底して守る姿勢をボランティア活動の基本とする必要がある。具体

的には、子どもたちと接する活動のあらゆる場面で、差別することなく公平に接す

ることはもちろん、差別用語の使用や「男の子らしく。女の子らしく」など男女共

同参画の理念に反する言動を避けるなど、きめ細かな配慮が求められる。 

 これに関連して、ボランティア活動が政治的中立に反したり、特定の宗教活動や

営利活動になってはいけない、という明確な認識を持つことも不可欠である。 

 

④ 活動を通じて知り得た秘密が守れること 

 学校（教員）が学校支援ボランティアの受け入れについて警戒感を抱いたり、拒

否反応をする要因の一つとして、学校の様々な情報がボランティアを通じて外部に

漏らされるのではないかとの不安があるとされる。 

 こうした学校の不安とは別に、ボランティアは本来、活動を通じて知ることがで

きた学校、教職員、子どもたち及びその家庭等に関する秘密はきちんと守らなけれ

ばならない。 

 もちろん、逆に、活動を通じて知ったボランティアの楽しさや、学校の称賛すべ

き取組や教員の苦労・努力、子どもたちの素晴らしさなどについては、地域社会へ

の積極的な PR 役を期待される。 

 

⑤ 子どもたちの話をきちんと聞き、子どもたちをほめることができること 

大人の感覚からすれば、子どもの話は要領を得なかったり、いらいらさせられた

りすることが多いものだ。しかし、学校支援ボランティアは、そうした子どもの話

を途中で遮ったりすることは厳に慎み、子どもの目線に立ち、上手に相づちを打っ

たり質問をするなどしながら、 後まできちんと話を聞けることが必要である。 

また、子どもたちを上手にほめることで、子どもたちの意欲を高めて長所を伸ば

したり、逆に注意すべき時は子どもたちの心を傷つけない配慮をしながらも、きち

んと注意できるボランティアであるべきだ。 

 

⑥ 教員や活動仲間との良好な人間関係をつくれること 

学校支援ボランティアは、ほとんどのすべての活動が教員と協働するものである。

そのため、ボランティアは出入りする学校で、子どもたちのことや活動内容等につ

いて教職員ときちんと話ができ、相互理解を図れることが不可欠となる。 

また、ボランティア活動は個人中心の場合もあるが、グループでの活動はボラン

ティの急な補充が容易になるなどで学校側の信頼感を高めたり、ボランティア同士

が相談や指導し合うなどして、より効果的な活動が可能になるとされる。そのため、

活動仲間との良好な人間関係をつくれることが大切になる。⑤と⑥に共通して求め

られている資質を一言で表せば、いわゆる「コミュニケーション能力」ということ

になるであろうか。 
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学校はこれまで述べてきたようなことをすべて身につけた、いわば完成型の学校支

援ボランティアを求めるべきものではなく、また現実的でもない。むしろ、具体的な

学校支援活動の経験や研修の積み重ねにより、徐々に確かな力をつけ、真に期待され

る学校支援ボランティアに育っていくという認識を持ち、それが可能になるような仕

組みづくりに工夫を凝らすべきである。 

 

（２）研修の方向性 

 繰り返しになるが、はじめから望ましい学校支援ボランティア像にぴったりのボラ

ンティアが存在する可能性は極めて小さく、実践活動を通じて自然に成長していく、

あるいは教育委員会や学校等が協力しながら育てるものである。そして、その「育ち」

を強化したり加速するのが研修である。こうした重要な役割を担う研修のあり方を考

える主要なポイントについて、次に述べる。 

 

  ① 学校支援ボランティアは特別なものではないとの認識から出発を 

学校支援ボランティアが、学校を主たる拠点に活動するボランティアであること

は間違いない。しかし、研修の計画や実施に当たっては、学校支援ボランティアが

特別なボランティア活動ではなく、あくまで地域で行われるボランティア活動の一

環に過ぎないとの基本的な認識が必要である。 

地域では、これまで既に様々なボランティア活動の実践の蓄積がある。それを基

礎に、その延長線上か発展型として学校支援ボランティアの具体化を考えるほうが、

地域住民等からとかく「敷居の高さ」や「近づきがたさ」を指摘される学校への支

援活動に対する理解が促進され、取り組みやすくなるからである。 

 

  ② 地域の実情にきめ細かな配慮が必要 

研修の計画や実施に当たっては、地域におけるボランティアをめぐる状況へのき

め細かな配慮が求められる。例えば、研修時間一つとっても、学校支援ボランティ

ア活動を目指して研修意欲が高い人がいる一方で、すでに学校支援ボランティア活

動をしている人の中にも、「学校から頼まれれば、何とか時間をやりくりしてお手

伝いに行っているが、さらに研修の時間なんてとれない」と言う人が多くいること

への配慮が必要である。 

また、研修の内容やレベルを考える際も、地域住民等の学校支援ボランティアに

対する意識の差が大きいことなどへの十分な配慮が大切である。 

 

③ ボランティアと教員が一緒に研修する機会を 

学校支援ボランティアが生き生きと活動するためには、教職員との相互理解が不

可欠になる。そのため、学校支援ボランティアと教職員が一緒に研修する機会をつ

くることが大切である。もちろん、研修時間の設定一つとっても、日々の業務に追

われ多忙な教員とボランティアとの調整は困難が予想される。しかし、例えば研修

会場を学校にすることで教員が参加しやすくしたり、あるいは教員を講師にするこ

とで他の教員の参加意欲を高めるなど、様々な工夫を凝らしながら実現の可能性を

追求する必要がある。 
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④ 既存事業の見直しや関連機関・団体等との連携を深める努力を 

多くの市区町村教育委員会にとって、学校支援ボランティアの研修は新しい課題

である。しかし、行政改革により職員数の削減が続き、弱体化が進んだ多くの市町

村教育委員会にとって、この研修事業に関する業務を、純増で処理することは極め

て困難であろう。 

したがって、市区町村教育委員会は既存事業を組み替えたり、あるいは関係機関

やボランティア団体、企業等が実施している事業と組み合わせて体系化を図ったり

することにより、充実した研修内容にするとともに、自らの負担増にならないよう

な工夫をする必要がある。 

こうした取組は、単に市区町村教育委員会の負担軽減のためだけではなく、地域

にある様々な機関・団体・企業等が連携して学校支援に取り組むことを通じて、そ

れぞれが力量を高めたり、地域の一体感を強めるとともに、新たなまちづくりの契

機ともなることが期待できる。 

 

⑤ 学校支援ボランティア相互で研鑽し合う条件整備や支援を 

都道府県及び市区町村教育委員会が企画・運営する研修を、多くのボランティア

に受講してもらうことも大切であるが、ボランティアが自ら企画し相互に研鑽する

ことも極めて大切である。したがって、教育委員会は、ボランティアがサークル等

をつくり、自分たちで研修を企画し、時には専門知識・技能を有するメンバーが講

師役を務めながら研鑽しあうことを積極的に奨励したり、あるいは相互研鑽の条件

整備を支援することなども重要である。もちろん、学校もそうしたボランティアに

よる取組への支援を惜しんではならない。 

 

⑥ 実践的な研修の充実を 

多くの地域における学校支援ボランティアをめぐる現状を考えれば、研修にそれ

ほど多くの時間をかけることはできない。したがって、学習内容を厳選するととも

に、短時間で成果をあげられるよう学習方法も十分な工夫をする必要がある。 

学習内容としては、抽象的な理論より、明日からの活動にすぐに役立つ実践的な

ことを重視すべきである。また、学習方法としては、実習・演習などを伴う体験的

な方法を多く取り入れることが大切である。その際、例えばボランティア活動とし

て授業の支援を想定して研修する場合、学校の理解と協力を得て、関連する授業の

参観などを行えば一層効果的な研修となる。 

（高橋  興） 
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第５章 学校支援ボランティアの養成及び資質向上のためのモデル

研修プログラム 
 

１ 学校支援ボランティア活動の推進に係る研修の在り方 

（１）研修の目標 

 ボランティアをする人は、もともと、ある活動に興味を持っていた人もいれば、広

報や知人の誘いなど、何かのきっかけで活動に興味を持つようになった人もいる。ボ

ランティアの語源は、「自発的に何かをする人」ということである。活動への内発的な

意欲や動機づけがボランティアの核心部分をなしている。 

 地域のボランティア活動は、例えば、福祉ボランティア、環境ボランティア、災害

ボランティアなど、いろいろの分野にわたっているが、実際の活動になると、それぞ

れの分野に特徴的な知識や技術というものが必要になる。もちろん、それらのボラン

ティア活動に共通する行動規範や配慮事項も心得ておかなければならない。 

 学校支援ボランティアも同様に、学校の教育活動に関わるための知識や技術が必要

であり、ボランティアとして守るべき良識・規範というものも当然要求される。学校

支援ボランティアの活動を円滑に、かつ安定的に進めるためには、活動と並行してボ

ランティア活動を支える研修の機会が必要になる。 

 この研修のねらい（目標）は、地域住民やその他の人々（学生や企業人等）が学校

支援ボランティアとして活動するための意欲と力量を身につけられるようにすること

である。活動意欲が高まれば、活動のための時間を積極的に確保するようになり、必

要な知識や技術の習得にもおのずから熱が入ってくるものである。また逆に、活動に

関わる知識や技術の習得に熱意をもつことで活動への興味関心がより深化することも

ある。ボランティア活動へのエネルギーの供給源として研修の意義は大きいと考えら

れる。 

 

（２）研修の位置づけ 

 従来、学校の活動は、児童生徒と教員（正確には教職員）の間で行われると見られ

てきた。それに対して、学校と地域の連携の視点に立てば、学校の活動は、児童生徒

と教員に地域住民が加わったものとみることができる。その加わり方を 適化するの

がコーディネーターの役割である。コーディネートとは、「つなぐ」とか「結ぶ」とい

う意味で、地域人材の経験や知識を学校の教育活動に結びつけて付加的な価値を生み

出す人のことである。コーディネーターは児童生徒、教員、そして学校支援ボランテ

ィアがそれぞれに充実感や幸せ感を高められるように調整の役割を果たす。 

 児童生徒を巡って、教員、コーディネーター、そして学校支援ボランティアは連携

協力しながら学校教育活動のなかで役割を果たすことになるが、それぞれの役割に応

じて要求される知識や技術が異なる。研修についても、互いに共通する部分を含みな

がら、それぞれ独自の研修プログラムが必要になる。 

 学校支援ボランティアの研修プログラムを作るときは、まずは、各ボランティアが

共通にもつべき知識や技術の習得に重点が置かれるべきである。 

 学校支援ボランティアの活動分野は、児童生徒の学習支援、各種学校行事の支援、

校庭や図書室の整備などの学校環境の整備、登下校時の見守り活動や校区見回りなど

の安全確認など多岐にわたっているが、各分野の活動に関わる専門的な研修の機会も

適宜持たれる必要がある。 
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 ボランティア活動は、教員から頼まれたこと、指示されたことをただこなすのでは、

本来のボランティアが持っている自発性は生かされない。ボランティア同士が話し合

って適切な行動をとれるように、グループとして自立していくことが求められている。

活動で問題が生じたときには、教員に相談したりグループで知恵を出し合ったり、組

織の一員として協調的に行動をとれることが重要である。そのような意味から、人間

関係やグループ行動について実践的な研修の機会をもつことも学校支援ボランティア

活動の質を上げるのに役立つ。 

 以上に述べた、学校支援ボランティアの研修の位置づけを図に示せば、およそ図５

－１のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校支援ボランティア研修の構成と内容 

（１）研修の基本構成 

 地域住民からみると、学校支援ボランティアは、地域のなかに数あるボランティア

の一つということになる。実際、日々の生活の中で、いくつかのボランティアを体験

している人は少なくない。学んだことを地域で生かすのには、地域でのボランティア

は大変よい機会といえよう。 

 学校支援ボランティアのための研修については、学校の視点に立てば「まず学校の

ことを知る」という研修からスタートするという考え方ができるが、人々の地域活動

や生涯学習の視点で考えるなら、まず、地域でのボランティア活動の意義や実際につ

いての理解から研修をスタートさせるという考え方に立つこともできる。 

 研修のモデルケースとして、ここではまず地域においてさまざまなボランティア活

【図５－１ 研修の位置づけ】 

 

教員研修 コーディネーター研修 

学校支援ボランティア研修 

交流・意見交換 

（行政、地域団体も参加）

ボランティアグループの 

課題解決のための研修 

深化・発展 

活動分野ごとの専門技

術向上のための研修 
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動がそれぞれの目的をもって取り組まれている現状の理解から入り、その一つに学校

支援ボランティアがあるという理解に進むという展開をとりたい。次いで、学校支援

ボランティアに取り組むために必要とされる学校や子どものことについての知識を得、

そしてその土台の上に、実際のボランティア活動に必要な知識や技術を習得するとい

う基本的な流れを採用したい。 

 以上に述べた、学校支援ボランティアの研修内容の基本的な構成と展開の流れを図

に示せば、およそ図５－２のようになる。 

 

ボランティ ア 活 動

に必要な知識 

 学校支援ボランティア

活動に必要な知識 

 学校支援ボランティア

活動に必要な技術 

 

 

 

（２）研修内容の構造モデル 

 研修の基本的な流れは、ボランティアに必要な知識の習得から実際の活動に役立つ

技術の習得へ、ということになる。研修内容の全体がどのような構造になっているの

かを示したのが表５－１である。研修内容をまず「知識」と「技術」に大別し、それ

ぞれに研修テーマ、そのテーマのもとで扱われる研修項目、さらに研修項目別に内容

例を掲げた。 

 実際の研修の企画では、これらの内容を４～５回に分けて実施する案や、地域や学

校の実情に応じてテーマや項目を取捨選択し、１～２回で実施する案など、いろいろ

なバリエーションが考えられる。 

研修の方法は、研修内容の特質に合わせて、講義（情報提供を含む）、演習、事例

紹介など、適当なものを選択する。 

研修の会場については、ボランティア希望者に実感を持ちながら学習してもらうと

ともに、教員には学校支援ボランティアについて理解してもらう契機とするねらいか

ら、学校で実施というのはよい案と思われる。また、社会教育と学校教育の連携協力

という点からは、地域の社会教育施設である公民館等での実施も推奨される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５－２ 研修の基本構成】 
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３ 学校支援ボランティア研修のプログラムの展開 

（１）プログラム展開の要点 

 学校支援ボランティア研修のプログラムを立案する場合、講義や演習の展開上、あ

るいは講師を選定する上で、とくに留意すべき点をいくつか挙げておきたい。 

 

  ①「ボランティア活動に必要な知識」について 

「ボランティア活動の意義」については、講義の中で紹介するボランティア活動

の事例の中に、学校支援ボランティア活動の事例を加えるなど、学校支援ボランテ

【表５－１ 研修内容の構造モデル】 

【知識】 
テーマ 項目 内容の例 

ボランティア活動の意義 ・ボランティア活動の種類と内容 
・生涯学習としてのボランティア活動の意義 
・地域活動としてのボランティア活動の意義 

人間関係づくりに必要な知識 ・ボランティア活動に必要な人権感覚 
・チームワークに関する知識 
・子どもや教員とボランティアの関わり方 

ボランティア活動に必要な知識 

地域資源に関する知識 ・社会教育施設の紹介 
・ボランティア活動を支援する公共施設の紹介

・ボランティア活動を支援する地域団体の紹介

・ボランティア活動を支援する企業の紹介 

子どもの発達・成長 ・年齢（学年）の違いによる子どもの特徴 
・子どもの発達や成長に関わる今日的課題 
・子どもの発達や成長を支援するための方策 

子どもの理解に

関する知識 

子どもの理解と接し方 ・子どもの自己表現の特徴 
・子どもとの関わり方 
・特別な支援が必要な子どもの理解と配慮 

学校の運営に関する知識 ・学校の教育方針等の理解 
・学校組織の理解 
・学校施設の理解 

学校生活の理解 ・学校の生活時程の理解 
・学校における子どもの生活の様子の理解 
・教員の一日の仕事の様子の理解 

学校支援ボラ

ンティア活動

に必要な知識 

学校理解に関す

る知識 

授業の理解 ・各教科の特徴と指導計画についての理解 
・授業の進め方についての理解 

 

【技術】 
テーマ 項目 内容の例 

より良い人間関係を作るための技術 ・好感がもてる表情や話し方 
・相手が話しやすくなる聞き方 

コミュニケーション能力

に関する技術 
グループ活動に必要な技術 ・話し合いの進め方 

・役割に応じた活動の仕方 

効果的な指導や支援をするための技

術 
・子どもの学ぶ意欲を育てる言葉のかけ方 
・自分で考える力を育てる言葉のかけ方 

資料作りのための技術 ・子どもによく分かるプリントの作り方 
・子どもの興味を引きつけるプリントの作り方

子どもの指導や支援に必

要な技術 

安全に活動するための技術 ・事故やケガを防ぐための準備の仕方 
・事故やケガが発生した場合の対応の仕方 
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ィア活動を意識した内容になるようにすることが望ましい。 

講師は、ボランティア活動の研究者（大学教授等）やボランティア活動の実践者

（活動団体の代表者等）に依頼するとよい。講師の情報については、必要に応じて、

都道府県の体験活動・ボランティア活動に関する問い合わせ先（ボランティア活動

支援センター等）に相談するのも一方法である。 

「人間関係に必要な知識」については、子どもを含めたボランティア活動で関わ

る人々との良好な人間関係は欠かせないため，一人のボランティアとして周囲とど

のように接し，働きかけていけばよいか、事例を交えて講義を進めるとよい。個人

と個人，個人と集団の両面から人間関係づくりについて理解を深める内容とする。 

 

②「子どもの理解に関する知識」について 

一般的な子どもの状況についての理解も大切であるが、地域の子どもの特徴等に

ついて話ができる教員等に講師を依頼し、実際に子どもと接するのに役立つような

学習内容とする配慮が必要である。 

また、特別支援教育については、「子どもの状況等についての担当者」とは違う

担当者を充てることが考えられる。しかし、あまりに専門的になり過ぎ、ボランテ

ィアが初めから身構えるようにならない配慮も必要である。 

 

③「学校理解に関する知識」について 

地域の学校の校長等に講師を依頼し、その学校の教育方針や施設についての具体

的な内容を伝えてもらうとよい。ただし、教育方針についてはあまり深入りしない

ような配慮が必要である。また、学校支援ボランティアを扱った写真や映像等を活

用し、具体的なイメージを持ってもらった上で、少し長めの質疑の時間を設定し、

それぞれのボランティアに対する思いの一端を語ってもらうことなど、研修方法に

一工夫があってもよい。 

 

④「コミュニケーション能力に関する技術」について 

「人間関係づくりに必要な知識」に関する講義を踏まえ，一連の流れの中で具体

的な対人関係及びグループ活動の基礎について演習を中心として学ぶ内容とする。

自律的なボランティアグループとして、課題解決能力を高めるような研修となるこ

とが望ましい。 

講師は、専門家や有資格者でなくても、研究会等に所属する教員、教育センター

が主催する研修会等に参加して研修した教員、生涯学習センターが主催する研修会

に参加して研修した社会教育主事（公民館主事）、民間企業の研修担当者などに依

頼してもよい。 

 

（２）研修実施上の課題とそれへの対応 

 実際に研修を企画し実施する場合、その環境条件は地域によってかなり異なること

が予想される。地域の実情にあった対応策を講じる必要があるが、以下では、いくつ

か想定されるケースを挙げながら、対応策を考えてみたい。 

① ボランティア希望者の経験や意欲に差がある場合への対応 

希望者の経験や意欲に応じて研修を企画することは難しい。例えば、講座の受付
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時に簡単なアンケートを配布し、演習のグループ分けの時に考慮したり、意見交換

ができる機会があれば、ボランティア活動や学校支援ボランティア活動の経験が長

い人に積極的な発言を促したりするなどの配慮で対応することができる。また、長

年の活動経験をもつ受講者に対しては、研修の運営に関わってもらうなど、相応の

役割を彼らに期待することもできよう。 

 

② 山間地等の人材が少ない地域で実施する場合の対応 

個々の地域住民に対する呼びかけでは人材が集まりにくい。地域で活動するグル

ープや団体（ＰＴＡ、公民館のサークル、趣味の会、老人会、食生活改善推進協議

会等）、行政団体や地元企業（役場職員、企業・事業所等）へ働きかけるのが効果

的と思われる。また、学校支援ボランティア研修会への参加が少ないことが予想さ

れる場合は、それぞれのグループの会合に出前講座のような形でボランティア研修

を組み込んだり、各種の公民館講座の一部にボランティア研修を組み込むなどの工

夫が有効と思われる。 

 

③ 講師の確保が難しい場合の対応 

できるだけ町内や近隣地域で講師の人材を確保するのが好ましいが、そのために

は、市町村単独で人材を捜すより、近隣市町村教育委員会に範囲を拡大するなど、

広域的にネットワークを作って情報交換をするとよい。 

また、遠方から講師を招く場合も、近隣の市町村で連携し、研修の開催時間の調

整、講師の移動の分業、謝金負担の分担などを行った方が、経済的にも時間的にも

有効となると思われる。 

 

④ 研修のための財源確保が難しい場合の対応 

「学校支援地域本部事業」の経費を有効に活用する方法がある。他にも、文部科

学省の他の事業、他省庁の事業、都道府県事業、民間団体の事業等との連携も考え

られる。 

また、単独で講師を依頼すると謝金・交通費・宿泊費等経費がかかるので、庁内

の他部局との連携（地域づくり事業との連携、地域福祉事業との連携等）、民間団

体との連携（社会福祉協議会、ＮＰＯ法人等）、近隣市町村との連携等によって、

少ない財源で効果的な研修を実施することを検討するのも一策である。 

 

⑤ 研修のための時間の確保が難しい場合への対応 

新たに研修のための時間の確保が難しい場合は、学校支援ボランティアの希望者

が集まる機会を利用して研修を行う、あるいは情報を提供するという方法を検討す

るとよい。その場合、研修のための十分な時間の確保は難しくなるが、学校支援ボ

ランティアのための「ガイドブック」や「パンフレット」を活用し、活動への理解

と参加を呼びかけるだけでも効果を挙げることができるだろう。 

この章では、学校支援ボランティア活動に向けてのモデル研修プログラムを提示

して、その運用についての留意点を述べてきた。これを参考にして、地域の実情に

合わせて、無理がなく、かつ実効性のある企画をぜひ立てていただきたい。 

（野島正也） 
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第６章 学校支援ボランティア活動への期待 
 

１ 「ふるさと」の拠点・学校 

 中学校の若い「地域コーディネーター」は言った－「昭和20年代に地域の人びとが協

力し、この学校のために雑草を抜き砂利を運び運動場をつくった、と聞いたのは私にと

っては衝撃的でした」。 

 たしかに昭和20年代には衣食住も満足でない時期に、保護者や地域住民は学校に出か

け奉仕活動を展開していた。あるいは映画会やバザーを催し寄金を募り、あるいはイナ

ゴを獲ってお金に代え、学校の設備や備品を揃えた。住民による類似の奉仕活動は明治

初期にも見られた。当時も、近代学校をつくるために村人は子どもの教育のために道路

を普請し安普請でも学校を建設した。まだ「ボランティア」という言葉さえなかった時

代である。「おらが学校」のために献身することを厭わなかった。こうした活動で学校が

支えられてきたので、「ふるさと」とは学校を中核としていた。今でも中高年が同窓会で

「一人前」になったことを確認し合う原点は「おらが学校」である。 

 遡れば、このボランティア活動の原型は江戸時代、各地の農漁村や都市でも続けられ

た無尽、頼母子講、結いなどの相互扶助の仕組みにある。貧しい庶民でも講のメンバー

となって少額のお金を提供し、くじに当たればまとまったお金を得ることができた。し

かもメンバー全員がその恩恵に浴するまで繰り返した。私たちは民主主義を標榜しない

時代のこの仕組みを「含み資産」にして今日の地域共同体を形成してきた。 

 しかし、私たちは戦後、この五十数年間、学校教育や社会教育は納税者として行政に

任せ、また生活の物質的な基盤を消費者として企業に任せきりにしてきた。行政や企業

に任せ、地域社会を自発的に形成するべく小さな努力をすることを忘れてしまったので

はないだろうか。「社会の要請」よりも「個人の要望」に応えることを優先する暮しを身

につけてしまった。冒頭の若いコーディネーターが衝撃を受けた所以である。しかし私

たち日本人は講のような自発的な互助の精神を育ててきたのも事実である。かつて住民

同士の「つながり」があり、そのなかで学校教育のために一肌脱ぐ住民がいたのである。

こうして私たちは「ふるさと」を実感していた。 

 この歴史的事実を思い起こすよすがとなるのが、各地で活発になってきた学校支援ボ

ランティア活動である。この活動を住民と行政との協働で新たな「ふるさと」づくりが

期待できるのが「学校支援地域本部事業」である。 

 

２ 社会関係資本の再興 

 昭和20年代や明治初期の学校づくりを支えたのはパットナムの言う「社会関係資本」、

「ソーシャル・キャピタル」（注１）である。それは市民が自発的に金銭的な見返りを求

めることなく活動に参加する社会的な「つながり」である。社会資本とよばれる公共投

資や公共施設ではなく、人間と人間との絆、とりわけ信頼関係を指す。例えばホームパ

ーティ、社交クラブ、宗教団体、労働関連の組織などに人種や年齢や職業を超えて集う

場である。かつてのボーリング場にはだれでも参加できる社交的なリーグがあったのに、

今や、「孤独なボーリング」に興じているとパットナムは問題提起をした。 

 その膨大な実証的研究によれば、例えば社会関係資本指数が高いほど小・中・高の生

徒は標準テストの成績が高い、生徒の在学継続率なども高い。テストの成績や在学率は

人種、経済的な豊かさ、成人の教育水準など多数の要因が考えられるけれども、パット

ナムの分析結果は「社会関係資本」が単独でもっとも有力な説明要因である。 

－ 67 －



 歴史的・文化的・経済的条件が異なるアメリカ社会の分析を日本に適用するのは限界

がある。しかし、社会関係資本指数が高いほどテレビの視聴平均時間が低いなどの傾向

はわが国にも当てはまる。「全国学力・学習状況調査」で「基本的生活習慣」ができてい

る児童・生徒は正答率が高いのである。学力は、教師の力量もさることながら、家庭で

の生活習慣にあるということである。 

 しかし、この生活習慣の形成を現状の家庭に強要はできない。家庭の責任に帰するこ

ともできないし、したところで生産的な解決は困難である。むしろ家庭での生活習慣や

家庭学習を学校がこぞって支援することである。これは「全国学力・学習状況調査」で

トップクラスの秋田県に見られるごとくである。また地域の子どもたちのことを地域社

会の人びとが気づかっていく。企業も保護者の労働条件を改善するなどして支援する。

地域にかかわる人びとがささやかな努力、しばしば小さな犠牲を負っていくしかない。

「三方一両損」の大岡裁きの感覚で小さな犠牲を分有する。こうして得られた「つなが

り」が結局は成果を上げるし、成果が上れば分有の喜びも共有できる。 

 例を挙げよう。木更津市はこの10年あまり学校支援ボランティア推進システムを構築

してきた。子ども－教師－ボランティアが共有する「トライアングル・ハッピネス」を

理念とし学校支援ボランティア活動を活発に展開してきた。支援される人が増えれば支

援したい人も増える相乗効果で、ボランティア登録者も増えている。社会関係資本指数

の一つが確実に向上している。「いいコミュニティ」をつくることが地域のさまざまな問

題を本質的に解決できる可能性があるのである（注２）。 

 

３ ネットワーク行政 

 この「社会関係資本」を強めるには行政支援も欠かせない。教育基本法第13条は指摘

する－「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責

任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」。この地域の「相互の

連携及び協力」にはヒト、教師や親やボランティアなどのヒトだけではない。私たちは

社会教育施設のようなモノ、美術品や動植物などのモノからも学ぶ。図書やＤＶＤなど

のメディアに含まれるコトからも学ぶ。私たちはだれでも善く生きたい、だからだれだ

って学びたいと念じている。学びたがっているからこそ、ヒトだろうがモノだろうがコ

トだろうが、学びの対象となる。とりわけ、このヒト・モノ・コトのネットワークが整

えられていれば学習は活発になる。行政はこのニーズにネットワーク行政で応える必要

がある。 

 かつての学校は「文化の殿堂」であった。学校にしかオルガンや掛け時計はなかった。

第２次大戦後は、公民館も加わった。公民館や学校にしかフォークダンスやソフトボー

ルはなかった。しかし情報化した現代社会では今や、学校も公民館も「文化の殿堂」で

はない。文化は広く行き渡っている。しかし、それは統合的に働いてはいない。もし行

政が学校や公民館などの学習施設を拠点にヒト・モノ・コトのネットワークを形成でき

るならば、まちそのものが学びのキャンパスとなる。出入り自由な広場のような地域社

会に生まれ、育ち、老いることで善く生きることを励まされる。 

 このネットワーキングのためには生涯学習の支援には総合行政が求められる。「放課後

子どもプラン」のように教育行政だけではなく、文部科学省と厚生労働省、教育委員会

と福祉部局とが連携した事業が求められる。地元産業の振興や観光事業の活性化を図る

部局などとの連携も必要だろう。民間企業の力も借りる必要がある。 

 滋賀県では「学校支援地域本部事業」から漏れた学校にも地域の応援団を送るべく、
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「しが学校支援センター」を開設した。ここを拠点に「学校支援地域本部事業」になら

った「学校支援ディレクター」も配置した。ネット上には、住民や企業や団体の知識・

技術が提供できる「学校支援メニュー」を多数、用意して活用できるようにしている。

また「学校支援メニューフェア」を開催し、情報提供をフェイス・トゥ・フェイスの場

でも開催している。これには「売り手よし、買い手よし、世間よし」の「三方よし」を

ミッションとした近江商人の伝統を受け継ぐ企業も参加している。さらには、財団法人・

滋賀県教職員互助会が「学校生き生き活動支援事業助成金」を交付して、多彩なボラン

ティアを学校に送り込んでいる。子どもたちは気象予報士や音楽家や外国人などのユニ

ークなゲスト・ティーチャーの学習に新鮮な喜びを感じている。また高齢のボランティ

ア講師もその成果を発表する機会が与えられ、働きがいを蘇らせている。 

 学校支援ボランティア活動は行政がやるべきことを肩代わりする「ただ働き」だ、と

いう批判がある。金でサービスも商品も買える時代にボランタリーな自発的な活動を期

待するのは無理だ、という批判もある。しかし、これを反駁する現実が拡がっている。

学校支援ボランティア活動がそれである。生涯学習の成果を発揮するべく「出番を待っ

ていた」住民自身もいる。学校支援ボランティアを導入している地域では、そのおかげ

で、慌ただしい学校教育は鎮まり、活性化しつつある。教師はボランティアから新しい

アイディアをもらって授業や生徒指導に専念できるようになった。挨拶を交わすことも

なかったボランティアと児童・生徒とが道端で立ち話をするようになった。 

 「社会関係資本」が「資本」と呼ばれているように、それには経済的な効用もある。

その意味でも「学校支援地域本部事業」など学校支援ボランティア活動の支援は、費用

対効果が上ることが期待できる。 

（白石 克己） 

 

（注１）ロバート・Ｄ・パットナム／柴内康文訳：孤独なボウリング－米国コミュニティ

の崩壊と再生 柏書房 平成18（2006）年。特に第17章を参照 

（注２）「コミュニティ・スクール」の成功例を「社会関係資本」という観点で分析してい

る次の文献がある。 

    金子郁容：日本で「一番いい」学校－地域連携のイノベーション 岩波書店  

平成20（2008）年 

 

－ 69 －



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２０年度 社奉仕活動・体験活動の推進・定着のための研究開発 

 

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 

 

平成２１年３月 

    

       文部科学省 

       国立教育政策研究所 

       社会教育実践研究センター 

 

       〒110-0007 東京都台東区上野公園 12番 43 号 

              TEL （０３）３８２３－０２４１ 

                     FAX （０３）３８２３－３００８ 




	○始め：h20学校支援
	【全文】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-本文＜ホームページ用＞.pdf
	○終わり：h20学校支援


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /00
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /Arisawa-Gyosho
    /Arisawa-Kaisho
    /Artisan-
    /AtillaBold
    /AtillaBoldItalic
    /AtillaCondensedBold
    /AtillaCondensedBoldItalic
    /AtillaCondensedItalic
    /AtillaCondensedNormal
    /AtillaExtendedBold
    /AtillaExtendedBoldItalic
    /AtillaExtendedItalic
    /AtillaExtendedNormal
    /AtillaItalic
    /AtillaNormal
    /AtillaThinBold
    /AtillaThinBoldItalic
    /AtillaThinItalic
    /AtillaThinNormal
    /AtillaWideBold
    /AtillaWideBoldItalic
    /AtillaWideItalic
    /AtillaWideNormal
    /BantyBold
    /BantyBoldItalic
    /BantyItalic
    /BantyNormal
    /BantySBold
    /BantySNormal
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BazookaRegular
    /BeauBold
    /BeauBoldItalic
    /BeauCondensedBold
    /BeauCondensedBoldItalic
    /BeauCondensedItalic
    /BeauCondensedNormal
    /BeauItalic
    /BeauNormal
    /BeauThinItalic
    /BeauThinNormal
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /Blacksmith-
    /BoboBold
    /BoboBoldItalic
    /BoboItalic
    /BoboNormal
    /BoboThinBold
    /BoboThinBoldItalic
    /BoboThinItalic
    /BoboThinNormal
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Bookworm
    /BoulderRegular
    /BowBold
    /BowBoldItalic
    /BowItalic
    /BowNormal
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /Brushstroke
    /BrushStroke26Bold
    /BrushStroke26BoldItalic
    /BrushStroke26Italic
    /BrushStroke26Normal
    /Brushstroke35Bold
    /Brushstroke35BoldItalic
    /Brushstroke35Italic
    /Brushstroke35Normal
    /Burlesque-
    /CableItalic
    /CableNormal
    /CableThinItalic
    /CableThinNormal
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChazBold
    /ChazCondensedBold
    /ChazCondensedBoldItalic
    /ChazCondensedItalic
    /ChazCondensedNormal
    /ChazExtendedBold
    /ChazExtendedBoldItalic
    /ChazExtendedItalic
    /ChazExtendedNormal
    /ChazItalic
    /ChazNormal
    /ChazThinBold
    /ChazThinBoldItalic
    /ChazThinItalic
    /ChazThinNormal
    /ChazWideBold
    /ChazWideBoldItalic
    /Chiller-Regular
    /ChiselBold
    /ChiselBoldItalic
    /ChiselCondensedBold
    /ChiselCondensedBoldItalic
    /ChiselCondensedItalic
    /ChiselCondensedNormal
    /ChiselExtendedBold
    /ChiselExtendedBoldItalic
    /ChiselExtendedItalic
    /ChiselExtendedNormal
    /ChiselItalic
    /ChiselNormal
    /ChiselThinBold
    /ChiselThinBoldItalic
    /ChiselThinItalic
    /ChiselThinNormal
    /ChiselWideBold
    /ChiselWideBoldItalic
    /ChiselWideItalic
    /ChiselWideNormal
    /CircusBold
    /CircusBoldItalic
    /CircusItalic
    /CircusNormal
    /CircusThinBold
    /CircusThinBoldItalic
    /CircusThinItalic
    /CircusThinNormal
    /CircusWideBold
    /CircusWideBoldItalic
    /CircusWideItalic
    /CircusWideNormal
    /CobaltBold
    /CobaltBoldItalic
    /CobaltCondensedBold
    /CobaltCondensedBoldItalic
    /CobaltCondensedItalic
    /CobaltCondensedNormal
    /CobaltExtendedBold
    /CobaltExtendedBoldItalic
    /CobaltExtendedItalic
    /CobaltExtendedNormal
    /CobaltItalic
    /CobaltNormal
    /CobaltThinBold
    /CobaltThinBoldItalic
    /CobaltThinItalic
    /CobaltThinNormal
    /CobaltWideBold
    /CobaltWideBoldItalic
    /CobaltWideItalic
    /CobaltWideNormal
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CupidCondensedItalic
    /CupidCondensedNormal
    /CupidItalic
    /CupidNormal
    /CupidWideItalic
    /CupidWideNormal
    /CurlzMT
    /DCAiG-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAiG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAiG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCAiLineG-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAiLineG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAiLineG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCAiLine-W5-W3-WING-RKSJ-H
    /DCAiLine-W5-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCAiLine-W5-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCAiShadowG-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAiShadowG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAiShadowG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCAiShadow-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAiShadow-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAiShadow-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WING-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCAi-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCCrystalG-W5-WING-RKSJ-H
    /DCCrystalG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCCrystalG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WING-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCCrystal-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHigeMojiG-W5-WING-RKSJ-H
    /DCHigeMojiG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCHigeMojiG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WING-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCHigeMoji-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCHoLeiShoG-W3-WING-RKSJ-H
    /DCHoLeiShoG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCHoLeiShoG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DCHoLeiSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DCInlineG-W5-WING-RKSJ-H
    /DCInlineG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCInlineG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCInline-W5-WING-RKSJ-H
    /DCInline-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCInline-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCKagoMojiG-W12-WING-RKSJ-H
    /DCKagoMojiG-W12-WINP-RKSJ-H
    /DCKagoMojiG-W12-WIN-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WING-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WINP-RKSJ-H
    /DCKagoMoji-W12-WIN-RKSJ-H
    /DCLeiKaiShoG-W5-WING-RKSJ-H
    /DCLeiKaiShoG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCLeiKaiShoG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCLeiKaiSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DCLeiKaiSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DCLeiKaiSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DCYoseMojiG-W7-WING-RKSJ-H
    /DCYoseMojiG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DCYoseMojiG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DCYoseMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushRDG-W12-WING-RKSJ-H
    /DFBrushRDG-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushRDG-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushRDG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFBrushRDG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushRDG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushRD-W12-WING-RKSJ-H
    /DFBrushRD-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushRD-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushRD-W7-WING-RKSJ-H
    /DFBrushRD-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushRD-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W12-WING-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushSQG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W12-WING-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W5-WING-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W9-WING-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFBrushSQ-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftDouG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFCraftDouG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftDouG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftDou-W3-WING-RKSJ-H
    /DFCraftDou-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftDou-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftSumiG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFCraftSumiG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftSumiG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WING-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftSumi-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYuG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYuG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYuG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYuG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYuG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYuG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W7-WING-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFCraftYu-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFCurrencyBd
    /DFCurrencyLt
    /DFFreeRyuSenG-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuSenG-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuSenG-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuSenG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuSenG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuSenG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyusen-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyusen-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyusen-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuSen-W3-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuSen-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuSen-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyouG-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyouG-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyouG-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFFreeRyuyou-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFFuunG-W12-WING-RKSJ-H
    /DFFuunG-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFFuunG-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFFuunG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFFuunG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFFuunG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFFuun-W12-WING-RKSJ-H
    /DFFuun-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFFuun-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFFuun-W7-WING-RKSJ-H
    /DFFuun-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFFuun-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGanShinKeiG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGanShinKeiG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGanShinKeiG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGanShinKei-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGanShinKei-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGanShinKei-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGiHiG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHiG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHiG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicG-EB-WING-RKSJ-H
    /DFGothicG-EB-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicG-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicG-SU-WING-RKSJ-H
    /DFGothicG-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicG-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicG-UB-WING-RKSJ-H
    /DFGothicG-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicG-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W2-WING-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W2-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W2-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicPG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicP-W2-WING-RKSJ-H
    /DFGothicP-W2-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicP-W2-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicP-W3-WING-RKSJ-H
    /DFGothicP-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicP-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicP-W5-WING-RKSJ-H
    /DFGothicP-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicP-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-SU-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoShoG-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoShoG-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoShoG-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothicG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothicG-W4-WING-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothicG-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothicG-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothic-W4-WING-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothic-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothic-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMinchoG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Md-WING-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Md-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-SB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-SU-WING-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-UB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiShoG-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SU-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-UB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyuG-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyuG-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyuG-XB-WIN-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyu-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyu-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyu-XB-WIN-RKSJ-H
    /DFKGothic-Bd-WIN-KSC-H
    /DFKinBunG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKinBunG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBunG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKinBun-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKoInG-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoInG-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoInG-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFKyoKaShoG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKyoKaShoG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKyoKaShoG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKyoKaShoG-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKyoKaShoG-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKyoKaShoG-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiGaSoG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFLeiGaSoG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiGaSoG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiGaSo-W9-WING-RKSJ-H
    /DFLeiGaSo-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiGaSo-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiShoG-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiShoG-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiShoG-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Md-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Md-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-SB-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-SU-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-UB-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothicG-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SB-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SU-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-UB-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-SL-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-SL-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-SL-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMojiG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-SL-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-SL-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-SL-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W3-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoG-SU-WING-RKSJ-H
    /DFMinchoG-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFMinchoG-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoG-UB-WING-RKSJ-H
    /DFMinchoG-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFMinchoG-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoPG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFMinchoPG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFMinchoPG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoPG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFMinchoPG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFMinchoPG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W3-WING-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W5-WING-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WING-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WING-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFOYoJunG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFOYoJunG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFOYoJunG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFOYoJun-W5-WING-RKSJ-H
    /DFOYoJun-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFOYoJun-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPGothic-EB-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1G-SB-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1G-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1G-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W3-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W5-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W9-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1G-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP2G-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOP2G-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP2G-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP2G-W9-WING-RKSJ-H
    /DFPOP2G-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP2G-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP2-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOP2-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP2-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WING-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPClipG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPClipG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPClipG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPClip-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPClip-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPClip-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPCornG-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOPCornG-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPCornG-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPCornG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPCornG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPCornG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPCorn-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOPCorn-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPCorn-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPCorn-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPCorn-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPCorn-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPStencilG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPStencilG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPStencilG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WING-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFPOPStencil-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFPPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLeiAG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFRuLeiAG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLeiAG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLeiAG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFRuLeiAG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLeiAG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLeiA-W5-WING-RKSJ-H
    /DFRuLeiA-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLeiA-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLeiA-W9-WING-RKSJ-H
    /DFRuLeiA-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLeiA-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLeiG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFRuLeiG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLeiG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLeiG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFRuLeiG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLeiG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLei-W5-WING-RKSJ-H
    /DFRuLei-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLei-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WING-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFRyuSekiG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFRyuSekiG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFRyuSekiG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFRyuSeki-W9-WING-RKSJ-H
    /DFRyuSeki-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFRyuSeki-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTenG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFShinTenG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTenG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTenG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFShinTenG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTenG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTen-W5-WING-RKSJ-H
    /DFShinTen-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTen-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WING-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFShinTen-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSinSoG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSinSoG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSinSoG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFSinSo-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSinSo-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSinSo-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFSMGothicG-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFSMGothicG-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFSMGothicG-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoShoG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoShoG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoShoG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGeiG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGei-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKaiShoG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFSoKaiShoG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKaiShoG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKaiSho-W7-WING-RKSJ-H
    /DFSoKaiSho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKaiSho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKingG-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKingG-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKingG-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFSumoG-W12-WING-RKSJ-H
    /DFSumoG-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFSumoG-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFSumo-W12-WING-RKSJ-H
    /DFSumo-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFSumo-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W5-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W7-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W9-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoG-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dingthing2Normal
    /Dingthings3Normal
    /Dingthings4N
    /DingthingsNormal
    /DoodlerNormal
    /Dotum
    /DotumChe
    /Duchess-
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyJS
    /EngravedBold
    /EngravedCondensedBold
    /EngravedCondensedNormal
    /EngravedNormal
    /EngravedThinBold
    /EngravedThinNormal
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /EurasiaBold
    /EurasiaBoldItalic
    /EurasiaCondensedBold
    /EurasiaCondensedBoldItalic
    /EurasiaCondensedItalic
    /EurasiaCondensedNormal
    /EurasiaExtendedBold
    /EurasiaExtendedBoldItalic
    /EurasiaExtendedItalic
    /EurasiaExtendedNormal
    /EurasiaItalic
    /EurasiaNormal
    /EurasiaThinBold
    /EurasiaThinBoldItalic
    /EurasiaThinItalic
    /EurasiaThinNormal
    /EurasiaWideBold
    /EurasiaWideBoldItalic
    /EurasiaWideItalic
    /EurasiaWideNormal
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FujiBold
    /FujiBoldItalic
    /FujiCondensedBold
    /FujiCondensedBoldItalic
    /FujiCondensedItalic
    /FujiCondensedNormal
    /FujiExtendedBold
    /FujiExtendedBoldItalic
    /FujiExtendedItalic
    /FujiExtendedNormal
    /FujiItalic
    /FujiNormal
    /FujiThinBold
    /FujiThinBoldItalic
    /FujiThinItalic
    /FujiThinNormal
    /FujiWideBold
    /FujiWideBoldItalic
    /FujiWideItalic
    /FujiWideNormal
    /FusiBold
    /FusiBoldItalic
    /FusiCondensedBold
    /FusiCondensedBoldItalic
    /FusiCondensedItalic
    /FusiCondensedNormal
    /FusiExtendedBold
    /FusiExtendedBoldItalic
    /FusiExtendedItalic
    /FusiExtendedNormal
    /FusiItalic
    /FusiNormal
    /FusiThinBold
    /FusiThinBoldItalic
    /FusiThinItalic
    /FusiThinNormal
    /FusiWideBold
    /FusiWideBoldItalic
    /FusiWideItalic
    /FusiWideNormal
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GastonBold
    /GastonBoldItalic
    /GastonExtendedItalic
    /GastonExtendedNormal
    /GastonItalic
    /GastonNormal
    /GastonWideItalic
    /GastonWideNormal
    /Gautami
    /GenevaBlck-
    /GenevaBlck-Oblique
    /Geneva-Bold
    /Geneva-BoldOblique
    /GenevaCmpr-
    /GenevaCndn-
    /GenevaLght-
    /GenevaLght-Oblique
    /GenevaNrw-
    /GenevaNrw-Bold
    /GenevaNrw-BoldOblique
    /GenevaNrw-Oblique
    /Geneva-Oblique
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GhandiBold
    /GhandiBoldItalic
    /GhandiCondensedBold
    /GhandiCondensedBoldItalic
    /GhandiCondensedItalic
    /GhandiCondensedNormal
    /GhandiItalic
    /GhandiNormal
    /Gigi-Regular
    /GiliganExtraBold
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Greco-Bold
    /GreekBold
    /GreekBoldItalic
    /GreekItalic
    /GreekNormal
    /GroovyNormal
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Gyoseki-Gyosho
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Hippo-
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /Ironclad-
    /Istanbul
    /Jokerman-Regular
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /JuiceITC-Regular
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /KeystoneNormal
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LiberateBold
    /LiberateExtendedBold
    /LiberateExtendedNormal
    /LiberateNormal
    /LiberateWideBold
    /LiberateWideNormal
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Map-Symbols
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /Mistral
    /MnC2-M33
    /MnC2-M50
    /MnC2-M75
    /MnC2-Mzn
    /MnC2V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnC3-M33
    /MnC3-M50
    /MnC3-M75
    /MnC3-Mzn
    /MnC3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnC4-M33
    /MnC4-M50
    /MnC4-M75
    /MnC4-Mzn
    /MnC4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnC5-M50
    /MnC5-M75
    /MnC5-Mzn
    /MnC5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnC6-M50
    /MnC6-M75
    /MnC6-Mzn
    /MnC6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnC7-M50
    /MnC7-M75
    /MnC7-Mzn
    /MnC7V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnC8-M50
    /MnC8-M75
    /MnC8-Mzn
    /MnC8V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCA2-M50
    /MnCA2-Mzn
    /MnCA2-P50
    /MnCA2-P84
    /MnCA2V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCA3-M50
    /MnCA3-Mzn
    /MnCA3-P50
    /MnCA3-P84
    /MnCA3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCA4-M50
    /MnCA4-Mzn
    /MnCA4-P50
    /MnCA4-P87
    /MnCA4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCA5-M50
    /MnCA5-Mzn
    /MnCA5-P50
    /MnCA5-P87
    /MnCA5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCA6-M50
    /MnCA6-Mzn
    /MnCA6-P50
    /MnCA6-P88
    /MnCA6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCA7-M50
    /MnCA7-Mzn
    /MnCA7-P50
    /MnCA7-P88
    /MnCA7V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCA8-M50
    /MnCA8-Mzn
    /MnCA8-P50
    /MnCA8-P91
    /MnCA8V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCB2-M50
    /MnCB2-Mzn
    /MnCB2-P50
    /MnCB2-P72
    /MnCB2V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCB3-M50
    /MnCB3-Mzn
    /MnCB3-P50
    /MnCB3-P72
    /MnCB3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCB4-M50
    /MnCB4-Mzn
    /MnCB4-P50
    /MnCB4-P74
    /MnCB4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCB5-M50
    /MnCB5-Mzn
    /MnCB5-P50
    /MnCB5-P74
    /MnCB5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCB6-M50
    /MnCB6-Mzn
    /MnCB6-P50
    /MnCB6-P75
    /MnCB6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCB7-M50
    /MnCB7-Mzn
    /MnCB7-P50
    /MnCB7-P75
    /MnCB7V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnCB8-M50
    /MnCB8-Mzn
    /MnCB8-P50
    /MnCB8-P78
    /MnCB8V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnChA6-P50
    /MnChA6-P85
    /MnChA8-P50
    /MnChA8-P85
    /MnChB6-P50
    /MnChB6-P85
    /MnChB6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnChB8-P50
    /MnChB8-P88
    /MnChB8V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnChC6-P50
    /MnChC6-P70
    /MnChC8-P50
    /MnChC8-P73
    /MnChD6-P75
    /MnChD6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnChD8-P77
    /MnChD8V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnChE6-P60
    /MnChE8-P62
    /MnChF6-P60
    /MnChF8-P62
    /MnG3-M33
    /MnG3-M50
    /MnG3-M75
    /MnG3-Mzn
    /MnG3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnG4-M33
    /MnG4-M50
    /MnG4-M75
    /MnG4-Mzn
    /MnG4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnG5-M50
    /MnG5-M75
    /MnG5-Mzn
    /MnG5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnG6-M50
    /MnG6-M75
    /MnG6-Mzn
    /MnG6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpA3-Mzn
    /MnIpA3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpA5-Mzn
    /MnIpA5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpB3-M50
    /MnIpB3-Mzn
    /MnIpB3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpB5-M50
    /MnIpB5-Mzn
    /MnIpB5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpC2-Mzn
    /MnIpC2V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpC3-Mzn
    /MnIpC3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpD3-M50
    /MnIpD3-M75
    /MnIpD3-Mzn
    /MnIpD3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpD4-M50
    /MnIpD4-M75
    /MnIpD4-Mzn
    /MnIpD4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpD5-Mzn
    /MnIpD5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpE3-M50
    /MnIpE4-M50
    /MnIpF3-M50
    /MnIpF4-M50
    /MnIpFA-M50
    /MnIpFB-M50
    /MnIpG3-M50
    /MnIpG4-M50
    /MnIpH3-M50
    /MnIpH4-M50
    /MnIpI3-M50
    /MnIpI4-M50
    /MnIpJ1-M50
    /MnIpJ3-M50
    /MnIpK2-M50
    /MnIpK2-M75
    /MnIpK3-M50
    /MnIpK3-M75
    /MnIpL3-M75
    /MnIpM1-M50
    /MnIpN3-M50
    /MnIpO5-M50
    /MnIpP7-M50
    /MnIpQ3-M50
    /MnIpR4-M50
    /MnIpS3-M50
    /MnIpT2-M50
    /MnIpT4-M50
    /MnIpT6-M75
    /MnIpU5-M75
    /MnIpV2-M75
    /MnIpV5-M75
    /MnIpW2-M50
    /MnIpX4-M50
    /MnIpY9-P82
    /MnIpY9V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnIpZ1-M33
    /MnIpZ1-M50
    /MnIpZ1-M75
    /MnIpZ1-Mzn
    /MnIpZ1V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnK2V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnK3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnK4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnM2-M33
    /MnM2-M50
    /MnM2-M75
    /MnM2-Mzn
    /MnM2V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnM3-M33
    /MnM3-M50
    /MnM3-M75
    /MnM3-Mzn
    /MnM3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnM4-M33
    /MnM4-M50
    /MnM4-M75
    /MnM4-Mzn
    /MnM4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnM5-M50
    /MnM5-M75
    /MnM5-Mzn
    /MnM5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnM6-M50
    /MnM6-M75
    /MnM6-Mzn
    /MnM6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnMr2-M33
    /MnMr2-M50
    /MnMr2-M75
    /MnMr2-Mzn
    /MnMr2V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnMr3-M33
    /MnMr3-M50
    /MnMr3-M75
    /MnMr3-Mzn
    /MnMr3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnMr4-M33
    /MnMr4-M50
    /MnMr4-M75
    /MnMr4-Mzn
    /MnMr4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnMr5-M50
    /MnMr5-M75
    /MnMr5-Mzn
    /MnMr5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnMr6-M50
    /MnMr6-M75
    /MnMr6-Mzn
    /MnMr6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnMr7-M50
    /MnMr7-M75
    /MnMr7-Mzn
    /MnMr7V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnMr8-M50
    /MnMr8-M75
    /MnMr8-Mzn
    /MnMr8V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnT2V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnT3V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnT4V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnT5V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /MnT6V-Mzn-83pv-RKSJ-H
    /Modern
    /ModernBlck-
    /ModernBold
    /ModernBoldOblique
    /ModernOblique
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MotoyaCedar-W2-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W2-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W2-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W6-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W6-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W6-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W8-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W8-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaCedar-W8-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W5-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W5-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W5-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W6-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W6-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaGothic-W6-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaLGyosyo-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaLGyosyo-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaLGyosyo-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaLOkai-W5-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaLOkai-W5-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaLOkai-W5-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaLReisyo-W2-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaLReisyo-W2-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaLReisyo-W2-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W2-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W2-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W2-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W6-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W6-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W6-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W8-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W8-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMaru-W8-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W2-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W2-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W2-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W3-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W4-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W5-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W5-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W5-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W6-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W6-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaMincho-W6-90ms-RKSJ-H
    /MotoyaSeikai-W3-90mskp-RKSJ-H
    /MotoyaSeikai-W3-90msp-RKSJ-H
    /MotoyaSeikai-W3-90ms-RKSJ-H
    /MP-16DOT
    /MP-16SYS
    /MP-OriginalGaiji
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MtAlexandria-Bold
    /MtAlexandria-Light
    /MtAlexandria-Medium
    /MtBaskerville-Bold
    /MtBaskerville-Bold-It
    /MtBaskerville-Regurar
    /MtBaskerville-Regurar-It
    /MtBrush
    /MtBrush-Bold
    /MtCentury-Bold
    /MtCentury-Bold-It
    /MtCentury-Old
    /MtCentury-Old-It
    /MtCopperplate-Bold
    /MtCopperplate-Medium
    /MT-Extra
    /MtFutura-Bold
    /MtFutura-Light
    /MtFutura-Medium
    /MtGothic-Bold
    /MtGothic-Bold-It
    /MtGothic-Medium
    /MtGothic-Medium-It
    /MtGothic-Mono
    /MtMaryScript
    /MtMincho-Mono
    /MtnCentury-Bold
    /MtnCentury-Bold-It
    /MtnCentury-Light
    /MtnCentury-Light-It
    /MtnCentury-Medium
    /MtnCentury-Medium-It
    /MtnGothic-Bold
    /MtnGothic-Medium
    /MtRoma-Bold
    /MtRoma-Bold-It
    /MtRoma-Regurar
    /MtRoma-Regurar-It
    /MtRoseScript
    /MtSpectra-Bold
    /MtSpectra-Bold-It
    /MtSpectra-Regurar
    /MtSpectra-Regurar-It
    /MtTimes-Bold
    /MtTimes-Bold-It
    /MtTimes-Regurar
    /MtTimes-Regurar-It
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /NewGulim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NinepinBold
    /NinepinBoldItalic
    /NinepinItalic
    /NinepinNormal
    /NorwayCondensedItalic
    /NorwayCondensedNormal
    /NorwayItalic
    /NorwayNormal
    /NorwayThinItalic
    /NorwayThinNormal
    /NorwayWideItalic
    /NorwayWideNormal
    /Notes
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OCRB
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OptaneBold
    /OptaneExtraBold
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /PressWriterSymbols
    /Pristina-Regular
    /PtDingbats2
    /Quill
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Reporter-
    /Reporter-Bold
    /Reporter-BoldOblique
    /Reporter-Oblique
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Script-
    /Script33Normal
    /Script92Normal
    /ScriptMTBold
    /Shadow
    /Shonan-Gyoshotai
    /ShowcardGothic-Reg
    /Showtime-
    /Shruti
    /Signboard
    /SignsNormal
    /SimHei
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /SojournBold
    /SojournBoldItalic
    /SojournItalic
    /SojournNormal
    /SteamerRegular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Symbols
    /Symbols7Normal
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /Theatre
    /TimeItalic
    /TimeNormal
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tsar
    /TsarHeavyNormal
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypekeysNormal
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /Y.OzFontN4
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




