
学校教育活動支援部門

（敬称略）

江戸川区 鹿本小学校学校応援団

学習支援において、算数や書写、生活、社会、家庭
科、図工と幅広く実施。その他にも登下校の見守り
や各学級での読み語り、学校図書館の本の整理や装
飾、運動会、子鹿フェスタの手伝い、防災体験お泊
り会等を行っている。

江戸川区 江戸川小学校学校応援団
登下校の見守りによる安全確保、藤棚や学校園の整
備等を通しての学習環境の維持・向上、その他授業
の実習支援等を行っている。

活動地域 団体及び個人名 活動内容

文京区 金富小学校　学校支援地域本部
毎日の登下校の見守り、学校図書館の整備や本の読
み聞かせ、防災宿泊体験補助等の学校行事支援を
行っている。

江戸川区

江戸川区

江戸川区

文京区

江東区

江東区

荒川区

竹の塚中学校ＰＴＡＯＢ会

花澤　曜聿

伊藤　正治

足立区

葛飾区

葛飾区

音羽中学校　学校支援地域本部

ぶっく・まま

深川第一中学校地域学校協働本部

田中　久仁明

本の読み聞かせや学校図書館の整備、植物栽培活動
を行っている。なかでも菊づくり体験活動は特色あ
る活動となっている。

部活動補助や外部指導員の依頼、職業講話や職場体
験等のコーディネート活動のほか、環境整備活動や
学校行事支援を行っている。

子供たちの読書環境を整えるため、学校図書館「本
の森」の本の修理、おすすめ本の展示、季節に合わ
せた壁面の装飾、しおりづくり等を行っている。

昔遊びやミニ百人一首大会等の伝統や文化に関する
こと、習字教室、交流を深める内容として文化祭の
装飾づくりやスポーツ教室を行っている。

令和２年度　学校活動支援団体等に対する東京都教育委員会感謝状贈呈団体等

取組内容一覧

登下校の見守りや全学級への読み聞かせ、学校図書
館の本の修理・書架の整頓、環境整備等を行ってい
る。

文京区 湯島小学校　学校支援地域本部

子供たちの体験教室や学校が推進するボランティア
活動にて、活動場所の確保や活動のお手伝い、また
地域の美化推進活動を行っている。

戦争時に学童疎開した経験があり、その縁で当該校
と疎開先の小学校(他県)との交流事業が設けられ
た。両校との交流による地域学習支援や戦時中の学
童疎開の講話活動を行っている。

戦争時に学童疎開した経験があり、その縁で当該校
と疎開先の小学校(他県)との交流事業が設けられ
た。両校との交流による地域学習支援や戦時中の学
童疎開の講話活動を行っている。

登校時の見守りや朝読書時の読み語り、学校図書館
の整備、その他盆踊り指導や灯篭流し教室、昔遊び
教室を行っている。

登校時の見守りや本の読み聞かせ、図書の整備、蓮
田の栽培活動においては、蓮田の維持管理や児童の
栽培活動・収穫の支援などを行っている。

全学級への読み聞かせの実施、本の修理や図書整
備、登下校時の見守り、その他災害対策のためのサ
マーキャンプや学級指導補助等を行っている。

平井南小学校学校応援団

東小松川小学校学校応援団

南葛西第三小学校学校応援団

瑞江小学校学校応援団

３０年以上にわたり、当該校のマーチングバンド活
動で生徒及び教員への指導や保護者への啓発活動を
行っている。

江戸川区



学校教育活動支援部門

（敬称略）

羽村市 羽村西小学校親子読書
子供たちの興味・関心や年中行事・季節に合わせた
絵本の読み聞かせ、紙芝居、語りなどの活動をして
いる。

多摩市 つくしんぼ文庫
昔話の語りを柱に、絵本・詩・わらべ歌で構成する
お話会を実施している。

多摩市 多摩市国際交流センター

希望のあった市内小中学校に、在住外国人講師を派
遣し、各国の文化や慣習の紹介、調理実習など国際
理解の促進をしている。また、外国人児童・生徒に
日本語指導等を実施している。

三鷹市 心のふるさとネットワーク

市立第六小学校で、朝の読み聞かせや校外学習のサ
ポート、英語、算数、家庭科、図工等の学習支援等
を行っている。また、クラブ活動やイベント、体験
活動を実施している。保護者・地域住民とのふれあ
いを通して、子供たちに地域・学校を愛する広く温
かい心を育てている。

落合地区地域学校協働本部

授業・学習活動や部活動、花壇整備、地域行事等の
支援を行っている。地域人材を活用した地域未来塾
や留学生を学校に招いて児童と行う国際交流、児童
がゴミ出しボランティアとして地域の高齢者宅を訪
問する活動が代表的。

三鷹市
南浦小学習サポートネットワーク

「みな☆サポ」

年間４０回以上の授業サポートやスキルアップ教室
（放課後補習）の実施、毎週の朝読書タイムの読み
聞かせ活動や鼓笛隊の楽器練習の指導補助等を行
い、保護者・地域住民とのふれあいを通して青少年
の育成に貢献している。

小平市 一中コーディネーター部会

キャリア教育支援では、職場体験学習の前段階とし
て行う「ジョブスクール」の企画や講師選定のコー
ディネート等をしている。放課後学習教室では、英
語・数学等の学習支援を行っている。

福生市 德永　喜昭
2校の学校の放課後子供教室において、児童に読み
聞かせを行っている。

多摩市

八王子市 野田　里美
図書ボランティアとして、木曜日の休み時間に読み
聞かせを行っている。また、図書室に季節に合わせ
た掲示を行うなど環境整備を行っている。

八王子市 長谷　かつゑ
図書ボランティアとして、春・夏・冬の長期休業中
に、図書担当教員・図書司書の支援や、図書室の蔵
書の整理と環境整備を行っている。

江戸川区 春江中学校学校応援団

学校の伝統行事のジャガイモの種植えから収穫まで
をサポートしている。また、日常の農園手入れや維
持管理、学校図書館開放、学校行事時の警備も行っ
ている。

八王子市 上島　真理子
図書ボランティアとして、春・夏・冬の長期休業中
に、図書担当教員・図書司書の支援や、図書室の蔵
書の整理と環境整備を行っている。

活動地域 団体及び個人名 活動内容

江戸川区 松江第一中学校学校応援団

地場産業であった蓮の種植え、栽培、収穫の一連の
作業を生徒と共に実施し、江戸川区の伝統の学びを
支援している。また、放課後の図書室開放運営や館
内整備等を行っている。

江戸川区 篠崎第五小学校学校応援団

田んぼや竹林を有する学校農園の整備や栽培計画を
立案し、自然観察活動や食育活動における学習環境
を整備している。また、本の読み聞かせや学校図書
館の整備等も行っている。

江戸川区 南小岩小学校学校応援団

本の読み聞かせや学校図書館の整備。また、プール
からヤゴの救出（ヤゴ救出大作戦）等の環境体験学
習の企画運営や花壇整備、登校の見守り等の活動を
行っている。



環境整備支援部門

（敬称略）

学校安全支援部門

（敬称略）

活動地域 団体及び個人名 活動内容

小平市 花とみどり・１２
児童の委員会と連携し、花の植え込みや手入れ、水や
りなどを一緒に行っている。また、長期休業中に花の
水やりをするなど環境整備をしている。

活動地域 団体及び個人名 活動内容

練馬区 光が丘夏の雲小避難拠点運営連絡会
避難拠点連絡会と区拠点要員及び学校避難拠点要員の
連携強化のため、月１回の定例会で、防災備蓄庫の点
検や安否確認訓練、宿泊体験訓練の活動をしている。

足立区 竹の塚小学校開かれた学校づくり協議会

毎朝の挨拶当番や交通量の多い交差点での交通安全指
導を行っている。また、将棋教室や茶道教室、落語教
室など、日本の伝統的文化について学ぶ機会を提供し
ている。

八王子市 苅部　榮壽
毎朝、登校する児童たちを見守り、指導や注意を行う
など、児童たちの安全支援をしている。

八王子市 草間　清
毎朝、登校する児童たちを見守り、指導や注意を行う
など、児童たちの安全支援をしている。

八王子市 山岡　敏夫
毎朝、登校する児童たちを見守り、指導や注意を行う
など、児童たちの安全支援をしている。

八王子市 山﨑　秀男
毎朝及び下校時、交通量の多い交差点で児童たちを見
守り、指導や注意を行うなど、児童たちの安全支援を
している。

小平市 舟橋　寛
平日の放課後に通学路で声掛けを行い、児童が安全に
下校できるよう支援している。

清瀬市 三小円卓会議
児童の登下校の見守りや通学路上の破損個所を見つ
け、市や警察に連絡を取るなど、児童の安全支援をし
ている。また、月に2回夜の地域巡回も行っている。

あきる野市 屋城小学校　防犯・安全ボランティア

登下校の見守り活動を平成１８年からほぼ毎日続けて
いる。不審者情報等への迅速な対応や危険個所の点
検、地域安全マップ作成への協力など、学校や警察と
連携し、地域の交通安全や防犯活動を行っている。



地域における児童・生徒の育成活動部門

（敬称略）

町田市
玉川学園・南大谷地域

フラッグアート実行委員会

小学校（2校）で約80枚、中学校（1校）で約40枚、大
学（1校）で10枚、計約130枚のフラッグ制作の補助を
している。また、作成されたフラッグを遊歩道や商店
街に展示している。

西東京市 西東京市青少年育成会　向台けやき会

校内の複数の花壇等に、時季に応じた花の選定及び植
栽を定期的に行っている。また、地域音楽会や児童館
夏祭り、歩け歩け大会等のイベントを企画・実施して
いる。

八王子市
鑓水小学校地区

放課後子ども教室推進委員会

放課後子ども教室にて、校庭での自由遊びや学習補助
のほか近隣の中学校の武道場を借りた剣道体験等、伝
統文化を意識したプログラムも実施している。

八王子市 植松　日出男

第二地区さわやか健康スポーツ推進連絡会活動のス
ポーツ教室（ミニテニス・グラウンドゴルフ等）や、
地区行事（ヘルシーウォーキング・ニコニコ運動会
等）、共催行事（学校清掃とラジオ体操）などの活動
を行っている。

八王子市
第四小学校地区

放課後子ども教室推進委員会

放課後子ども教室にて、校庭での自由遊びや主に宿題
の補助指導を行うほか、不定期にドローン、英語、プ
ログラミング等の「ワクワク体験教室」を開催してい
る。

八王子市
秋葉台小学校地区

放課後子ども教室推進委員会

放課後子ども教室にて、校庭での自由遊びのほか、一
輪車や大縄、竹馬等の遊び全般の指導を行い、遊具の
リクエストがあれば、なるべく取り入れている。

練馬区 下石神井小学校応援団

学校の授業終了後、児童の安心、安全な居場所づくり
として、遊びや学習の見守りを行っている。また、Ｎ
ＰＯ法人団体と連携して、イベントの企画・実施をし
ている。

練馬区 大泉南小学校応援団

校庭開放部とひろば事業スタッフが協力して、児童が
安全に過ごすための見守り活動や遊び相手を務めてい
る。図書館開放部では、絵本の読み聞かせや小物の手
作り教室を行っている。さらに、体育館開放部も加
わって、応援団まつりを実施している。

板橋区 板橋第一中学校開放協力会

当該校の校庭や体育館等を利用して、放課後学習教室
や防災教室を実施。イベント活動では、ひまわりの種
まき体験、カヌー体験、集団面接教室を実施してい
る。

練馬区 光が丘夏の雲小学校応援団
学校の授業終了後、校庭や体育館等で児童の自主遊び
や自主学習の見守り、体育館開放事業を行っている。

板橋区 金沢小学校開放協力会

当該校の校庭や教室等を利用して、パソコン教室や囲
碁将棋テーブルゲーム教室等を実施。イベント活動で
は、救命救急教室や走り方教室、茶道教室等を実施し
ている。

板橋区 上板橋第四小学校開放協力会
当該校の校庭や教室等を利用して、放課後学習教室や
防災教室を実施。イベント活動では、ひまわりの種ま
き体験やカヌー体験、集団面接教室を実施している。

板橋区 志村坂下小学校開放協力会

当該校の校庭や体育館等を利用して、バドミントン教
室や実験教室、卓球教室、外遊び教室を実施。イベン
ト活動では、オータムキャンプや芋ほり、障害物レー
ス等を実施している。

板橋区 北前野小学校開放協力会
当該校の校庭や体育館等を利用して、ドッジボール教
室やサッカー教室を実施。イベント活動では、遊びの
会やラジオ体操、もちつきを実施している。

活動地域 団体及び個人名 活動内容

板橋区 志村第二小学校開放協力会
当該校の校庭等を利用して、サッカー教室や野球教室
を継続的に実施。イベント活動では、夏まつりやお楽
しみ会、サイエンス教室を実施している。


