
熊毛中学校寺子屋

1  目  白勺

地域 ぐるみで子 どもたちの学ぶ機会 を保障 し、学力向上を図るとともに、多様なふれ

あいを通 して

'ど
tDた ちが地域の豊かな人間関係の中で育つ ことができるようにす る.

2 主 催

熊毛中学校学校運営協議会 (会長 :太 田良充 )

熊毛中学校 (校長 :川 畑誠治 )

3 会 場

各小学校 区の市民セ ンター (三丘市民セ ンター、高水市民セ ンター、勝間市民セ ンタ

ー、大河内市民セ ンター、鶴い こいの里交流セ ンター )

4  日  日寺

テス ト週間中の土曜 日 (5/27、 6/24、 10/7、 11/25、 2/24)9:00～ 11:30

夏季休業 中 (8′
/20、 8/24)9100～ H:30

5 ボランテ ィア依頼者

高校生 (熊毛地 区在住 )、 山口大学学生、徳 山大学学生、徳 山工業高等専門学校学生、

本事業の趣 旨を理解 し支援 していただける地域住民

6 実施内容

熊毛中学校生徒 (希望者)のテス ト勉強の支援 (生徒の質問に適宜応 える)。

熊毛中学校 区児童 (希望者)の勉強の支援

7 参加者数

開催 日 会 場 参加児童生徒数 参加 ボランテ ィア数

5月 26日 (土 ) 5会場 中学生 37 13

6月 24日 (土 ) 5会場 中学生 27、 小学生 17 15

8月 20日 (月 ) 5会場 中学生 8 4

8月 24日 (金 ) 5会場 中学生 8 5

10月  6日 (土 ) 5会場 (台 風接近のため中止 )

11月 25日 (土 ) 2会場 中学生 23、 小学生 14 11

2月 23日 (土 ) 5会場 中学生 19、 小学生 8 7



8 参加者感想

(1)生徒

○家でや るよ り集 中 してで きた。地

域 の人 た ちに も 「大丈 夫 ?」 「分 か

る ?」 と気 にかけて くれ て、す らす

らと進 /レ だ。私は、土曜寺子屋 に来

て 3回 目だけ ど、次回 もまた来たい。

0家にいて もあま り勉強 を していな

かったので、今 日来て よかった と思

いま したc家で も頑 張 ろ うと思いま

した。

2)指導者 (ボ ランテ ィア )

O中 学生は、熱心に学習 していた。

サポー ター は多いが、子 どもの参加

を増やす努力を していきたいっ

○真貪1に授業 に取 り組 んでい る生徒

の姿は凄 いc基礎学力 を十分 に身に

付 けて レベ ルア ップ してほ しいじ教

える側 も努 力が必、要 である.時々、

食事会 を開いて全員 で交流会 も大り]

なのではないだろ うか。

9 成果と今後の課題

実施 5年 目とな り、昨年度か ら会場

を中学校か ら各公民館 に移動 し、小学

生 tD参 加 させている.コ ーデ イネータ

ーのおかげでボランテ ィアの確保 もス

ムーズにできるようになってきた。地

域で出会つたボランティアに生徒が気

軽にあい さつをした り、声をかけた り

する場面が多 くあ り、年々、地域 ぐる

みで子 どt)を 育てる機運の醸成に役立

っているように感 じる。

また、教育会か らのご支援により、

学習支援ボランティアの方々に湯茶を

準備できた り、交通費の支給へのめどがついた りして、気持ちよく子 どもたちに接 して

いただく環境が整ってきた。来年度は、地域の子 どもたちや大人の声を聞き、学習に参

加する子 どもたちを増やす工夫を行い、子 どもたちが地域の豊かな人間関係の中で育つ

環境づくりを充実させていきたい。

高水市民センター

鶴いこいの里交流センター


