地域のボランティアスクール

こんな学校があってもいいかも

(既存の教育にとらわれない学校)

ひまわりは、さつきが丘小学校の元校長が開設した全員が手弁当のボランティアスクー
ル (私塾)です。 「公立学校で苦戦する子どもたちを公立学校ではできない手法で支

横浜みどりの学校ひまわり
２０２１年３月号

援する」 「地域の子どもは地域で育てる」「金のかからない教育の実践」 などを揚げ

No.４6

て、９年前に開設されました。

善意と熱意のみで運営される地域の学校
－設立 10 周年を目前にしてー

校長

渡辺

正彦

本年 6 月で設立 10 年を迎える「横浜みどりの学校ひまわり」は、校長の私が横浜市立さつきが丘
小学校の校長に就任した 19 年前にその構想が芽生えておりました。
校長室を休み時間に開放すると、楽しいはずの学校の中で身の置き場のない子ども達が沢山やって来ま
した。彼等は校長と技術員（用務員）手作りのゲーム機に時間つぶしのように向かい続けていました。
さらに驚いたことに校長の私とは会話をするものの、居合わせる子ども同士の会話は皆無でした。
一番楽しいはずの休み時間、自由を友達と謳歌できる大切な休み時間が彼らにとって一番の苦痛な時間だ
ったのです。
学校には、今まで私が接してきた多くの子ども達とは行動も趣も異なる少数の子ども達が存在する事を
その時に校長として再確認しました。以来、学校をあげて少数派の子ども達を視野に入れた学校経営に専念
しました。1 時間の授業に集中が持続できない子どもには、廊下に段ボールハウスを作り、クールダウンや
息抜きの場にしたり、校内に独自の通級指導教室（通常は一般の教室で学習をするが、必要に応じて個性や
障害に応じた指導をする。横浜市では各校の設置はなく、数校に一つ設置）、校長室ホットラインなどを
新たに設置するなど可能な限りの対応を試みました。
かくして、私の 9 年間にわたるさつきが丘小学校校長の勤務は終了しました。退職を前にした地域の方々
への報告会では、学校における少数派の子ども達への非力さを認め悔やむことになりました。公立学校下で
の限界も。そんな時に参加者の方々から「校長がそんなに悔やんでいるなら自分で学校を作ってはどうか。
俺たちも応援するから」との声が上がり、
「横浜みどりの学校ひまわり」が設立されました。
金も知力もない人間の学校経営は厳しく、新聞広告の裏紙を利用しての学習指導でした。地域の方々より
幾度となく頂いた封筒の支援を前に涙がこぼれました。「貧しさの中に本当の教育があるんだ」などと自分
を励まして、騙しての日々でした。
あれから間もなく 10 年、今も変わらず地域の皆様の支援を受けて学校は続いております。この 10 年、
決して飛躍的発展ではないが、少数派の子ども達にとって、
「無くてはならない小さな学校」を目指して。
本校の子ども達は、
「まんべんない学力」には苦手ですがある分野に秀でた子ども達です。英語検定 4 級
が不合格で 3 級合格の子どももおります。
日本の教育は、明治以来全てにバランス良く優れた子どもの育成を目標になされてきました。いわゆる
ジェネラリスト育成です。ひまわりの教育はそれとは違いスペシャリスト育成教育が主眼です。
因みにこれからの公教育は子どもの個性に応じてジェネラリスト、スペシャリスト双方の育成に対応
できる柔軟な教育姿勢が必要だと考えます。
創立 10 年を迎えるボランティアスクール横浜みどりの学校ひまわりには、今日も手弁当のボランティア
の善意と熱意が熱く行き交います。片道 600 円もの交通費をかけて来校する学生ボランティアには、交通費
の補助をと思いますが、
「ボランティアは人のためだけではなく自分のためだ、金をかけてでもボランティ
アを」と言う奇妙？な校長の呼び掛けに応じて、今日も高校生ボランティアが来校します。

令和 3 年度に向けて
オンライン指導本格的に導入
一向に出口の見えないコロナ禍にあって、本校では昨年からオンラインによる子支援を導入して
おり、実績を重ねるにしたがい指導者も生徒もオンラインによる効果的な活動ができるようになりま
した。オンラインによる活動はコロナ騒動が収まった後も不登校児童・生徒でひまわりにさえも登校
できない子どもや遠隔地の子どもを対象に継続する方針です。コロナ禍による思わぬ産物です。

◆オンライン活動の内容◆
・学習指導

・フリートーキング（コミュニケーション能力育成活動）

・囲碁 1・将棋指導
・ゲーム交流（ソーシャルスキル構築活動）
・カウンセリング（計画中）

ひまわり新組織

校長講演会

新年度を控えて、新旧役員の引継ぎと新組織

昨年末の江東区役所の講演に続いて、校長

（役員）が決定しました。

先生がたまプラーザにて地域団体の依頼を

新組織は以下の通りです。

受けて講演を行います。一般の方々の聴講

◇教務 ◇庶務 ◇会計 ◇広報 ◇財務

はできないのが残念です。

◇工務 ◇農務 ◇飼育 ◇フードバンク
各役員の活躍が期待されます。

演題「学校教育からはみ出た子ども達」

子ども達を支援するボランティアの皆さん（抜粋）
◆A さん（男性） 70 代

元自治会長 ・・・オンライン指導、囲碁、学習

◆B さん（男性）

元私立高校副校長 ・・・学習指導（理系）

80 代

◆C さん（女性） 10 代

女子大学生 ・・・見守り、学習、ソーシャルスキル

◆D さん（男性） 40 代

出版会社勤務 ・・・支援金、IT

◆E さん（女性）

10 代

女子高校生 ・・・見守り、学習、相談

◆F さん（女性）

60 代

公認心理士 ・・・カウンセリング、見守り

◆G さん（男性）

60 代

元塾経営者 ・・・学習（総合）

◆H さん（女性） 40 代

書籍編集者 ・・・学習（総合）

◆I さん（女性）

元療育センターｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ ・・・広報

40 代

◆J さん（男性） 60 代

元児童相談所職員 ・・・総合指導

◆K さん（男性） 20 代

大学生 ・・・総合指導

◆L さん（男性） 60 代

元航空機整備士 ・・・営繕・農業

※他に約 15 名の方々が活躍中

ボランティア
募集中

今月のトピックス
2. フードバンク提供食材
1.

の有効活用

子どもの活躍

◇中三の A 君が英語検定 3 級に見事合格。因みに 4 級は
不合格。ひまわりの子どもはユニークです。おめでとう！

毎月いただける食材を利

◇中一の B 君がゲーム“フォートナイト”のアジア地区大会

用して料理教室が計画され

に 3 人組チームでエントリーし、出場 2 万５千組中、健

ます。提供食材を組み合わせ

闘して６７位に入りました。ゲーム（トレーニング）時間

ての創作料理もどきは、子ど

一日 5 時間の成果です。ゲームが市民権を得る時代です。

も達の柔軟な脳の発達に有

今、時代は刻々と変化しています。

効です。

◇小２の C 子さんが、ひまわり検定（挑戦したい事を校長に
申請して、検定試験を受ける）の「鶏飼育士」の資格取得
を目指して訓練に入ります。動物好き C 子さん頑張れ。

３．支援金の活用

因みに本日の弁当は、卵焼きとか。

横浜市の支援金を有効
＜過去の検定合格例＞

活用して、待望の Wi-Fi

・マッサージ士 ・乗馬騎士 ・耕うん機運転手

（ワイファイ）環境が整

・囲碁プロ ・三国志解説士 ・長距離選手 ・優しさ士

いました。子ども達の活

・思いやりプロ

動の輪が一段と広がりま

＊子どもの長所を評価する教育の実践です。

した。市民の皆様ありが
とうございました。

☆ひまわり下駄作り企画☆
コロナ禍で活動の幅が狭まっており、子どもの教育・支援にも支障を出す中でひまわり独自の活動企画として
下駄作りを計画してみました！子ども達に馴染みの薄い下駄を各自で制作して、下駄の効用、昔の人々の生活を
垣間見たいと思います。興味のある方は企画会議からご参加ください。

Volunteers Vol.５

ひまわりでは、様々な分野でご活躍中の
専門職の先生方が支援をしてくださって
います。

◇元駒場東邦中・高等学校教頭

今回は、つつじが丘在住の吉田稔先生を

◇数学科教諭 教育相談担当

ご紹介します。

先生は 80 代にも関わらず元気そのものです。ひまわりでは主に中学生の数学、理科を
マンツーマンで教えてくださいます。現役当時は私学教育研究所で初任者研修委員の職に
長く就いておられました。温厚で指導力のある先生を指名する子どもも数多くおります。
先生の存在は今後益々重たくなります。
趣味：謡曲（観世流）
、 書道三段

日々の活動の様子

キャンドルナイト
中学校を卒業した生徒とそのご家族がご

ボランティアの八巻先生によるリコーダー演奏

挨拶に来てくださり、一人ひとりのたく

で、キャンドルの光がより美しく輝きました。

ましく成長した姿に感動しました。

春の園芸シーズン到来
5 年程前より飼育中のリクガメの

プレスクール
読み聞かせ

上級生が下級生に勉強を

チャップル君の成長がめざましく、

教えています。

体長約 40 センチ、体重約 15 キロ

お互いに良い刺激を与え

になりました。暖かさと共に活動も

合います。

活発になり、人の後を追うように
なりました。皆さん面会にお出で

じゃが芋の植え付け、ナ
ス、キュウリ、トマトなど
の夏野菜の種薪きを行いま
した。のらぼう菜、玉葱、
イチゴなどが順調に育って
います。

ください。

ひまわりヨガ教室仲間募集♪
二三子先生指導のゆったりヨガ教室にお出でになりませんか。
スケジュール：月 2 回（第２、第 4 水曜日）
場所：さつきが丘ケアプラザ
女子会でトランプ♡

連絡先：090-9201－3992（渡辺）
045－972-4769（さつきが丘ケアプラザ）

★ご質問・見学ご希望の方は、渡辺（090-9201-3992）までお気軽にお問い合わせください。
最新情報はホームページ http://himawari-school.jp/、と Facebook にてアップデートしています。

