
＜地域未来塾について＞ 

＜地域未来塾を実施するために、検討すべきこと＞ 

１ 実施規模 

学校区や対象生徒などを考えます。 

２ 実施場所 

学校の空き教室や公民館などの公共施設が考えられます。 

３ 募集人数 

実施場所によって生徒の募集人数が決まってきます。生徒への案内は、学校に協力して

もらうのもひとつの方法です。 

４ 実施回数 

年間どの時期に何回実施するか、実施時間帯などを考えます。 

５ 実施教科 

すべての教科を対象にするか。特定の教科に限定するか考えます。 

６ 実施形式 

授業形式やグループ学習、個別学習などの支援があります。 

７ 学習支援員 

学習支援員は、実際に生徒の学習を教える人になります。地域住民やＰＴＡ関係者、大

学生などが考えられます。 

８ コーディネーターについて 

 地域未来塾は、市町村の行政担当者が準備することで実施可能ですが、具体的な準備等

の対応をするために、「地域学校協働活動推進員」や「地域コーディネーター」を配置する

ことも有効です。 
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平成２９年度　地域未来塾　実施市町　一覧表

No. 市町村名 地域未来塾名 対象学校区名 実施場所の種類　 実施形式 活動内容

1 瀬戸市 光陵中学校区地域未来塾 光陵中 中学校 個別指導 元教員・現役大学生による英語・数学教室

2 豊明市 とよあけどよう塾
豊明中、栄中、沓掛
中

その他 授業形式
教員ＯＢ、学生ボランティア等による英
語・数学教室

小牧市駒来塾 北里中 社会教育施設 個別指導
元教員・現役大学生等による学力の定着
が進んでいない子への自主学習支援

小牧市駒来塾
篠岡中、光ヶ丘中、
桃陵中

社会教育施設 個別指導
元教員・現役大学生等による学力の定着
が進んでいない子への自主学習支援

アフタースクール教室 師勝中 中学校 個別指導 非常勤講師による授業の復習、テスト勉強

アフタースクール教室 西春中 中学校 個別指導 非常勤講師による数学教室

アフタースクール教室 白木中 中学校 個別指導 非常勤講師及び学生による基礎学習

アフタースクール教室 訓原中 中学校 個別指導 非常勤講師及び学生による5教科の自習

アフタースクール教室 熊野中 中学校 個別指導 非常勤講師による英数国の学習

アフタースクール教室 天神中 中学校 個別指導 非常勤講師による毎日の宿題、テスト勉強

犬山学び場「みらい」 犬山中 その他 個別指導 元教員・現役大学生・地域住民による個別指導

犬山学び場「みらい」 城東中 社会教育施設 個別指導 元教員・現役大学生・地域住民による個別指導

犬山学び場「みらい」 南部中 社会教育施設 個別指導 元教員・現役大学生・地域住民による個別指導

犬山学び場「みらい」 東部中 その他 個別指導 元教員・現役大学生・地域住民による個別指導

6 江南市 江南市こども未来塾
古知野中、布袋中、
宮田中、北部中、西
部中

その他 個別指導 地域住民による算数・数学教室

7 大口町 サポートルーム「さくら」 大口中 社会教育施設 個別指導 教員OB・現役大学生による個別指導

ドテラ・月テラ 神守中 中学校 個別指導 大学生・退職教員による学習支援

ごずてん 天王中 中学校 個別指導 大学生・退職教員による学習支援

9 大治町 スタディーサポートクラブ（SSC) 大治中 社会教育施設 個別指導 地域住民による国語・英語・数学教室

常滑市地域未来塾 青海中 社会教育施設 個別指導 大学生・地域住民・元教員等による学習教室

常滑市地域未来塾 南陵中 社会教育施設 個別指導 大学生・地域住民・元教員等による学習教室

常滑市地域未来塾 鬼崎中 社会教育施設 個別指導 大学生・地域住民・元教員等による学習教室

常滑市地域未来塾 常滑中 社会教育施設 個別指導 大学生・地域住民・元教員等による学習教室

まなポート 大府中 社会教育施設 個別指導 地域住民や学生による学習支援

まなポート 大府西中 社会教育施設 個別指導 地域住民や学生による学習支援

まなポート 大府北中 社会教育施設 個別指導 地域住民や学生による学習支援

まなポート 大府南中 社会教育施設 個別指導 地域住民や学生による学習支援

12 武豊町 ゆめたろう塾 武豊中、富貴中 文化施設 個別指導 地域住民（学習支援員）による自主学習支援

13 刈谷市 中高生の居場所

刈谷南中、刈谷東
中、富士松中、雁が
音中、依佐美中、朝
日中、刈谷高、刈谷
北高、刈谷工業高、
刈谷東高、愛教大附
属高

社会教育施設 個別指導 自主学習と教員志望の大学生による個別指導

14 みよし市 みよし未来塾
三好中、南中、北中、
三好丘中、三好高

社会教育施設 個別指導
大学生、地域住民による長期休業中の課
題学習補助

東部中学校区地域未来塾 東部中 中学校 グループ学習 元教員・地域住民による英語・数学等教室

田原中学校区地域未来塾 田原中 中学校 グループ学習 元教員・地域住民による英語・数学等教室

福江中学校区地域未来塾 福江中 社会教育施設 グループ学習 元教員・地域住民による英語・数学等教室

8 津島市

15 田原市

11 大府市

10 常滑市

4 北名古屋市

3 小牧市

5 犬山市
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（塾名） 瀬戸市立光陵中学校 放課後学習  （運営主体）教育委員会学校教育課

（取組の効果） 

 今年度初めて実施する事業であり、夏季休業

からスタートした。参加者は希望制で毎回２０

名程度参加し、学習習慣定着につながった。来

年度以降も継続してほしいとの声が多く聞かれ

る。

（関係者の声） 

「自分の勉強したいところを集中してできるのでうれしい」 

「わからないところを親切に教えてくれるので力がついたと思う」 

「将来の夢である教員になるためにとても有益な経験だと思う」

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ コーディネーター

等の取組の様子

 子どもたちに学習習慣を定着させるために開始した。 

光陵中学校 全学年 

全教科 

光陵中学校図書館 

 子どもが教えてほしい教科を、元教員のボランティア、学生サポーターが個別指導

する。 

 夏季休業中：１８回 ２学期：９回 ３学期：１３回 

 夏季休業中：１４：００～１６：００ ２・３学期：１４：３０～１６：３０ 

 ２０人 

 ２０人 

 学習支援員は支援状況の把握、出欠席・鍵の管理、学生サポーターの援助等を行っ

ている。 

（塾名） とよあけ どよう塾       （運営主体）教育委員会学校教育課

（取組の効果） 

 試行期間を経て、２８年度から年間を通して

実施。生徒への認知度も上がり、昨年度に参加

した生徒の約８割が「勉強になった」と感じて

いる。また、教員志望の大学生ボランティアに

とって、実践力を高める場となっている。

（関係者の声） 

「わからないことをすぐに聞くことができ、不安だったところが減

ってきました。」（参加生徒） 

「家庭でも学習する時間が多くなりました。」（参加生徒の保護者） 

「教員志望の私にとって、様々な生徒と接し、学習の支援をするこ

とができたのは、励みになりました。」（大学生ボランティア）

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ コーディネーター

等の取組の様子

 基礎的な学力の向上を図るため、勉強する意欲はあるが塾などへ通っていない生徒

を対象に土曜日に補充学習を行う。 

 豊明市公立中学校に通う生徒（塾などに通っていない生徒に限る） 

 数学・英語 

 豊明市役所 

 一斉授業の形式で数学・英語の授業を学年別に行う。複数の指導員や学生ボランテ

ィアを教室に配置し、わからないことはすぐに質問できるようにしている。 

 土曜日（月２回）     【１年生】13:00～15:00 【２・３年生】15:00～17:00 

※冬季（１１月～１月）【１年生】13:00～14:30 【２・３年生】14:30～16:00 

７８名（１年生：４５名、２年生：２１名、３年生：１２名） 

４６名（２学期８回分の平均） 

 指導員が学生ボランティアとの連絡調整を図り、学習支援の方法についてアドバイ

スをし、指導力の向上を図っている。また、欠席した生徒には学習進度表を配付し、

次回までにその範囲の学習を進められるようにしている。 
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（塾名） 小牧市学習支援事業「駒来塾」   （運営主体）小牧市 

（取組の効果） 

８月からモデル事業として開始し、検討委員会で

検証を重ねて進めている。教員ＯＢや大学生サポー

ターによる寄り添った指導は、参加生徒や保護者か

ら好評を得ている。家庭での学習習慣がついていな

かった生徒が「駒来塾」に参加することで、自分か

ら学ぶ姿勢が見られるようになってきた。 

（関係者の声） 

「楽しく参加しており、塾当日は自分から準備するようになっ

た。」 

「分からない所があれば自分から学ぼうとする姿勢が出てきて

おり嬉しく感じています。」（保護者意見） 

「将来教員になった時に勉強に遅れた子供を見逃したくないの

で参加しました。」（大学生ボランティア）

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ コーディネーター

等の取組の様子

中学生の主体的な学習習慣の定着及び学力の向上を図るため、平成２９年８月より

事業開始。 

市内２教室（東部・北里地区）にてモデル事業として開始。

対象者は塾に通っていない中学生。 

国語、社会、数学、理科、英語 

東部市民センター視聴覚室、北里市民センター集会室 

生徒が教えてほしい教科の問題の回答方法や理解が十分でない内容について個別

指導している（現在メイン教科として数学、英語を中心に学習）。 

夏休み期間：  毎週木曜日（１４：３０～１６：００） 

それ以外の期間：隔週木曜日（１８：３０～２０：００） 

東部地区２０名 北里地区８名 

東部地区１５．６名 北里地区６．６名（８月～１１月末までの平均） 

学習支援員（教員ＯＢ）の中から地区の代表（塾長）を指定し、塾長が中心となっ

て運営していただいている。塾開始３０分前から準備、担当の打合せを行い、終了後

３０分程度その日の反省会を実施し、生徒の状況等の情報共有を行っている。 

（塾名）地域未来塾(犬山学び場「みらい」)  （運営主体）教育委員会学校教育課 

（取組の効果） 

中学校ごとに会場を設け実施。参加生徒や保

護者からは概ね好評で、永続的な取組を望む声

も聞かれている。年度途中の参加希望生徒もあ

り、本事業が軌道に乗り始めているため、実施

方法の拡大を検討中である。 

（関係者の声） 

「子供がなかなか家庭での学習にやる気がもてませんでしたが、『みらい』に参加するようになっ

て学習意欲が上がりました。貴重な場を設定してもらいありがたいです。」（参加生徒の保護者） 

「分からないところも気軽に先生に聞けて、とてもはかどって良かったです。」（参加生徒） 

「自分で学習内容をきちんと用意し、意欲的に取り組んでくれたので楽しくやりがいのある時間に

なりました。」（学習指導員）

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ 学習指導員の取組

の様子

学校での学習と連動した学習環境を提供することで、自ら学ぼうとする意欲を高め

るとともに、よりよい学習習慣の確立と基礎学力の定着を図る。地域の方々に関わっ

ていただくことで、地域住民が学ぶ機会ともなり、地域の教育力の向上を期待する。

市内４中学校在籍生徒（１年生～３年生） 

生徒が希望する全教科 

市内４カ所の公共施設 

生徒が教えてほしい教科の問題の解答方法や、理解が十分でない内容について個別

指導をしている。 

土曜日 ８月～２月中旬（年間２０回） 

9:00～11:00 

２７人 

２１人（２０回実施の平均） 

実施場所管理、生徒の出欠席及び支援状況の把握、

教育委員会との連絡及び調整 

- 36 -



（塾名） 江南市こども未来塾     （運営主体）教育委員会教育課

（取組の効果） 

入塾している生徒について、継続指導により、

基礎的計算力が確実に向上している。 

数学に対する苦手意識も少しずつ解消され、興

味・関心度も高くなってきている。 

（関係者の声） 

「わからないことを教えることで、生徒たちが嬉しそうに取り組む

姿を見ることができ、とてもやりがいを感じる。少しでも力になれ

るよう頑張っていきたい。」（未来塾講師） 

「計算ミスが減った。毎週やってほしい。」（入塾生徒）

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ コーディネーター

等の取組の様子

先生の指導により、計算プリント等を利用して、中学校１・２年生の生徒を対象に、

基礎的な計算力の向上を図る。 

市内全中学校 １・２年生 

数学 

江南市防災センター内 

１０名以内のグループに分かれ、講師・学習アドバイザーが1名ずつ付いて指導に

当たっている。プリントや学校教材を用いた個別指導を中心に実施している。 

７月より月２回、土曜日に実施。  

14：00～16：00 

５１名 

３２名（９回実施の平均） 

実施前後のミーティングにおいて、指導者間の生徒の指導方法やルールの共有化を

行っていただいている。その他、問題や要望の事務局との調整、通信の作成、休んだ

講師等のフォローなどを行っていただいている。 

（塾名） 大口町サポートルーム「さくら」 （運営主体）教育委員会学校教育課

（取組の効果） 

 開始当初は生徒３名から始まったが、現在で

は２８名登録しており、キャンセル待ちが出る

ほど。無料で個別指導してもらえることもあり、

生徒同士・保護者同士の口コミにより、多くの

生徒が通う場所となっている。 

（関係者の声） 

「わからないところをすぐ教えてもらえる。」（参加生徒） 

「解き方がわかるようになって楽しくなった。」（参加生徒） 

「家でも勉強するようになりました。」（参加生徒の保護者） 

「教員を目指しているので、教員ＯＢの方の指導を間近で見られて

とても参考になりました。」（大学生ボランティア） 

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ 学習支援員等の取

組の様子

 苦境にあっても将来においてそれぞれの可能性を開花させ、自分の夢や希望を実現

する為の学ぶスペースの提供、子どもの居場所づくりなどをねらいとしている。 

 大口中学校の生徒で一般の学習塾に通っていないこと。 

 生徒が希望する全教科 

 大口町中央公民館（Ｃ会議室または視聴覚室） 

 生徒が教えてほしい教科の問題の解答方法や、理解が十分でない内容についての個

別指導をしている。 

 毎週水曜日 17:30～20:00 

（ただし水曜日が祝日の場合やお盆・年末年始等は除く） 

 ２８名（平成２９年１２月２０日現在） 

 直近５回平均２２名、直近１０回平均２１名（平成２９年１２月２０日現在） 

主となる学習支援員が参加生徒の学習状況や出席状況を把握し、他の学習支援員と

情報を共有することで、生徒一人ひとりに合った学習支援を行っている。 
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（塾名）大治町立大治中学校区 スタディー サポート クラブ（ＳＳＣ）（運営主体）はるボラフレンズ

（取組の効果） 

 参加生徒は、意欲的に学習しており、学習後

の感想も概ね好評である。また、ボランティア

と触れ合うことで、生徒のコミュニケーション

能力が育ちつつある。 

 ボランティアは、生徒との触れ合いでやりが

いや達成感を味わうことができている。 

（関係者の声） 

「分からない問題をていねいに教えてもらえてよかった。」 

「家と違い集中して学習できる。」（参加生徒） 

「中学生と触れ合うことができて将来に向けてのよい経験になって

いる。」（学生ボランティア） 

「問題が解けたときの生徒の顔をみるとうれしくなる。」 

              （地域ボランティア） 

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ 学習支援員等の取

組の様子

基礎学力の不十分な生徒への学習支援を通して、学習習慣の定着と基礎学力の向上

を図る。 

大治中学校   3年生 

【基礎学力コース】国語・数学・英語 

【自学・自習コース】 国語・社会・数学・理科・英語 

大治町立西公民館 

【基礎学力コース】各教科の基礎問題プリントをもとに学習 

【自学・自習コース】生徒各自が教材を用意し分からない問題を教えてもらう。 

5～2月（7月除く）各月第2･4日曜、夏休み6回・冬休み5回 年合計2７回実施 

９：００～１１：３０ 

34名 

16人 

生徒募集案内・学生ボランティア募集案内の作成・配布・学習会場準備 

・ 学習プリント用意・出欠確認・各学期末にＳＳＣ通信発行 

（塾名） 常滑市地域未来塾        （運営主体）教育委員会学校教育課

（取組の効果） 

 地域の学生や元教員などの協力により地域未

来塾を開催している。生徒たちは静かな環境で

集中できており、学力向上のためによりよい環

境を提供することができた。

（関係者の声） 

「未来塾に行って、とても早く宿題も終わったし、静かで涼しい部

屋で勉強ができてよかったです。また、機会があれば行きたいです。」

（参加生徒）

「とても集中して取り組めていました。休憩の時には生徒同士のコ

ミュニケーションがありメリハリがしっかりとついていました。」

（学習支援員）

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ コーディネーター

等の取組の様子

 中学生を対象に、自主的な学習習慣と基礎的な学力を身に付ける支援を目的とした

「地域未来塾」を開設した。 

市内全４中学校に通う生徒全員が対象 

 自習形式であるため教科の指定はない 

 市内公民館等（学校区ごとに４カ所） 

 自習形式で実施している。生徒が教材を持ち込み、 

わからないところがあれば学習支援員に質問する。 

【夏休み】８月中の１１日間 【冬休み】１２月中の３日間  

【テスト期間】９月～２月までのテスト週間中に１６日間  全て13:30～16:30 

４カ所平均【夏休み】17.3人 【冬休み】 6.5人 【テスト期間】11.1人 

４カ所平均【夏休み】11.9人 【冬休み】 5.2人 【テスト期間】 5.4人 

コーディネーターは職員が務め、学習支援員や参加者の募集、実施場所の確保など

を行っている。開催にあたって各教室の運営は学習支援員が行い、会場設営から片付

けまでを全て学習支援員が行っている。 
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（塾名）まなポート（大府市中学生学習支援事業） （運営主体）ＮＰＯ法人アスクネット 

（取組の効果） 

・学習の習慣付け  ・居場所作り 

・コミュニケーション力の向上 

・学年等を超えた共助 

・地域で支える仕組み作り 

・貧困の連鎖からの脱却 

※初年度のため効果は、測られていない。 

（関係者の声） 

「友達ができて嬉しい。」「人と話ができるようになった。」（生徒）

「自信がつき、表情が明るくなった。口数が増えた。」（学習支援員） 

「会話をして心を開きながら勉強をわかりやすく教えるにはどうす

るべきか考えることが大切だとわかった。」（学生サポーター） 

「大学のカリキュラムでは出来ない貴重な体験になった。」（学生サ

ポーター）

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ コーディネーター

等の取組の様子

学習の習慣付けを行うことにより、「生きる力の醸成」の一助とするとともに、地

域で生徒の成長を支える仕組みを構築することを目的とする。 

市内在住の中学生 

まなクルー（生徒）が希望する全教科 

４公民館（各中学校区に１か所） 

ＮＰＯ法人アスクネットに委託し、市内の大学生を活用している。まなクルーが学

習したい宿題や教材を持参し、わからないところがある時は学生スタッフ等がサポー

トする。 

毎週土曜日 午後２時～５時 

（学校行事により変更する場合あり） 

43人（12/19現在） 

18人（12/19現在） 

学習支援員を、各公民館に専属で配置し、生徒の出欠管理や学習サポートを行い、

振り返りシート等を使用して生徒の様子や変化を把握している。 

（塾名） ゆめたろう塾（武豊町地域未来塾） （運営主体）教育委員会生涯学習課

（取組の効果） 

５月から月２回実施。平均で18人程度の生徒

が参加している。参加生徒、保護者からは好評

で、弟や妹が中学に上がった時も参加させたい、

継続してほしいとの声も出ている。 

（関係者の声） 

「先生も分からない時は、調べて教えてくれた」（参加生徒） 

「回数を増やしてほしい、毎週でも」（保護者） 

「教育実習に伺った中学校の生徒がおり、早い時期になじむことが

できてよかった.。」（大学生の学習支援員） 

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ コーディネーター

等の取組の様子

学習習慣の確立と基礎学力の定着による町内中学生の学力向上、地域の大人と生徒

が接することによる青少年健全育成 を目的としている。 

町内の中学（武豊中学校、富貴中学校）１年生～３年生 

国語、数学、英語、理科、社会 

武豊町民会館（ゆめたろうプラザ）情報考房 他 

自習形式を基本とし、学習支援員が個別に学習支援を行う。 

学習支援員11人でローテーション、各回４～６人参加 

平成29年５月～３月まで第２第４土曜日（３月は第２のみ）計21回 

9：30から11：30まで 

平成29年12月現在 登録生徒数57人 

平均18人程度出席 

コーディネーターは設けておらず、会場の予約、生徒の出席状況の確認、支援員の

ローテーション調整、会場の設営撤収等の業務は、生涯学習課職員で行っている。 
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（塾名）中高生の居場所「なごみんはあと」なごみん塾 （運営主体）子育て・子育ちNPOスコップ

（取組の効果） 

従来から実施していた中高生の居場所づくり

事業において、新たに「なごみん塾」を開催し

た。「なごみん塾」の利用者が中高生の居場所に

立ち寄るなど、居場所の活性化につながった。

（関係者の声） 

中高生の居場所全体がにぎわって、利用する中高生同士の交流も

見受けられます。（コーディネーター） 

「今日の一問」を掲示など、利用する中高生が質問しやすい雰囲

気づくりに心がけています。(大学生ボランティア)

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・時間帯 

７ 登録人数 

８ コーディネーター

等の取組の様子

 中高生の居場所づくり事業の活性化を目指し、「なごみん塾」を開始した。学習支

援による学習習慣の確立と、居場所におけるスタッフ及び大学生ボランティアとの交

流の双方から、中高生の健全育成を図る。 

 市内全域（中学校６校、高校５校）／刈谷市在住及び在学の中学生・高校生 

【国語】【数学】【理科】【社会】【英語】 

 刈谷市総合文化センター３階 談話コーナー 

持参した教科書・問題集・宿題などで自主学習

をすることを基本とし、わからないところや勉強

方法について個別指導する。 

毎週木曜日 １８：００～２０：００ 

登録制を採らず、利用に際し受付する。 

コーディネーターは、大学生ボランティアの配置、当日の利用受付を含めた運営管

理を担当し、また、大学生ボランティアとともに、利用する中高生とのコミュニケー

ションのとり方や支援方法について考えている。今年度は事業周知も兼ねて、定期テ

スト期間に合わせて学習支援イベントも企画した。 

（塾名） みよし未来塾         （運営主体）教育委員会教育行政課

（取組の効果） 

夏休みと冬休みに実施。冬休みから会場を２

つに増やし、より多くの生徒が参加しやすいよ

うにした。参加生徒からは、今後も継続して欲

しいとの声が多く聞かれ、概ね好評であった。 

（関係者の声） 

「家にいるよりも集中して勉強できる。」（参加生徒） 

「分からない問題をすぐに質問できるので勉強がはかどる。」 

（参加生徒） 

「実施期間や時間をもっと長くして欲しい。」（参加生徒）

（取組の概要） 

１ 背景・ねらい 

２ 対象校・対象者 

３ 実施教科 

４ 実施場所 

５ 実施の形態 

６ 実施日・回数 

実施時間帯 

７ 登録人数 

８ 参加人数(平均) 

９ コーディネーター

等の取組の様子

家庭学習の習慣が定着していなかったり、学習が遅れがちであったりする生徒に対

して学習支援を行うことで、学習習慣を身につけるきっかけの場とする。学力低下の

危惧がなくとも、学習意欲のある生徒には学習の場を提供する。また、生徒に勉強を

教える学習支援員を募集し、指導・育成することで、地域の教育力の向上につなげる。

市内在住・在学の中学生及び高校生 

全教科 

【夏季】市民活動センター（中部地区） 

【冬季】図書館学習交流プラザ等（中部地区） 

カリヨンハウス（北部地区） 

生徒が自主学習し、質問がある場合は学習支援員からアドバイスを受ける。 

【夏季】7/24～8/4（土・日を除く10日間）15:30～18:00 

【冬季】12/26～12/28（３日間）14:00～16:30 

【夏季】78人 【冬季】52人 

【夏季】38人 【冬季】35人 

本市では、開催計画や生徒・支援員の募集等の主要業務を市職員が行っている。今

後は、地域や学校との連携を進めるため、それらとの調整を行うコーディネーターの

配置が必要である。 
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