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満開の桜とともに新学期が始まりました。 

日頃より東山田中学校区学校支援地域本部の活動にご協力いただき、ありがとうございます。 

地域の方々に親しまれる本部になるために、東山田中学校区学校支援地域本部は通称を「やまたろう本部」 

としております。今後ともご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

やまたろう本部だより第 1号では学校支援地域本部ってどんなことをしているの？という方のために、 

本部の活動についてお知らせしたいと思います。 

 

 

 

 「学校支援地域本部」と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組織で、いわば『地域につくられた学校の応援団』といえます。 

これまでも全国で、地域の方々に様々な形でご協力いただきながら、学校運営や教育活動を行う取り組みが 

進められていますが、学校支援地域本部もこうした取り組みの延長線上にあるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東山田中学校区学校支援地域本部 

  やまたろう本部だより 
平成 24 年 4 月 第 1号 

東山田中学校 

学校運営協議会 
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学校支援地域本部とは 

お知らせ 
    申込受付   実施日 

・英検 第１回  5/2～5/9   6/9（土） 

 第２回  9/6～9/12  10/13（土） 

・漢検   7/5～7/11   8/24（金） 
 

・学校支援ボランティア養成講座  7/4（水） 

・コミュニティフェスタ 5/19（土）と東山田中

学校「東 P フェスタ」にガラポンで出店します。 

※詳細は『やまたろうねっと』www.yamataro.net     

 に掲載しますのでご覧ください 

※『やまたろう BOX』の出展者も募集 

 しています！ 

■事務局 東山田中学校コミュニティハウス内 

 TEL・FAX  591-7240 

E メール higashiyamata-p@tsuzuki.koryu.org 

 

H17 横浜市立東山田中学校開校   

    神奈川県初のコミュニティスクール  

H18  全国初コミュニティカレンダー作成  

    キャリア教育コーディネートスタート  

H19  文部科学省「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」受託                

① 中学生のキャリア教育支援  

② 中学校区のシンボルマーク作成 

③ 「１０年後の社会人」作成  

H20  シンボルマークの愛称公募 

投票の結果「やまたろう」に決定  

H21・22 文部科学省学校支援地域本部事業 

     受託 

 H21 「１０年後の社会人 改訂版」 

東山田中学校キャリア教育ＤＶＤ作成  

キャリア教育交流会スタート 

H22 中学校区の HP「やまたろうねっと」

http://www.yamataro.net/開設  

   小学校 3 校と中学校のための学校支援 

   ボランティア養成講座 

  ・コーディネートスタート 

H23  やまたろうファンド設立  

   岩手県下閉伊郡山田町の子ども・学校

とつながる 

 

あ ゆ み 

http://www.yamataro.net/


 平成２３年度 やまたろう本部活動実績 

岩手県山田町支援 

（岩手応援プロジェクト） 

・山田町パネル展・物産展 

・夏物衣料送付 

・子どもと学校のための募金 

・教職員研修のコーディネート 

・文部科学省  

全国生涯学習ネット 

 ワークフォーラム参加 

英検（年２回開催  

   受検者数１０４人） 

漢検（年１回開催  

   受検者数 ６５人） 

大学生による英検 

ワークショップ開催 

   

英検・漢検 の運営 

「やまたろう BOX」 

出展者募集中です! 

詳細は事務局までお 

問い合わせください。

「やまたろうねっと」に

様子が掲載されてい

ます。 

 

東山田中学校区のシンボルマークやまたろう 

東山田中学校区はひとつのコミュニティです。 
地域ぐるみで、学校支援とまちづくりに 
取り組んでいます。 

『やまたろう』は東山田中学校区のシンボルマークです 

やまたろう 

 

東山田中学校キャリア教育支援 

２年生 「職場体験・取材」 

 約１００か所の企業・ 

 事業所で３日間の体験と 

 リクルート社 

 『タウンワーク』作成 

３年生 「模擬面接」 

 ３２人の面接官 

ボランティアによる面接 

★キャリア教育ハンドブック 

「１０年後の社会人―地域とともに進める３年間のキャリア教育」 

１年生 「プロに学ぶ」 

 ３２人の若いプロを招き   「ＣＭづくり」グループごとに 

人生・キャリアについて聴く    ポスター・ＣＭ作成・発表 

学校支援ボランティアの活動例   

活動のべ回数 １２６回 

・社会科見学の付き添い・授業サポート・ 

  模擬面接の面接官 

・ＨＰ運営サポート  ・英検、漢検 試験監督   

・火おこし体験補助  ・プールの監視 

小中学校への学校支援 

ボランティアコーディネート 

実施プロセス 

学校支援ボランティアの現状把握→ニーズに応じた 

養成講座開催 → 登録 → コーディネート 

★ボランティアハンドブック 

「学校へ行こうー大人も学べる 

学校支援ボランティア」 

やまたろう 

ファンド設立 

学校支援のために 

設立されました。 

やまたろうＢＯ

Ｘ 

の運営 

イベント時の 

ガラポンくじ 

学校と家庭と地域をむすぶ 

 コミュニティカレンダー 

 

山田小・北山田小・東山田小・ 

東山田中の他、町内会・ 

自治会・地域の団体の 

スケジュールが 

のっています。 

中学校区のホームページ 

「やまたろうねっと」 

 http//www.yamataro.net 



 

平成２４年４月発行（保存版） 

今年度より東山田中学校区学校支援地域本部にて英語検定、漢字検定を行うこととなりました。 

英語検定は年 2回、漢字検定は年 1回のみの実施となります 

 

受検対象 小学生、中学生、地域の方どなたでも受験できます。 

申し込み受付 東山田中学校コミュニティハウス内 学校支援地域本部事務局 受付時間9：00～17：00 （火・金休館日） 

東山田中学校生徒は、昼休み、放課後の時間帯に受け付けます。 

期日を厳守してください。申込み用紙（封筒）はコミュニティハウス受付にあります。 

試験会場 東山田中学校コミュニティハウス研修室 

合否通知 東山田中学校生徒、はクラス担任より返却します。 

   小学生、地域の方は郵送での返却となりますので、別途切手代（120円）が必要です。 

 英検2次試験 英語検定協会指定の会場での実施となります。 

◆一度お申込みいただいた検定料は返金できませんので、日時をよくお確かめの上お申込みください。 

◆つり銭の無いようにご準備ください。 

◆受験する級により、試験開始時間が異なりますのでご注意ください。（時間厳守） 

 

主催・問い合わせ  東山田中学校区学校支援地域本部 （東山田中学校コミュニティハウス内） 

   TEL   045-591-7240       （午前9時から午後5時まで／火曜 金曜は休館 ） 

 
 

※いただいた個人情報は英検・漢検に関すること以外には利用しません。 

英 検 
検定料 

5級  1,200円 

4級  1,300円 

3級  2,300円 

準2級  3,400円 

 

 

定員 各級 ５０名 

日 程 申込受付日 集合時間 試験時間 

第１回検定 

０６月 ９日（土） 

２次試験7月8日（日） 

 

５月２日（水） 

↓ 

５月９日（水） 

4級  09：00 09：20～10：30 

5級  11：10 11：30～12：20 

3級  13：00 13：20～14：30 

準2級  15：10 15：30～17：00 

第２回検定 

１０月１３日（土） 

２次試験11月11日（日） 

 

９月５日（水） 

↓ 

９月１２日

（水） 

4級  09：00 09：20～10：30 

5級  11：10 11：30～12：20 

3級  13：00 13：20～14：30 

準2級  15：10 15：30～17：00 

漢 検 
検定料 

6級  1,500円 

5級  1,500円 

4級  1,800円 

3級  1,800円 

準2級  1,800円 

2級  3,500円 

定員 各級 ５０名 

日 程 申込受付日 集合時間 試験時間 

０８月２４日（金） 

 

 

 

 

７月５日（木） 

↓ 

７月１２日（木） 

2級  09：４0 10：00～11：00 

準2級 11：30 11：50～12：50 

3級  13：20 13：40～14：40 

5級  13：20 13：40～14：40 

4級  15：10 15：30～16：30 

6級  15：10 15：30～16：30 

平成２４年度英検・漢検スケジュール 



 

 

 

※いただいた個人情報は土曜クラブに関すること以外には使用しません 

山田・北山田・東山田小学校の3年生～6年生 


