
広島県における学習支援の現状と大学生ボランティアを活用した 

「地域未来塾」への可能性 

～「ワクワク学び隊」の更なるステップアップに向けて～ 

 広島県立生涯学習センター 主任社会教育主事 森 直樹 
 調査研究調査研究調査研究調査研究の概要の概要の概要の概要    本調査研究では，「地域未来塾」につながる国の施策の動向を整理し，子供の学習支援として取り組まれている全国における放課後の学習支援の先進事例を，更に広島県の地域における放課後の学習支援の事例を調べ，現状分析をし，大学生ボランティアを活用した「地域未来塾」への可能性について考察を行っていく。 今年度閣議決定された「子供の貧困対策に関する大綱」において，子供の貧困に関する指標を改善するための重点施策として，＜教育の支援＞＜生活の支援＞＜保護者に対する就労の支援＞＜経済的支援＞＜子供の貧困に関する調査研究等＞＜施策の推進体制等＞を掲げ，全ての子供たちが夢と希望をもって成長していける社会の実現をめざしている。その中の＜教育の支援＞の５つの柱の一つに，「学習が遅れがちな中学生を対象とした学習支援の推進」がある。 文部科学省は，学校を核とした地域力強化プランの中の, 「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」の学校支援地域本部において，重点施策として，経済的な理由や家庭の事情により，学習が遅れがちなどの中学生を対象とし，原則無料の学習支援（「地域未来塾」）の充実を図ることとした。 全国の学習支援の好事例として，NPO 法人「キッズドア」，大阪府三島郡島本町学校支援ゆめ本部，大分県教育委員会の地域「教育力」向上支援事業の３点を取り上げた。これらから，この「地域未来塾」につながる貧困対策に向けた学習支援のあり方，ボランティアの人材確保に向けての取組，学校支援地域本部の有効活用，地域の教育力向上の必要性等について認識することができた。 そして，広島県における学習支援の様々な取組について調べていった。学習支援者については，大学生，教員 OB，地域人材に，また方法等については学校連携，ICT に分類し，学習支援の現状を明らかにし，分析を行っていった。そして，広島県における，「地域未来塾」に向けての可能性について整理する中で，大学生ボランティアが，学習支援者として重要な役割を果たすことが分かった。 これらの現状，可能性から，「地域未来塾」につながる学習支援に向けて，当センターとしてまず，放課後子供教室関係者に，そして大学生ボランティアチーム「ワクワク学び隊」に働きかけるべきことは何かを考えていった。 

 調査研究の調査研究の調査研究の調査研究の構成構成構成構成        テーマ設定の理由 １ 国の動向 ２ 全国における放課後の学習支援の先進事例 ３ 広島県における地域の放課後の学習支援の取組 ４ 広島県における学習支援の現状分析 ５ 大学生ボランティアによる「地域未来塾」の可能性  ６ 参考文献等 
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広島県立生涯学習センター

主任社会教育主事 森 直樹

～～～～「「「「ワクワクワクワクワクワクワクワク学学学学びびびび隊隊隊隊」」」」のののの更更更更なるなるなるなる

ステップアップにステップアップにステップアップにステップアップに向向向向けてけてけてけて～～～～

広島県広島県広島県広島県ににににおけるおけるおけるおける学習支援学習支援学習支援学習支援のののの現状現状現状現状とととと大学大学大学大学

生生生生ボランティアをボランティアをボランティアをボランティアを活用活用活用活用したしたしたした「「「「地域未来地域未来地域未来地域未来

塾塾塾塾」」」」へのへのへのへの可能性可能性可能性可能性

テーマ設定の理由〇 文部科学省は，学校を核とした地域力強化プランの中の,「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」として，学校・家庭・地域が協働で教育支援に取り組む仕組みづくりを推進し，地域力の強化及び地域の活性化を図ることとしている。今年度閣議決定された「子供の貧困対策に関する大綱」を受け，その中の重点施策として，経済的な理由や家庭の事情により，学習が遅れがちなどの中学生を対象とし，学校支援地域本部を活用した原則無料の学習支援（地域未来塾）の充実を図ることとしている。このように，子供の貧困対策が喫緊の課題となっている。〇 このような国の動向を整理した上で，子供の学習支援として取り組まれている全国における放課後の学習支援の先進事例，更に広島県の地域における放課後の学習支援の取組を調べ，分析を行い，大学生ボランティアを活用した「地域未来塾」への可能性について明らかにしていきたい。そして，それが「ワクワク学び隊」の更なるステップアップに向けての取組につながるようにしていきたい。
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子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策にににに関関関関するするするする大綱大綱大綱大綱

（平成26年８月29日閣議決定）

目的目的目的目的・・・・理念理念理念理念○ 子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう，また，貧困が世代を超えて連鎖することのないよう，必要な環境整備と教育の機会均等を図る。○ 全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し，子供の貧困対策を総合的に推進する。
基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針○ 貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成を目指す。○ 第一に子供に視点を置いて，切れ目のない施策の実施等に配慮する。○ 子供の貧困の実態を踏まえて対策を推進する。など，10の基本的な方針

指標指標指標指標のののの改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた当面当面当面当面のののの重点施策重点施策重点施策重点施策＜＜＜＜教育教育教育教育のののの支援支援支援支援＞＞＞＞＜＜＜＜生活生活生活生活のののの支援支援支援支援＞＞＞＞＜＜＜＜保護者保護者保護者保護者にににに対対対対するするするする就労就労就労就労のののの支援支援支援支援＞＞＞＞＜＜＜＜経済的支援経済的支援経済的支援経済的支援＞＞＞＞＜＜＜＜子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困にににに関関関関するするするする調査調査調査調査研究等研究等研究等研究等＞＞＞＞＜＜＜＜施策施策施策施策のののの推進体制等推進体制等推進体制等推進体制等＞＞＞＞

子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困にににに関関関関するするするする指標指標指標指標○ 生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率９０．８％（平成２５年）○ スクールソーシャルワーカーの配置人数１，００８人（平成２５年度）○ ひとり親家庭の親の就業率・母子家庭の就業率：８０．６％（正規３９．４％非正規４７．４％）・父子家庭の就業率：９１．３％（正規６７．２％非正規８．０％）○ 子供の貧困率１６．３％（平成２４年） など，２５の指標
全ての子供たちが

夢と希望をもって

成長していける社

会の実現
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学校学校学校学校をををを核核核核としたとしたとしたとした地域力強化地域力強化地域力強化地域力強化プランプランプランプラン

①①①①コミュニティスクールコミュニティスクールコミュニティスクールコミュニティスクール導入促進事業導入促進事業導入促進事業導入促進事業

②②②②学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域のののの連携協力推進事業連携協力推進事業連携協力推進事業連携協力推進事業

③③③③地域地域地域地域のののの豊豊豊豊かなかなかなかな社会資源社会資源社会資源社会資源をををを活用活用活用活用したしたしたした土曜日土曜日土曜日土曜日のののの

教育支援体制等構築事業教育支援体制等構築事業教育支援体制等構築事業教育支援体制等構築事業

④④④④健全育成健全育成健全育成健全育成のためののためののためののための体験活動推進事業体験活動推進事業体験活動推進事業体験活動推進事業

⑤⑤⑤⑤地域地域地域地域をををを担担担担うううう人材育成人材育成人材育成人材育成のためのキャリアプランニのためのキャリアプランニのためのキャリアプランニのためのキャリアプランニ

ングングングング推進事業推進事業推進事業推進事業

⑥⑥⑥⑥地域提案型地域提案型地域提案型地域提案型のののの学校学校学校学校をををを核核核核としたとしたとしたとした地域魅力化事業地域魅力化事業地域魅力化事業地域魅力化事業

学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域のののの連携協力推進事業連携協力推進事業連携協力推進事業連携協力推進事業

学校学校学校学校・・・・家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域がががが連携連携連携連携してしてしてして地域社会全体地域社会全体地域社会全体地域社会全体でででで教育教育教育教育

支援活動支援活動支援活動支援活動をををを実施実施実施実施しししし，，，，地域地域地域地域コミュニティをコミュニティをコミュニティをコミュニティを活性化活性化活性化活性化
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地域未来地域未来地域未来地域未来塾塾塾塾（重点施策）

中学生を対象に，大学生や教員OBなど地域住民の協力に
よる学習支援を実施

◆経済的な理由や家庭の事情により，家庭での学習が困難

であったり，学習習慣が十分に身についていない中学生へ

の学習支援を実施

◆地域住民が参画する学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部学校支援地域本部のののの活用活用活用活用により，原

則無料の学習支援

◆教員を志望する大学生などの地域住民，学習塾などの民

間教育事業者，ＮＰＯ等の協力により，多様な視点からの

支援が可能＊学習が遅れがちな中学生に対して学習習慣の確立と基礎学力の定着＊高等学校進学率の改善や向上全全全全てのてのてのての中学生中学生中学生中学生へのへのへのへの学習機会学習機会学習機会学習機会をををを提供提供提供提供しししし，，，，貧困貧困貧困貧困のののの負負負負のののの連鎖連鎖連鎖連鎖をををを断断断断ちちちち切切切切るるるる喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題

２ 全国における放課後の

学習支援の先進事例
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ＮＰＯ法人 キッズドア

・平成19年設立 経済的に苦しい家庭，ひとり親家庭，

また，児童養護施設や被災地で暮らす子供たち等様々

な困難な状況にある子供たちに対して支援を行ってい

る。

（教育教育教育教育支援支援支援支援事業事業事業事業，東北復興支援事業，教育社会創造事

業，情報発信事業）

教科学習支援 ○[タダゼミ]高校受験サポート

○[ガチゼミ]高校卒業支援

○児童養護施設向け学習支援

○ひとり親家庭向け学習支援

○母子生活支援施設向け学習支援

○生活保護家庭向け学習支援

○学童保育支援 算数キャンプ

◎『ガクボラ』プロジェクト事務局を担う。

『ガクボラ』プロジェクト
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大阪府三島郡島本町

学校支援ゆめ本部

• 学校支援地域本部事業を，町ぐるみの「ゆめ本

部」事業として，組織的・意欲的に活動している。

１ 学習指導

２ 授業支援（授業中の先生の補助）

３ 登下校時の生徒誘導・放課後の見守り

４ 学校の花壇管理などの環境整備

５ 図書ボランティア（学校の本の貸出等）

６ 各種行事・事業の運営スタッフ

７ その他

学校支援ボランティアによる学習指導

• 町立の小・中学校６校全てで，５０名を超える

学習アドバイザー（地域の方，保護者等）が支援。

• 放課後学習，テスト前学習会，夏休み自主学

習会，土曜スクールで，基本的に生徒にマンツー

マンで指導に当たる。

• 放課後学習についてのアンケートを，生徒とそ

の保護者に対して実施。その結果分析をもとに活

動の工夫や改善を行うとともに，ボランティアの意

欲の向上につなげている。
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大分県教育委員会

地域「教育力」向上支援事業

豊後高田市「学びの21世紀塾」（平成14年度開

講）の取組をモデルとし，平成21年度から25年度

まで（平成26年度から，「放課後・土曜学習支援

事業」へ移行」）， 「協育」ネットワークを活用

した地域の教育の協同を推進するため，地域「教

育力」向上支援事業の中で，「学びの学校」に取

り組む市町村を支援している。年年年年 度度度度 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525実施市町村数 5市 11市 12市 11市 10市学びの教室数 22 59 71 74 65

学びの教室＜平成25年度の取組＞

• 実施市町村 10市町

• 実施教室数 65教室

• 参加者 小学生，中学生の希望者

• 場所 小学校の余裕教室や公民館等

• 内容 国語，算数（数学），英語の基礎，基本

の定着を図る学習

• 指導者 地域の大人（教員ＯＢ，民間塾講師，

大学生等）
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３ 広島県における地域の

放課後の学習支援の取組

学習支援学習支援学習支援学習支援のののの形態形態形態形態（（（（支援者支援者支援者支援者・・・・方法方法方法方法））））

教員教員教員教員ＯＢＯＢＯＢＯＢ・・・・大学生支援型大学生支援型大学生支援型大学生支援型

広島市広島市広島市広島市２２２２，，，，福山市福山市福山市福山市，，，，東広島市東広島市東広島市東広島市

大学生支援型大学生支援型大学生支援型大学生支援型

広島県広島県広島県広島県母子寡婦福祉母子寡婦福祉母子寡婦福祉母子寡婦福祉連合会連合会連合会連合会，，，，

福山市福山市福山市福山市・・・・広島県警察広島県警察広島県警察広島県警察，，，，尾道市尾道市尾道市尾道市

地域地域地域地域人材支援型人材支援型人材支援型人材支援型，，，，学校連携型学校連携型学校連携型学校連携型

廿日市市廿日市市廿日市市廿日市市，，，，府中市府中市府中市府中市，，，，庄原市庄原市庄原市庄原市

教員教員教員教員ＯＢＯＢＯＢＯＢ支援型支援型支援型支援型，，，，ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ型型型型

北広島町北広島町北広島町北広島町
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広島市広島市広島市広島市

生活保護受給世帯学習支援事業生活保護受給世帯学習支援事業生活保護受給世帯学習支援事業生活保護受給世帯学習支援事業

生活保護受給世帯の小学校４年生から中学生の子供

を対象に，週２回程度，学習支援員（教員ＯＢ）や支

援ボランティア（大学生等）が，グループや個別によ

る基礎学力の定着，コミュニケーション能力の育成に

向けた支援活動を行う。事前研修，支援方法等の検討

会（月に1回程度）の実施

じこうじこうじこうじこう塾塾塾塾

特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人・慈光

会が開設。塾長は元校長で，学生ボランティアに呼び

かけ，教育現場で課題と考えていた「子育て支援」を

実現するため開く。平日の17:00～19:30で，32名の大

学生ボランティアが，ローテーションを組み，マン

ツーマンに近い形で指導に当たっている。

教員教員教員教員ＯＢＯＢＯＢＯＢ・・・・大学生支援型大学生支援型大学生支援型大学生支援型

福山市福山市福山市福山市

土曜土曜土曜土曜チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ教教教教室（第2・4土曜日）

公民館等の公共施設を利用し，小学校5・6年生，

中学校1年生対象，指導者は元教員，教職希望の大

学生で，算数・数学，英語の基礎的な学習を行って

いる。

サタデーサタデーサタデーサタデー子子子子どもどもどもども教室教室教室教室

月２回，土曜日に実施。地域センター（６か所）

で，小学生１～３年生を対象に，「苦手な学習内容

や学び残しの克服」「学習習慣の定着」などをめざ

し，元教員，大学生が指導する。

教員教員教員教員ＯＢＯＢＯＢＯＢ・・・・大学生支援型大学生支援型大学生支援型大学生支援型

東広島市東広島市東広島市東広島市
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福山市福山市福山市福山市・・・・広島県警察広島県警察広島県警察広島県警察

少年少年少年少年サポートセンターふくやまサポートセンターふくやまサポートセンターふくやまサポートセンターふくやま

非行少年等の立ち直り支援として，専用ルーム

を使って，週１日３時間，福山大，市立大，尾道

市立大，県立広島大学三原キャンパスの大学生が

原則マンツーマンで教えている。１回当たり，５

～10人の小中高生が訪れている。

広島県母子寡婦福祉連合会広島県母子寡婦福祉連合会広島県母子寡婦福祉連合会広島県母子寡婦福祉連合会

大学生支援型大学生支援型大学生支援型大学生支援型

ひとりひとりひとりひとり親家庭親家庭親家庭親家庭のためののためののためののための学生等学生等学生等学生等によるによるによるによる学習支援学習支援学習支援学習支援

長期休業中に，母子家庭及び父子家庭の小学４

年～６年生と中学生（広島市及び福山市を除く）

を対象（15名定員）に，大学生が講師となり，国

語，算数（数学）宿題について教科書中心に教え

る。

福山市福山市福山市福山市・・・・尾道市尾道市尾道市尾道市

発達障害発達障害発達障害発達障害のののの子子子子どもどもどもども支援支援支援支援

福山市 福山すこやかセンター

尾道市 尾道市人権文化センター

毎週木曜日に，福山市，尾道市の会場（交互に）

福山大学の学生と大学院生が，発達障害の小学

生や中学生に，ボランティアとして，子供のペース

に合わせて勉強を教え，一緒に遊ぶ活動を行って

いる。

大学生支援型大学生支援型大学生支援型大学生支援型
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地域人材地域人材地域人材地域人材支援型支援型支援型支援型

廿日市廿日市廿日市廿日市市市市市

学校学校学校学校支援支援支援支援地域地域地域地域本部本部本部本部（（（（大野大野大野大野きずなきずなきずなきずな応援団応援団応援団応援団））））

大野中学校区の取組として実施。月２回程

度地域支援学習会を学年ごとに実施。

（小中一貫教育推進校）

府中市府中市府中市府中市

明郷明郷明郷明郷ＣＳＣＳＣＳＣＳ（（（（めいきょうめいきょうめいきょうめいきょう寺子屋寺子屋寺子屋寺子屋））））

明郷ＣＳの一環として，「自学自習，しつけ，地域

の人とのつながり」を目標に，クルトピア明郷で，子

供たちが地域住民に見守られながら学習をする。

学校連携型学校連携型学校連携型学校連携型

庄原市庄原市庄原市庄原市

上高自治振興区上高自治振興区上高自治振興区上高自治振興区「「「「子子子子どもどもどもども塾塾塾塾」，」，」，」，総領自治振総領自治振総領自治振総領自治振

興区興区興区興区「「「「放課後塾放課後塾放課後塾放課後塾」」」」

上高自治振興区では，小学生，中学生を対

象にし，中学生は数学，英語を学習している。

総領自治振興区では，中学生を対象に数学を

学習している。

「子ども塾」では，学校の教員も関わること

がある。

地域人材地域人材地域人材地域人材支援型支援型支援型支援型 学校連携型学校連携型学校連携型学校連携型
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教員教員教員教員ＯＢＯＢＯＢＯＢ支援型支援型支援型支援型 ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ型型型型

ネットネットネットネット塾塾塾塾

千代田中央公民館で，小学生を対象に，元

小学校校長が講師となり，インターネット

のテレビ電話を利用した学習塾（夏休み

Web学習塾）を開いている。通塾の負担を
なくし，中山間地域での学習環境の充実の

ために企画された。⇒平日放課後の常時開

講を目指す。

北北北北広島広島広島広島町町町町

４ 広島県における学習支

援の現状分析
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取取取取りりりり上上上上げたげたげたげた事例事例事例事例からからからから

○ 行政，関係機関が主導するもの以外，貧困対策を意

識した学習支援活動は，ほとんど行われていない。

○ 大学生支援型に関しては，広島市，福山市，東広島

市等近隣に大学がある市町においての学習支援者とし

て位置付けられている。

○ 何らかの事情のある子供たちに関しては，大学生が

学習支援者として関わっていた。学習支援と併せて子

供たちとのコミュニケーションを重視していることが

伺われる。

○ 地域人材支援型に関しては，学校との連携を行って

いる。教科の専門性，学年の発達段階に応じた指導等

の必要性が考えられる。

○ 教員ＯＢ，大学生支援型に関する事例は，行政主導

の取組に多く見られた。

○ 多くの学習支援活動が，子供の自発性に任せた予

習・復習や宿題などの自学自習を支援者が見守る，支

援するというものであった。

○ 一方，課題を抱える子供たちに対して，学習支援者

をしっかり確保し，マンツーマン指導を行っている。
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５ 大学生ボランティアに

よる「地域未来塾」への

可能性

「「「「地域未来塾地域未来塾地域未来塾地域未来塾」」」」へのへのへのへの可能性可能性可能性可能性

• 活動主体への貧困対策としての学習支援の必要性の
周知を図る。

• 人材確保の視点で，地域の大学，ＮＰＯ法人（キッ
ズドア等）との連携・活用を促す。

• 「地域未来塾」において対象となる子供たちに対し
て，年齢が近い大学生が学習支援者となり，コミュ

ニケーションを図ることは有効である。

• 確かな学力や学習習慣を付けていくためには，学校

（ＣＳ，学校支援地域本部事業の拡大）や関係機関

との連携は不可欠である。
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• 学習支援者に対して，必要な研修の受講を促した
り，悩みやその解決策について意見交換できる場

を設ける。⇒資質向上

• 活動の振り返り，アンケートの実施，分析等によ
り，学習支援活動の工夫・改善を行う。

• 今後，ＩＣＴを活用した学習支援は，地理的要因，
アウトリーチ等を考慮すれば，有効である。

放課後子供教室放課後子供教室放課後子供教室放課後子供教室へへへへ

「「「「ワクワクワクワクワクワクワクワク学学学学びびびび隊隊隊隊」」」」更更更更なるステップアップへなるステップアップへなるステップアップへなるステップアップへ

放課後子供教室放課後子供教室放課後子供教室放課後子供教室へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ

•放課後子供教室における貧困対策を目的と

した学習支援の必要性について，コーディ

ネーター等研修会の場等で事例の紹介を行

う。

•子供たちの学習実態を把握するとともに，

より確かな学習活動とするために必要な情

報や協力を得ることができるように，日頃

から学校との連携を密にする。
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•地域人材の活用，地域の大学との連携，「ワ

クワク学び隊」の派遣など，地域ボランティ

ア・大学生等の学習支援者を十分確保した上

で取組を進める。

•まず，放課後子供教室における宿題の時間へ

の支援のあり方について改めて振り返り，充

実を図ることから始めていく。

「「「「ワクワクワクワクワクワクワクワク学学学学びびびび隊隊隊隊」」」」のののの更更更更なるステップなるステップなるステップなるステップ

アップにアップにアップにアップに向向向向けてけてけてけて

•実践交流会等，大学生が研修する場におい
て，貧困対策としての学習支援の重要性，

それに伴う必要な資質・能力等について伝

え，新たな活動内容として「学習支援」を

加えていくように勧める。

•市町の担当者，コーディネーター，教室ス
タッフとの連携を密にし，子供の実態をで

きるだけ把握した上で活動を行うようにす

る。
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•放課後子供教室の活動前の宿題の時間も含

めて教室スタッフとともに支援に取り組ん

でいくなど，派遣時の活動において，学習

支援に向けての貴重な経験として積み重ね

ていく。

•放課後子供教室だけでなく，「地域未来

塾」につながる学習支援の場を紹介し，支

援者として参加する機会を積極的に提供し

ていく。

６ 参考文献等
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