
1. 学童クラブの運営

 1）定員 40名

 2）学年別、月別入所児童数

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

1・4・6年生 43 40 40 38 38 38 32 29 29 29 29 29 414

 3）職員数

平成31年度初  4名 令和元年度末  5名

 4）職員の移動

  ① 採用

氏名

  ② 移動

氏名

 5）職員会議の開催状況

職員会議は毎月一回開催し、日常の保育の様子や気づいた事・伝達事項・行事計画等について

話し合い、評価、反省をし見直しを心掛けた。更に会議録を作成した。

毎日の伝達は口頭の申し送りや指導員連絡ノートを活用し、指導に役立てた。

2. クラブの学童保育の実施状況

 1）指導目標

家庭との連携を図りつつ、放課後及び⾧期休暇期間における、児童の勉強及び遊びを通して、

健全な育成を目指した。

 2）学童保育時間

 平日 13：00(下校迎え時間）～18：00 （ルンビニ保育園下車の方は19：00まで）

 土曜日   8：00～18：00 (ルンビニ保育園下車の方は19：00まで）

 ⾧期休暇期間    8：00～18：00 (ルンビニ保育園下車の方は19：00まで）

 早朝   7：30～  8：00 (ルンビニ保育園、事前申し込みが必要）

 延⾧時間 18：00～18：30 (ぽーしゃなにて）

19：00～21：00 (ルンビニにて）

上記の通り保育を行った。

 3）学童保育内容

  ○毎日の宿題・家庭学習の指導を行い、勉強の習慣づけを心掛けたが学校からの宿題忘れや、

   半分程度宿題を終わらせて遊ぶ児童もいたので、声掛けと確認をした。

  〇4月当初、１年生は宿題がない為、鉛筆の持ち方、ひら仮名の練習、読書の時間を設け、指導した。

  〇年間40回のＥＣＣ英語教室を実施した。

年月日 資格 備考

Ｒ1.11.21 有 第一学童から第二学童へ移動

Ｒ1.11.21 第二学童から第一学童へ移動有

資格

無
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年月日

Ｒ1.12.21

備考



  〇「なかよし」通信を毎月発行し、児童の現状と学童の活動を保護者に知らせ、連携を図るよう

   努めた。

  〇遊びや日々の生活を通して、集団生活に必要なルールを学んでもらい、安定した人間関係を作る

   事ができるように支援した。

  ○野外へ出かけ、自然の移り変わりを体で感じる体験を提供したり、社会科見学やその他の行事の

   際に６年生にリーダーシップをとってもらい最高学年としての意識をつけさせた。

  ○学校までのお迎えやルンビニ保育園までの送迎はバスを利用し、その際には挨拶や、乗車の

   ルールを守るよう指導した。

  〇夏休み期間中、熱中症予防対策の為「屋外活動カード」に朝食チェック・体温チェックをし、

   体調が良好である事を確認した。熱中症指数が28度を超えた場合は、屋外活動を控えた。

  〇新型コロナウィルス感染症拡大防止に対する臨時休校の為、3月4日～3月24日まで午前からの

   開所となった。

  〇感染防止の為、玩具・テーブル・椅子等の消毒をし、予防に努めた。

  〇3密をさける為、室内の換気や、子ども達を午前・午後に分けグランドで遊ばせた。

 4）実施した主な行事     別紙

3. 給食等の実施状況

  ◎偏った献立にならないよう、川棚給食センターに依頼した。

  ◎アレルギー体質の児童は、家庭との連絡を密にしていき、お弁当・おやつを持参して頂いた。

  ◎おやつは、スナック菓子に偏らないようにし、プリン・ゼリー等を取り入れた。

  ◎衛生面からテーブルの消毒を行い、手洗いの指導をした。

4. 健康管理

  ◎指導員全員の定期健康診断を、5月に実施した。

  ◎指導員全員の検便を月1回専門業者に依頼し「赤痢菌、サルモネラ菌、Ｏ−157」の検査を実施した。

  ◎子ども達の、帰着後の手洗い・うがい・消毒の指導をした。  

  ◎新型コロナウィルス感染拡大予防の為「健康カード」を作成し、毎日朝と昼に検温をし、

   健康状態が良好である事を確認した。

  ◎保護者へ児童のマスク着用を促した。子ども達に感染症から身を守る為に必要だという事を

   説明した。

5. 非常災害危険防止の実施状況

  ◎月に一回、避難訓練か、避難講話を実施した。

  ◎隣接する保育園の避難訓練にも参加し、非常階段を使った避難の仕方、又

お   おさない。

か   かけない。

し   しゃべらない。

も   もどらない。

   の避難訓練の基本を学び、回を重ねるごとに迅速に行動できるようになったが、私語が多く

   真剣に取り組めない時もあった為、避難訓練の大切さを伝えた。



別紙                                                    第一学童 

年 間 行 事 実 績 

月 行   事   名 

 

2019 年 4 月 

 

・新一年生歓迎式（34 人）  ・歓迎遠足（38 人）  ・避難訓練（35 人） 

・グランド、外遊び（18 人、4 人、9 人）  ・移動図書はまゆう号（7 人） 

・こいのぼり作成（20 人）  ・ＥＣＣ英語教室（16 人、20 人） 

 

2019 年 5 月 

 

・母の日メッセージカード作成（26 人）  ・移動図書はまゆう号（31 人） 

・ＥＣＣ英語教室（26 人、20 人、25 人）  ・グランド遊び（23 人） 

・避難訓練講話（23 人） 

 

2019 年 6 月 

 

・ＥＣＣ英語教室（21 人、26 人 27 人、24 人、25 人）  ・浦頭体育館（24 人） 

・枇杷ジャム作り（21 人）  ・移動図書はまゆう号（29 人） 

・父の日メッセージカード作成（27 人）  ・避難訓練講話（25 人） 

 

2019 年 7 月 

 

・ＥＣＣ英語教室（19 人、23 人、18 人）  ・散歩（13 人）  ・町探検（6 人） 

・避難訓練 （11 人、18 人）  ・移動図書はまゆう号（29 人）   

・針尾探検（9 人）  ・ダンボール遊び（28 人）  ・クラフト工作（28 人） 

 

2019 年 8 月 

 

・町探検（4 人）  ・習字（3 人、5 人、2 人）  ・避難訓練（23 人） ・旧七夕（27 人）  

・移動図書はまゆう号（27 人）  ・佐々口石学童交流（8 人）  ・長崎空港見学（7 人）   

・非行防止講座（22 人）・駄菓子屋さんごっこ（25 人） ・グランド遊び（17 人、6 人） 

・ＥＣＣ英語教室（23 人、25 人、23 人、25 人） ・日本銀行お金のしくみ講座（28 人）   

2019 年 9 月 
・移動図書はまゆう号（27 人）  ・ＥＣＣ英語教室（26 人、17 人、21 人） 

・グランド遊び（12 人、11 人）  ・しおり作り（11 人）  ・避難訓練（18 人） 

 

2019 年 10 月 

 

・ＥＣＣ英語教室（24 人、21 人）  ・外遊び（8 人、9 人）  

・ダンボール遊び（20 人）  ・変身めがね工作（15 人）  ・グランド遊び（12 人） 

・避難訓練（20 人）  ・移動図書はまゆう号（29 人、24 人） 

 

2019 年 11 月 

 

・ＥＣＣ英語教室（18 人、20 人、10 人）  ・焼き芋大会（26 人）   

・グランド遊び（26 人）  ・卓球大会（20 人）  ・移動図書はまゆう号（24 人） 

・避難訓練講話（10 人）  ・針尾小駅伝大会応援（8 人） 

 

2019 年 12 月 

 

・ＥＣＣ英語教室（20 人、17 人）  ・もちつき大会（22 人）   

・移動図書はまゆう号（19 人）  ・カルタ大会練習（4 人、6 人、5 人、4 人） 

・お楽しみ会（23 人）  ・避難訓練講話（23 人） 

 

2020 年 1 月 

 

・羽子板作り（9 人）  ・カルタ大会練習（4 人、6 人、8 人）   

・ＥＣＣ英語教室（20 人、22 人、22 人、22 人）  ・避難訓練講話（22 人） 

・グランド遊び（14 人、16 人） 

 

2020 年 2 月 

 

・ＥＣＣ英語教室（23 人、19 人、19 人、19 人）  ・節分ごっこ（23 人） 

・移動図書はまゆう号（23 人）  ・風船遊び（19 人）  ・避難訓練（26 人） 

・ひな祭り製作（10 人）  ・グランド遊び（11 人） 

 

2020 年 3 月 

 

・グランド遊び（11 人、11 人、17 人、17 人、19 人、5 人、18 人、8 人、18、人 18 人、 

21 人、22 人、22 人、13 人） ・ＥＣＣ英語教室（12 人、15 人、17 人、23 人、21 人）  

・新聞遊び（24 人）  ・移動図書はまゆう号（19 人）  

・鯛の浦公園（12 人、8 人）  ・避難訓練（21 人）  ・お別れ会（23 人 

 


