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班活動
下館コースで班を組み生活班を組んでいた。コロナ渦でもあり班として機能せず、主に掃除を行う事しかできなかったた
め、班活動を中止した。

エコ活動 ゴミの分別を徹底した。おやつ時に毎日行っていたので、習慣づくことができた。

安全・衛生の確保 手洗い・うがい・消毒・マスク着用指導
昼食・おやつ前は名前を呼ばれてから手洗いを行った。外から帰って来た時やトイレ後に、手洗い忘れや石鹸で手洗いが
できていない子どももいたので、習慣づくように声かけを行っていきたい。

整理整頓指導
自分の物は自分で管理するため、荷物は自分のロッカーに入れるように声をかけるが、落とし物や忘れ物が見られた。継
続的な声かけがまだまだ必要である。

下館指導 集団下館時にコース別に職員が付き添い、安全指導を行った。

連絡ノートの提出指導
長期休業中・土曜日以外は保護者からの記入がある時のみ提出、記入がない時は連絡ポケットに入れるように指導する
が、出し忘れの子が多かった。習慣として子どもたち自ら出せるよう工夫が必要だった。

健康の管理・情緒の安定 あいさつの励行
登下館時、昼食やおやつ時にあいさつができるように職員から積極的に行うが、返事がない子もいた。自らあいさつがで
きるように、声かけを行っていきたい。

後片付けの徹底
慣れてくると最後まで後片づけができなくなる場面が見られた。早めの声かけを行うようにしたが定着できなかった。習
慣づくように何回も確認が必要である。

帰り道の安全指導
危険な箇所の見守りを行う。危険行為が見られたときは、帰りの会にて全体の注意することは伝えられた。おたよりを通
し、子どもの様子を伝えたり、個別に指導や、保護者情報を共有し連携を図った。

学習時間の設定
長期休業中や土曜日は、登館時から朝の会まで学習時間を設ける。日常は感染症予防の対策を行うと学習する時間の長時
間確保が難しいが、短時間で集中して取り組む姿が見られた。

基本的生活習慣の確立 休息の確保
長期休業中・土曜日の昼食後に本やＤＶＤを見ながら休息することにより、体を休めることができた。マスク着用による
乾燥を防ぐため、お茶タイムの時間を設けることにより、水分補給を行うことが出来た。

掃除時間の設定
長期休業中はクラス別、土曜日は出席者でおもちゃの整理や消毒も含め、児童館をみんなで協力し合い掃除をすることが
できた。

冬季における早帰りの実施 小学校の冬時間に合わせて実施。１５分集団下館の時間を早めた。暗くなる前に下館でき、安全面の配慮ができた。

社会生活技術の獲得 体調管理の徹底
長期休業中・土曜日は健康チェック表にて健康観察を行う。検温忘れの場合は児童館で検温を行う。自分で検温し、記入
ができるように促した。

学童クラブ新入会顔合わせ

入会式は感染症拡大防止対策のため実施せずに、学童クラブ新入会顔合わせを行う。入学式の後、児童館まで歩いて足を
運んでもらい道の確認を親子でしてもらう。同じ下館コースの新２年生以上と顔合わせ行い手作りのプレゼントを1年生に
渡した後、親子で記念撮影を行った。

オリエンテーション 新入会児童に館内の様子・約束や注意事項を伝えることができた。

生活体験の拡大 お誕生日会 誕生月の児童はみんなの前で「児童館での好きな遊び」を言ってもらい、バースデーカードを渡した。

散歩へいこう 緊急事態宣言発令や、熱中症対策のため、実施できなかった。

エコの日
資源を大切にすることを意識してもらう日となり、毎月行うことで定着してきた。環境問題について話すことで環境問題
を考えてもらうきっかけとなった。

敬老工作～地域の舟山庵さんへお渡しするプレゼン
ト作り～

地域の高齢者施設の方へプレゼントをするために折り紙を使って製作する。1年生と２年生以上がペアを組んで取り組むこ
とにより、上の学年が1年生に教える姿が見られた。

ブックカバー作り
ブックカバーコンクールに応募するため、自分のブックカバーを作る。絵を描いたり、折り紙や画用紙を用いて自分だけ
のオリジナルのブックカバーが作れた。

３年生会議

今年度は「チャレンジ大会」「キッズフェスティバル」「おたのしみ会」の遊びの内容を考えた。感染症対策のため会議
の時間を短縮して行えるように事前にアンケートを取るなど工夫した。1日の会議時間を短縮したため、毎日会議を行う事
になってしまったが、自分たちがするという意識が高まり、当日までに準備や進行をしてくれた。

チャレンジ大会に向けての取り組み 3年生「チャレンジ大会」の企画・準備・進行してくれた。

おたのしみ会

3年生が企画・準備・進行した。密を避けるために1階と2階の部屋に分かれて、それぞれ別のゲーム遊びができるように企
画。チームで協力し、応援し合うなど盛り上がった。3年生もみんなが楽しむ姿を見て、自分たちの企画内容・進行に達成
感を感じていた。

キッズフェステバルに向けて展示制作
ペットボトルを用いたエコ工作「虹色モビール」はキラキラ輝くモビールが完成。折り紙で四季を表した「四季おりお
り」をキッズフェスティバル当日に展示した。待ち時間に親子の会話のきっかけにもなっていた。

キッズフェステバルに向けて準備 3年生を中心にキッズフェスティバルの準備をした。子どもたちの手作り感がある看板や部屋が出来上がった。

「子ども１１０番のいえ」を探そう
学年別に小学校から児童館までのルートで「子ども110番のいえ」が何処にあるか確認し、3年生に発表をしてもらった。
建物の名所・危険な場所の確認、共有ができた。この取り組みは、年度初めにするべきだった。

伝統工芸の制作体験教室
職人さんに来ていただき「京象嵌」の製作体験を行う。低学年は職人さんの手を借りながら、高学年は職人さんの手を借
りずにしていたため制作が難しかったようだが、子どもたち真剣に取り組む姿が見られた。貴重な体験になった。

当番活動
始めは2年生以上が見本となり１人で当番活動を行う。１年生は２人でペアを組んだり、上の学年と一緒に行うなど配慮し
た。みんなの前に立ち発言する練習を行うことができたが、子どもたちの話を聞く姿勢が課題である。

遊びの紹介 新入会児童に遊び方やルールを伝えた。遊び方は2年生以上が教えたり、一緒に遊ぶ姿が見られた。

大宮校体育館遊び 今年度は出席者が少なく、熱中症感染症拡大防止対策のため小学校の体育館を借りずに児童館で遊んだ。

ドッジボール練習
ドッジボール交流会が中止となったため、遊び週間「ドッジボールで遊ぼう」にて簡単なルールの確認を行った。ルール
を明確化することで子ども自らセーフなのかアウトなのか考えて動けるようになった。

キッズフェステバルに向けてダンス練習
ステージ発表を披露する予定だったが、感染症拡大防止のため縮小してキッズフェスティバルを開催し、蜜を避けるため
滞在時間を短くできるよう配慮し、披露する場を設けなかったため中止。

お年寄りとの交流 今年度も交流ができず、子どもたちが作った作品を渡すだけになってしまった。
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館外活動「ドッジボール交流会」参加 近隣の児童館とドッジボールを通して交流する予定だったが、感染症拡大防止のため中止となった。

大宮学区「ふれあい文化祭」参加
感染症拡大防止のため参加は辞退することになったが、子どもたちが作った作品「虹色モビール」と「四季おりおり」掲
示により参加した。

初詣
大将軍神社へ行き、新年のお参りをする予定だったが、子どもの新型コロナウイルスの感染者が増えてきたため自粛し
た。

終了に向けての取り組み 小学校で学級閉鎖が相次ぎ出席者が少なく、取り込む日程調整がとれなかった。

令和３年度学童クラブ登録説明
学童クラブに登録予定の保護者に児童館と学童クラブの内容や提出書類の説明を行ったり、学童クラブの現状を伝えるこ
とができた。

子育てに必要な情報の提供と交換 令和３年度学童クラブ入会説明
新入会の保護者に学童クラブの内容・ルール・お願い事・生活の流れ・帰宅ルートの確認を行い、提出書類を受け取っ
た。

令和４年度学童クラブ登録説明会
新1年生対象。学童クラブに登録予定の保護者に児童館と学童クラブの内容や提出書類の説明を行った。蜜を避けるため、
説明会の日程を３回行った。

子育てに必要な情報の提供 令和４年度学童クラブ登録説明
登録説明会に参加できなかった来年度学童クラブに登録予定の保護者に、児童館と学童クラブの内容や提出書類の説明を
行う。

令和４年度学童クラブ入会説明会

新入会の学童クラブに登録の保護者に、学童クラブの内容・ルール・お願い事・春休みの生活の流れ・帰宅ルートの確認
を行い、提出書類を受け取った。蜜を避けるために、学年別に説明会を実施し、保護者同士の顔を合わせることができ
た。

子育ての仲間づくり 令和４年度学童クラブ入会説明
入会説明会に参加できなかった来年度学童クラブに登録の保護者に、学童クラブの内容・ルール・お願い事・春休みの生
活の流れ・帰宅ルートの確認を行い、提出書類を受け取った。

個人懇談会 全世帯の保護者と懇談会を行った。家・児童館の様子をお互いに情報交換・共有することができた。

子育てを支えるネットワーク形成 おたよりの発行 毎月、月末に発行。翌月の予定を知らせて確認を行ってもらったり、子どもの様子を共有できるようにした。

連絡ノートの活用 保護者との連絡手段の一つとなる。連絡事項を記入し、保護者との情報交換を行えた。

小学校との懇談 小学校の担任の先生と懇談を行い、子どもの情報交換・共有し、日々の保育に活かせるようにした。
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１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 1～3年 4～6年 中高生 大学生 大人

（１）生活援助機能

　班活動 124 2736 1494 801 501 11 5543 下館コースで班を組み、掃除を行う。

　エコ活動 毎日 5732 2645 1571 742 11 10701 燃えるゴミ、資源ごみの分別を行う。

　手洗い・うがい・消毒・マスク着用指導
毎日 5732 2645 1571 742 11 10701

外から帰って来た後、トイレ後、昼食やおやつ前に手洗
い・消毒をするよう促す。

　整理整頓指導 毎日 5732 2645 1571 742 11 10701 自分が使うロッカーの整理整頓をするよう呼びかける。

　下館指導 5 109 61 28 22 1 221 集団下館時にコース別に職員が付き添い、安全指導を行う。

（２）子ども育成機能

学童クラブ新入生会顔合わせ 1 36 15 8 7 2 49 117 新入会生の歓迎と新２年生以上の紹介を行う。

　オリエンテーション 1 31 18 10 8 1 68 新入会児童に館内の様子・約束や注意事項を伝える。

　お誕生日会 12 280 137 66 36 519 毎月誕生日月の子どもをみんなでお祝いをする。

　エコの日
12 193 79 54 23 349

毎月１６日の１日中、折り紙・裏紙・セロテープを使わ
ない事で資源の大切さを知る。

　敬老工作～地域の舟山庵さんへお渡しするプ
レゼント作り～

5 126 60 39 24 249

地域の高齢者施設の方へプレゼント作りを行う。

　ブックカバー作り
9 38 19 10 9 76

本の虫プロジェクト「ブックカバーコンクール」に応募
するため、自分のブックカバーを作る。

３年生会議 16 90 90 上級生としての意識を高めるために3年生だけで会議を行う。

おたのしみ会 1 27 8 5 40 今年度最後の締めくくりとして、みんなで集団遊びをする。

キッズフェステバルに向けて展示制作 18 53 31 17 5 106 キッズフェスティバルに向けて展示物の制作を行う。

キッズフェステバルに向けて準備 14 326 115 86 29 556 「キッズフェスティバル」の内容を考え、準備、進行する。

「子ども１１０番のいえ」を探そう
1 23 7 6 36

小学校から児童館までのルートで「子ども１１０番のい
え」がどこにあるか確認をする。

伝統工芸の制作体験教室 1 22 7 6 2 15 52 職人さんに来ていただき、伝統工芸の製作体験をする。

当番活動 169 2984 1147 768 240 5139 お帰りの会で、当番が前に立ち、クイズやゲームを行う。

（３）子育て支援機能

保護者会役員会 2 6 24 30 保護者会の方が集まり、話し合いを行う。

令和３年度学童クラブ登録説明
2 2 2

学童クラブに登録予定の保護者に児童館と学童の内容や
提出書類の説明を行う。

令和３年度学童クラブ入会説明
2 2 2

新入会の保護者に学童クラブの内容・お願い事・生活の
流れを確認し、提出書類を受け取る。

令和４年度学童クラブ登録説明会
3 30 30

来年度学童クラブに登録予定の保護者に児童館と学童の
内容や提出書類の説明を行う。

令和４年度学童クラブ登録説明
4 4 4

登録説明会に参加できなかった学童クラブ登録予定の保
護者に説明をする。

令和４年度学童クラブ入会説明会
3 2 74 76

新入会の保護者に学童クラブの内容・お願い事・春休み
の生活の流れを確認し、提出書類を受け取る。

令和４年度学童クラブ入会説明
14 16 16

入会説明会に参加できなかった保護者に学童クラブの内
容・お願い事・春休みの生活の流れを確認し、提出書類
を受け取る。

個人懇談会 61 58 58 全世帯の保護者に子どもに関しての情報交換を行い共有する。

＊注１　　行事名は，（１）生活援助機能　（２）子ども育成機能　（３）子育て支援機能に分類して記入すること
＊注２　　２クラス以上の館所で，クラスごとで異なる取組・行事を実施した場合は，行事名と併せて，クラス名を記入すること

その他 合　　計 内　　　　　　　　　　　　　　　容行事名 実施回数
学童クラブ児童 登録外児童 ボランティア


