
４．教育支援ボランティア活動 

 

 教育支援ボランティア活動とは、学生が学校やその他の教育関係機関に出向いて、子ど

もの教育活動の補助・支援を行ったり、教職員等の業務の補助を行ったりすることである。

教育支援ボランティア活動は、学校などの教育現場を支えるための活動であることはもち

ろんだが、参加する学生にとっても大きな意味のある活動である。教員養成の段階におい

ても教員としての実践的な指導力の育成が求められる現在、実際の教育現場での体験を通

した学生の学びは、大学の中だけでは得ることのできない貴重なものになるからである。 

本センターでは、平成１６年度から水戸市との協定に基づいた学生たちによる教育支援

ボランティア活動を、「水戸市学校支援活動」という名称で開始した。現在では、教育学

部だけでなくすべての学部の学生が参加対象となり、幼稚園から高等学校あるいは特別支

援学校というように校種も広がり、その活動は広がってきている。  

 今年度の教育支援ボランティア活動への取組は以下の通りである。  

 
(1) ボランティアガイダンス 

 

① 日 時  平成３０年５月９日(水) １２:４０～１４:１０  

② 場 所  教育学部 D 棟２０１番教室  

③ 参加者    人文社会科学部・教育学部・理学部の学生（１１３名）  

④ 内 容  ・センター長あいさつ    

        ・教育支援ボランティア活動の流れについて    

        ・ボランティア活動体験発表  

          清宮暖佳（教育学部４年次）  

          照井 徹（人文学部４年次）  

          北島勇人（教育学部４年次）  

          ・質疑応答  

 

５月９日（水）１２時４０分～１４時１０分まで教育学部 D 棟２０１番教室において、

平成３０年度ボランティア活動ガイダンスを実施した。１００名を超える学生が参加した

が教育学部の１年生がほとんどだった。人文社会科学部、理学部の１年生も数人参加して

いた。  

はじめに、小川哲哉全学教職センター長からあいさつとボランティア活動全体について

お話があり、続いてボランティア活動の流れや手続きについて説明があった。  

次に、昨年度ボランティア活動に参加した学生から体験発表があった。教育学部技術選

修４年の清宮暖佳さんからは、水戸市内の小学校で行った学習支援について、人文学部４

年の照井徹さんからは、水戸市内の中学校と地元牛久市内の中学校で行った学習支援につ

いて、教育学部音楽選修４年の北島勇人さんからは、附属小学校・附属中学校での音楽授

業支援について発表があった。  

参加した学生たちは、真剣な表情で発表に耳を傾けていた。  
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(2) 教育支援ボランティア活動全体の取組状況 

 以下の表は、今年度の教育支援ボランティア活動全体の取組状況である。水戸市学校支

援活動の依頼件数は２３７件、昨年度は１５４件だったので８３件増加している。派遣件

数は６７件で昨年度より若干増えているが、実際に活動に参加した学生の数（活動延べ人

数）は１５２人で昨年度より２０人少なくなっている。茨城県内の教育支援ボランティア

活動の依頼件数は１０４件、派遣件数は７８件、活動に参加した延べ人数は４４７人で、

ほぼ昨年と同様であった。高等学校ボランティア活動の依頼件数は２２件で昨年度より６

件増えた。派遣件数は５件、活動に参加した延べ人数は１２人であった。高校ボランティ

ア活動も派遣依頼は増えているがなかなか希望に応えられていない。  

県内教育支援ボランティアや高校ボランティアでは、自ら希望した学校で活動を行う学

生も増えてきている。今年度は小・中学校で４人、高等学校で６人が自己希望により活動

を行なった。  

 

平成 30 年度 教育支援ボランティア活動状況  

活動名  支援依頼件数  派遣件数  活動延べ人数  

 水戸市学校支援活動     ２３７       ６７      １５２  

 県内教育支援ボランティア活動       １０４        ７８      ４４７ 

 高校ボランティア活動        ２２          ５        １２  

合    計   ３６３ １５０ ６１１ 

 

学部別・支援内容別活動人数 (実人数) 

学 部  水戸市学校支援

活動  

県内教育支援  

ボランティア  

高校ボランティア  合 計  

教育学部  ９２  １８３  １０  ２８５  

人文社会科学部    １    ６   ０    ７  

理学部   ３    ７   ２   １２  

農学部   ０    ３   ０    ３  

工学部   ０    ２   ０    ２  

合計  ９６  ２０１  １２  ３０９  

 

学部別・学年別活動人数 (実人数) 

学 部  1 年次  2 年次  3 年次  4 年次  大学院  合 計  

教育学部  ４０  ３９  １１７  ７３  １６  ２８５  

人文社会科学部   ２   ４    １   ０   ０    ７  

理学部   ２   ４    ４   １   １   １２  

農学部   ３   ０    ０   ０   ０    ３  

工学部   ２   ０    ０   ０   ０    ２  

合計  ４９  ４７  １２２  ７４  １７  ３０９  
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(3) 水戸市学校支援活動 

 水戸市学校支援活動は、学校の年間計画や実態に合わせて５月、８月、１月の３回に分

けて水戸市教育委員会から募集依頼がきた。昨年度からすべての学部の学生を対象に募集

を行っている。今年度の活動では教育学部以外の学生は、人文社会科学部１人、理学部３

人が参加した。  

平成 30 年度 水戸市学校支援活動状況  

派遣先  支援依頼件数  派遣件数  活動延べ人数  

幼稚園          ４７          ５         ７ 

小学校        １６７        ５５       １３４  

中学校          ２３          ７         １１ 

合 計        ２３７        ６７       １５２  

 

【事業担当】  

 水戸市総合教育研究所 鈴木  陽子、海老澤里枝  

 全学教職センター   五島  浩一、鯉渕  良子  

 学務部学務課     菅谷 香  

 

  依頼された支援活動及び実際に学生が参加した活動内容の詳細については、24 ページ

以降の通りである。また、水戸市教育委員会による報告書も掲載する。  

 

(4) 茨城県内教育支援ボランティア活動  

  茨城県内教育支援ボランティア活動は年々派遣依頼件数が増えており、その活動内容  

 もかなり広範囲なものとなってきた。本センターだけでは対応が困難になってきたた

め、昨年度から依頼の受け入れ先及び活動内容を見直し、今年度に至っている。  

下表は、派遣先別の活動状況である。  

 

平成 30 年度 茨城県内教育支援ボランティア活動状況  

派遣先  支援依頼件数  派遣件数  活動延べ人数  

学校関係     ７６ ６２       ３５５  

教育委員会関係     ８    ６       ５９ 

教育関係機関    ２０ １０         ３３ 

合 計  １０４ ７８      ４４７  

 

【事業担当】  

 全学教職センター   五島  浩一、東小川  昌夫、鯉渕  良子  

学務部学務課     菅谷 香  

 

  依頼された支援活動及び実際に学生が参加した活動内容の詳細については、44～45 ペ

ージに示す通りである。  
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(5) 高等学校ボランティア活動 

 教育支援ボランティア活動の派遣依頼があった高等学校とその内容、実際にボランティ

ア活動に参加した人数は下の表の通りである。 

 

 
 

課題としては、昨年度より依頼件数は多かったが、地域や学生の希望とのマッチングが

かなわず表のようになった。学年の幅をさらに広げると共に、学生のニーズや高等学校の

希望を考慮して、対応することを考える。 

【事業担当】 

 全学教職センター 菊地 利幸、鯉渕 良子 

 学務部学務課   菅谷 香 

茨城県立那珂湊高等学校

活動人数

8時間耐久学習会

10

3

2

7

8

№

1

ボランティア名

冬季合宿(学習合宿 )

芸術Ⅰ・Ⅲの授業(音楽)補助

派遣依頼学校名

9 演劇部指導補助

18

13

17

夏季休業中の被服製作課外の補助

16

部活動指導の補助

20

19

バレーボール部活動指導補助

バドミントン部活動指導補助

高等学校の業務補助全般

6

吹奏楽部指導補助

バレーボール部活動指導補助

4

部活動練習指導

5

11

12

実用英語技能検定試験対策①

実用英語技能検定試験対策②

茨城県立下館第一高等学校

茨城県立下館第一高等学校

茨城県立下妻第一高等学校

茨城県立水戸商業高等学校

茨城県立下妻第一高等学校

茨城県立勝田高等学校

14 夏季休業中の調理実習課外の補助

15

茨城県立藤代紫水高等学校

茨城県立藤代紫水高等学校 一般文理数学課外

茨城県立石岡第二高等学校

茨城県立石岡第二高等学校

高等学校の業務補助茨城県立桜ノ牧高等学校常北校

茨城県立古河第三高等学校

美術部　部活指導

1

茨城県立桜ノ牧高等学校常北校

茨城県立友部高等学校

陸上部生徒への指導

茨城県立日立北高等学校

高等学校の教育活動全般の補助

2

22 スクールサポーター茨城県立磯原郷英高等学校

21 ハンドボール部指導補助茨城県立鉾田第二高等学校

2

4

平成30年度　高校ボランティア活動状況

3

茨城県立東海高等学校

茨城県立友部高等学校

茨城県立日立北高等学校

茨城県立波崎柳川高等学校
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(6) ボランティア活動に参加した学生の感想 

 

1. 水戸市学校支援活動 

 

〇幼稚園  

【通常保育の補助】 
・園児の補助をする際、どこまで補助すれば良いのかが難しかった。園児が自分でできる

ことは、手を出さず見守ることも自主性を育てるために大切だということが分かった。

また、活動をする中で、人にお願いするときは「お願いします」と言うようにうながす

など、生活の中で礼儀を身につけられるようにしていると感じた。 
【園行事補助・運動会】 

・普段はなかなか幼稚園児と関わる機会がないので、とてもよい経験になった。園児が分

かるような言葉の使い方や話すスビードと、表現の仕方などに気をつけて接することが

できた。子どもたちがとても素直で、好奇心旺盛で一緒にお話していて本当に心が温ま

った。 

・子どもたちの様子や先生方の話し方、注意の仕方などを近くで見ることができ、とても

勉強になった。また、競技で使う道具や衣装が一つ一つとても可愛くて、先生方の思い

やりを感じる運動会だった。 

 

〇小学校  

【運動会補助】 

・運動会は初めて参加しましたが、授業とは当然雰囲気が違い、すごく楽しかったです。

特別支援学級に通う児童にとって、ダンスは動きがたくさんあるし、日程もずれたりし

てすごく大変だったけど、頑張っている所をみることができました。子どもたち１人１

人に気を配ることや、けがなどの対応も大変そうだと感じましたが、小学校もとてもよ

いなと感じました。 

・実際に普通学級に通う支援を要する子どもに１日付っきりの活動は初めてでした。多動

ということもあり、なかなか競技に出られなかったりと、大変な一面もありましたが、

その中でも「先生」と呼んでくる子どもがとても可愛かったです。普通クラスのお友だ

ちと共に生活する大変さもありますが、互いに刺激し合うことも大切なのかなと感じま

した。とてもよい経験をすることができました。 

【家庭科の授業におけるミシン指導】 
・第 5 学年ということもあり、ミシンを上手に使うことができない児童が多かったが、そ

の分、私が使い方を教えて上手く縫えた時はやりがいを感じた。児童によってスピード

が異なるため、早く終わった児童に発展的な作業を用意する等が必要だと学んだ。実際

に授業に参加してみて、児童に言いたいことを伝える難しさを感じたが、児童と関わる

楽しさも感じることができた。 

【特別な支援を要する児童に対する活動補助】 

・特別な指導を要する児童が何に困っていて、どんな支援をしたらその困りを減らすこと

ができるのかを考える力がついた。とてもいい経験だった。 
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【就学時健康診断補助】 

・就学児健診の全体の流れを知ることができた。準備物や会場をどのように設営するかな

ど、実際に養護教諭になって就学時健診を運営していく立場となる上でとても勉強にな

った。短時間で多くの子どもが様々な検診をすませなければいけないため、いかにスム

ーズに進行できるかということが大切であると感じた。 

【授業における学習支援】 

・初日は積極的に学習支援を行うことができなかったが、2 回目は手が止まっている子に

自ら声かけをすることができた。学級全体を見回し、変化に気づくことが必要で、授業

での教師の大変さを痛感した。授業では、学習の進みが早い子と遅い子の差があり、授

業の工夫次第でその差は小さくなるため、参考になる点も多かった。分からない子にど

のように教えると分かるようになるのかという支援の仕方が難しかった。 

・学習に遅れがあるように見えても、何らかの困難さから遅れているのか、能力的には問

題がないが、やる気が出ずに遅れてしまっているのか、遅れの原因を探ることが難しい

と感じた。また、子どもに対してどの程度までサポートをすればよいのか、どこまで見

守るべきかについても難しさを感じた。これからの学習支援ボランティアにて、先生の

子どもへの対応を見学し、自分のものとしたい。 

【持久走大会補助】 
・商店街を使用してのマラソン大会で、地域とのつながりを感じることができた。また、

走り終えた児童が嬉し泣きや悔し涙を流している姿を見て、本気で臨んでいるのだなと

感動した。救護としては吐き気を催してしまう児童への対応や、実際に嘔吐してしまっ

たものの処理など実践的に学ぶことができた。 

・児童全員が完走することができて私も嬉しかった。何週も遅れてしまっている児童を先

生方や他の児童が一生懸命応援している姿がとても印象的だった。順位よりも個々の成

長や頑張りを認めることが大切だと改めて感じた。先生方の児童との関わり方を実際に

見ることができてとても勉強になった。 

【なわとびの学習支援】 
・２度目の「なわとび集会」であったため、昨年よりも全体の流れや様子が分かり、心に

余裕をもって行動できたと思う。児童 1 人１人、又はクラスが一つとなって良い結果が

残せるよう頑張る姿が見られ、自分自身の活力になったように感じる。 
【宿泊学習の引率補助】 
・教師・指導者として宿泊学習に参加したことがなかったので、どのような安全面に配慮

して指導すれはよいのか学ぶことができて良かった。宿泊学習は通常の学校生活では体

験することができない経験が多くあるので、それだけ危険も多くありより注意して指導

する大切さが分かった。 
 

〇中学校 
【学習支援】 
・自分で理解していることと、相手に理解させることの差を痛感しました。今後もこの経

験を糧に積極的にボランティア活動に参加していきたいです。 

－ 21－



2. 地域の教育支援ボランティア 

 

〇小学校 
【小学 5 年生の授業における学習支援(算数科)】 
・算数が苦手な子はどこがつまづくのか。どういうところが分かりにくいのかについて、

回数を重ねていくうえで少し理解でき、とてもよい経験になりました。また、教員の先

生方の授業を見ることができ、参考としたい点、もっとこうしたら良いなと感じる点に

ついて分かり、自分の教員への大きな経験となりました。 
【寄宿舎での読み聞かせボランティア】 
・小学 5 年生がおもしろいと思ってもらえるような本を選ぶのが難しかったです。また読

み聞かせ以外にも、子どもたちと話したり遊んだりでき、とても楽しかったです。月 2
回継続的に子どもたちと関わることができて、とてもよい経験になりました。盲学校で

の取り組みや校舎なども見ることができて勉強になりました。 
【水泳学習指導支援】 
・実際に水泳の指導をすることで、教えることの大変さ、難しさを改めて実感した。また、

自分が指導した技能を児童が習得できたことで、短期間でありながらも教えることのや

りがいを感じることができた。このボランティアを通して子どもを指導することについ

て改めて考えることのできる良い機会となった。 
【学校行事の補助】 
・今回のボランティアでは、教師がすべてやってあげるのではなく、児童が主体となって

活動することの大切さを学ぶことができた。具体的には、新入生と１年生の交流会で、

１年生がお兄さんお姉さんとなって自分たちでお世話をしてあげたり、楽しませようと

工夫したりする姿が見られ、1 年でこんなに成長するのかと感じることができた。主体

的な活動は児童生徒の成長に大きく貢献することが分かった。 
【夏のふれあい活動】 
・今回のボランティアでは、児童の活動の見守りを中心に取り組んできたが、1～6 年生全

員を見ていくことは大変だなあと改めて感じた。危険な場所へ行かないか、体調を崩し

ている生徒はいないかなど、生徒の行動や顔色をよく観察していく必要があるのだなと

ボランティアを通して学ぶことができた。体調を崩した児童への声かけもまた、児童に

とって苦痛を少しでも和らげることにつながるのだと思った。 
【特別支援学校の学習支援】 
・実際に特別支援学校のボランティアに参加して、子どもたちの注意を教師に向けさせる

ためにどのような工夫をすればよいかを学ぶことができた。先生方は子どものほおをさ

わるなどして、教師に注意を向けさせていた。実際に子どもたちと関わることで、大学

では学ぶことができない多くのことを学ぶことができた。 
【音楽授業における合唱指導補助】 
・今回初めて教師対児童としての合唱の音取りを行い、小学生の児童に対して音取りをど

こまで厳密に行うか、どのような発声指導を行えば児童たちが楽によく響く正しい発声

ができるようになるのかなど、課題を見つけることができた。自分が今まで勉強し学ん

できたことを相手に抵抗なく、分かりやすく教えることは非常に難しいと感じた。 
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〇中学校 

【数学学習サポート SPOT in MITO】 
・短い時間ではあったが生徒の個性も見ることができた。また、それと同時に生徒一人一

人にあわせた指導をする必要があると感じた。 
【外国籍生徒の日本語学習のサポート】 
・日本語指導は日本語を教えるだけでなく、今回は途中でスキー合宿があったので、しお

りの読みあわせをもう一度やったり、現地は布団なので使い方を確認したり、生徒が不

安に思わないようにしていることが印象に残りました。 
 
〇高等学校 
【家庭科課題研究の被服製作、課外授業の補助】 
・茨城県の高等学校には特色のある専門学科があるため、専門学科でボランティア活動を

させていただき、先生方から現場の様子、指導方法、生徒の実態についてもお話を伺う

ことができ、貴重な経験になりました。特に専門性の高さや深さが求められる校種であ

ることを実感し、改めて大学で多くのことを学びたいと思いました。 
【学習支援ボランティア(保健室経営)】 
・教育実習では高校を選ぶことができなかった分、このボランティアで高校の様子や生徒

たちの生活を知ることができて良かった。保健室以外にも様々なことを経験させていた

だき自分の学びにつながったと感じる。 
 

〇地域の活動 

【ひたちなか未来塾】 
・自分が理解していても、それを児童に教えるということが難しかった。特に算数の「割

合」については、理解するのが困難な児童が多く、次回の未来塾ではもっと上手に教え

られるように教え方を調べたりした。また、放課後ということもあり、なかなか学習に

集中できない児童が多く、どうすれば学習意欲をもたせられるのか、今後も考え、学習

意欲を高めるために取り組んでいきたい。児童への教え方だけでなく、児童との関わり

方についても学ぶことがたくさんあった。 
【夏休み企画 美術館で学ぼう】 
・子どもたちがどのような作品に興味を持ち、どのような感想を持つのかを間近で見るこ

とができ、美術科教員を目指す上で貴重な体験ができた。それだけではなく、美術館の

展示を自由に鑑賞することができたため、大学の講義ではあまり触れられない、陶芸に

ついての理解も深めることができた。 
【子どもの学習支援事業】 
・中学生への学習支援を行うことは初めてだったので、とても有意義な活動になった。特

に生活保護を受けている世帯という特殊な背景を持つ子どもとの関わりは、難しいと思

っていたが、とても楽しく関わることができた。 
・とてもまじめな子や勉強のやる気があるのに塾に通えない子どもたちの現状をみて、経

済格差が与える影響は大きいと感じた。また、不登校の子もいて、普段関わらない子ど

もたちと触れ合える貴重な経験になった。 
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①水戸市学校支援活動　募集一覧

1. 前期募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K1 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子

平成30年6月26日（火）

※天候によって，6月

27日（水）に変更

8:00～14:00 1 1
園外保育の引率補助

（保育活動の保育補助）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

K2 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 3学期中 8:00～14:00 1 1
園外保育の引率補助

（保育活動の保育補助）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

K3 城東幼稚園 教頭　小田野恵

平成30年10月13日(土)

※雨天決行（城東小学

校体育館）

8:00～12:00 1 4

園行事の補助

（親子スポーツ会：準備

の手伝い，競技補助）

自家用車での来校を許可しま

す。

K4 浜田幼稚園 教頭　和地久美子
平成30年5月～平成31

年2月
9:00～14:00 1 1

通常保育の補助（保育活

動の保育補助）

昼食代は実費になります。動き

やすい服装，上靴・水筒等を持

参してください。

K5 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年5月23日（水） 8:30～15:00 1 1

園行事の補助・通常保育

の補助

(運動会予行練習：準備，

競技誘導，着替え補助)

昼食代は実費になります。

K6 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

8:00～12:00 1 1

園行事の補助(運動会：

準備，競技誘導，着替え

補助)

K7 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年6月22日（金） 8:00～15:00 1 1

通常保育の補助

（プール遊び・通常遊び：

着替え・水遊び・誘導・

トイレ補助）

昼食代は実費になります。プー

ルに入る準備とビーチサンダル

を持参してください。

K8 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年6月29日（金） 8:00～15:00 1 1

通常保育の補助

（プール遊び・通常遊び：

着替え・水遊び・誘導・

トイレ補助）

昼食代は実費になります。プー

ルに入る準備とビーチサンダル

を持参してください。

K9 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年7月3日（火） 8:00～16:00 1 1

通常保育の補助

（プール遊び・通常遊び：

着替え・水遊び・誘導・

トイレ補助）

昼食代は実費になります。プー

ルに入る準備とビーチサンダル

を持参してください。

K10 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年7月6日（金） 8:00～16:00 1 1

通常保育の補助

（プール遊び：着替え・

水遊び・誘導・トイレ補

助）

園行事の補助

（七夕：保育活動の保育

補助）

昼食代は実費になります。プー

ルに入る準備とビーチサンダル

を持参してください。

K11 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年7月7日（土） 8:00～12:00 1 1

園行事の補助補助

（夏祭り：着替え補助，

模擬店手伝い）

K12 浜田幼稚園 教頭　和地久美子 平成30年7月30日（月） 8:00～16:00 2 2

通常保育の補助

（夏の遊び：環境準備・

片付け等）

昼食代は実費になります。

K13 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成30年10月19日（金）

※変更になる場合あ

り。

8:00～14:00 1 1

園外保育の引率補助

（百樹園：保育活動の保

育補助）

昼食代は実費になります。

歩きやすい服装・靴の準備と，

リュックサックを持参してくだ

さい。

K14 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成30年11月9日（金）

※変更になる場合あ

り。

8:00～15:00 1 1

園外保育の引率補助

（歴史館：遊び・トイレ

補助等）

昼食代は実費になります。

歩きやすい服装・靴の準備と，

リュックサックを持参してくだ

さい。

K15 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成30年12月5日（水）

※変更になる場合あ

り。

8:00～12:00 1 1
園外保育の引率補助

（中学校：遊びの補助）

中学校との連絡会において変更

になる場合があります。

K16 浜田幼稚園 教頭　和地久美子

平成31年2月8日（金）

※変更になる場合あ

り。

8:00～15:00 1 1

園外保育の引率補助

（日立方面：バス・電車

の乗り降り・遊び補助等）

昼食代は実費になります。
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№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K17 見川幼稚園 教頭　加藤聡子

平成30年5月26日（土）

※雨の場合は5月27日

（日）

8:00～16:00 1 2

園行事の補助

（幼小合同運動会：準備，

競技の補助・園児の誘導）

昼食は用意致します。

K18 見川幼稚園 教頭　加藤聡子

平成30年6月26日（火）

※雨天の場合は6月27

日（水）

8:00～14:00 1 1

園外保育の引率補助

（もみじ谷：保育活動の

保育補助）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

K19 見川幼稚園 教頭　加藤聡子 平成30年10月26日(金) 8:00～12:00 1 2

園行事補助

（ミニ運動会：準備，競

技の補助，園児の誘導）

昼食は用意致します。

K20 見川幼稚園 教頭　加藤聡子

平成30年10月12日(金)

※雨天の場合は延期

（日程は未定）

8:00～14:00 1 2

園外保育の引率補助

（笠間方面：保育活動の

保育補助）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

K21 見川幼稚園 教頭　加藤聡子 平成31年2月1日(金) 8:00～14:00 1 1

園行事の補助

（節分の豆まき：鬼になっ

て行事に参加，中学校へ

の豆まき引率）

昼食は用意致します。

K22 石川幼稚園 教頭　蛯澤法子

平成30年5月～平成31

年2月

※月1～ 2日間（園と予

定を調整して決定）

9:00～14:00 7 2

通常保育の補助（保育活

動の保育補助）

※行事等の補助・園外保

育の引率等もあり

昼食を各自用意してきてくださ

い。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。参加のできる月だ

けでも構いません。

K23 酒門幼稚園 教諭　石田真澄 平成30年10月20日（土） 8:00～13:00 1 3

園行事の補助（運動会：

用具の出し入れ，片付け

等）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K24 酒門幼稚園 教諭　石田真澄 平成30年12月14日（金） 9:00～12:30 1 3
園行事の補助（発表会：

舞台準備，片付け）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K25 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子
平成30年5月～平成31

年2月
8:30～16:00 15 3

通常保育の補助

（保育活動の保育補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参して

ください。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K26 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年5月15日（火） 8:30～14:00 1 4

園外保育補助

（運動会全体：練習見学

補助）

昼食・水筒・帽子・運動しやす

い服装・運動靴・上靴等を持参

してください。

派遣学生の自家用車での来園を

許可します。

K27 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年5月18日（金） 8:00～12:00 1 2
通常保育の補助

（保育活動の保育補助）

水筒・帽子・運動しやすい服装・

運動靴・上靴等を持参してくだ

さい。

派遣学生の自家用車での来園を

許可します。

K28 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年6月2日（土） 8:00～12:00 1 4
園行事の補助（親子で遊

ぼう会）

水筒・帽子持参してください。

運動しやすい服装・運動靴・上

靴等を持参してください。

K29 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年7月7日（土） 8:00～12:00 1 3
園行事の補助（夏祭り：

保育活動の保育補助）

水筒・帽子持参してください。

運動しやすい服装・運動靴・上

靴等を持参してください。

K30 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子

平成30年10月13日（土）

※雨天の場合は10月14

日（日）

8:00～12:00 2 4
園行事の補助（運動会：

準備，片付け，保育補助）

水筒・帽子持参してください。

運動しやすい服装・運動靴・上

靴等を持参願います。

K31 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子
平成30年10月22日（月）

～ 10月26日（金）
8:30～15:00 5 2

通常保育の補助（保育活

動の保育補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K32 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年10月29日（月） 8:00～14:00 1 2

園外保育（パイプオルガ

ン鑑賞：保育活動の保育

補助）

昼食は実費でお願いします。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。
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№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K33 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年11月2日（金） 8:00～15:00 1 3

園行事の補助（幼稚園へ

ようこそ：未就園児交流

の補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K34 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成30年12月14日（金） 8:00～12:00 1 2

園行事の補助（発表会：

大道具準備，片付け，保

育補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K35 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成31年2月1日（金） 8:00～14:00 1 2

園行事の補助（節分の集

い：準備，片付け，保育

補助）

昼食・水筒は持参ください。運

動しやすい服装上靴を持参くだ

さい

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K36 内原幼稚園 教頭　國分真由美 平成30年7月3日（火） 9:00～11:30 1 6

園行事の補助

（ジャガイモ掘り：掘る

補助，掘ったジャガイモ

の袋詰め等）

天候によって日程を後日に変更

する場合があります。天候の心

配のある時は，園まで連絡くだ

さい。

畑は園のすぐ裏です。

汚れてもよい服装でお願いしま

す。

派遣学生の自家用車での来園は

要相談。

K37 内原幼稚園 教頭　國分真由美 平成30年10月13日（土） 8:00～12:00 1 10

園行事の補助

（運動会：準備，協議の

補助）

※0～ 5歳児が対象です。

運動会の場所は，内原ヘルス

パークです。内原駅から徒歩10

分程の場所です。室内ですので

期日に変更はありません。

運動のできる服装，上靴等を持

参してください。

K38 内原幼稚園 教頭　國分真由美 平成30年11月2日（金） 9:00～11:30 1 6

園行事の補助

（サツマイモ掘り：掘る

補助，掘ったジャガイモ

の袋詰め等）

天候によって日程が後日に変更

する場合があります。天候の心

配のある時は，園まで連絡くだ

さい。

畑は園のすぐ裏です。

汚れてもよい服装でお願いしま

す。

派遣学生の自家用車での来園は

要相談。

K39 内原幼稚園 教頭　國分真由美 平成30年12月8日（土） 8:00～12:00 1 6

園行事の補助

（発表会：小道具や大道

具の準備，身支度の補助）

内原保育所・幼稚園で行います。

動きやすい服装，上靴を持参し

てください。

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E1 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年5月26日（土） 8:00～15:30 1 5

学校行事の補助

（運動会：準備係・進行

の補助）

運動会準備係の補助を中心にお

願いします。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食を各自用意してきてくださ

い。

E2 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年5月26日（土） 8:00～15:30 1 2

学校行事の補助

（運動会：救護係・進行

の補助）

運動会救護係の補助を中心にお

願いします。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食を各自用意してきてくださ

い。

E3 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年6月 未定 5 5

授業における学習支援

（第5学年家庭科：手縫い

学習の補助）

E4 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年11月 未定 5 5

授業における学習支援

（第5学年家庭科：ミシン

学習の補助）
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E5 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年11月 未定 5 5

授業における学習支援

（第6学年家庭科：ミシン

学習の補助）

E6 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成31年1月下旬 未定 5 5

授業における学習支援

（第5学年家庭科：ミシン

学習の補助）

E7 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成31年1月下旬 未定 5 5

授業における学習支援

（第6学年家庭科：ミシン

学習の補助）

E8 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成30年5月～平成30

年9月

月

15:00～17:30

火・水・木・

金

16:00～17:30

10 5

その他

（吹奏楽部への指導の補

助)

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

吹奏楽経験者を希望します。

自家用車での来校を許可しま

す。

E9 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成30年10月～平成30

年12月

月

15:00～17:30

火・水・木・

金

16:00～17:30

10 5

その他

（吹奏楽部への指導の補

助)

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

吹奏楽経験者を希望します。

自家用車での来校を許可しま

す。

E10 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成31年1月～平成31

年2月

月

15:00～17:30

火・水・木・

金

16:00～17:30

10 5

その他

（吹奏楽部への指導の補

助)

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

吹奏楽経験者を希望します。

自家用車での来校を許可しま

す。

E11 三の丸小学校 教諭　武田洋子

平成30年6月19日（火），

7月10日（火），

平成30年9月18日（火），

10月16日（火），

平 成30年11月20日

（火），12月11日（火），

平成31年1月22日（火），

2月19日（火），

平成30年3月12日（火）

13:30～16:00 9 2
授業における学習支援

（クラブ活動の実験補助）

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

理科専攻の学生を希望します。

E12 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年10月11日（木） 8:10～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第2学年遠足アクアワー

ルド大洗：児童看護補助，

個別な配慮が必要な児童

への支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食を各自用意してきてくださ

い。

E13 三の丸小学校 教諭　武田洋子 平成30年10月12日（金） 8:10～16:00 1 6

校外学習の引率補助

（第1学年遠足森林公園：

児童看護補助，個別な

配慮が必要な児童への支

援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食を各自用意してきてくださ

い。

E14 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成31年1月中旬～平

成31年2月
未定 5 5

授業における学習支援

（第1学年体育科：なわと

び学習の補助）

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E15 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成31年1月中旬～平

成31年2月
未定 5 5

授業における学習支援

（第2学年体育科：なわと

び学習の補助）

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E16 三の丸小学校 教諭　武田洋子
平成31年1月中旬～平

成31年2月
未定 5 5

授業における学習支援

（第3学年体育科：なわと

び学習の補助）

参加できる期日のみでも歓迎し

ます。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E17 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　鈴木和也

平成30年5月25日（金）

※雨天の場合は変更あ

り

13:00～17:00 1 5

学校行事の補助

（運動会準備：ライン引

き，テント設営）

自家用車での来校（相乗り）を

許可します。

E18 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　鈴木和也

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は変更あ

り

8:00～16:00 1 5

学校行事の補助

（運動会：各係の手伝い，

準備，片づけ，児童看護）

昼食代は実費となります。
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E19 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　鈴木和也

平成30年7月23日（月）

～ 25日（水）

平成30年7月30日（月）

～ 31日（火）

8:30～12:00 5 5
その他

（夏季休業中の水泳学習）

自家用車での来校（相乗）を許

可します。

E20 浜田小学校 教諭　大山三代
平成30年9月14日（金）

※変更になる場合あり
8:30～15:00 1 3

校外学習の引率補助

（第1学年遠足大洗水族

館：個別支援が必要な児

童への支援またグループ

活動時の児童への支援）

昼食代は実費になります。

自家用車での来校を許可しま

す。

E21 浜田小学校 教諭　髙貫まさ子
平成30年9月19日（水）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第2学年遠足かみね動物

園：個別な配慮が必要な

児童への支援）

昼食代は実費になります。

自家用車での来校を許可しま

す。

E22 浜田小学校 教諭　松本晶美
平成30年9月21日（金）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第3学年遠足笠間方面：

個別な配慮が必要な児童

への支援）

昼食代は実費になります。

自家用車での来校を許可しま

す。

E23 浜田小学校 教諭　綿引則子
平成30年9月28日（金）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 2

校外学習の引率補助

（第4学年遠足大子方面：

個別な配慮が必要な児童

への支援）

昼食代は実費になります。

自家用車での来校を許可しま

す。

E24 浜田小学校 教諭　富永幸枝

平成30年9月26日（水）

～ 9月27日（木）

※変更になる場合あり

7:30～17:00 2 3

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸少

年自然の家：ウォークラ

リー・キャンプファイ

ヤー実施時の児童看護

等）

食事，宿泊代等は実費になりま

す。

自家用車での来校を許可しま

す。

E25 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　川村公美子

平成30年10月22日（月）

※変更になる場合あり
8:30～12:00 1 10

学校行事の補助

（ハミングロードハロ

ウィーン：グループ活動

時の児童看護等）

仮装して参加してください。

自家用車での来校（相乗）を許

可します。

E26 浜田小学校 教諭　髙貫まさ子 平成30年10月中旬 未定 1 5

校外学習の引率補助

（第2学年生活科まちたん

けん：児童への個別支援）

自家用車での来校許可します。

E27 浜田小学校
教諭　石川聡

養護教諭　菅谷五月
平成30年10月30日(火) 12:00～16:00 1 5

その他

（就学時健康診断：係児

童の支援）

自家用車での来校許可します。

E28 浜田小学校
教諭　石川聡

教諭　鈴木和也

平成30年11月25日（日）

※変更する場合あり
8:30～12:00 1 10

学校行事の補助

（マラソン大会：伴走，

児童看護補助等）

自家用車での来校（相乗）を許

可します。

E29 浜田小学校 教諭　大山三代 平成31年1月下旬 未定 3 3

授業における学習支援

（第1学年体育：跳び箱運

動の支援）

自家用車での来校許可します。

E30 浜田小学校 教諭　髙貫まさ子 平成31年2月中旬 未定 3 6

授業における学習支援

（第2学年の体育：なわと

び運動の支援）

自家用車での来校許可します。

E31 緑岡小学校 教諭　高村啓子
平成30年6月下旬～ 7

月

9:35～11:20

10:35～12:10
2 10

授業における学習支援

（低学年：水泳学習の支

援）

曜日によって時間帯が決まる予

定です。

天候によって実施しない場合は

連絡します。

E32 緑岡小学校 教諭　高村啓子
平 成30年10月 ～ 11月

の金曜日
8:40～11:20 2 10

授業における学習支援

（低学年体育：マット・

跳び箱遊びの支援）

E33 緑岡小学校 教諭　高村啓子 平成30年6月 午前中 1 10

授業における学習支援

（5年家庭科：初めての手

縫いの授業の支援）

E34 緑岡小学校 教諭　高村啓子 平成30年9月 午前中 1 10

授業における学習支援

（6年家庭科ミシンの授

業）

E35 緑岡小学校 教諭　高村啓子 平成30年10月 午前中 1 10

授業における学習支援

（5年家庭科ミシンの授

業）
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E36 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年5月25日（金）
13:30～16:00

1 3
学校行事の補助

（運動会の前日：準備）

自家用車での来校を許可しま

す。

E37 上大野小学校 教諭　五十川淳一

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

7:00～15:00 2 4

学校行事の補助

（運動会：競技の準備，

片付け，児童看護の補助）

自家用車での来校を許可しま

す。

E38 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年5月26日（土） 8:00～15:00 1 2

学校行事の補助

（運動会：救護係の補助，

競技の補助等）

自家用車での来校を許可しま

す。

教育学部養護教諭養成課程の学

生を希望します。

E39 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年5月～ 7月

月・木

9:30～11:20

火

10:15～12:10

10 3

授業における学習支援

（体育科：学習補助・模

範演技・水泳学習の準備

や補助）

自家用車での来校を許可しま

す。

体育科の学生を希望します。

参加のできる曜日・期日のみで

も歓迎します。

E40 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年9月～ 12月 未定 10 3

授業における学習支援

（体育科：学習補助・模

範演技・持久走大会の補

助）

自家用車での来校を許可しま

す。

体育科の学生を希望します。

参加のできる曜日・期日のみで

も歓迎します。

E41 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成31年1月～ 2月 未定 10 3

授業における学習支援

（体育科：学習補助・模

範演技・なわとび検定の

補助）

自家用車での来校を許可しま

す。

体育科の学生を希望します。

参加のできる曜日・期日のみで

も歓迎します。

E42 上大野小学校 教諭　五十川淳一 平成30年7月～ 8月
午前中

2時間程度
6 3

その他

（夏休みの学習支援理科：

自由研究相談）

自家用車での来校を許可しま

す。

理科の学生を希望します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E43 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年5月1日（火）～

7月13日（金）
8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年の算数科：

学習内容を理解するのに

時間を要する児童に個別

支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E44 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年5月1日（火）～

7月13日（金）
8:30～12:15 10 4

特別な支援を要する児童

生徒に対する個別支援

（知的2クラス，自情1ク

ラスの児童の個別支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E45 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年5月1日（火）～

7月13日（金）

※毎週水曜日のみ

8:15～8:45 10 4

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年へ読み聞か

せ）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E46 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年5月1日（火）～

7月13日（金）

※毎週水曜日のみ

13:00～13:50 10 5

業間（昼休み）における

児童の遊び相手・相談相

手

（ロング昼休みに，児童

と一緒に遊ぶ。）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E47 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は順延
7:30～15:30 1 5

学校行事の補助

（運動会：準備係，児童

看護補助，校内パトロー

ル補助，当日準備，片付

け）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食は，渡里小で準備します。

E48 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年7月23日（月）

～ 7月27日（金）
10:00～11:30 5 5

授業における学習支援

（体育科：水泳補習学習

の補助）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。
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E49 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年8月27日（月）

～ 12月19日（水）
8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年の算数科：

学習内容を理解するのに

時間を要する児童に個別

支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E50 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成30年8月27日（月）

～ 12月19日（水）
8:30～12:15 10 4

特別な支援を要する児童

生徒に対する個別支援

（知的2クラス，自情1ク

ラスの児童の個別支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E51 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年8月27日（月）

～ 12月19日（水）

※毎週水曜日のみ

8:15～8:45 10 4

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年へ読み聞か

せ）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E52 渡里小学校 教頭　上宮正人

平成30年8月27日（月）

～ 12月19日（水）

※毎週水曜日のみ

13:00～13:50 10 5

業間（昼休み）における

児童の遊び相手・相談相

手

（ロング昼休みに，児童

と一緒に遊ぶ。）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E53 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年9月20日（木） 8:00～15:00 1 3
校外学習の引率補助

（1年生遠足）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E54 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年9月26日（水） 8:00～15:00 1 3
校外学習の引率補助

（2年生遠足）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E55 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年10月4日（木） 8:00～15:00 1 3
校外学習の引率補助

（3年生遠足）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E56 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年10月12日（金） 8:00～15:00 1 3
校外学習の引率補助

（4年生遠足）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E57 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年10月13日（土） 7:30～15:30 1 10

学校行事の補助

（渡里元気村：準備，各

ブースの運営，片付け）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

昼食は，渡里小で準備します。

E58 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成30年11月23日（金） 7:30～12:15 1 10

学校行事の補助

（持久走大会：準備係，

児童看護補助，校内パト

ロール補助，当日準備，

片付け）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E59 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成31年1月～ 2月 8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年の算数科：

学習内容を理解するのに

時間を要する児童の個別

支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。
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E60 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成31年1月～ 2月 8:30～12:15 10 4

特別な支援を要する児童

生徒に対する個別支援

（知的2クラス，自情1ク

ラスの児童の個別支援）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E61 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成31年1月～ 2月

※毎週水曜日のみ
8:15～8:45 10 4

授業における学習支援

（第1 ～ 6学年への読み聞

かせ）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E62 渡里小学校 教頭　上宮正人
平成31年1月～ 2月

※毎週水曜日のみ
13:00～13:50 10 5

業間（昼休み）における

児童の遊び相手・相談相

手

（ロング昼休みに，児童

と一緒に遊ぶ。）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

参加できる期日については，学

生さんと相談の上決定させてく

ださい。

自家用車での来校を許可しま

す。

E63 渡里小学校 教頭　上宮正人 平成31年2月20日（水） 9:00～12:15 1 10

学校行事の補助

（なわ跳び大会：当日準

備，片付け，児童看護補

助）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

自動車での来校を許可します。

E64 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年5月26日（土） 8:00～16:00 1 3
学校行事の補助

（運動会：児童看護）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E65 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年10月27日（土） 8:00～16:00 1 10
学校行事の補助

（児童看護，模擬店参加）

昼食は用意します。派遣学生は

公共交通機関を利用して来校願

います。。

E66 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成30年11月8日(木) 10:00～16:00 1 5

学校行事の補助

（就学時健康診断：新入

児童の誘導等）

昼食は各自で済ませて来てくだ

さい。派遣学生の自家用車での

来校を許可します。

E67 酒門小学校 教諭　菊池　智子
平成30年10月19日（金）

※変更になる場合あり
9:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸市

少年自然の家：ウォーク

ラリー等の支援）

現地集合，現地解散です。

自家用車での来所も許可しま

す。

昼食は持参してください。（弁

当を希望する場合は事前に連絡

して下さい）

E68 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成30年5月～ 7月 8:40～12:10 10 3

授業における学習支援

（1年生の授業：配慮が必

要な児童への支援）

※運動会の練習含む

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E69 河和田小学校 教頭　臼井洋子

平成30年6月25日～ 7

月13日（金）

※雨天の場合は中止

8:40～12:10 10 2
授業における学習支援

（体育科：水泳学習）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E70 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成30年10月10日（水） 8:00～15:30 1 2
校外学習の引率補助

（1年生の遠足）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します

昼食代は実費になります。

E71 河和田小学校 教頭　臼井洋子
平成30年9月28日（金）

～ 9月29日（土）

28日8:00～

29日17:00
2 2

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸市

少年自然の家）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します

昼食代は実費になります。

E72 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成30年5月～ 9月 8:40～12:10 10 2

授業における学習支援

（2 ～ 6年生：配慮が必要

な児童への支援）

※運動会の練習含む

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E73 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成30年10月～ 12月 8:40～12:10 10 2

授業における学習支援

（2 ～ 6年生：配慮が必要

な児童への支援）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E74 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成31年1月～ 2月 8:40～12:10 10 2

授業における学習支援

（2 ～ 6年生：配慮が必要

な児童への支援）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E75 上中妻小 教頭　鈴木俊之 平成30年5月26日(土) 8:00～15:30 1 4

学校行事の補助

（運動会補助：競技準備，

出発合図，児童看護等）

昼食は準備します。

派遣学生の自家用車来校は許可

します。駐車場所は後日連絡。
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E76 見川小学校 教諭　木野内喜久恵
平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は順延
7:30～16:00 1 3

学校行事の補助

（運動会運営補助：競技

種目の準備及び片づけ）

昼食代は実費になります。

E77 見川小学校 教諭　木野内喜久恵
平成30年7月23日（月）

～ 7月27日（金）
8:00～10:00 5 5

授業における学習支援

（4年生から6年生までの

算数科：個別指導）

E78 見川小学校 教諭　木野内喜久恵

平成30年7月23日（月）

～ 7月25日（水）

※天候によっては中止

になることあり

10:00～12:30 3 3

その他

（夏季休業中の6年水泳学

習：個別指導）

E79 見川小学校 教諭　木野内喜久恵

平成30年11月22日（木）

※変更になる場合あり

※雨天の場合は11月27

日

8:30～12:00 1 3

学校行事の補助

（校外での持久走大会：

運営補助，低学年の伴走，

途中審判など）

E80 見川小学校 教諭　木野内喜久恵 平成30年6月～ 12月 8:00～12:00 10 3

授業における学習支援

（低学年：生活及び学習

支援）

活動日は学生さんのご都合のよ

い時をご相談ください。

E81 千波小学校 教諭　石井隆子

平成30年5月19日（土）

※雨天により変更にな

る場合あり

7:30～16:00 1 6

学校行事の補助

（運動会：各係・児童看

護の補助，準備，片付け）

昼食代は実費になります。

救護係補助として養護教諭養成

課程の学生，他の係補助として

教育学部生を希望します。

E82 千波小学校 教諭　石井隆子

平成30年11月22日（木）

※雨天により変更にな

る場合あり

8:30～12:10 1 6

学校行事の補助

（校内持久走大会：各係・

児童看護の補助，準備，

片付け）

救護係補助として養護課程学

生，他の係補助として教育学部

生を希望します。

逆川緑地公園の現地集合解散と

なります。派遣学生の自家用車

での来校を許可します。

E83 千波小学校 教諭　石井隆子 平成30年10月30日(火) 13:00～16:00 1 6
学校行事の補助

（就学時健康診断の補助）

内科・歯科健診の補助・準備・

片付け

E84 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年5月25日（金） 13:00～16:00 1 4
学校行事の補助

（運動会の前日準備）

E85 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

8:00～15:30 1 3

学校行事の補助

（運動会：準備係・進行

の補助）

運動会準備係の補助を中心にお

願いします。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

男子学生を希望します。

E86 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

8:00～15:30 1 2

学校行事の補助

（運動会：救護係・進行

の補助）

運動会救護係の補助を中心にお

願いします。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

できれば，養護教諭養成課程4

年次の女子学生を希望します。

E87 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年10月11日（月）

※変更になる場合あり 8:30～15:00 1 3

校外学習の引率補助

（第1学年遠足大洗アクア

ワールド：グループ活動

時の児童への支援）

昼食代は実費になります。

E88 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年9月27日（木）

※変更になる場合あり 8:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第4学年遠足個別な配慮

が必要な児童への支援）
昼食代は実費になります。

E89 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年9月28日（金）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第2学年遠足個別な配慮

が必要な児童への支援）

昼食代は実費になります。

E90 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年9月29日（金）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第3学年遠足笠間方面：

個別な配慮が必要な児童

への支援）

昼食代は実費になります。

E91 双葉台小学校 教頭　豊田雅之

平成30年10月24日（水）

～ 10月25日（木）

※変更になる場合あり

24日7:30～

25日16:00
2 4

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸少

年自然の家：ウォークラ

リー・キャンプファイ

ヤーの児童看護補助等）

宿泊代・食事代は実費になりま

す。
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E92 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年11月21日（水）

※変更になる場合あり
8:30～12:00 1 5

学校行事の補助

（持久走大会：伴走，児

童看護補助）

E93 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年11月下旬 45分間×3回 10 5

授業における学習支援

（第2学年算数：かけ算

九九暗唱確認テストの支

援）

参加のできる期日のみでも歓迎

します

E94 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成31年2月下旬 45分間×3回 10 5

授業における学習支援

（第2学年体育縄跳び運

動：なわとび検定におい

て,回数を数える）

参加のできる期日のみでも歓迎

します

E95 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成31年1月中旬 未定 10 3

授業における学習支援

（第1学年体育：縄跳び運

動の支援）

参加のできる期日のみでも歓迎

します

E96 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年5月～ 7月 8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：

個別支援）

参加のできる期日のみでも歓迎

します

E97 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年9月～ 12月

8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：

個別支援）

参加のできる期日のみでも歓迎

します

E98 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成31年1月～ 2月

8:30～12:15 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年算数科：

個別支援）

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E99 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年5月～ 7月

8:30～12:15 10 4

特別な支援を要する児童

に対する個別支援

（知的学級及び自・情学

級に在籍する児童の支援

補助）

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E100 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年9月～ 12月 8:30～12:15 10 4

特別な支援を要する児童

に対する個別支援

（知的学級及び自・情学

級に在籍する児童の支援

補助）

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E101 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年5月～ 7月

※雨天中止
13:30～13:50 10 5

業間（昼休み）における

児童の遊び相手・相談相

手

（ロング昼休みに児童と

遊ぶ）

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E102 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成30年9月～ 12月

※雨天中止
13:30～13:50 10 5

業間（昼休み）における

児童の遊び相手・相談相

手

（ロング昼休みに児童と

遊ぶ）

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E103 双葉台小学校 教頭　豊田雅之
平成31年1月～ 2月

※雨天中止
13:30～13:50 10 5

業間（昼休み）における

児童の遊び相手・相談相

手

（ロング昼休みに児童と

遊ぶ）

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E104 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年10月 未定 1 5
学校行事の補助

（就学時健康診断）

E105 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成30年11月10日（土） 9:00～15:00 1 5

学校行事の補助

（ふたばっ子まつり：児

童看護の補助等）

E106 笠原小学校 教頭　海藤一幸
平成30年5月～ 9月

※週1日程度
8:30～12:00

10
2

その他

（保健室における養護教

諭の補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E107 笠原小学校 教頭　海藤一幸
平成30年10月～ 12月

※週1日程度
8:30～12:00 10 2

その他

（保健室における養護教

諭の補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E108 笠原小学校 教頭　海藤一幸

平成31年1月下旬～ 2

月

※週1日程度

8:30～12:00 10 2

その他

（保健室における養護教

諭の補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。
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№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E109 赤塚小学校 教諭　石井富美代 平成30年5月26日（土） 8:00～15:00 1 5

学校行事の補助

（運動会：運営補助、準備・

片付け）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E110 赤塚小学校 教諭　石井富美代
平成30年11月17日（土）

※雨天決行
9:00～15:00 1 5

学校行事の補助

（赤小まつり：模擬店・

イベントの手伝い，第1

～ 3学年児童看護の補助

等）

E111 吉沢小学校 教諭　石川敦子

平成30年9月6日（木）～

10月5日（金）

木曜日・金曜日（1回だ

けでも可）

15:00～16:30
10

3

授業における学習支援

（第6学年陸上記録会に向

けての練習：陸上競技の

技能指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E112 吉沢小学校 教諭　石川敦子

平成30年6月中旬～ 7

月中旬

（1回だけでも可）

8:45～15:30

の中で2時間
10 3

授業における学習支援

（全学年：水泳の技能指

導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E113 吉沢小学校 教諭　石川敦子 平成30年5月26日（土） 8:00～15:00 1 5

学校行事の補助

（運動会：競技の運営補

助）

重いものを運びます。

E114 吉沢小学校 教諭　石川敦子

平成30年11月1日（木），

2日（金）

※1日だけでも可

8:00～15:00 2 5

校外学習の引率補助

（第5学年宿泊学習水戸少

年自然の家）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

食事代などの実費は負担してい

ただきます。

E115 吉沢小学校 教諭　石川敦子 平成30年11月16日（金） 8:00～12:30 1 10

学校行事の補助

（全学年四季の原公園：

持久走大会の運営補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E116 稲荷第二小 教頭　藤枝則子
平成30年9月4日～ 9月

30日まで
15:45～16:45 10 5 授業における学習支援

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E117 稲荷第二小 教頭　藤枝則子

平成30年9月5日～ 9月

27日まで

水曜日・木曜日

14:40～16:45 8 5 授業における学習支援
派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E118 大場小学校 教諭　藤井伸
平成30年10月24日（水）

※変更になる場合あり
13:00～14:00 1 2

その他

（グロトリアンピアノの

演奏：グロトリアンピア

ノ鑑賞会での演奏）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E119 鯉淵小学校 教諭　大野純一

平成30年5月26日（土）

※雨天の場合は5月27

日（日）

8:00～15:30 1 3

特別な支援を要する児童

に対する個別支援

（運動会において，知的

学級及び自・情学級に在

籍する児童の支援補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

短時間での，参加も歓迎します。

E120 鯉淵小学校 教諭　大野純一
平成30年5月～ 9月

水曜日
13:00～15:30 10 2

特別な支援を要する児童

に対する個別支援

（知的学級及び自・情学

級に在籍する児童の支援

補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E121 鯉淵小学校 教諭　大野純一
平成30年10月～ 12月

水曜日
13:00～15:30 10 2

特別な支援を要する児童

に対する個別支援

（知的学級及び自・情学

級に在籍する児童の支援

補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E122 鯉淵小学校 教諭　大野純一
平成31年1月～ 2月

水曜日・木曜日
13:00～15:30 10 2

特別な支援を要する児童

に対する個別支援

（知的学級及び自・情学

級に在籍する児童の支援

補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E123 鯉淵小学校 教諭　大野純一

平成30年11月27日（火）

実施日変更のためキャ

ンセル

午前中

（詳細は未定）
1 5

学校行事の補助

（持久走大会：児童看護

の補助等）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E124 鯉淵小学校 教諭　大野純一
平成30年6月～平成31

年2月
8:10～12:20 10 3

授業における学習支援

（算数科の授業における

個別支援）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E125 鯉淵小学校 教諭　大野純一 平成30年6月
午前3時間程

度
1 3

授業における学習支援

（プール清掃）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。
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№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E126 妻里小学校 教諭　大澤恵子
平成30年5月～ 9月

※週2回程度
8:00～15:00 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年授業にお

ける個別支援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E127 妻里小学校 教諭　大澤恵子
平成30年10月～ 12月

※週2回程度
8:00～15:00 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年授業にお

ける個別支援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E128 妻里小学校 教諭　大澤恵子
平成31年1月～ 2月

※週2回程度
8:00～15:00 10 5

授業における学習支援

（第1 ～第6学年授業にお

ける個別支援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E129 妻里小学校 教諭　大澤恵子 平成30年5月26日（土） 8:00～15:00 1 5
学校行事等の補助

（運動会：活動補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E130 内原小学校 教諭　常井一成 平成30年5月26日（土） 8:05～16:30 1 4

学校行事の補助

（運動会：準備，児童看

護補助等）

男子学生を2名希望します。

E131 城東小学校 教諭　鹿島真佐美　
平成30年9月26日（火）

※変更になる場合あり
8:00～16:00 1 3

校外学習の引率補助

（第2学年遠足かみね動物

園：個別な配慮が必要な

児童への支援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E132 石川小学校 教諭　志田由美子
平成30年11月22日（木）

※変更になる場合あり
9:00～12:00 1 3 持久走大会の補助

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E133 飯富小学校 教諭　和田祐輝
平成30年11月15日（木）

平成30年11月16日（金）

15日（木）

8:00～17:00

16日（金）

9:00～15:00

2 2

宿泊学習の引率補助

（第5学年宿泊学習：徒歩

移動時の安全指導補助，

レクレーション・飯盒炊

飯の補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します（要相談）。

E134 飯富小学校 教諭　川島麻美
平成30年5月～ 7月

※可能な日
8:00～15:00 10 1

授業における学習支援

（第4学年算数）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

（実費で給食も可能ですが，要

相談。）

活動日は学生さんのご都合のよ

い時をご相談ください。

E135 飯富小学校 教諭　川島麻美 平成30年9月～ 12月 8:00～15:00 10 1
授業における学習支援

（第4学年算数）

昼食を各自用意してきてくださ

い。

（実費で給食も可能ですが，要

相談。）

活動日は学生さんのご都合のよ

い時をご相談ください。

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

J1 第二中学校 教諭　高星陽二
平成30年6月～平成31

年2月
午前（応相談） 15 2

特別な支援を要する児童

に対する個別支援

自家用車での来校を許可しま

す。

J2 第二中学校 教諭　内海直樹
平成30年6月～平成31

年2月

午前・午後

放課後

（応相談）

15 8
授業における学習支援

（第1学年数学）

自家用車での来校を許可しま

す。

J3 第二中学校 教諭　鈴木諒
平成30年6月～平成31

年2月

午後・放課後

（応相談）
15 8

授業における学習支援

（第2学年数学）

自家用車での来校を許可しま

す。

J4 第三中学校 教頭　小沼信行 平成30年5月～ 9月

平日

16:00～18:30

土日

(午前又は午

後)

10 1

その他

（柔道部の部活動指導支

援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

可能な日だけでかまいません。

事前に予定を確認します。

－ 35－



№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

J5 第三中学校 教頭　小沼信行 平成30年10月～ 12月

平日

16:00～18:30

土日

(午前又は午

後)

10 1

その他

（柔道部の部活動指導支

援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

可能な日だけでかまいません。

事前に予定を確認します。

J6 第三中学校 教頭　小沼信行 平成31年1月～ 2月

平日

16:00～18:30

土日

(午前又は午

後)

10 1

その他

（柔道部の部活動指導支

援）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

可能な日だけでかまいません。

事前に予定を確認します。

J7 笠原中学校 教諭　豊田かおり 平成30年6月26日（木） 16:15～17:00 1 10

その他

（定期テスト前日の学習

相談：数学・英語を中心

とした個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J8 笠原中学校 教諭　豊田かおり
平 成30年11月20日

（火），21日（水）
16:15～17:00 2 5

その他

（定期テスト前の学習相

談：数学・英語を中心と

した個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J9 笠原中学校 教諭　豊田かおり
平成31年2月19日（火），

20日（水）
16:15～17:00 2 5

その他

（定期テスト前の学習相

談：数学・英語を中心と

した個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J10 石川中学校 教諭　大津裕明 平成30年6月～ 9月 8:40～12:30 10 3
授業における学習支援

（1年～ 3年数学）

支援活動期間や時間については

相談に応じます。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J11 石川中学校 教諭　野口真納美 平成30年6月～ 12月 10:40～12:30 10 2

授業における学習支援

（1年生家庭科：調理実習

補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J12 石川中学校 講師　綿引晴夫 平成30年5月～ 10月 10:40～12:30 10 4
授業における学習支援

（技術科：実習補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。
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２．８月募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K40 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成30年10月18日（木） 8:30～14:00 1 1

園行事の補助

（三園交流保育の保育補

助，運動遊び用具準備補

助等）

昼食は,おにぎりを持参してく

ださい。

K41 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成30年10月25日（木） 8:00～15:00 1 1
園外保育の引率補助（大

洗水族館予定）
昼食は持参してください。

K42 五軒幼稚園 教頭　海老原夏代子 平成30年11月2日（金） 8:30～13:30 1 1

園行事の補助

（五軒まつりのゲーム補

助）

昼食は実費になります。

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E136 五軒小学校 教諭　柴田幸紀
平成30年10月23日（火），

10月24日(水）
8:00～16:00 2 2

校外学習の引率補助（第

5学年宿泊学習：オリエ

ンテーリングやキャンプ

ファイヤー等の活動の補

助）

食事代は実費になります。

派遣学生の自家用車で活動場所

（山根少年自然の家）への来校

を許可します。

宿泊せず通っていただいても，

1日だけでも構いません。

E137 五軒小学校 教諭　柴田幸紀

平成30年12月6日（木）

※ 変更になる場合あり

※ 雨天の場合は12月7

日(金） 

8:00～12:00 4 4

学校行事の補助

（マラソン大会：第3学年

～第6学年の男子の部及

び女子の部の先頭集団の

誘導や最後尾児童の伴走

等）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E138 上大野小学校 教諭　関谷宣子 平成30年11月9日（金） 8:00～16:00 1 4

学校行事の補助

（全国小学校理科研究大

会の運営の補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E139 上大野小学校 教諭　関谷宣子 平成30年12月7日（金） 9:00～12:10 1 6

学校行事の補助

（「お飾り作り」の準備の

補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E140 石川小学校 教諭　志田由美子
平成30年9月～平成31

年2月
9:30～12:10 15 3

授業における学習支援

（算数科における授業支

援）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

E141 上中妻小学校 教諭　長山恭代
平成30年11月27日（火）

※ 予備日は11月28日（水）
8:15～12:00 1 4

学校行事の補助

（持久走大会：補助員，

児童看護の補助等）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E142 上中妻小学校 教諭　長山恭代 平成31年2月10日（日） 13:00～15:30 1 2

学校行事の補助

（感謝の集い：各学年の

児童発表の準備・手伝い，

児童看護の補助等）

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

E143 下大野小学校 教諭　小林久代
平成30年10月～ 2月

※月1回程度
10:35～11:20 5 3

授業における学習支援

（第1学年音楽科：鍵盤

ハーモニカの指導補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E144 下大野小学校 教諭　平山貴子
平成30年10月～ 2月

※月1回程度
11:25～12:10 5 3

授業における学習支援

（第2学年音楽科：鍵盤

ハーモニカの指導補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E145 妻里小学校 教諭　大澤恵子 2学期 未定 15 3

授業における学習支援

（第1 ～第6学年国語・算

数・その他：個別支援）

参加のできる期日のみでも歓迎

します。

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E146 内原小学校 教諭　常井一成 平成30年11月27日（火） 8:05～16:30 1 4

学校行事の補助

（校内持久走大会での準

備，児童看護，伴走等）
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＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

J13 第一中学校 教諭　結解一憲 9月下旬から11月 2時間程度 10 2

授業における学習支援

（第1学年家庭科：調理実

習の補助）

日数と人数は希望以下でもやっ

ていただけると助かります。

J14 双葉台中学校 教頭　山田浩司
平成30年12月13日（木）

※雨天決行
8:00～16:00 1 4

校外学習の引率補助

（第2学年歩く会　森林公

園：各学級の補助）

昼食は学校で準備します。

歩きの活動になるので，水筒・

雨具等の準備が必要です。

動きやすい服装で参加してくだ

さい。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。（要事前確認）

J15 笠原中学校 教諭　豊田かおり
平 成30年11月20日

（火），21日（水）
16:00～17:00 2 12

その他

（第1学年及び第2学年期

末テスト前の学習相談：

個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J16 笠原中学校 教諭　豊田かおり
平成30年2月19日（火），

20日（水）
16:00～17:00 2 12

その他

（第1学年及び第2学年期

末テスト前の学習相談：

個別指導）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J17 石川中学校 教諭　大津裕明
平成30年10月～平成31

年2月
8:40～12:30 15 3

授業における学習支援

（第1学年～第3学年数学

科）

支援活動期間や時間については

相談に応じます。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J18 石川中学校 講師　綿引晴夫
平成30年10月～平成31

年2月
10:40～12:30 15 4

授業における学習支援

（技術科）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

前期の学生2名に引き続きお願

いしたい。

J19 内原中学校 教頭　山本一典

平成30年10月～平成31

年2月

週1回程度

10:30～12:30

または

13:30～15:20

15 2
授業における学習支援

（各学年数学の補助）

自家用車での来校を許可しま

す。
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３．１月募集

＜幼稚園＞

№ 希望園 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

K43 飯富幼稚園 教頭　中村広子 平成31年1月～ 2月 8:00～14:00 5 2 通常保育の補助

参加のできる期日のみでも歓迎

です。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K44 飯富幼稚園 教頭　中村広子 平成31年2月8日（金） 8:00～15:00 1 2
園外保育の引率補助（バ

スでの遠足引率補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K45 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成31年1月18日（金） 8:30～15:00 1 3

園行事の補助

（新入園児一日体験入園・

保護者会での保育補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K46 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成31年2月14日（木） 8:30～15:00 1 3

園行事の補助

（縄跳び大会での保育補

助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

K47 笠原幼稚園 教頭　菊池美也子 平成31年2月28日（木） 8:30～15:00 1 3

園行事の補助

（新入園児一日体験入園・

保護者会・用品販売での

保育補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

＜小学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E147 五軒小学校 教諭　小林小百合
平成31年1月～ 2月

の火曜日，金曜日
8:45～12:15 10 1

授業における学習支援

(算数：個別支援，学習

プリント等の添削補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E148 五軒小学校 教諭　小林小百合
平成31年2月15日（金）

※変更になる場合あり
10:40～12:15 1 4

学校行事の補助

（縄跳び大会の看護補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E149 五軒小学校 教諭　小林小百合

平成31年1月～ 2月

の月曜日，水曜日，金

曜日

8:45～12:15 10 1

授業における学習支援

（第1学年全教科：個別支

援，学習プリント等の添

削補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E150 緑岡小学校 教諭 　高村啓子
平成31年1月28日（月）

～ 2月15日（金）
8:00～15:30 10 5

授業における学習支援

（算数等での個別支援）

参加のできる期日のみでも，歓

迎します。

E151 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成31年1月29日（火） 9:30～12:00 1 3

学校行事の補助

（新入児童保護者説明会

の受付，運営補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E152 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成31年2月5日（火） 9:30～12:00 1 4

学校行事の補助

（新入児童と1年生との交

流会における，補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E153 吉田小学校 教諭　高星茂紀 平成31年2月28日（木） 8:40～12:00 1 4

学校行事の補助（地域防

災訓練での6学年児童の

活動補助）

自家用車での来校不可

E154 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成31年2月22日（金） 14:30～16:30 1 2

学校行事の補助

（懇談会時の児童預かり

看護補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E155 河和田小学校 教頭　臼井洋子 平成31年2月26日（火） 14:30～16:30 1 2

学校行事の補助

（懇談会時の児童預かり

看護補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E156 河和田小学校 教頭　臼井洋子
平成31年1月15日（火）

～ 1月25日（金）
9:30～11:30 9 2

授業における学習支援

（第3学年算数）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E157 千波小学校 教諭　石井隆子 平成31年1月～ 2月 8:00～12:10 5 3

授業における学習支援

（第1学年体育：なわとび

運動の補助）

運動のできる服装，靴でお願い

します。

給食を希望するときはお知らせ

ください。240円です（実費）。

E158 千波小学校 教諭　石井隆子 平成31年1月～ 2月 8:00～12:10 4 4

授業における学習支援

（第2学年算数：かけ算

九九の補助）

給食を希望するときはお知らせ

ください。240円です（実費）。

E159 双葉台小学校 教頭　豊田雅之 平成31年1月24日（木） 9:00～11:00 1 6
学校行事の補助

（第1学年昔遊び体験）
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№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

E160 下大野小学校 教諭　小林久代
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
10:35～11:20 6 2

授業における学習支援

（第1学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E161 下大野小学校 教諭　平山貴子
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
11:25～12:10 6 2

授業における学習支援

（第2学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E162 下大野小学校 教諭　浜野裕太
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
10:35～11:20 6 2

授業における学習支援

（第3学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E163 下大野小学校 教諭　三宅由美子
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
11:25～12:10 6 2

授業における学習支援

（第4学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E164 下大野小学校 教諭　渡辺隆
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
10:35～11:20 6 2

授業における学習支援

（第5学年音楽：楽器指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E165 下大野小学校 教諭　萩谷早苗
平成31年1月～ 2月

※月3回程度
11:25～12:10 6 2

授業における学習支援

（第6学年音楽：歌唱指導

補助）

昼食代は実費になります。

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E166 妻里小学校 教諭　大澤恵子 平成31年1月～ 2月 未定 10 3
授業における学習支援

（全学年の全教科）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

E167 飯富小学校 教諭　川島麻美 平成31年1月～ 2月 8:00～15:00 10 1
授業における学習支援

（第4学年算数）

昼食を各自用意してきて下さ

い。(実費で給食も可能ですが

要相談。)活動日は学生さんの

都合のよい時をご相談下さい。

＜中学校＞

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間

希望する

日数

（日）

1日当た

りの人数

（人）

学校支援活動の内容 その他

J20 第一中学校 教諭　結解一憲 平成31年1月～ 2月
家庭科の授業

（2時間）
7 3

授業における学習支援

（第1学年及び第2学年の

家庭科：調理実習の補助）

7日間できなくでも可能です。

J21 緑岡中学校 教諭　小林和子 平成31年1月～ 2月 9:00～12:00 10 3

その他

（家庭学習ノート等の確

認補助

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

J22 双葉台中学校 教諭　鈴木由香子

平成31年1月～ 2月

※1/10，2/19，20，21

は除く

8:30～12:30 10 2

特別な支援を要する生徒

に対する個別支援

（第1学年の数学）

J23 石川中学校 教諭　加勢結麻

平成31年1月～ 2月

の火曜日，水曜日，木

曜日

9:30～14:30 10 2
授業における学習支援

（理科：観察・実験補助）

派遣学生の自家用車での来校を

許可します。

活動時間や曜日については相談

に応じます。
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№
支援活
動No

派　遣　先
(学校・園名)

活動の内容
活動
人数

№
支援活
動No

派　遣　先
(学校・園名)

活動の内容
活動
人数

1 K4 浜田幼稚園 通常保育の補助 1 35 E66 吉田小学校
学校行事の補助(就学児健康診
断)

2

2 K7 浜田幼稚園 通常保育の補助 1 36 E67 酒門小学校 校外学習の引率補助 1

3 K16 浜田幼稚園 園外保育の引率補助 1 37 E70 河和田小学校 校外学習の引率補助 1

4 K17 見川幼稚園
園行事の補助(幼小合同運動会
の補助)

2 38 E71 河和田小学校 校外学習の引率補助 2

5 K28 笠原幼稚園
園行事の補助(親子で遊ぼう
会)

2 39 E74 河和田小学校 授業における学習支援 1

6 E1 三の丸小学校
学校行事の補助（運動会:準備
係・進行の補助）

5 40 E75 上中妻小学校 学校行事の補助(運動会支援) 4

7 E2 三の丸小学校
学校行事の補助（運動会:救護
係・進行の補助）

1 41 E81 千波小学校 学校行事の補助(運動会支援) 3

8 E6 三の丸小学校 ミシン学習の補助(第5学年) 1 42 E82 千波小学校 学校行事の補助(持久走大会) 2

9 E8 三の丸小学校 吹奏楽部への指導の補助 2 43 E83 千波小学校
学校行事の補助(就学児健診の
補助)

1

10 E14 三の丸小学校 授業における学習支援 1 44 E86 双葉台小学校 学校行事の補助() 2

11 E15 三の丸小学校 授業における学習支援 1 45 E98 双葉台小学校 授業における学習支援 2

12 E16 三の丸小学校 授業における学習支援 1 46 E107 笠原小学校
保健室における養護教諭の補
助

4

13 E20 浜田小学校 校外学習の引率補助 1 47 E108 笠原小学校
保健室における養護教諭の補
助

4

14 E24 浜田小学校 校外学習の引率補助 1 48 E109 赤塚小学校 学校行事補助(運動会支援) 5

15 E27 浜田小学校 就学児健康診断:係児童の支援 4 49 E118 大場小学校 グロトリアンピアノの演奏 2

16 E28 浜田小学校 学校行事(マラソン大会)の補助 6 50 E119 鯉淵小学校
特別な支援を要する児童生徒
に対する個別支援

1

17 E38 上大野小学校
学校行事の補助（運動会:救護
係の補助・競技の補助）

1 51 E137 五軒小学校 学校行事の補助 4

18 E43 渡里小学校 授業における学習支援(算数) 1 52 E138 上大野小学校 学校行事の補助 4

19 E44 渡里小学校
特別な支援を要する児童生徒
に対する個別支援

2 53 E140 石川小学校 授業における学習支援 1

20 E45 渡里小学校
授業における学習支援(読み聞
かせ)

1 54 E146 内原小学校 学校行事の補助 2

21 E46 渡里小学校
業間における遊び相手・相談
相手

2 55 E147 五軒小学校 授業における学習支援 1

22 E47 渡里小学校
学校行事の補助（運動会:児童
の係活動・児童看護・校内安
全パトロールの補助）

5 56 E148 五軒小学校
学校行事の補助(縄跳び大会の
看護補助)

2

23 E49 渡里小学校 授業における学習支援 5 57 E149 五軒小学校 授業における学習支援 1

24 E50 渡里小学校
特別な支援を要する児童生徒
に対する個別支援

3 58 E152 吉田小学校 学校行事の補助 1

25 E51 渡里小学校
授業における学習支援(読み聞
かせ)

1 59 E154 河和田小学校
学校行事の補助(懇談会時の児
童預かり)

2

26 E52 渡里小学校
業間における遊び相手・相談
相手

1 60 E155 河和田小学校
学校行事の補助(懇談会時の児
童預かり)

2

27 E53 渡里小学校 校外学習の引率補助 3 61 J9 笠原中学校 定期テスト前の学習相談 1

28 E54 渡里小学校 校外学習の引率補助 2 62 J11 石川中学校 授業における学習支援 1

29 E56 渡里小学校 校外学習の引率補助 2 63 J12 石川中学校 授業における学習支援 2

30 E57 渡里小学校 学校行事の補助 1 64 J17 石川中学校 授業における学習支援 3

31 E58 渡里小学校 学校行事(マラソン大会)の補助 10 65 J18 石川中学校 授業における学習支援 2

32 E59 渡里小学校 授業における学習支援 7 66 J20 第一中学校 授業における学習支援 1

33 E60 渡里小学校
特別な支援を要する児童生徒
に対する個別支援

4 67 J23 石川中学校 授業における学習支援 1

34 E63 渡里小学校
学校行事の補助(なわとび大
会)

2 活動件数67件、幼稚園5件、小学校55件、中学校7件、活動延べ人数152人

② 平成３０年度　水戸市学校支援活動　活動状況
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③ 茨城大学と水戸市教育委員会との連携協力による学校支援活動報告書 

水戸市教育委員会 

 

１ 支援活動の実施状況 

区 分 活動人数 活動日数 主な活動内容 

幼稚園 6 9 
通常保育補助，園行事の補助，園外保育引率

補助 

小学校 85 360 

授業における学習支援，学校行事の補助，校

外学習の引率補助，特別な配慮を要する児童

に対する個別支援等 

中学校 8 68 
授業における学習支援，放課後における学習

支援  

合計 99 437  

 

２ 幼稚園，小・中学校の支援活動実施後の感想，要望 

（１）幼稚園 

  ・積極的に手伝いを申し出て，意欲的に何でも取り組もうとする向上心が見られた。 

  ・幼児に自ら声をかけてすぐに打ち解け，一 

緒に遊びを楽しむことができた。幼児から 

は「先生と遊んで楽しかった」という感想 

が多数聞かれた。 

・幼児に親しみやすい雰囲気でお手伝いいた 

だき，幼児も安心して関わっていた。 

・様々なことに迅速に対応していただいた。 

・優しい接し方なので，幼児は安心して関わ 

ることができた。 

・準備・片付けの事前打合せができたので， 

指示通りに迅速に動いていただき，行事が 

計画通りに進行できた。 

  

（２）小学校 

  ・ミシンの基本的な使用方法を指導したり，学習の補助をしたりしてくださった。 

  ・楽器演奏の個別指導を行ったり，困っている児童に声をかけたりしてくださった。 

  ・児童が縄を跳んだ回数を数える支援では，一人一人に声をかけて励ましていただけ

たので，児童が楽しく活動することができた。 

  ・積極的に支援していただけたので，活動がスムーズに進んでとても助かった。 

  ・グループ活動において担当班の看護補助を行った際は，役割をよく理解し，積極的

に児童と関わっていた。 

  ・係活動では，児童と一緒になって積極的に活動していた。児童への声かけも多く，

すぐによい関係を築くことができた。 

【 幼 稚 園 の 支 援 】
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  ・自分から仕事を見つけて動いていただけたので，とても助かった。 

  ・割り振られた仕事以外にも，教職員に声をかけて取り組む姿が見られた。 

  ・持久走大会では，歩き始めてしまった児童に寄り添って一緒に走っていただいた。 

・将来，自分で就学時健康診断を実施することをイメージしながら活動できるよう，

様々な役割の補助をお願いした。 

・穏やかで優しく児童と関わりながら共に活 

動に参加し，手伝いをしていただけたので， 

大変助かった。 

・児童一人一人への声かけが適切で，児童に 

寄り添った言葉かけが自然にできていた。 

・自主的に状況を見ながら児童と共に活動に 

参加し，手伝っていただけたので，大変助 

かった。また，お願いしたい。 

・長時間の活動にも関わらず，常に前向きな 

姿勢で素晴らしいと感じた。 

・怪我をしていた児童の手当てなどを丁寧に 

行い，保護者からも仕事ぶりを褒めていただいた。機会があれば，また協力をお願

いしたい。 

・支援活動に協力してくださる学生がいることで，教師が児童看護に専念でき，トラ

ブルを起こさずにスムーズに行事を実施することができた。 

 

（３）中学校 

  ・１学級の生徒数が多く，教科担任だけでは 

指導・支援が届きにくい状況があったが， 

学生の支援をいただいたおかげで，個別な 

支援を要する生徒にも対応が行き届き，と 

ても助かった。 

  ・学生は，様々なことによく気が付き，自ら 

進んで活動する姿が見られた。安全面から 

もこのような支援活動はとても助かる。 

 

３ 教育委員会からの感想，要望 

支援学生の皆さんには，学校行事の支援から各教科の学習支援まで，様々な学校支援

活動に積極的に参加していただき，感謝しております。 

  学校（園）の感想から，支援活動に対する関心が益々高まっていることを，ひしひし

と感じております。 

今後は，学校の教育活動を学生に支援していただくばかりでなく，教職を目指す意欲

的な学生を現場から支えるという面も意識しながら，学校支援活動の推進に努めて参り

ます。 

【中学校の支援】 

【小学校の支援】 
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④ 平成30年度　茨城県内教育支援ボランティア　活動状況

№ ボランティア名 募集先 活動期日 活動人数

1 ミニバスケットボールの指導 五軒ミニバス 4月1日～ 3月31日 0

2 入学式の補助 水戸市立渡里小学校 4月9日 6

3 水戸市少年少女発明クラブ指導員アシスタント 水戸市教育委員会 5月12日～ 2月23日 22

4 放課後学力サポート事業「学習サポーター」 水戸市総合教育研究所 4月1日～ 3月31日 17

5 学習支援ボランティア 水戸市立新荘小学校 4月1日～ 3月31日 17

6 水戸聾学校寄宿舎支援ボランティア 茨城県立水戸聾学校 5月1日～ 3月31日 4

7 子どもの学習支援事業「ひたちなか未来塾」 ひたちなか市教育委員会 5月29日～ 3月22日 9

8
無料学習支援会「すてっぷ赤塚」・「すてっぷ

吉沢」
水戸市社会福祉協議会

6月2日～ 3月30日

※毎週土曜日　

※夏休みは土曜日・水曜日

3

9 チャレンジ・ザ・原始人 水戸市内原中央公民館 研修　6月23日～ 6月24日 3

10
特別なニーズを必要とする児童への生活指導

補助
附属小学校 4月23日～ 3月22日 1

11 スクールフェロー 県南生涯学習センター 4月～ 3月 7

12 運動会運営支援 那珂市立横堀小学校 5月26日 9

13 小美玉市小学生陸上記録会補助員 小美玉市教育研究会保健体育部 5月29日 0

14 公開授業研究会運営ボランティア 附属小学校 7月20日～ 7月21日 36

15 陸上記録会練習 かすみがうら市七会小学校 4月27日～ 5月22日 1

16 開放学級支援員(水戸市立稲荷第一小学校) 水戸市教育委員会 4月～ 3月 0

17 運動会救護ボランティア 水戸市立常磐小学校 5月19日 2

18 運動会運営補助 水戸市立常磐小学校 5月19日 5

19 養護教諭の保健室運営にかかわる実務補助 附属小学校 5月7日～ 7月20日 1

20 学びの広場　ネクストステージ 水戸市立第五中学校 7月30日、7月31日 6

21 学びの広場サポーター 水戸市教育委員会 夏季休業中 5

22 運動会支援 水戸市立渡里小学校 5月26日 7

23 学習支援 水戸市立渡里小学校 5月14日～ 2月28日 3

24 学びの広場サポーター 水戸市立渡里小学校 7月23日～ 7月27日 1

25 保健データ処理支援 水戸市立渡里小学校 5月21日～ 6月29日 0

26 総体期間中の音楽ワークショップ 附属中学校 6月19日～ 6月21日 1

27 合唱の音とり 附属中学校 5月26日、6月3日、7月1日、7月16日 3

28 教育支援 水戸市立堀原小学校 4月23日～ 3月22日 6

29 はてな?に答える学習室 日立市教育委員会 5月28日～ 3月26日 4

30 スクールフェロー　水泳学習のサポート つくば市立吾妻中学校 中学校の水泳学習の時間 0

31 スクールフェロー　授業中の学習サポート つくば市立吾妻中学校 中学校の授業時間 0

32
スクールフェロー　外国籍生徒の日本語学習

サポート
つくば市立吾妻中学校 中学校の授業時間 0

33 スクールフェロー　養護教諭補助 牛久市立下根中学校 6月～ 10月 0

34 子どもの学習支援事業 常陸太田市役所　社会福祉課 5月26日～ 3月30日 3

35 柔道体験 附属幼稚園 5月16日、5月23日、6月6日 4

36 宿泊共同学習　第1学年 附属中学校 7月17日～ 7月19日 2

37 宿泊共同学習　第2学年 附属中学校 7月17日～ 7月19日 2

38 宿泊共同学習　第3学年 附属中学校 7月17日～ 7月20日 0

39 宿泊共同学習　養護ボランティア 附属中学校 1.・2.年　7月17日～ 7月19日 3

40 学習支援 牛久市立神谷小学校 5月25日～ 2月22日 1

41 運動会における準備等の補助 水戸市立国田義務教育学校 6月9日～ 6月12日 3

42 夏のふれあい活動の補助 附属小学校 7月4日～ 7月5日 8

43 上大野チャレンジ教室 水戸市立上大野小学校 6月13日～ 2月13日 0

44 平成30年度　学校公開の補助 茨城県立盲学校 11月10日 0

45
校内ギャラリーで開催する中村義孝彫刻展の

受付案内
水戸市立第一中学校 6月25日～ 7月22日 0

46 寄宿舎における放課後の学習・余暇活動支援 茨城県立盲学校 6月～ 3月 2

47 剣道部練習補助 附属中学校 6月～ 3月 0

48 夏休み特別企画　美術館で学ぼう 茨城県陶芸美術館 8月17日～ 8月26日 1

49 特別支援教育に関する学生支援員 土浦市教育委員会 9月上旬～ 3月中旬 0

50 第3学年水泳学習指導支援 水戸市立石川小学校 6月18日～ 7月19日 1

51 未就園児預かりボランティア 水戸市立常磐幼稚園 7月4日 1
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№ ボランティア名 募集先 活動期日 活動人数

52 未就園児預かりボランティア 水戸市立常磐幼稚園 11月26日 4

53 未就園児預かりボランティア 水戸市立常磐幼稚園 1月29日 4

54 放課後学習サポート 水戸市立上中妻小学校 6月15日～ 3月8日 3

55 幼児の園外活動(買い物) 附属幼稚園 7月10日 3

56 水泳指導 水戸市立常磐小学校 6月25日～ 7月13日 0

57 図書室整備支援 水戸市立渡里小学校 8月20日～ 8月24日 6

58 宿泊学習　(第5学年) ひたちなか市立長堀小学校 9月11日～ 9月12日 2

59 茨城町・大洗町小学校合同陸上記録会
茨城町・大洗町教育研究会体育・保健体育研

究部
10月5日 0

60 思春期支援ヤングボランティア養成講座 いはらき思春期保健協会 10月27日～ 3月9日 1

61 2年生町探検の補助 水戸市立渡里小学校 9月6日 2

62 宿泊学習　(第5学年) 水戸市立城東小学校 9月27日～ 9月28日 2

63 全国小学校理科研究大会の運営補助 水戸市立上大野小学校 11月9日 0

64 茨城県小学校管楽器合奏フェスティバル 茨城県小学校管楽器教育研究会 11月4日 3

65
第6学年陸上記録会に向けた陸上指導ボラン

ティア
附属小学校 9月10日～ 10月11日 18

66 那珂市陸上記録会 那珂市教育研究会　体育・保健体育研究部 10月19日 3

67 就学時健康診断補助 水戸市立上中妻小学校 11月1日 2

68 授業時における教員の補助 龍ヶ崎市立長山小学校 随時 1

69 女子バレーボール部活動支援 水戸市立第一中学校 9月14日～ 3月31日 2

70 第6学年陸上記録会に向けての練習の指導補助 水戸市立石川小学校 9月18日～ 10月9日 1

71 キッズワールド2018の運営補助ボランティア 附属小学校 10月6日 40

72 生活科　町探検 水戸市立城東小学校 10月4日 2

73 未就学児健康診断のサポート つくばみらい市富士見ヶ丘小学校 11月1日 0

74
養護教諭の児童の健康管理にかかる教育活動

補助
つくばみらい市富士見ヶ丘小学校 9月～ 3月 0

75 水戸市小学校陸上記録会 水戸市小学校体育連盟 10月9日～ 10月11日 0

76 学習支援　毎週木曜日 水戸市立堀原小学校 10月11日～毎週木曜日 5

77 附属幼稚園運動会 附属幼稚園 10月13日 2

78 就学児健康診断の補助 水戸市立渡里小学校 11月1日 6

79 箏の授業補助 附属中学校 11月14日～ 12月中旬の水・木の午後 4

80 校内合唱コンクール運営補助 附属中学校 11月8日 3

81 校内持久走大会 水戸市立城東小学校 12月8日 0

82 校内持久走大会運営補助 水戸市立梅が丘小学校 11月28日 11

83 持久走大会の補助 水戸市立渡里小学校 11月23日 7

84 宿泊子ども大学 子ども大学実行委員会 12月22日～ 12月24日 8

85 持久走大会の運営補助 水戸市立常磐小学校 11月5日～ 11月20日 7

86 持久走大会での児童の看護及び誘導 ひたちなか市立勝倉小学校 12月4日 3

87 保健室経営補助 水戸市立常磐小学校 11月～ 2

88 スクールフェロー　わかまつ祭サポート 土浦市立中村小学校 11月20日 0

89 音楽授業における合唱指導補助 附属小学校 12月17日～ 2月9日 15

90 公開授業研究会の運営補助 附属中学校 11月30日 14

91 児童生徒の学習支援 茨城県立伊奈特別支援学校 12月～ 2月 2

92 数学・学習相談　SPOT in MITO 水戸市教育委員会・水戸市総合教育研究所 12月25日～ 12月27日 2

93 教務支援ボランティア 附属小学校 12月～ 3月 15

94 教育支援ボランティア 茨城県立友部特別支援学校 12月10日・12月11日 0

95 日本人外国語指導助手 日立市立大久保小学校 1月9日～ 3月 1

96 研究会の手伝い 附属幼稚園 2月15日 3

97 中学生の部活動補助 日立市立日高中学校 1月4日～ 3月27日 0

98 音楽会における運営支援、児童支援 附属小学校 2月19日 19

99 卒業式の補助 水戸市立渡里小学校 3月20日 5

100 なわとび集会でのボランティア 水戸市立常磐小学校 2月15日 2

101 保健指導補助・児童とのふれ合いボランティア 那珂市立菅谷西小学校 2月20日～ 3月20日 2

102 金管バンド部の楽器指導補助 水戸市立渡里小学校 2月14日、15日、19日、26日 0

103 授業支援 附属中学校 2月25日 0

104 教務支援ボランティア 附属中学校 2月21日～ 3月27日 0

募集依頼件数　104件　　活動件数　78件　　活動延べ人数　447人 合計 447
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