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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、学生が学外（学校やその他の教育関係機関）で子ども

たちの教育の補助・支援を行ったり教員の業務の補助をしたりすることである。教育支援

ボランティア活動は、学校や教育機関などの教育活動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において、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。  

本センターは、水戸市を中心とした茨城県内すべての学校、教育機関を対象にした教育

支援ボランティア活動について、各学校や教育機関との連絡・調整、学生への周知を行っ

ている。教育学部だけでなくすべての学部の学生がその参加対象であり、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、活動場所、活動内容も多様である。  

 今年度の教育支援ボランティア活動への取組状況は以下の通りである。  

 

(1) ボランティアガイダンス 

 

① 日 時  令和元年５月１５日(水) １２:４０～１４:００  

② 場 所  教育学部 D 棟２０１番教室  

③ 参加者   教育学部・人文社会学部・理学部の学生（約２００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  

          清水 梨沙（教育学部３年次）  

          渡邊 健太（教育学部４年次）  

          齋藤 ゆか（教育学部４年次）  

          ・質疑応答  

 

５月１５日（水）１２時４０分～１４時まで教育学部 D 棟２０１番教室において、令和

元年度ボランティア活動ガイダンスを実施した。今年度は昨年度の倍近い２００名ほどの

学生が参加した。教育学部の１年次生がほとんどであったが、他の学部の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ボランティア活動の重要性についての話が

あり、続いてボランティア活動を行う際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。教育学部養護教

諭養成課程３年次の清水梨沙さんから、水戸市内の小学校で行った行事支援について、教

育学部教育基礎選修４年次の渡邊健太さんからは、大洗町親子ふれあいセンターで行った

未就学児支援について、教育学部技術選修４年次の齋藤ゆかさんからは、中学校での部活

動支援について発表があった。  

参加した学生たちは真剣な態度で発表に耳を傾け、ボランティア活動への関心を高めて

いたようである。  
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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１９４件、派遣件数は４２件であった。活動に参加した学生の数（活

動延べ人数）は１０７人で昨年度より４５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１１２件、派遣件数は７４件で昨年度より若干増えている。活

動に参加した延べ人数は３０９人で、昨年度よりも減少した。高等学校ボランティア活動

の依頼件数は５件で、派遣件数は２件、活動に参加した延べ人数は４人であった。高校ボ

ランティア活動は派遣依頼件数が昨年度より減少した。参加人数が減少した原因として

は、教育インターンシップなども始まり学生がボランティア活動以外の活動で教育現場に

行く機会が増えたことが考えられる。また、令和２年３月２日から新型コロナウィルスの

感染拡大防止のため、全国の小・中・高等学校が春休み前まで休校になった。そのため３

月に予定していた活動が中止になったことも挙げられる。  

一方で、茨城県内教育支援ボランティア活動や高校ボランティア活動では、自らが希望

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２

人が活動を行った。  

 

令和元年度 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  １９４       ４２ １０７  

 県内教育支援ボランティア活動  １１２       ７４ ３０９ 

 高校ボランティア活動      ５       ２      ４  

合    計 ３１１ １１８ ４２０ 

 

学部別・活動別参加人数 (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  ６８  ２０７   ４  ２７９  

人文社会科学部    ３    ２   ０    ５  

理学部   ０    ３   ０    ３  

農学部   ０    ０   ０    ０  

工学部   ０    ０   ０    ０  

合計  ７１  ２１２   ４  ２８７  

 

 

(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情に合わせて５月と１０月に水戸市教育委

員会から募集依頼がきた。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

では教育学部の学生が６８人、人文社会科学部の学生が３人活動した。  
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令和元年度 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          ２９          ５        １７ 

小学校        １５５        ３５         ８７ 

中学校          １０          ２          ３ 

合 計        １９４        ４２       １０７ 

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、２３頁以降

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。下表は、派遣先別の活動状況である。  

 

令和元年度 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(高校含む)    ７８ ５９       ２３７ 

教育委員会関係  １６  １１       ４３ 

教育関係機関    ２３  ６         ３３ 

合 計  １１７ ７６      ３１３ 

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頁以降

に示す通りである。  

 

(5) 高等学校ボランティア活動 

高等学校でのボランティア活動も 3 年目に入り、高校での活動を希望する学生も増えて

きている。しかし、その内容や時間的な制約から依頼を受けたボランティア活動に応えら

れないことも多いため、現場からのニーズにどこまで応えられるかが今後の課題である。 

 

令和元年度 高等学校ボランティア活動状況  

№  活動名  派遣希望校  活動日  募集  

人数  

活動

人数  

１  健康診断補助  茨城県立鉾田第一高等学校  5 月～6 月の健

康診断実施日  

１～２  １  

２  茶華道部  茨城県立石岡第一高等学校  6/10～2/21 ２   

３  学習探究部  茨城県立石岡第一高等学校  7/1～7/26 ２   

４  スクールサポーター  茨城県立磯原郷英高等学校  7 月～3 月    

５  音楽の授業における

学習支援  

茨城県立磯原郷英高等学校  12/9～12/13 ５  ３  
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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  

【園行事補助】 

・あまり大きくない幼稚園ではあるが、やはりその中に支援を要する子どもがいて、増え

てきていることを実感した。小学校とは違ってトイレに行くことや休憩の取り方など、

配慮がとても細かいと感じた。 

・幼稚園の行事の補助は 2 回目だった。ここで感じたのは、園行事の運営の大変さです。 

女性の先生がほとんどという幼稚園の現場で、会場設営をしたり、小人数で行事を運営

することは本当に大変だと感じ、人数の少なさというのも実感しました。また、色々な

家庭の形がある中で、親子ふれあい学習を行うということは、様々な配慮が必要だとい

うことも改めて学ぶことが出来ました。 

・園児の親や幼稚園の先生と会場づくりや片付けをし、役にたてて良かった。園児のした

くを手伝うときに少しだけ園児と触れ合うことが出来たが、夏祭りが始まってからは模

擬店の手伝いであまり触れ合うことが出来なかった。 

 

〇小学校  

【運動会補助】 

・仲間と協力して準備や片付けに取り組み、大変なこともあったが、それ以上に楽しかっ

た。大人数を動かすことの大変さや子供の声かけを間近で感じることが出来、自分の将

来につながる大きな経験となった。これからもこのような機会があったら積極的に参加

していきたいと思った。 

・運動会を通して、何事も全力で取り組む児童たちから、無邪気さや素直な姿を感じるこ

とができた。また、5・6 年生を中心にした委員会活動により全体がスムーズに進行して

いた。学年が上がるにつれて生まれる責任感など児童の成長の違いを学ぶことが出来た。 

・昨年も同じボランティアに参加し、子どもたちは覚えてくれていた。1 年生の女の子を

みたが、保護者がその子どもの特性を受け入れられないのか、できないことを強要して

いる姿をみて、自分の子どもを受け入れられている親ばかりではないことを学べた。 

・小学校との連携を準備を通してやることが出来た。小学生が主体だったため、ボランテ

ィアの私たちはあくまで補助であり、係の子が一生懸命に自分の役割を行っていたのが

印象的であった。単純に小学生と話せて、一緒に準備・片づけをしてすごく楽しかった

です。 

・元気な生徒が多く、天気も良かったため、ボランティアが 5 人いても忙しかった。運動

会ではダンスが多く取り入れられていて校内には英字新聞が貼られていたり、生徒の放

送が英語であったりと自分が小学生の時の小学校とは大きく違い、今の小学校の様子や

子どもの様子を知る良い機会だった。 

・運動会での養護教諭の仕事を経験することが出来ました。救護テントだけでなく、応援

席の児童や保護者、他の先生方の様子を観察しておくことも大切だと感じました。また、
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その日の気温や天気に合わせて進行を変えてもらうように進言できなければいけない

と思いました。 

【特別な支援を要する児童に対する学習支援】 

・この一年間同じ児童についてきたため、機嫌が悪い時や助けを求めている時などのサイ

ンが分かるようになった。児童についてよく知ることで、適切な支援ができるというこ

とを身をもって体験することが出来た。 

・特別支援学級での学習支援をしてみて、自分が介助する時、しない時のタイミングの重

要性を感じました。支援だからといって何もかもやってしまうのではなく、できること

は自分の力で児童がやるように促し、困難なことはできるようになる手立てをする。そ

こが重要だと感じました。そこは特別支援学校ではないからこそのアプローチの仕方で

あると思いました。また、学校に戻った時の他の児童とのかかわりやクラスの中での存

在というところも目を配り、担任の先生とコミュニケーションをとって考えていく必要

があると感じました。特別支援学校とはまた違った支援の形を学べるよい機会になりま

した。 

【就学時健康診断補助】 

・就学児健康診断のボランティアはなかなか経験することが出来ないため貴重なものにな

り大変有意義でした。 

・手伝いの 6 年生と連携して活動ができました。まだ幼稚園生ということもあり、突発的

な行動が見られたこともあったけれど、他の先生方と協力することで無事に終えること

が出来ました。 

【授業における学習支援】 

・初めて小規模学校でのボランティアをしてみて、小規模ならではの教師と児童の信頼感、

学年関係ない仲の良さに気づくことが出来ました。また、ボランティアに行くと全校生

徒と毎回コミュニケーションをとることが出来たし、休み時間には全員と遊べたりと子

どもとの関りが大好きな自分にとっては、とても意味のある活動でした。一方で、特別

支援学級がないというのも小学校の魅力だと感じます。全員が同じ学級で学び、生活を

共にすることで得られるものも多くあるということを学びました。 

【持久走大会補助】  

・とても寒い中開催された持久走大会でしたが、自分の目標に向かい一生懸命走っている

児童の支えになれてとても良かったです。各学年、色々な思いを持って臨んでいました。

児童生徒の体調面には注意を払う必要があり、朝の健康観察などをしっかり行うことが

大切でした。 

・校長先生が全体の伴走を行っていた。子どもたちも一生懸命応援していた。行事を 

通じて学校が 1 つになっていると感じた。ビデオ撮影は順位を決めるため、誘導はコー

スミスがないようになど、細かいところまで工夫されていると感じた。 

・昨年も参加させていただいたボランティアでしたが、コースが変更になっており怪我な

どの可能性を踏まえて行われたということが感じられました。児童と交流する機会はあ

まりなかったのですが、学校行事を行うために先生方がどのように動いているかを学ぶ

ことが出来ました。 
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2. 地域の教育支援ボランティア 

 

〇小学校 

【学びの広場サポーター)】 

・算数が得意な子どもとそうでない子どもの差をすごく感じた。こんなに差があるのに、

実際みんなで同じ授業を受けていると思うと授業の形式等むずかしいと考えた。できた

時に喜びを分かち合えてうれしかった。  

・改めて分からない子へのヒントの与え方の難しさを感じた。分からない子の視点にたつ

ことが大切だと感じた。 

【学習支援】 

・子どもたちが授業を受ける様子や先生方の授業の工夫を実際に見ることができ、生かし

たい知識・技能を増やすことができた。子どもと関わる時間を多くとることができ、子

どもの悩みや困っていることにもふれることができた。子どもひとりひとりが思ってい

ることや感じていることを受け取り、手助けとなる言葉かけをすることの難しさを実感

し、子どもとの関り方について考えるきっかけになった。  

・特別支援学校のボランティアに参加することが多かったので、貴重な経験になりました。

子どもたちと問題を一緒に取り組み、達成感を分かち合ったり、休み時間に一緒に遊ぶ

中で、学ぶこともたくさんありました。後期は授業が忙しくなってしまい、なかなか参

加できませんでしたが、来年も時間があれば引き続き参加したいです。  

【持久走大会の補助】 

・教職員が学校行事にどのように取り組んでいるのか学ぶことができた。声をかけ合いな

がら連携している様子を見て、改めて連携の大切さを実感した。また、保護者との関り

についても学ぶことができたよい機会であった。  

・児童が一生懸命走っている姿を見ることができた。河川敷のトイレへの道は車の通りが

あったので、飛び出すことがないよう声かけを行った。持久走運営における先生方の準

備を真近かでみて、教員としての心構えについて考える機会になった。  

【就学時健康診断の補助】  

・聴力検査を任せていただき、幼稚園・保育園児相手にスムーズに検査を行うために試行

錯誤した。実践的な学びを得ることができた。  

・実際に未就学児と接し、子どもへの言葉かけの難しさを感じ、自分のふがいなさを感じ、

改めて見つめなおそうと思いました。  

【キッズワールド 2019 運営補助】 

・授業以外の教師の働きを知ることができてとても勉強になった。子どもたちとも関わる

ことができて良かった。 

・実習で一緒に過ごした子どもたちの頑張る姿を見ることができて非常に良かった。次に

何をすれば良いのかもわかりやすく、素早く行動することができた。  

【特別支援学校体育連盟スポーツ競技会】 

・特別支援学校の生徒たちがその学校ごとにチームとして協力しながら頑張る姿を見るこ

とができもっと深く関わりたいとこ感じた。生徒の様子を見ながら安全にサッカー大会

が行えるように、状況に合わせてルールを変更するなど、先生方が見守り臨機応変にサ

ポートしていることがよく分かった。  



- 22 - 

 

【音楽授業における合唱指導補助】  

・5 年生のクラスの合唱授業に参加した。子どもたちは 1 回目の合唱授業であったが、ピ

アノで弾く音を聴きながら、口を大きく開いて歌っている様子が見られた。何度も練習

する中で、どんどん音がとれて上手に歌うことができ、すばらしいと感じた。”自分から”

という姿勢が多くみられ、授業の中で子どもたちが意欲的に活動できる場を教師がどの

ように作っていくかを考えることは大切であると思った。  

 

〇中学校 

【特別支援学級の学習支援】  

・私は大学で特別支援教育を専攻しており、障害や特別支援については学んできたつもり

でしたが、実際に現場にいるとわからないことばかりでした。知的障害と一言で言って

も、一人一人困り感は違っていて、それらを個性としてうまく向き合っていくというこ

とが大事だと学びました。今後も継続して学んでいきたいです。  

【思春期電話相談】 

・様々な悩みを聞くことで中高生の実態を少し知ることができた。話を聞くことで満足し

てくれる人がいたので、人の話を聞くことはとても大切だと感じた。  

 

〇地域の活動 

【無料学習支援会】 

・子供たちが学習する際につまづくポイントや苦手な範囲、学校で教えられた勉強法や覚

え方など様々なことを知ることができ、勉強になった。また、以前に教えた内容を覚え

たり、テストの点数が上がったなどの報告をもらえるとやりがいを感じた。  

・勉強を教えるときに、わからないところを気軽に聞いてもらえる関係を作ると効率が良

くなると感じました。長期間の活動でしたので、生徒との関係の作り方を学べました。 

【チャレンジ・ザ・原始人】 

・キャンプ経験の少ない私だったが、周りの人々の力を借りつつ無事にサポートしきるこ

とができた。年齢の違う人たちが集まって、協力して何かをこなすことは意外と難しく、

失敗ばかりではあったが、5 日間で絆が深まりともに良い経験と満足感を得るとこがで

きた。 

【一本杉ふれあいのつどい】  

・一本杉ふれあいのつどいは、地域の方々を沢山招いて、書道や読み聞かせ、ダンスなど

様々なことを行っていた。また、保護者の方々はバザーなどを行い、そこに参加する人々

全員が楽しむことができる学校行事であると感じた。こういった行事は地域の人々も学

校づくりに関わっていると実感できる行事であると同時に、学校・保護者・地域が連携

することにつながるので、とても大切であると思った。  

【寄宿舎夏祭り】  

・盲学校に行く機会があまりないので、私にとって目が見えない子どもたちと関わるのは

初めてでしたが、子どもたちは素直で優しく、逆に私がたくさんのことを教えてもらい

勉強させていただきました。とても楽しかったです。あまり知識がない中での参加だっ

たので、次回ある時はもっと勉強して参加したいです。  



K1 城東幼稚園 教頭・加藤　聡子 2019年10月12日（土） 8:00～12:00 1 運動会の用具準備など 5 動きやすい服装での参加を
お願いします。
自家用車での来園を許可し
ます。

K2 浜田幼稚園 教頭・加藤　聡子 2019年５月25日（土）
※　予備日は５月26日
（日）

8:00～12:00 1 園行事の補助
（幼小合同運動会：運動
会の準備，競技・誘導・
着替え等の補助）

2 自家用車での来校は1台ま
でです。
昼食代は実費になります。
動きやすい服装､水筒､帽子
等を持参してください。

K3 浜田幼稚園 教頭・加藤　聡子 2019年７月６日（土） 8:00～12:00 1 夏祭りの補助（着替え・
模擬店補助）

2

K4 浜田幼稚園 教頭・加藤　聡子 2019年10月18日（金）
※変更の場合あり

8:00～14:00 1 園外保育（百樹園）の引
率補助

2 歩きやすい服装・靴・リュック
サックでお願いします。
昼食は持参してください。

K5 浜田幼稚園 教頭・加藤　聡子 2019年12月13日（金） 8:00～12:00 1 発表会補助（道具の出
し入れ・保育補助）

2 動きやすい服装でお願いし
ます。

K6 浜田幼稚園 教頭・加藤　聡子 2020年２月３日（月） 8:00～12:00 1 保育補助と節分豆まき
の鬼役

2 動きやすい服装でお願いし
ます。

K7 見川幼稚園 教頭・小田野　恵 2019年６月25日（火）
※雨で延期の場合
　６月26日（水）になり
ます。

8:00～14:00 1 園外保育の引率補助
（もみじ谷への園外保
育補助・遊ぶ，誘導，ト
イレ補助等）

2 昼食は準備願います。
派遣学生の自家用車での来
園はできません。

K8 見川幼稚園 教頭・小田野　恵 ２０１９年１０月１８日
(金)

8:00～12:00 1 ミニ運動会
（準備・競技の補助・園
児の誘導）

2 昼食は用意致します。
派遣学生の自家用車での来
園はできません。

K9 見川幼稚園 教頭・小田野　恵 2019年１１月1日(金)
※雨天延期・日程は
未定

8:00～14:00 1 秋の遠足引率補助
（遊ぶ，誘導，トイレ補
助等）

2 昼食は準備願います。
派遣学生の自家用車での来
園はできません。

K10 石川幼稚園 教頭・蛯澤　法子 令和元年５月～令和２
年２月※月１～２回
（園と学生の予定を調
整して決定）

9:00～14:00
※相談に応
じます

10 通常保育の補助（行事
等の補助や引率をお願
いすることもあります。）

2 昼食は弁当持参となりま
す。
派遣学生の自家用車での来
園を許可します。
参加のできる月だけでも構
いません。

①水戸市学校支援活動　募集一覧

<幼稚園>

その他№ 希望園 担当者名 学校支援活動の内容
希望す
る人数

希望す
る日数

時間派遣希望日
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その他№ 希望園 担当者名 学校支援活動の内容
希望す
る人数

希望す
る日数

時間派遣希望日

K11 酒門幼稚園 教頭・黒川　一美 ２０１９年１０月１８日
（金）
変更になる場合あり

8:30～15:00 1 園外行事補助（遠足の
引率補助）

2 自家用車での来園を許可し
ます。
昼食は実費になります。

K12 酒門幼稚園 教頭・黒川　一美 未定（３学期） 8:30～12:30 1 園外行事補助（園外保
育の引率補助）

2 自家用車での来園を許可し
ます。
昼食代は実費になります。

K13 酒門幼稚園 教頭・黒川　一美 2019年12月13日（金） 8:30～12:00 1 園行事補助（発表会の
用具の準備等）

2 自家用車での来園を許可し
ます。

K14 酒門幼稚園 教頭・黒川　一美 2019年12月17日（火）
変更になる場合あり

8:30～12:00 1 園行事補助（祖父母と
遊ぼう会の補助等）

2 自家用車での来園を許可し
ます。

K15 笠原幼稚園 教頭・菊池美也子 令和元年５月～令和２
年２月

8:30～16:00 15 通常保育の補助（保育
活動の補助）

3 昼食・水筒はお持ちくださ
い。
運動しやすい服装で上靴を
お持ちください。
自家用車での来園を許可し
ます。

K16 笠原幼稚園 教頭・菊池美也子 令和元年６月１日（土） 8:00～12:00 1 園行事の補助
（親子ふれあい遊び）

4 昼食・水筒はお持ちくださ
い。
運動しやすい服装で上靴を
お持ちください。

K17 笠原幼稚園 教頭・菊池美也子 令和元年７月６日（土） 8:00～12:00 1 園行事の補助（夏祭り） 3 昼食・水筒はお持ちくださ
い。
運動しやすい服装で上靴を
お持ちください。

K18 笠原幼稚園 教頭・菊池美也子 令和元年10月19日
（土）　（雨天時10月20
日（日））

8:00～12:00 1 園行事の補助（運動会
の準備・片付け・保育補
助）

4 昼食・水筒はお持ちくださ
い。
運動しやすい服装で上靴を
お持ちください。

K19 内原幼稚園 教頭　國分真由美 2019年６月21日（金） 9:00～11:30 1 幼稚園行事の補助
ジャガイモ掘りの補助
掘ったジャガイモの袋
詰めなど

6 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

K20 内原幼稚園 教頭・國分真由美 2019年９月28日（土） 8:00～12:00 1 幼稚園行事の補助
運動会の準備・協議の
補助
０～5歳児対象です。

5 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
をご持参ください。
派遣学生の自家用車での来
園は要相談。
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その他№ 希望園 担当者名 学校支援活動の内容
希望す
る人数

希望す
る日数

時間派遣希望日

K21 内原幼稚園 教頭・國分真由美 2019年10月29日（火） 9:00～11:30 1 幼稚園行事の補助
サツマイモ掘りの手伝
いや，掘ったサツマイモ
の袋詰め等。

6 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

K22 内原幼稚園 教頭・國分真由美 2019年12月７日（土） 8:00～12:00 1 幼稚園行事の補助
発表会での小道具や大
道具の準備，身支度の
補助

6 内原保育所・幼稚園で行い
ます。
動きやすい服装，上靴をご
持参ください。
自家用車での来園は不可。

K23 飯富幼稚園 教頭・石田真澄 令和元年9月27日
（金）

9:00～11:00 自由遊び・誕生会等の
遊びの支援

3～5 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。乗り合わせ
1台でお願いします。

K24 飯富幼稚園 教頭・石田真澄 令和元年11月14日
(木）

9:00～11:00 自由遊び・誕生会等の
遊びの支援

3～5 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。乗り合わせ
1台でお願いします。

K25 飯富幼稚園 教頭・石田真澄 令和元年12月13日
(金）

9:00～11:00 自由遊び・誕生会等の
遊びの支援

3～5 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。乗り合わせ
1台でお願いします。

K26 梅が丘幼稚
園

教頭　中田美咲 令和元年10月21・25・
29・31日　*変更になる
場合あり

8:30～16:00 4　(3日
でもよ

い)

幼稚園行事の補助
(衣装や環境の準備と
園児の付添い)

3 運動のできる服装

K27 梅が丘幼稚
園

教頭　中田美咲 令和元年12月3・4・6・
10・11・13日　*変更に
なる場合あり

8:30～16:00 6 (13日
は、そ

の前に2
日は参
加して
いる方

幼稚園行事の補助
(発表会の準備や着替
えの援助等)

2 活動しやすい服装、昼食を
持参して下さい。

K28 梅が丘幼稚
園

教頭　中村広子 令和2年3月　9～13日
16・17日　*変更になる
場合あり

8:30～15:00 7　(13日
は、そ

の前に2
日は参
加して
いる方

幼稚園行事の補助
(行事の環境などの準
備や園児の付添い)

3 活動しやすい服装、昼食を
持参して下さい。

K29 酒門幼稚園 園長　田所敏子 令和元年11月1日
（金）

8:30～15:00 1 園外保育引率補助 2 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。昼食を持
参して下さい。
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E1

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和元年5月25日
（土）
※雨天
　　令和元年５月26日
（日）

8:00～15：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・進行
の補助）

5 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

令和元年5月25日
（土）
※雨天
　　令和元年５月26日
（日）

8:00～15：30 1 学校行事の補助
（運動会：救護係・進行
の補助）

2 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

令和元年6月 未定 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）

5

E4

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和元年11月 未定 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）

5

E5

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和元年11月 未定 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）

5

E6

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和２年1月下旬 未定 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）

5

E7

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和２年1月下旬 未定 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）

5

E8

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和元年5月14日，6
月18日，
7月9日，9月10日，10
月8日，11月12日，12
月10日，令和2年1月
28日，3月3日

13：30～16：00 9 授業における学習支援
（クラブ活動の実験補
助）

2 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。

E9

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和元年10月17日 8：10～16：00 1 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）

3 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。

E10

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和元年10月18日 8：10～16：00 1 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）

6 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。

E11

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和２年1月中旬～2
月

未定 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）

5 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。

E12

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和２年1月中旬～2
月

未定 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）

5 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。

<小学校>

派遣希望日 時間
希望す
る日数

その他№ 希望校 担当者名
1日あた
りの人

数
学校支援活動の内容
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派遣希望日 時間
希望す
る日数

その他№ 希望校 担当者名
1日あた
りの人

数
学校支援活動の内容

E13

五軒小学校 小林　小百合 令和元年5月18日
（土）
※予備日は5月19日
（日）

8:00～15:30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係の補
助）

3 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。

E14

五軒小学校 小林　小百合 令和元年11月29日
（金）
※雨天のときは延期
になる場合あり

8:30～12:30 1 学校行事の補助
（マラソン大会：先頭集
団の誘導，最後尾児童
の伴走等）

3 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
動きやすい服装で参加してく
ださい。

E15

五軒小学校 小林　小百合 令和２年2月14日（金）
※変更になる場合あ
り

8:30～12:30 1 学校行事の補助
（なわとび大会：低・中
学年のなわとび大会で
跳んだ回数を数える，
児童看護）

3 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
動きやすい服装で参加してく
ださい。

E16

五軒小学校 小林　小百合 令和元年5月下旬～2
月下旬

8:30～12:15 学校が
ある毎
週月，
水，金
曜日

2，4，5年生の授業にお
ける学習支援（主に算
数）
・学習支援
・学習プリント等の添削

2 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
月，水，金曜日以外の都合
がよい曜日を指定してくだ
さっても構いません。

E17

五軒小学校 小林　小百合 令和元年5月下旬～2
月下旬

8:30～15:30 学校が
ある毎
週火，
金曜日

1年生の授業における
学習支援
・学習支援
・学習プリント等の添削

1 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
火，木曜日以外の都合がよ
い曜日を指定してくださって
も構いません。
給食は実費になります。

E18

五軒小学校 小林　小百合 令和元年5月下旬～2
月下旬

8:30～15:30 学校が
ある毎
週火，
金曜日

3年生の授業における
学習支援
・学習支援
・学習プリント等の添削

1 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
火，木曜日以外の都合がよ
い曜日を指定してくださって
も構いません。
給食は実費になります。

E19

五軒小学校 小林　小百合 令和元年5月下旬～2
月下旬

8:30～15:30 学校が
ある毎
週火，
金曜日

6年生の授業における
学習支援
・学習支援
・学習プリント等の添削

1 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
火，木曜日以外の都合がよ
い曜日を指定してくださって
も構いません。
給食は実費になります。

E20

城東小学校 教諭　根本奈
央

持久走大会当日
（未定:12月）

午前中
（4時間程

度）

1日 持久走大会のコース誘
導

5人程度 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
できるだけ乗り合わせで必
要最低限の台数でお願いし
ます。

E21

城東小学校 教頭・德武弘
幸

令和元年９月
　　　　　　～令和２年３
月
毎週火曜日
（曜日については要相
談）

15:00～
17:00 15日 開放学級児童対象の放
課後の学習活動の支援

2人程度 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
できるだけ乗り合わせで必
要最低限の台数でお願いし
ます。

E22

城東小学校 教頭・德武弘
幸

2019年9月～2020年３
月
（週3日程度：曜日に
ついては要相談）

７:30～８:30 15日 落ち葉掃きを通しての
児童の支援活動

3人程度 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
できるだけ乗り合わせで必
要最低限の台数でお願いし
ます。

E23

浜田小学校  教諭　渡邊　修
 教諭　鈴木和
也

令和元年5月24日
（金）
※　雨天の場合変更
あり

13:00～17:00 1 学校行事の補助（運動
会準備）
・ライン引き
・テント設営

10 自家用車での来校許可（相
乗り）

E24

浜田小学校  教諭　渡邊　修
 教諭　鈴木和
也

令和元年5月25日
（土）
※　雨天の場合変更
あり

8:00～16：00 1 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

5 昼食代は実費となります。

- 27 -



派遣希望日 時間
希望す
る日数

その他№ 希望校 担当者名
1日あた
りの人

数
学校支援活動の内容

E25

浜田小学校  教諭　渡邊
修

令和元年
7月22日（月）～26日
（金）

8:00～12:00 5 学習支援（学びの広場）
・児童への学習支援

10 自家用車での来校許可（相
乗り）

E26

浜田小学校  教諭　渡邊　修
 教諭　鈴木和
也

令和元年
７月22日（月）～24日
（水）

8:30～12:00 5 学習支援（水泳） 5 自家用車での来校許可（相
乗り）

E27

浜田小学校 教諭　大山三
代

令和元年９月13日
（金）
※変更になる場合あ
り

8:30～15:00 1 校外学習の引率補助
（第１学年遠足　大洗水
族館：個別の支援が必
要な児童への支援また
グループ活動時の児童
への支援）

3 昼食代は実費になります。
自家用車での来校許可

E28

浜田小学校 教諭　川崎真
里

令和元年９月18日
（水）
※変更になる場合あ
り

8:00～16:00 1 校外学習の引率補助
（第2学年遠足　かみね
動物園：個別の配慮が
必要な児童への支援）

3 昼食代は実費になります。
自家用車での来校許可

E29

浜田小学校 教諭　寺門由
希子

令和元年９月20日
（金）
※変更になる場合あ
り

8:00～16:00 1 校外学習の引率補助
（第３学年遠足　笠間方
面：個別の配慮が必要
な児童への支援）

3 昼食代は実費になります。
自家用車での来校許可

E30

浜田小学校 教諭　綿引則
子

令和元年９月27日
（金）
※変更になる場合あ
り

8:00～16:00 1 校外学習の引率補助
（第４学年遠足　大子方
面：個別の配慮が必要
な児童への支援）

2 昼食代は実費になります。
自家用車での来校許可

E31

浜田小学校 教諭　藤枝馨
子

令和元年
９月25日（水）～26日
（木）
※変更になる場合あ
り

7:30～17:00 2 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）
ウォークラリーやキャン
プファイヤー等実施時
の児童看護など

3 食事，宿泊代等は実費にな
ります。
自家用車での来校許可

E32

浜田小学校 教諭　渡邊　修
教諭　川村公美
子

令和元年10月２５日
（金）
※変更になる場合あ
り

8:30～12:00 1 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
看護など

10 仮装して参加してください。
自家用車での来校許可（相
乗り）

E33

浜田小学校 教諭　川崎真
里

令和元年10月中旬 1 校外学習の引率補助
（第2学年生活科　まち
たんけんでの児童への
個別支援）

5 自家用車での来校許可

E34

浜田小学校 教諭　渡邊
修
養護教諭  菅
谷五月

令和元年10月29日
（火）？※まだ未定変
更する場合あり

12:00～16:00 1 就学時健康診断時の係
児童の支援

5 自家用車での来校許可

E35

浜田小学校 教諭　渡邊
修
教諭　鈴木和
也

令和元年11月17日
（日）
※変更する場合あり

8:30～12:00 1 学校行事の補助
（マラソン大会での伴
走，児童看護等）

10 自家用車での来校許可（相
乗り）

E36

浜田小学校 教諭　大山三
代

令和２年1月下旬 3 授業における学習支援
（第１学年の体育での
跳び箱運動の支援）

3 自家用車での来校許可

- 28 -



派遣希望日 時間
希望す
る日数
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E37

浜田小学校 教諭　川崎
真里

令和２年２月中旬 3 授業における学習支援
（第２学年の体育でのな
わとび運動の支援）

6 自家用車での来校許可

E38

常磐小学校 教諭　篠崎智
典

令和元年５月20日
（月）

13：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会の会場準備：テ
ント設営）

5 運動できる服装でお願いし
ます。
男子学生を希望します。

E39

常磐小学校 教諭　篠崎智
典

令和元年５月25日
（土）
※予備日は５月26日
（日）

８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：児童看護・救
護係の補助）

8 茨城大学の６名が来てくれ
ることになっています。残り２
名希望します。
鬼澤未来さん（１年）・永作恵
さん（２年）・曽根碧さん（２
年）・中島彩さん（１年）・

邊

E40

常磐小学校 教諭　篠崎智
典

令和元年６月13日
（木）
雨天時は６月14日
（金）

８：00～15：00 1 学校行事の補助
（５年宿泊学習の補助）

4 運動できる服装でお願いし
ます。
学校～水戸市少年自然の
家まで児童と一緒に徒歩で
歩いてもらいます。

E41

常磐小学校 教諭　篠崎智
典

令和元年11月22日
（金）

８：00～15：00 1 学校行事の補助
（持久走大会：伴走・児
童看護補助）

6 運動できる服装でお願いし
ます。
午前中は校内で，午後は校
外（四季の原）で行う予定で
す。

E42

常磐小学校 教諭　篠崎智
典

令和２年２月中旬 12:30～14：00 1 学校行事の補助
（縄跳び集会：児童看
護，縄回し補助）

6 運動できる服装でお願いし
ます。

E43

緑岡小学校 教諭　高村啓
子

令和元年５月25日
（土）
※予備日は５月26日
（日）

８：00～15：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係）

3 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。

E44

緑岡小学校 教諭　高村啓
子

令和元年６月中旬～
令和元年７月18日
（木）

８:30～12：00 何日でも 授業における学習支援
（体育の水泳指導補助）

4 入水して，泳げない児童に
ついてください。
水着と水泳帽子の準備をお
願いします。

E45

緑岡小学校 教諭　高村啓
子

令和元年10月・11月
　

８：00～15：
30

※全日でな
くても

３日程
度

（１日で
も）

授業における学習支援
（家庭科：裁縫やミシン
の学習の補助）

3～４人

E46

緑岡小学校 教諭　高村啓
子

令和元年11月29日
（金）

８:30～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

3～４人 自転車で伴走，またはいっ
しょに走ったり，走路に立っ
て誘導したりしていただきま
す。

E47

上大野小学校教諭　五十川
淳一

令和元年5月25日（土
）
※　前日準備は24日
（金）午後
※　雨天の場合は26
日（日）に延期

24日前日準
備

13:30～
16:00

25日運動会
７：00～15：

2 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）

4 自家用車での来校を許可し
ます。
前日準備が無理な場合は，
当日だけでも結構です。

E48

上大野小学校教諭　五十川
淳一

令和元年5月25日（土
）

8：00～15：00 1 学校行事の補助
（運動会：救護係の補
助，競技の補助等）

2 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。
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E49

上大野小学校教諭　五十川
淳一

令和元年5月～７月
（１学期）

月・火・木
9:30～12:10

15 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）

3 自家用車での来校を許可し
ます。
参加のできる曜日・期日の
みでも歓迎します。

E50

上大野小学校教諭　五十川
淳一

令和元年９月～12月
（２学期）

月・火・木
9:30～12:10
（変更あり）

15 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）

3 自家用車での来校を許可し
ます。
参加のできる曜日・期日の
みでも歓迎します。

E51

上大野小学校教諭　五十川
淳一

令和元年１月～２月
（３学期）

月・火・木
9:30～12:10
（変更あり）

15 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）

3 自家用車での来校を許可し
ます。
参加のできる曜日・期日の
みでも歓迎します。

E52

上大野小学校教諭　五十川
淳一

令和元年５月～２月 専門講師が
来校するた
め実施日は
未定

10 授業における学習支援
（総合的な学習の時間
等における校外学習や
体験学習の補助）
鳥・川の観察・サケの放
流等

3 自家用車での来校を許可し
ます。
登録制とし，実施日が決まっ
たら登録者に連絡します。
参加のできる期日のみでも
歓迎します。

E53

上大野小学校教諭　五十川
淳一

令和元年７月～８月
（夏休み）

午前中
　２時間程

度

7 夏休みの学習支援
（理科：自由研究相談）

3 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。

E54

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年５月１日（水）
　　　　　　～７月19日
（金）

8:30～12:15 10 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
童に個別支援を行う。）

6 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

令和元年８月27日
（火）
　　　　～12月20日
（金）

8:30～12:15 10 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
童に個別支援を行う。）

6 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

令和２年１月９日（木）
　　　　　～２月28日
（金）

8:30～12:15 10 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
童に個別支援を行う。）

6 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

令和元年５月１日（水）
　　　　　～７月19日
（金）

8:30～12:15 10 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
クラスの児童に個別支
援を行う。）

4 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。

E58

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年８月27日
（火）
　　　　　～12月20日
（金）

8:30～12:15 10 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
クラスの児童に個別支
援を行う。）

4 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。

E59

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和２年１月９日（木）
　　　　　～２月28日
（金）

8:30～12:15 10 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
クラスの児童に個別支
援を行う。）

4 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

令和元年５月１日（水）
　　　　　～７月19日
（金）
※毎週水曜日のみ

8:15～8:45 10 授業における学習支援
　（第１～６学年へ読み
聞かせを行う。）

4 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

令和元年８月27日
（火）
　　　　　～12月20日
（金）
※毎週水曜日のみ

8:15～8:45 10 授業における学習支援
　（第１～６学年へ読み
聞かせを行う。）

4 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

令和２年１月９日（木）
　　　　　～２月28日
（金）
※毎週水曜日のみ

8:15～8:45 10 授業における学習支援
　（第１～６学年へ読み
聞かせを行う。）

4 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

令和元年５月１日（水）
　　　　　～７月19日
（金）
※毎週水曜日のみ

13:00～13:50 10 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。）

6 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。

E64

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年８月27日
（火）
　　　　　～12月20日
（金）
※毎週水曜日のみ

13:00～13:50 10 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。）

6 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。

E65

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和２年１月９日（木）
　　　　　～２月28日
（金）
※毎週水曜日のみ

13:00～13:50 10 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。）

6 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。

E66

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年５月25日
（土）
　※雨天順延
　→26日（日），27日
（月）

7:30～15:30 1 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）

5 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。
自動車での来校は不可。

E67

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年７月22日
（月）
　　　　　　～７月26日
（金）

10:00～11:30 5 授業における学習支援
　（体育科水泳補習学
習の補助）

5 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。

E68

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年９月６日（金） 8:00～15:00 1 校外学習の引率補助
（１年生遠足）

3 動きやすい服装で参加してく
ださい。
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。

E69

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年９月５日（木） 8:00～15:00 1 校外学習の引率補助
（２年生遠足）

3 動きやすい服装で参加してく
ださい。
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。
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E70

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年９月11日
（水）

8:00～15:00 1 校外学習の引率補助
（３年生遠足）

3 動きやすい服装で参加してく
ださい。
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。

E71

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年９月12日
（木）

8:00～15:00 1 校外学習の引率補助
（４年生遠足）

3 動きやすい服装で参加してく
ださい。
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。

E72

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年10月５日
（土）

7:30～15:30 1 学校行事の補助
（渡里元気村：準備，各
ブースの運営，片付け）

10 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。
自動車での来校は不可。

E73

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年11月23日
（土）

7:30～12:15 1 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）

10 動きやすい服装で参加してく
ださい。
自動車での来校は不可。

E74

渡里小学校 教頭　上宮正
人

令和元年２月19日
（水）

9:00～12:15 1 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）

10 ・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。

E75

吉田小学校 教諭　綿引
理恵子

令和元10月か11月初
旬
まだ決定していませ
ん。

12:00～16:00 1 就学時健康診断の補助 5 自家用車での来校を許可し
ます。

E76

吉田小学校 教諭　綿引
理恵子

令和元年10月26日
（土）

8::00～16:00 1 学校行事の補助
（模擬店参加，児童看
護）

5 自家用車での来校を許可し
ます。

E77

酒門小学校 教諭　宮本謙
一

令和元年5月25日(土)
※予備日は26日(日)

８:00～15:30

1

学校行事の補助
(運動会当日の係員補
助)

3 ・動きやすい服装で参加して
ください。
・養護教諭課程の学生がい
る場合は，救護係の補助を
お願いします。

E78

酒門小学校 教諭　宮本謙
一

令和元年11月22日
(金)
※予備日は12月4日
(水)

午前中

1

学校行事の補助
(持久走大会当日の係
員補助)

3 ・動きやすい服装で参加して
ください。
・養護教諭課程の学生がい
る場合は，救護係の補助を
お願いします。

E79

石川小学校 志田　由美子 ６月～12月 週１回３時間 15 授業における学習支援
　（算数科）

12 自家用車での来校を許可し
ます。
（うち１人は常磐大学４年
井川さん）

E80

石川小学校 志田　由美子 ６月中旬から７月中旬 午前中２時間 12 授業における学習支援
　（水泳）

3 自家用車での来校を許可い
たします。

E81

石川小学校 志田　由美子 11月28日（木） 午前中３時間 1 授業補助（持久走大会
の準備，競技中の走行
誘導など）

3 自家用車での来校を許可い
たします。

- 32 -



派遣希望日 時間
希望す
る日数

その他№ 希望校 担当者名
1日あた
りの人

数
学校支援活動の内容

E82

河和田小学
校

教頭　臼井洋
子

１学期～３学期 ８：40～12：
10

通年で
週2～3

回

１～６年生の授業にお
ける学習支援
配慮が必要な児童への
支援

3 ・派遣学生の自家用車での
来校を許可します。

E83

河和田小学
校

教頭　臼井洋
子

令和元年６月24日
（月）
　～令和元年７月12日
（金）

８：40～12：
10

雨天中止

15 授業における学習支援
（体育科のプール学習）

2 ・派遣学生の自家用車での
来校を許可します。

E84

河和田小学
校

教頭　臼井洋
子

令和元年10月23日（水 ８:00～15：
30

1 １年生の遠足の引率補助 2 ・派遣学生の自家用車での
来校を許可します
・昼食代・バス代は実費にな
ります。

E85

河和田小学
校

教頭　臼井洋
子

令和元年９月12日
（木）～
令和元年９月13日
（金）

12日8:00～
13日～17：

00

2 校外学習の引率補助
（第５学年宿泊学習　山
根少年自然の家）

2 ・宿泊代・食事代・バス代は
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。

E86

河和田小学
校

教頭　臼井洋
子

令和元年６月27日
（木）

14：30～17：
00

1 学校行事の補助
（懇談会時の児童預か
り看護補助）

2 ・派遣学生の自家用車での
来校を許可します。

E87

河和田小学
校

教頭　臼井洋
子

令和元年11月29日
（金）

14：30～17：
00

1 学校行事の補助
（懇談会時の児童預か
り看護補助）

2 ・派遣学生の自家用車での
来校を許可します。

E88

河和田小学
校

教頭　臼井洋
子

令和２年２月25日（火）
令和２年２月28日（金）

14：30～17：
00

2 学校行事の補助
（懇談会時の児童預か
り看護補助）

4 ・派遣学生の自家用車での
来校を許可します。

E89

上中妻小学
校

教諭　長山恭
代

令和元年５月25日
(土）
※予備日は５月２６日
(日）
　※２６日も雨天の時
は，
　　　　　　　　

８：00～15：30 1 学校行事の補助
　（運動会：各係の補
助・児童看護の補助，
準備，片付け）

6 ・動きやすい服装で参加して
ください。

E90

上中妻小学
校

教諭　長山恭
代

令和元年10月か11月 未定 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：身体
測定・内科検診の補助）

2 ・教育学部養護教諭養成課
程の３年次か4年次の学生
を希望します。

E91

上中妻小学
校

教諭　長山恭
代

令和元年11月16日
（土）

８:30～12：30 1 学校行事の補助
（三世代ふれあいタイ
ム：製作活　動等の手
伝い，第１～３学年児童
看護の補助等）

4 ・動きやすい服装で参加して
ください。

E92

上中妻小学
校

教諭　長山恭
代

令和元年12月５日
（木）
※予備日は12月６日
（金）

８:15～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会：補助員，
児童看護の補助等）

4 ・動きやすい服装で参加して
ください。

E93

上中妻小学
校

教諭　長山恭
代

令和２年２月９日（日） 13:00～15：30 1 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）

2 ・動きやすい服装で参加して
ください。
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E94

見川小学校 教諭　木野内
喜久恵

令和元年６月１日（土）
※雨天順延

7:30～16:00 1 学校行事の補助
（運動会の準備・運営・
児童看護補助）

5 派遣学生の自家用車での来
校はご遠慮願います。
運動しやすい服装をご持参
ください。（更衣室をご用意し
ます）

E95

見川小学校 教諭　木野内
喜久恵

令和元年６月１７日
（月）～７月１７日（水）
※雨天中止

８：40～15：
30

（ご参加いた
だける時間
帯のみで結

構です）

21
（ご参加
可能日
のみで
結構で

す）

水泳学習補助
（水泳学習が苦手な児
童への支援）

2 派遣学生の自家用車での来
校はご遠慮願います。
水着をご持参ください。（更
衣室をご用意します）

E96

見川小学校 教諭　木野内
喜久恵

令和元年７月22日
（月）
　　　　　～７月26日
（金）

10：30～12：00 ５
（ご参加
可能日
のみで
結構で

す）

水泳学習補助
（水泳学習が苦手な児
童への支援）

3 派遣学生の自家用車での来
校はご遠慮願います。
水着をご持参ください。（更
衣室をご用意します）

E97

見川小学校 教諭　木野内
喜久恵

令和年10月18日（金） ８：00～16：30 1 第３学年遠足補助
（筑波山登山引率・児童
看護）

3～5 派遣学生の自家用車での来
校はご遠慮願います。
運動しやすい服装をご持参
ください。（更衣室をご用意し
ます）

E98

見川小学校 教諭　木野内
喜久恵

令和元年10月23日
（水）

８：00～16：30 1 第１学年遠足補助
（大洗遠足引率・児童看
護）

3 派遣学生の自家用車での来
校はご遠慮願います。
運動しやすい服装をご持参
ください。（更衣室をご用意し
ます）

E99

見川小学校 教諭　木野内
喜久恵

令和元年10月30日
（水）

８：00～16：30 1 第２学年遠足補助
（日立遠足引率・児童看
護）

3 派遣学生の自家用車での来
校はご遠慮願います。
運動しやすい服装をご持参
ください。（更衣室をご用意し
ます）

E100

見川小学校 教諭　木野内
喜久恵

令和元年10月22日
　　　～11月１日（金）
　　※月曜日を除く

15：30～16：30 ８
（ご参加
可能日
のみで
結構で

す）

第６学年陸上競技指導 5 派遣学生の自家用車での来
校はご遠慮願います。
運動しやすい服装をご持参
ください。（更衣室をご用意し
ます）

E101

見川小学校 教諭　木野内
喜久恵

令和元年11月27日
（水）
※雨天延期12月２日
（月）

８：00～12：30 1 校内行事支援
（千波湖畔：四季の原公
園での持久走大会児童
看護・運営補助）

5 派遣学生の自家用車は四
季の原駐車場をご利用くだ
さい。
運動しやすい服装でご参加
ください。

E102

千波小学校 教諭　石井隆
子

令和元年５月25日
（土）
※予備日は５月28日
（日）

８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：救護係の補
助）

4 運動会救護係の補助を中心
にお願いします。
養護教諭養成課程の学生を
希望します。
動きやすい服装で参加してく
ださい。

E103

千波小学校 教諭　石井隆
子

令和元年５月25日
（土）
※予備日は５月26日
（日）

８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・会場
係の補助）

4 運動会の準備係・会場係の
補助を中心にお願いしま
す。所属する学部は問いま
せん。
動きやすい服装で参加してく
ださい。

E104

千波小学校 教諭　石井隆
子

令和元年10月～11月 12：30～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断）

2 器具の消毒，児童看護など
をお願いします。
養護教諭養成課程の学生を
希望します。

E105

千波小学校 教諭　石井隆
子

令和元年６月上旬 8：30～11：50 1 校外学習の引率補助
（第3学年校外学習：町
たんけん時の児童看
護，個別な配慮が必要
な児童への支援）

4
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E106

千波小学校 教諭　石井隆
子

令和元年11月下旬 8：00～12：１0 1 学校行事の補助
（持久走大会の準備，
児童看護）

4 逆川緑地公園に現地集合・
解散。
公園駐車場利用で自家用車
使用可。
所属する学部は問いませ
ん。

E107

千波小学校 教諭　石井隆
子

令和元年11月下旬 8：00～12：１0 1 学校行事の補助
（持久走大会の救護，
児童看護）

2 逆川緑地公園に現地集合・
解散。
公園駐車場利用で自家用車
使用可。
養護教諭養成課程の学生を
希望します。

E108

千波小学校 教諭　石井隆
子

令和２年１月～２月 8：20～12：１0 2 授業における学習支援
（第1学年体育科縄跳
び：模範の跳び方の披
露，児童が跳ぶ回数の
計測）

2

E109

赤塚小学校 教諭　石井富
美代

令和元年５月25日
（土）

8：00～15：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備，片付
け，係活動の補助）

5 ・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

令和元年７月22日
(月）
　　　　　　　　～26日
（金）
※１日のみでも可

10：00～12：00 1～5 夏休みの水泳学習支援 4 ・25ｍ泳げない児童（希望
者）の水泳指導をします。
・泳げなくても大丈夫です
が，水着での支援をお願い
します。

E111

赤塚小学校 教諭　石井富
美代

令和元年11月16日
（土）

8：15～13：30 1 学校行事の補助
（赤小まつり：準備，片
付け，ＰＴＡの模擬店や
アトラクションの手伝い）

8

E112

赤塚小学校 教諭　石井富
美代

令和元年11月29日
（金）

９：15～11：30 1 学校行事の補助
（持久走大会の運営の
補助）

5 ・動きやすい服装で参加して
ください。

E113

吉沢小学校 教諭　渡野邉
昭

令和元年９月５日（木）
　　　　　　～10月４日
（金）
までの毎週木・金曜日

15:00～16:30 10
（1回だ
けでも
可）

授業における学習支援
（第6学年　本校グラン
ド：陸上記録会に向けて
の陸上競技の技能指
導）

各日１
人から3

人

派遣学生の自家用車での来
校を許可します。

E114

吉沢小学校 教諭　渡野邉
昭

令和元年６月中旬か
ら７月中旬

8:45～15:30
の中の２時

間

15
（1回だ
けでも
可）

授業における学習支援
（全学年　本校プール：
水泳の技能指導）

各回１
人から3

人

派遣学生の自家用車での来
校を許可します。

E115

吉沢小学校 教諭　渡野邉
昭

令和元年５月25日
（土）

8:00～15:00 1 学校行事の補助
（全学年　運動会競技
の運営補助）

４～５人 重いものを運びます。

E116

吉沢小学校 教諭　渡野邉
昭

令和元年10月31日
（木），
11月１日（金）

8:00～15:00 2
（1日だ
けでも
可）

学校行事の補助
（第5学年　水戸少年自
然の家：宿泊学習の引
率補助）

４～５人 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。

E117

吉沢小学校 教諭　渡野邉
昭

令和元年12月６日
（金）

8:00～12:30 1 学校行事の補助
（全学年　校内：持久走
大会の運営補助）

10人 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。
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派遣希望日 時間
希望す
る日数

その他№ 希望校 担当者名
1日あた
りの人

数
学校支援活動の内容

E118

大場小学校 教諭　藤井
伸

令和元年10月21日
（月）
　～令和元年10月29
日(火）
※　変更になる場合あ
り

13:00～14:00 2 グロトリアンピアノの演
奏
（毎年グロトリアンピアノ
鑑賞会を行っています。
鑑賞会の演奏をお願い
します。）

１～２ 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　大和田
佳子

令和元年５月25日
（土）

８：00～15：00 1 学校行事の補助
（運動会：特別に配慮の
要する児童への支援補
助）

3 自家用車での来校を許可し
ます。

E120

鯉淵小学校 教諭　小野寺
敦

令和元年５月25日
（土）

８：00～15：00 1 学校行事の補助
（運動会：準備，競技等
補助）

3 自家用車での来校を許可し
ます。

E121

鯉淵小学校 教諭　小野寺
敦

令和元年12月４日
（水）

8:20～12:20 1 学校行事の補助
（持久走大会）

3 自家用車での来校を許可し
ます。

E122

鯉淵小学校 教諭　小野寺
敦

令和元年７月１日（月）
～
５日（金），８日（月）～
12日（金）

10:20～12:20 10 授業における学習支援
（体育科水泳学習）

2 自家用車での来校を許可し
ます。
１日だけでも歓迎します。
雨天は中止です。

E123

鯉淵小学校 教諭　大野純
一

令和元年7月22日
（月）
　　　　　　　　～26日
（金）

８：00～10：30 5 夏休みの学習指導（算
数の計算問題等の指
導）

4 自家用車での来校を許可し
ます。
１日だけでも歓迎します。

E124

妻里小学校 教諭　大澤恵
子

令和元年５月22日
（水）
令和元年５月25日
（土）

８：00～15：00 2 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）

5 派遣学生の自家用車での来
校を許可します。

E125

内原小学校 教諭　常井一
成

令和元年５月25日
（土）
※　予備日は５月26日
（日）

８：00～16：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・進行
の補助）

4 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。
養護教諭志望の学生もお願
いします。

E126

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年５月24日
（金）

13:00～16:00 1 学校行事の補助
（運動会の前日準備）

4

E127

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年５月25日
（土）
※　予備日は５月26日
（日）

８：00～15：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・進行
の補助）

3 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。

E128

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年５月25日
（土）
※　予備日は５月26日
（日）

８：00～15：30 1 学校行事の補助
（運動会：救護係・進行
の補助）

2 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。

E129

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年9月12日(木）
※　変更になる場合あ
り

８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第3学年遠足：日立方
面:個別な配慮が必要な
児童への支援）

3 昼食代は実費になります
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派遣希望日 時間
希望す
る日数

その他№ 希望校 担当者名
1日あた
りの人

数
学校支援活動の内容

E130

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年9月26日(木）
令和元年9月27日(金)
※　変更になる場合あ
り

26日7:30～
27日16:00

2 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）

4 宿泊代・食事代は実費にな
ります

E131

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年12月2日(月）
※　変更になる場合あ
り

8:30～12:00 1 学校行事の補助
（持久走大会:伴走、児
童看護補助）

6

E132

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年11月下旬 45分間×3回 10 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）

6 参加のできる期日のみでも
歓迎します

E133

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和2年2月下旬 45分間×3回 10 授業における学習支援
（第2学年体育:なわとび
支検定において回数を
数える）

6 参加のできる期日のみでも
歓迎します

E134

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和2年1月中旬 未定 10 授業における学習支援
（第1学年体育:なわとび
運動の支援）

3 参加のできる期日のみでも
歓迎します

E135

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年5月～7月 8:30～12:15 10 授業における学習支援
（第1～第6学年算数:個
別支援）

6 参加のできる期日のみでも
歓迎します

E136

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年9月～12月 8:30～12:15 10 授業における学習支援
（第1～第6学年算数:個
別支援）

6 参加のできる期日のみでも
歓迎します

E137

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和2年1月～令和2
年2月

8:30～12:15 10 授業における学習支援
（第1～第6学年算数:個
別支援）

6 参加のできる期日のみでも
歓迎します

E138

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年5月～7月 8:30～12:15 10 特別な支援を要する児
童生徒に対する個別支
援　（知的学級及び自・
情学級に在籍する児童
の支援補助）

4 参加のできる期日のみでも
歓迎します

E139

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年9月～12月 8:30～12:15 10 特別な支援を要する児
童生徒に対する個別支
援　（知的学級及び自・
情学級に在籍する児童
の支援補助）

4 参加のできる期日のみでも
歓迎します

E140

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年10月 未定 1 学校行事の補助
（就学時健康診断）

6

E141

双葉台小学校教諭　細谷康
之

令和元年11月9日
（土）

9:00～15:00 1 学校行事の補助
（ふたばっ子まつり:児童
看護の補助）

6
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派遣希望日 時間
希望す
る日数

その他№ 希望校 担当者名
1日あた
りの人

数
学校支援活動の内容

E142

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和元年9月25日(水）
雨天:令和元年10月2
日(水)

9:30～12:15 1 校外学習の引率補助
(第2学年生活科:町探検
グループ活動時の児童
への支援)

10

E143

三の丸小学校教諭　武田洋
子

令和元年10月 月15:00～
16:00 火・

木・金15:50
～16:30

1 学校行事の補助
（陸上記録会の練習で
の補助）

6 自家用車での来校を許可し
ます。動きやすい服装で参
加して下さい。

E144

五軒小学校 教諭　小林小
百合

令和元年10月中　※
期間中都合がつく日
に支援活動をして下さ
い。

14:00～16:00 学校が
ある月
～金曜

日

行事の練習補助
（陸上記録会:児童の記
録測定、練習補助等）

3 自家用車での来校を許可し
ます。動きやすい服装で参
加して下さい。

E145

城東小学校 養護教諭　大
好亜紀

令和元年10月9日
（水）

12:30～16:30 1 学校行事の補助
（就学時健康診断での
補助）

3 女子学生を希望します。

E146

柳河小学校 教諭　関野敏
男

令和元年9月27日(金）
令和元年10月25日
(金)　　　　令和元年11
月15日(金）　　　　令
和元年12月6日(金)
令和2年1月17日(金）

15:00～17:00 6 その他(放課後の学習
支援:対象全学年希望
児童)

2 自家用車での来校を許可し
ます。

E147

上中妻小学校教諭　長山恭
代

令和元年10月18日
（金）

8:00～16:00 1 校外学習の引率補助
（第4学年遠足：ミュージ
アムパーク:特別な支援
を要する児童への支援)

2 自家用車での来校を許可し
ます。動きやすい服装で参
加して下さい。昼食持参にな
ります。

E148

上中妻小学校教諭　長山恭
代

令和元年10月30日
(水）　　　　令和元年
10月31日(木)

8:00～16:00 2 校外学習の引率補助
（第5学年宿泊学習：少
年自然の家:グループ活
動時の児童への支援)

3 自家用車での来校を許可し
ます。動きやすい服装で参
加して下さい。1日目は昼食
持参になります。

E149

稲荷第二小学校教諭　大津
誠

令和元年9月～令和2
年2月

8:30～15:00 20 特別な支援を要する児
童への支援

5 自家用車での来校を許可し
ます。半日の活動も可能で
す。

E150

大場小学校 教諭　海藤一
幸

令和元年9月～12月 13:30～16:30 週に１
度15日
程度

特別な支援を要する児
童への支援

1 自家用車での来校を許可し
ます。動きやすい服装で参
加して下さい。

E151

鯉淵小学校 教諭　大野純
一

令和元年11月8日
（金）

13:30～16:30 1 鯉淵っ子まつり準備 5 自家用車での来校を許可し
ます。

E152

鯉淵小学校 教諭　大野純
一

令和元年11月9日
（土）

8:00～15:00 1 鯉淵っ子まつり準備(学習 6 自家用車での来校を許可し
ます。給食を支給します。

E153

鯉淵小学校 教諭　大和田
佳子

令和元年9月～令和2
年3月の授業日

10:30～14:30 30 学習支援(第3学年)遊び支1日あた
り2名

自家用車での来校を許可し
ます。給食を支給します。

- 38 -



派遣希望日 時間
希望す
る日数

その他№ 希望校 担当者名
1日あた
りの人

数
学校支援活動の内容

E154

内原小学校 教諭　常井一
成

令和元年11月26日
（火）

8:00～14:00 1 学校園行事の補助
（持久走大会:持久走大
会の児童看護）

4 動きやすい服装で参加して
下さい。当日、雨天の場合、
翌日(27日)になるので、両日
可能な方をお願いします。

E155

国田義務教
育学校

教頭　齋田由
加里

令和元年9月～令和
元年12月

8:30～12:30
13:00～
15:00

10 授業における学習支援
（低学年の生活科や5.6
年生の家庭科等を中心
に）

5 午前午後を通しての活動も
歓迎します。

- 39 -



J1

第一中学校 教諭　結解　一憲 令和元年9月下旬～
11月

家庭科の授
業

（２時間）

16 調理実習の補助（1年
生）

2 自家用車の来校は許可しま
せん。
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。

J2

緑岡中学校 教諭　益子　寛明 未定 8:00～15：00 12 授業における学習支援
（理科：実験の準備補
助）

1 自家用車での来校を許可し
ます。
昼食は実費になります。

J3

緑岡中学校 教諭　谷貝　理恵 令和２年１月31日（金）
※予備日は２月７日
（金）

8:00～16：00 1 学校行事の補助
（第２学年歩く会の引率
補助）

3 自家用車での来校を許可し
ます。
昼食は実費になります。

J4

笠原中学校 教諭　青山　尚樹 令和元年11月25日
（火）

16:00～17：00 1 期末テスト前
学習相談個別指導
中学１・２年生対象

12

派遣学生の自家用車での来
校を許可します。

J5

笠原中学校 教諭　青山　尚樹 令和2年2月17日（月）
～18日（火）

15:00～
16:00
16:00～
17:00

2 期末テスト前
学習相談個別指導
中学１・２年生対象

12

派遣学生の自家用車での来
校を許可します。

J6

石川中学校 講師　鴨志田　遼 令和元年6月～9月 8:40～12:30 15 数学の授業における学
習支援
（１年～３年）

3 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。

J7

石川中学校 講師　綿引　晴夫 令和元年5月～9月 10:40～12:30 10 技術科の授業における
実習補助

2～4 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。

J8

内原中学校 教諭　中根　泰司 令和元年8月1日(木)2
日(金)

8：00～11：00 2 「学びの広場ネクストス
テージ」の際の，学習指
導

9
（多けれ
ば多い
ほど助
かりま
す）

自家用車での来校を許可し
ます。

J9

石川中学校 講師　綿引　晴夫 令和元年10月～令和
2年2月

8:40～12:30 15 数学の授業における学
習支援
（１年～３年）

3 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。

J10

石川中学校 講師　綿引　晴夫 令和元年10月～令和
2年2月

10:40～12:30 10 技術科の授業における
実習補助

2～4 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。

<中学校>

その他№ 希望校 担当者名 学校支援活動の内容
希望す
る人数

希望す
る日数

時間派遣希望日
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№
支援活
動No 派　遣　先 活動の内容

活動
人数

№
支援活
動No 派　遣　先 活動の内容

活動
人数

1 K3 浜田幼稚園 夏祭りの補助 2 24 E59 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

2 K5 浜田幼稚園 発表会補助 1 25 E63 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

3 K16 笠原幼稚園
園行事の補助(親子ふれ
あい遊び)

2 26 E65 渡里小学校
行間における児童の遊び
相手・相談相手

1

4 K17 笠原幼稚園 園行事の補助(夏祭り) 3 27 E66 渡里小学校
学校行事の補助（運動
会）

5

5 K19 内原幼稚園
幼稚園行事の補助(ジャ
ガイモ堀り)

4 28 E69 渡里小学校
校外学習の引率補助(２
年生遠足)

2

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）

4 29 E73 渡里小学校
学校行事の補助(持久走
大会の補助)

6

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）

2 30 E74 渡里小学校
学校行事の補助(縄跳び
大会の補助)

2

8 E24 浜田小学校 学校行事の補助（運動会） 5 31 E89 上中妻小学校
学校行事の補助（運動
会）

2

9 E28 浜田小学校
学校行事の補助（校外学習
の引率補助）

1 32 E102 千波小学校
学校行事の補助（運動会:救
護係・進行の補助）

4

10 E34 浜田小学校
就学児健康診断時の係児童
の支援

1 33 E103 千波小学校
学校行事の補助（運動会:準
備係・会場係の補助）

3

11 E35 浜田小学校
学校行事の補助(マラソン大
会)

1 34 E104 千波小学校
学校行事の補助（就学児健
康診断）

2

12 E36 浜田小学校
授業における学習支援(第1
学年の体育)

1 35 E106 千波小学校
学校行事の補助（持久走大
会の準備・児童看護）

1

13 E39 常磐小学校
学校行事の補助（運動会:児
童看護・救護係の補助）

6 36 E107 千波小学校
学校行事の補助（持久走大
会の救護・児童看護）

1

14 E41 常磐小学校
学校行事の補助（持久走大
会:伴走・児童看護補助）

5 37 E109 赤塚小学校
学校行事の補助（運動会:準
備、片付け、係活動の補
助）

4

15 E42 常磐小学校
学校行事の補助（なわと
び）

1 38 E119 鯉淵小学校
学校行事の補助（運動会:特別
に配慮の要する児童への支援
補助）

2

16 E46 緑岡小学校
学校行事の補助(持久走
大会の補助)

3 38 E120 鯉淵小学校
学校行事の補助（運動会:準
備、運営、児童看護の補
助）

1

17 E50 上大野小学校
授業における学習支援
(体育科学習補助)

1 40 E138 双葉台小学校
特別な支援を要する児童生
徒に対する個別支援

1

18 E51 上大野小学校
授業における学習支援
(なわとび)

1 41 J7 石川中学校
技術科の授業における実
習補助

1

19 E54 渡里小学校
授業における学習支援
(第1～6学年の算数科)

2 42 J10 石川中学校
技術科の授業における実
習補助

2

20 E55 渡里小学校
授業における学習支援
(第1～6学年の算数科)

4

21 E56 渡里小学校
授業における学習支援
(第1～6学年の算数科)

4

22 E57 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

23 E58 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 活動延べ人数　107人

活動件数　42件

②令和元年度　水戸市学校支援活動　活動状況

幼稚園　5件、小学校　35件、中学校　2件
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③令和元年度国立大学法人茨城大学と水戸市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 12 12 
通常保育補助，園行事の補助，園外保育引

率補助 

小学校 61 225 

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 ２ 32 授業における学習支援 

合計 75 269  

 

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 

  ・真面目に取り組み，幼児たちや地域の方と積極的に関わっていた。 

  ・支援の必要な幼児に丁寧に接していた。 

・昨年度の支援活動の経験を活かし，積極的に

保育補助を行っていた。 

・各保育室と園庭でのレクレーションにおいて  

幼児への関わりや用具の準備・片付けの手伝 

いを行い，暑い中手際よく作業をしていただ 

き，大変助かった。 

・積極的に行動し，時間内に効率よく作業をし

ていただいた。 

・保育補助では，はっぴの着替えや模擬店の手伝いを行い，楽しみながら幼児や保護

者と関わっていただいた。 

・穏やかな表情で園児たちと関わり，素直に一生懸命支援をしていただいた。今後の

支援活動にもぜひ参加してほしいと思う。 

  

（2） 小学校 

  ・運動会では積極的に活動し，係以外の仕事にも臨機応変に対応して児童の活動をサ

ポートしていただいた。 

・あいさつがきちんとでき，行事の後片付けまで行ってくれた。 

  ・１年生の跳び箱遊び運動において，安全面に留意し，温かい声かけをしていただき

児童は安心して活動することができた。 

  ・２年生の校外学習において，児童の健康状態を積極的に聞いたり，トイレの付き添

いを行ったりした。児童の健康状態等を担任や学年主任に必要に応じて報告するこ

とができた。 

  ・マラソン大会実施中に，転倒などのけがで来室した児童に対して，養護教諭の指示

【 幼 稚 園 の 支 援 】
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を聞き的確にサポートをしてくれた。 

  ・持久走大会前夜の豪雨により，グラウンドコンディションが悪かったが学生の支援

により整備が間に合い開催することができた。 

  ・校内持久走大会において，学生の支援が効果的だったと職員や保護者から感想が寄

せられた。児童と共に走るだけでなく，懸命に声を

かけたり，絶えず励ましながら伴走したりする姿が

見られた。学生のおかげで子供たちはがんばれたと

いう声が聞かれた。 

・準備や片付けなど，率先して活動してくれたため，

大会運営が円滑に行うことができた。 

・明るく穏やかで，児童に優しく声をかけながら支援

活動を行ってくれた。児童と共に汗を流しながら運

動し，学習活動の活性化に貢献した。休み時間に外で一緒

に遊んだり，会話したりするなど児童の輪に入って積極的に関わることができた。 

  ・ロング昼休みにおいて，状況に応じてグループに入って活動してくれた。週

に１回であったが，児童は毎回とても楽しみにしていた。 

  ・運動会では，朝の準備や後片付けを気持ちよく手伝ってくれ，ありがたかっ

た。 

  ・就学時健康診断では，早めに集合し活動について十分確認し活動することが

できた。円滑に検査ができるようにグループの誘導を行った。 

  ・運動会では，その場で急遽お願いした仕事も効率よく行ってくれた。児童へ

の対応も適切だった。後片付けは教職員だけでは手が足りず，手伝っていた

だいて大変助かった。来年度もぜひお願いしたい。 

 

（3） 中学校 

  ・技術の授業において，作業が遅れがちな生徒に対

して個別に対応し，生徒の実態や課題を理解して

適切に支援に当たった。 

  ・来校時のあいさつがきちんとできていた。 

 

３ 教育委員会からの感想，要望 

    学校支援に関わっていただいた学生の皆さんには，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，意欲的に活動する様子や子供たちと温かく関わる様子が見ら

れ，支援活動に対する関心が高まっていることを感じております。 

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】 

 

 



№ 活動名 募集先 活動期日 活動人数

1 入学式の補助 水戸市立渡里小学校 平成31年4月9日 1

2 学習支援 茨城県立伊奈特別支援学校 平成31年4月～令和2年3月 1

3 学習支援 水戸市立新荘小学校 平成31年4月～令和2年3月 17

4 養護教諭補助 龍ヶ崎市立長山小学校 平成31年4月～令和2年3月 0

5 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 令和元年5月12日～令和2年3月8日 15

6 学習支援 茨城県立水戸聾学校 令和元年5月～令和2年3月 7

7 運動会運営の補助 水戸市立常磐小学校 令和元年5月25日 0

9 健康診断補助 水戸市立緑岡小学校 令和元年4月～5月 0

10 運動会の補助 水戸市立渡里小学校 令和元年5月25日 6

11 学びの広場サポートプラン事業のサポーター 水戸市立渡里小学校 令和元年7月22日～7月26日 6

12 学習支援 水戸市立渡里小学校 平成31年4月～令和2年2月 0

13 放課後子ども教室 水戸市立渡里小学校 5/13、6/3、6/10、6/17、6/24、7/8 1

14 教育ボランティア 日立市教育委員会 令和元年5月～令和2年3月 3

15 運動会運営支援 那珂市立横堀小学校 令和元年5月25日 8

16 那珂市小学校陸上記録会補助員 那珂市教育研究会 令和元年6月19日 0

17 夏のふれあい活動の補助 附属小学校 令和元年6月25日～6月27日 0

18 SMAILフェス 日立市立日立特別支援学校 令和元年8月24日 4

19 水戸市チャレンジザ・原始人 水戸市教育委員会 令和元年8月17日～8月21日 4

20 4歳児遠足補助 附属幼稚園 令和元年5月24日 2

21 5歳児遠足補助 附属幼稚園 令和元年5月23日 1

22 学びの広場サポートプラン事業のサポーター 鉾田市教育委員会 令和元年7月29日～8月30日 0

23 学びの広場サポートプラン事業のサポーター 水戸市教育委員会 令和元年7月～8月 5

24 子ども学習支援事業 常陸太田市役所社会福祉課 5月25日～3月28日 2

25 第1回授業研究会運営補助 附属中学校 R1.5.30 0

26 第2回授業研究会運営補助 附属中学校 R1.6.27 1

27 学習支援ボランティア 水戸市立堀原小学校 5月30日～　毎週木曜日 3

28 堀原小教育支援 水戸市立堀原小学校 5月16日～3月24日 1

29 学びの広場　ネクストステージ　(数学) 水戸市立第五中学校 7月29日～7月30日 1

④平成31/令和元年度　教育支援ボランティア　活動状況

無料学習支援会「すてっぷ赤塚・吉沢・末広」8 水戸市社会福祉協議会 令和元年6月～令和2年3月 7
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30 放課後学力サポート事業　学習サポーター 水戸市役所放課後児童課 5月～3月 1

31 開放学級(学童保育)支援員 水戸市役所放課後児童課 5月～3月 3

32 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

33 寄宿舎　夏祭り 茨城県立盲学校 R1.7.16 1

34 ボランティアスクール　(講座) 茨城県立水戸特別支援学校 6月16日～12月1日 1

35 小美玉市小学生陸上記録会　補助員 小美玉市教育研究会 令和1年6月4日 0

36 運動会補助　 水戸市立鯉淵小学校 令和1年5月25日 0

37 那珂市学童保育所支援員　 那珂市役所 夏休み期間 0

38 学習支援・業務支援 東海村教育委員会 5月～3月 2

39 理科支援員 東海村教育委員会 5月下旬～2月下旬 0

40 健康診断補助 茨城県立鉾田第一高等学校 5月から6月の健康診断実施日 1

41 学びの広場サポーター 石岡市教育委員会 7月22日～8月31日 1

42 体育授業の水泳指導補助 ひたちなか市立中根小学校 6月24日～7月12日 0

43 放課後子ども教室 水戸市立国田義務教育学校 6月11日～11月12日 2

44 柔道体験 附属幼稚園 5/29,6/5、6/12 2

45 補助講師 茨城中学校 6月16日～3月31日 6

46 第一学年宿泊共同学習 附属中学校 7/17～7/19 2

47 第二学年宿泊共同学習 附属中学校 7/17～7/19 1

48 第三学年宿泊共同学習 附属中学校 7/16～7/18 1

49 茶華道部支援 茨城県立石岡第一高等学校 6/10～2/21 0

50 学習探求部支援 茨城県立石岡第一高等学校 0

51 学びの広場サポートプラン事業 水戸市立柳河小学校 7/22～7/26 2

52 寺子屋事業学習アドバイザー 笠間市教育委員会 6月～3/14 0

53 教育研究発表会 附属小学校 7/19～7/20 24

54 「朝の英会話」ボランティア 水戸市立新荘小学校 6/6～2/20　木曜日 1

55 保健室の業務に関する支援 水戸市立石川小学校 6月～3月 2

56 宿泊学習(1泊2日） 水戸市立城東小学校 9月25日～9月26日 2

57 放課後学習サポート 水戸市立上中妻小学校 7月12日～3月13日までの間で13回 0

58 スクールサポーター 茨城県立磯原郷英高等学校 7月～3月月 0

59 ともとくサポーター 茨城県立友部特別支援学校 7月～3月 1

60 野外活動実習 茨城県教育庁総務企画部 8月～10月 1

61 カレーパーティー 附属幼稚園 7月10日 1

62 ヤングボランティア育成指導者研修会 県南生涯学習センター 8月3日、8月10日 0
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63 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

64 ワーホリふくしま 福島県企画調整部地域振興課 8月～9月、2月～3月 0

65 放課後子ども教室での卓球活動への支援 水戸市立渡里小学校 9/2、9/9、9/30 1

66 宿泊保育 附属幼稚園 9/13～9/14 0

67 宿泊学習(5学年) ひたちなか市立長堀小学校 9/10～9/11 0

68 スクールフェロー　学習支援 つくば市立吾妻中学校 中学校の授業時間 0

69 スクールフェロー　部活動支援 つくば市立吾妻中学校 放課後 0

70 スクールフェロー　養教補助 つくば市立吾妻中学校 中学校の生活時間 0

71 スクールフェロー　学習支援 つくは市立豊里中学校 9月から3月 0

72 スクールフェロー　養教補助 龍ヶ崎市立長山小学校 通年 0

73 スクールフェロー　養教補助 土浦市立神立小学校 通年 0

74 ヤングボランティア相談員養成講座 思春期保健協会 10月～3月 0

75 バレーボール部活動指導補助 水戸市立第一中学校 8月～3月 1

76 キッズワールド2019の運営補助　9/30 附属小学校 令和1年9月30日 6

77 キッズワールド2019の運営補助　10/5 附属小学校 令和1年10月5日 33

78 音楽の授業における学習支援 茨城県立磯原郷英高等学校 12月9日～12月13日 3

79 スポーツ競技大会(知的障害) 茨城県特別支援学校体育連盟 令和1年11月7日 11

80 スクールフェロー 茨城県県南生涯学習センター 1

81 就学時健康診断補助 ひたちなか市立勝倉小学校 令和1年10月10日 0

82 市陸上記録会に向けての練習補助 附属小学校 10月17日、28日、24日 0

83 子どもホットラインサポートスタッフ 茨城県教育委員会 0

84 就学時健康診断補助 水戸市立常磐小学校 令和1年10月11日 3

85 一本杉ふれあいのつどい 水戸市立常磐小学校 令和1年11月9日 2

86 4年生校外学習の補助 水戸市立渡里小学校 令和1年11月14日 2

87 運動会 附属幼稚園 令和1年10月12日 6

88 水戸市小学校陸上記録会に向けての指導 水戸市立五軒小学校 10月7日～11月5日 3

89 校内持久走大会の補助 水戸市立常磐小学校 11月5～8、12、15、15、19 1

90 第5学年　宿泊学習 水戸市立飯富小学校 10月10日～11日 1

91 校内持久走大会 水戸市立城東小学校 令和1年11月9日 3

92 2年生まち探検の補助 水戸市立渡里小学校 令和1年10月30日 1

93 就学時健康診断補助 水戸市立渡里小学校 令和1年10月31日 5

94 技術・家庭教育研究会　茨城大会の補助 茨城県教育研究会 令和1年10月24日 10

95 校内持久走大会 運営補助 水戸市立梅が丘小学校 令和1年12月11日 2
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96 校内持久走大会の看護及び誘導 ひたちなか市立勝倉小学校 12月3日　予備日12月4日 0

97 寄宿舎での学習ボランティア 茨城県立盲学校 11月～3月 1

98 小学校4・5・6年生の合唱指導補助 附属小学校 平成31年3月18日 15

99 スポーツ競技会(サッカー競技) 茨城県特別支援学校体育連盟 令和1年11月26日 2

100 卒業式の補助 水戸市立渡里小学校 平成31年3月18日 9

101 第2学年の体育授業補助 附属小学校 12月2日～3月19日 2

102 夜間学習支援会 水戸市社会福祉協議会 10月～2月末の毎週水曜日 0

103 外出支援ボランティア講座 水戸市障害福祉課 1/18 1/25 2/1 2/8 0

104 ワーホリふくしま 福島県 0

105 数学・学習相談 SPOT in MITO 水戸市教育委員会 12/24 12/25 12/26 1

106 研究会の手伝い 附属幼稚園 令和2年2月14日 3

107 「なわとび集会」八の字跳び練習ボランティア 水戸市立常盤小学校 令和2年1月20日～2月13日 1

108 「なわとび集会」ボランティア 水戸市立常盤小学校 令和2年2月14日 0

109 第2回真壁町芸術展　展示作品説明員 全日本美術家作品保管協会 令和2年2月2日～3月3日 0

110 幼児教育プロジェクト　絵画教室アシスタント 全日本美術家作品保管協会 令和2年4月12日～令和3年3月14日 0

111 小学校5・6年生における日本伝統音楽授業支援 附属小学校 2月21日～3月4日 1

112 ミシン学習(5年生、ランチョンマット作り) 水戸市立五軒小学校 1月21日、22日、28日、29日 5

113 校内音楽集会の補助 附属小学校 令和2年2月13日 8

114 教務支援 附属小学校 令和2年2月12日～3月24日 4

115 保健体育科授業補助 附属中学校 令和2年2月12日～3月24日 2

116 英語科授業補助 附属中学校 令和2年2月12日～3月24日 1

117 理科アシスタント 水戸市教育委員会 8月～12月 7

合計 313
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