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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。それは、

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。  
 しかし、今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、その他の活動と同様に

教育支援ボランティア活動も大きく制限せざるを得ない状況になった。具体的には、前学

期期間はすべての活動を中止にした。後学期になり活動を再開したが、1 月に茨城県独自

の緊急事態宣言が発出されたことにより、今年度の活動を終了することになった。限られ

た期間ではあったが、以下にその取組状況を示す。  
 
(1) 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１６７件、派遣件数は２４件であった。活動に参加した学生の数（活

動延べ人数）は５５人で新型コロナウイルスのため大幅に減少した。茨城県内の教育支援

ボランティア活動の依頼件数は３７件あったが、いくつかのボランティアで募集停止や活

動中止となり、派遣件数は１６件であった。今年度の高等学校ボランティアは募集を行わ

なかった。今年度活動に参加した延べ人数は１７３人で、昨年度の約半数ほどであった。

また、自らが希望した学校で活動を行うボランティアは、高等学校１人、中学校１人であ

った。  
 

令和２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  １６７         ２４    ５５   
 県内教育支援ボランティア活動  ３７         １６   １１８   

 高校ボランティア活動  ０       ０       ０   

合    計 ２０４   ４０   １７３   

 
参加実人数 １１４人 (教育学部１１１人、人文社会科学部１人、理学部２人) 

 
(2) 水戸市学校支援活動 

今年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、８月初旬に水戸市教育委員会から募

集依頼が来た。大学は９月２８日まで学外の活動を禁止していたため募集を保留にした。
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感染拡大が落ち着いてきた１０月１７日から活動開始として、学生に周知し募集を開始し

た。今回、茨城県内のボランティア募集がかなり少ない状況もあり、何とかボランティア

活動に参加したいという学生は、水戸市学校支援活動を中心に参加していた。ただ再び感

染が拡大したため、令和３年１月１３日に水戸市教育委員会から今年度の水戸市学校支援

活動の終了の連絡があった。今年度はコロナ禍の影響により活動人数が大幅に減少した。 
 

令和２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          １３          ５         ６ 

小学校        １３１        １８         ４８ 

中学校          ２３          １          １ 

合 計        １６７        ２４        ５５ 

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、３４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。  
 
(3) 茨城県内教育支援ボランティア活動 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため４月から９月までの間、ボランティア活動への

参加を自粛した。今年度早々に募集依頼があったものについても、活動先の方で募集を取

りやめたケースがあった。１０月３日に附属小学校の運動会が実施されたが、附属小学校

の教育実習生に限定してボランティア活動を行った(延べ７０人)。コロナウイルスの感染

拡大が落ち着いてきた１０月１７日から県内教育支援ボランティア活動を再開し、県内の

学校・教育委員会からの募集に参加した学生は延べ４８人であった。しかし、１２月末か

ら再び感染が急拡大し、県は令和３年１月１８日から２月７日までの期間を対象として、

茨城県独自の緊急事態宣言を発出した。大学からも課外活動の全面禁止措置が出され、全

学教職センターは１月１３日で今年度のボランティア活動を終了とした。  
 

令和２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)    ２４ １２       １０８ 

教育委員会関係    ９   ４        １０ 

教育関係機関     ４   ０          ０ 

合 計   ３７  １６       １１８ 

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、３７頁以降

に示す通りである。  
 

(4) 高等学校ボランティア活動 
今年度は高等学校へのボランティア募集は行わなかった。                                          
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(5)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  

【保育補助】 

・回数を重ねる度に、子どもたちと打ち解けていく実感がありました。よそ者の私に子ど

もたちも先生も優しく親切にしてくれてとてもありがたかったです。できることが増え

ていく子どもたちの様子を見守ることができて私もうれしくなりました。参加してよか

ったです。 

・小学生との違いや成長を強く感じる 4 日間だった。自分の気持ちや考え方を上手く伝え

られずに、手が出てしまったり泣き出してしまったりする姿が見られたが、その度に先

生が自分の思いに気づかせるような声掛けや、だめなことは理由を伝えた上でしっかり

だめと言う姿が印象的だった。子どもたちは私が!私が!と自我が強いため、教師に軸が

なければならないと実感した。 

【サツマイモ掘りの補助】 

・ただサツマイモを掘るのではなく、どのようにサツマイモができるのかということを教

師手作りの教材でわかりやすく示しており、私自身も勉強になった。幼児にとって楽し

いだけではなく、ちょっとした知識についても学ぶ機会を与えることが大切だと思った。

ツル運びやスコップで畑を耕すなど体力仕事が多かったが、とても充実しており、良い

経験になった。 

【運動会補助】 

・運動会に向けて教師の並々ならぬ準備が感じられた。年少の幼児に対しては、準備や補

助が教師の役割であり、年中・年長の幼児に対しては、幼児の主体性をサポートする形

だった。コロナ禍といえども、感染対策を施した運動会となっており、幼稚園の運動会

では教師の動きが重要だと感じた。 

 

〇小学校  

【運動会補助】 

・児童と一緒に活動ができ、児童も先生も声をかけてくれてすごく楽しく活動ができた。

様々な工夫をしてこの状況下でやれるようにしていた。変更する点が多く、先生方が大

変だったと言っていたが、何とかしてやってあげたいという強い思いを感じた。 

【学校行事補助】 

・このような情勢の中ですが、お手伝いすることができて、無事にお祭りを実施すること

ができて良かったと思いました。学校の先生方や PTA の方の役に立つことができて良か

ったです。児童たちもとても楽しんでいる様子だったので、お手伝いすることができて

良かったなと思いました。元気な姿にこちらまで元気になることができました。今度は

他のところでのボランティアにも参加しようと思いました。 

・コロナなど様々な問題がある中、消毒などを行いながらも無事にお祭りを終えることが

できて良かった。子どもたちと直接触れ合うことができ、学校と PTA の方々や児童生徒

の親御さんたちとの関わり、連携を見ることができて大変勉強になった。50 人以上の親



- 20 - 
 

御さんたちが協力して下さっていて、学校側だけではこのような大規模なお祭りはでき

ないし、学校と家庭の連携あってのものだと思った。学校現場を体感出る貴重な機会と

なった。 

【持久走大会補助】 
・持久走大会で一生懸命ゴールを目指して走っている子どもたちを近くで応援することが

できて良かった。声をかけている先生方の姿を見て学ぶことも多かった。 

・交通整備を行い、児童が私の前を通りすぎる時に積極的に応援をした。「あと少し!」「ラ

スト!」「いいぞ!」というような掛け声を沢山した。持久走では、主役が児童でありそ

の頑張りを認め、後押しし、サポートすることが教師の役割だと感じた。 

・コロナウイルス感染防止の観点から、保護者の参観場所や低・中・高学年に分かれて競

技を実施するなど工夫されていた。コンクリートの凸凹や木の根など児童がけがをする

おそれのある個所に十分注意を払うことが必要であると学んだ。「がんばれ」の一言で

顔を上げて走るようになるなど、応援の力を実感した。 

・自分が小学生だった時に持久走大会が本当に嫌だったことを思いだし、背中を押してあ

げられる声かけができるよう心がけた。走っている途中で「先生、気持ち悪い」と言っ

て走るのをやめた児童が、一緒に歩きながら保健室に向かっている時に「もう少し頑張

ってみる?」と声をかけると、「うん!頑張ってみる!」と競技に戻ったという体験が、子

どもが困難を乗り越える姿を間近で見ることができ、印象に残っている。 

【就学前健康診断補助】 
・就学児童は視力検査の方法や行う意義を理解しておらず、今回が初めての視力検査とい

う子どももいたので、わかりやすく丁寧にこわいものではないということを伝えるよう

に意識しました。養護教諭だけではなく多くの人の協力があってこの行事を行うことが

出来るのだと実感しました。 

【業間における児童の遊び相手・相談相手】 

・子どもたちと楽しく遊ぶことができて良かったです。避難訓練の誘導がとてもいい経験

になりました。また参加したいです。 

【校外学習の引率補助】 

・低学年の遠足ということで見学の様子に目を向けることが多かった。担任のように学年

全体を見るのではなく、特定の児童に付いていくかたちだったので児童の興味や関心に

ついて近くで見ることが出来た。楽しい遠足にするためには、ルールを知っておく必要

があり、教師の前もってのルール確認が大切になるのだと感じた。 

・袋田の滝に訪れた際には、「きれい!」「すごい!」と驚きや楽しさが児童から感じられ

た。児童とコミュニケーションをとる機会が多くあり、すぐに打ち解け、充実した遠足

になった。特別な支援を必要とする児童への対応としては、移動時に列からはみでてし

まわないよう声をかけたり、補助を行うことができた。移動の多い遠足になったので、

教師の目配りが重要になると感じた。 

・ミュージアムパークの遠足ということで、ワークシートが用意されており、児童は見学

をしながら知り得た情報を書いていくという活動を行っていた。ワークシートがあるこ

とで目的が明確化し、楽しく学んでいる姿を見ることが出来たと感じた。教師のワーク

シートやしおり等の事前準備により遠足が充実するのだと思った。 
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・遠足時の学習活動の概要や、先生方の実際の指導の様子について学ぶことができ、自分

の中の教育観について考えるきっかけとなる経験だった。公立の小学校に通う児童の様

子を見ることができたのも、実習とは違った学びになった。また、学校によって遠足で

の学習や活動への考え方が違うことを知って、学校ごとに特徴のある教育方針を持って

いることに気づけて良かった。 

・現場の先生方の児童への指導の様子を見ることができ、教師としての児童との関わり方

について学びを深めることが出来た。また、特別支援の必要な児童の実態を側で見るこ

とで通常学級での特別支援教育について考えるきっかけとなった。コロナ禍の教育現場

の様子が見られて勉強になった。 

・初めて小学校に伺ったので児童たちとは初対面だったが、気さくで元気よく話しかけて

くれ、私自身も積極的に参加することができた。グループの数が多かったので、引率の

全てのグループにつくことはできず、誰がどこでどんな行動をとっているのか把握しき

れない部分もあると思うが、私たち大学生ボランティアが入ることで、少しでも安全確

保や状況確認の役に立てていると良いと思う。 

 

 

2. 茨城県内教育支援ボランティア 

 

【特別支援学校での授業の指導補助】 

・特別支援学校の実態を知ることができ、自らの教員になる上で必要となる資質が磨かれ

たと感じた。さらに特別支援学校教諭になる決意をした。 

【数学の学習支援】 

・あまりボランティアで中学生に数学を教える経験がなく、とても貴重だった。生徒がし

っかりと聞いてくれてすごくうれしかった。 

・塾のアルバイトだけでは気づけなかった視点に気が付けた。その場で問題を見て考える

のは少し焦ることもあったが良い経験になった。 

【宿泊学習活動の補助】 

・児童の安全に十分に注意しながら先生方の手伝いをすることができました。「先生!」と

呼んでくれたり、親しく話してくれたりして、楽しく参加することができました。この

ような機会でないと子どもたちと関わることは多くないので、よい経験ができたのでは

ないかと思いました。また、先生方が引率する姿から学ぶことも多く、授業の様子は見

ることができても、このような活動の様子はめったに見ることができないと思うので、

その点でも参加してよかったなと思いました。 

・今回の活動はウォークラリーということで子どもたちの行動範囲も広く、迷子や怪我人

が出ないか心配ではあったが、全員無事に終えることができて良かった。普段の学校で

の生活とはまた違う、子どもたちの素の姿を見ることが出来る貴重な経験となった。ま

た、指導方法や全体の取りまとめ方、注意すべき所、教師としての立ち舞いなど勉強に

なるところがたくさんあった。先生方にもよくしていただき、このボランティアをやっ

て本当に良かったと感じた。また、機会があればボランティアに参加したい。 
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【小学校教育支援】 

・1～6 学年のクラスでの授業に入らせていただき学習支援を行ったが、児童に伝わる言葉

かけがいかに大切かを学ぶことができた。相手が理解できて初めて「伝わる」というこ

となのだと感じ、活動で得た気づきや学びを今後に活かしていきたいと思う。 

・コロナの影響で途中までしか活動できなかったことは残念ですが、コロナ禍でも学習ボ

ランティアを受け入れて下さり、貴重な経験をさせていただきました。特に外国籍の児

童を補助させていただいた経験は、クラスの多様な児童に対応する際の自分の考えにつ

ながりました。またボランティアをしながら授業の様子を拝見できたことも大切な時間

となりました。 

・児童自らに考えさせる声掛けを心掛けた。終了後、迎えを待っている児童がいた時は積

極的に声をかけて距離を縮める努力をすることができた。 

・普段の学校生活の中に入り、児童や先生方に近い所で活動することができた。ほぼ全て

の学年の授業の支援をさせてもらえたことは、実習では中々得られることのない貴重な

経験になった。 

【キッズワールドテント設営】 

・児童に直接関わる活動ではなかったが、児童が有意義に活動できるようにという気持ち

を込めてボランティアを行うことができた。教員や学生ボランティアの方々と協力し合

い活動することができ、とても充実していたと感じる。 

【キッズワールド運営補助】 

・「附属小ワールド」は高学年の児童を中心に進行しており、教師の役割というのは、見

守る、サポートという体制だった。児童が主役となって活動する姿はとてもやる気に溢

れ、見応えのあるものだった。児童のサポートとして運営に携わることができ、充実し

た活動になった。 

【小学校の消毒作業】 

・消毒作業の大変さを実感しました。たくさんの雑巾を用意し、それを持って校内を回る

のは、毎日行うことを考えてもとても労力がいると感じました。 

【吹奏楽部部活動指導補助】 

・初めて部活動指導をさせていただいて、自分の吹奏楽の経験が活きたことが嬉しかった

です。音楽の楽しさ、表現についての思いを少しでも伝えられたのではないかなと思い

ます。講評を書くことや、みんなの前で話す機会もなかなかないので、とても貴重な体

験でした。 

【校内合唱コンクール運営補助】 

・実際に合唱コンクールの運営補助を行ったり、音楽の教員として合唱コンクールの運営

をどのように行っているか見たりすることができ、将来にもいきる活動となりました。

実習先の生徒の合唱の晴れ舞台を見ることができよかった。 

・音楽を担当する先生の大きな仕事の 1 つであり、私も将来的に行うことがあるだろうと

いう思いから、先生が 1 日を通してどのような動きをされているかを知ることができ、

大変勉強になりました。1 つの行事の裏には先生の配慮や努力、多くの事前準備かある

ことを知ることができました。 



‹幼稚園›

K1

浜田幼稚園 教頭　加藤　聡子 令和２年10月31日（土）
※予備日は11月１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。
動きやすい服装､上靴、水筒､帽子
等を持参してください。

K2

浜田幼稚園 教頭　加藤　聡子 令和２年12月10日（木） ８：00～12：00 1 発表会補助
（道具の出し入れ・保育補
助）

2 自家用車での来校は1台までで
す。
動きやすい服装､上靴、水筒等を
持参してください。

K3

浜田幼稚園 教頭　加藤　聡子 令和２年12月11日（金） ８：00～12：00 1 発表会補助
（道具の出し入れ・保育補
助）

2 自家用車での来校は1台までで
す。
動きやすい服装､上靴、水筒等を
持参してください。

K4

見川幼稚園 教頭  小田野　恵 令和２年10月16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。

K5

見川幼稚園 教頭　小田野　恵 令和２年10月23日(金)
※雨天決行

８：00～14：00 1 秋の遠足引率補助
（遊ぶ，誘導，トイレ補助等）
場所：ひたち海浜公園(雨天：
アクアワールド大洗)

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。

K6

石川幼稚園 教頭　蛯澤　法子 令和２年９月１日（火）
 ～令和３年２月26日（金）

８：30～13：30 12
（月２回程

度）

日常保育・行事等の補助 2 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。
昼食は持参してください。
動きやすい服装で参加してくださ
い。

K7

酒門幼稚園 園長　大畠　祐子 令和２年10月17日（土）
※予備日は10月１8日（日）

８：15～12：00 1 園行事の補助
(運動会用具の準備等)

4 検温をお願いします。
18日が雨天の場合は，酒門コミュ
ニティセンターアリーナで行いま
す。
動きやすい服装でお願いします。

K8

笠原幼稚園 教頭　中山　直子 令和２年９月～令和３年２
月

８：30～16：00 10 通常保育の補助
（保育活動）

2 昼食・水筒・上靴・帽子をお持ちく
ださい。
運動しやすい服装でお願いしま
す。

K9

笠原幼稚園 教頭　中山　直子 令和２年10月24日（土）予
定
（雨天時：10月25日（日））

８：30～12：00 2 園行事の補助
（運動会の準備・片付け・保
育補助）

2 水筒・上靴・帽子をお持ちくださ
い。
運動しやすい服装でお願いしま
す。
※感染症の状況により中止の場
合があります。

K10

笠原幼稚園 教頭　中山　直子 令和２年12月11日（金）予
定

８：30～12：00 1 園行事の補助
（生活発表会の準備・片付
け・保育補助）

1 水筒・上靴をお持ちください。
動きやすい服装でお願いします。
※感染症の状況により中止の場
合があります。

K11

内原認定こども園 副園長
國分　真由美

令和２年10月３日（土） ８：00～12：00 1 園行事の補助
（運動会の準備・競技の補
助）

5 会場は，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場は
要相談。

K12

内原認定こども園 副園長
國分　真由美

令和２年10月29日（木） ９：00～11：30 1 園行事の補助
（サツマイモ掘りの手伝いや
袋詰め，イモヅルの始末な
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
が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。

K13

内原認定こども園 副園長
國分　真由美

令和２年12月５日(土) ８：00～12：00 1 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）

5 園内で行います。
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。

①水戸市学校支援活動　募集一覧

その他№ 希望校（園） 担当者名 学校支援活動の内容
希望する

人数
派遣希望日 時間

希望する
日数
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‹小学校›

E1

三の丸小学校  教諭　武田　洋子 １学期～
火曜日（３・４校時）
木・金曜日（１・２校時）

10：35～12：10
８：40～10：15

15 授業における学習支援
（第３学年体育科・算数科
等：学習の補助，個別な配慮
が必要な児童への支援）

2 体育の授業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。
参加できる期日のみでも歓迎しま
す。

E2

三の丸小学校  教諭　武田　洋子 令和２年10月７日（水）
※雨天の場合　令和２年
10月９日（金）
※変更有

８：00～15：30 1 学校行事の補助
（スポーツフェスティバル：準
備係・進行の補助）

5 運動会の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。
昼食は各自用意してください。

E3

三の丸小学校  教諭　武田　洋子 令和２年10月７日（水）
※雨天の場合　令和２年
10月９日（金）
※変更有

８：00～15：30 1 学校行事の補助
（スポーツフェスティバル：救
護係・進行の補助）

2 運動会の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。
昼食は各自用意してください。

E4

三の丸小学校  教諭　武田　洋子 令和２年10月
※変更有

未定 1 校外学習の引率補助
（第２学年生活科　町探検：
児童看護補助，個別な配慮
が必要な児童への支援）

5 動きやすい服装で参加してくださ
い。

E5

三の丸小学校  教諭　武田　洋子 令和２年12月
※変更有

未定 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）

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。

E6

三の丸小学校  教諭　武田　洋子 令和３年1月～２月
※変更有

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。

E7

三の丸小学校  教諭　武田　洋子 令和３年1月～２月
※変更有

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。

E8

五軒小学校 教諭　川﨑　武信 令和２年９月26日（土）
※予備日は９月27日（日）

８：00～16：00 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。

E9

五軒小学校 教諭　川﨑　武信 令和２年９月～12月 ８：30～12：15 10 授業における学習支援
（主に算数科の学習支援）
中休みの児童との遊び相手

7 個別指導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。

E10

浜田小学校 教諭　渡邊　修
教諭　鈴木　和也

令和２年10月30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）

5 自家用車での来校許可します（相
乗り）。

E11

浜田小学校 教諭　渡邊　修
教諭　鈴木　和也

令和２年10月31日（土）
※雨天の場合変更あり

8：00～12：00 1 学校行事の補助
（運動会：各係の手伝い，準
備，片付け，児童看護）

5 昼食代は実費となります。

E12

浜田小学校 教諭　綿引　則子 期日未定 ８：30～15:00 1 校外学習の引率補助
（第１学年遠足アクアワール
ド大洗水族館：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）

3 昼食代は実費になります。
自家用車での来校許可します。

E13

浜田小学校 教諭　川崎　真里 期日未定 ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第２学年遠足日立かみね
動物園：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。
自家用車での来校許可します。

E14

浜田小学校 教諭　寺門　由希子期日未定 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。
自家用車での来校許可します。

E15

浜田小学校 教諭　菅原　郁子 期日未定 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
別な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します。

E16

浜田小学校 教諭　髙貫　まさ子期日未定 ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第５学年遠足大子方面：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。
自家用車での来校許可します。

E17

浜田小学校 教諭　藤枝　馨子 期日未定 ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第６学年遠足方面未定：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。
自家用車での来校許可します。

その他№ 希望校（園） 担当者名 学校支援活動の内容
希望する

人数
派遣希望日 時間

希望する
日数
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E18

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和２年10月22日（月）
※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します（相
乗り）。

E19

浜田小学校 教諭　髙貫　まさ子令和２年10月中旬 未定 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します。

E20

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和２年10月30日（火） 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します。

E21

浜田小学校 教諭　渡邊　修
教諭　鈴木　和也

令和２年11月25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します（相
乗り）。

E22

常磐小学校 養護教諭　鬼澤
香織

令和２年10月14日（水） 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：検査補
助）

4 食事は済ませてきてください。

E23

常磐小学校 養護教諭　鬼澤
香織

令和３年１月14日（木），15
日（金）

８：30～12：00 2 学校行事の補助
（身体測定：測定補助）

2

E24

常磐小学校 教諭　白土　恵美 令和２年10月８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１学年遠足アクアワール
ド大洗：グループ活動時の児
童への支援）

6 動きやすい服装で参加してくださ
い。
お弁当と水筒を持参ください。

E25

常磐小学校 教諭　白土　恵美 令和２年10月20日（火）
※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学年遠足ミュージアム
パーク茨城県自然博物館：
グループ活動時の児童への
支援）

4～6 動きやすい服装で参加してくださ
い。
お弁当と水筒を持参ください。

E26

常磐小学校 教諭　白土　恵美 令和２年10月21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学年遠足日立かみね
動物園：グループ活動時の
児童への支援）

4～6 動きやすい服装で参加してくださ
い。
お弁当と水筒を持参ください。

E27

常磐小学校 教諭　白土　恵美 令和２年10月22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４学年遠足袋田の滝・り
んご狩り：グループ活動時の
児童への支援）

4～6 動きやすい服装で参加してくださ
い。
お弁当と水筒を持参ください。

E28

常磐小学校 教諭　白土　恵美 令和２年10月未定 ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第５学年遠足水戸市少年
自然の家：グループ活動時
の児童への支援）

4～6 動きやすい服装で参加してくださ
い。
お弁当と水筒を持参ください。

E29

常磐小学校 教諭　白土　恵美 令和２年11月17日（木）
（雨天：未定）

８：00～15：00 1 学校行事の補助
（持久走大会：児童看護及び
伴走）

4 動きやすい服装で参加してくださ
い。
お弁当と水筒を持参ください。

E30

常磐小学校 教諭　白土　恵美 令和２年10月～12月，令
和３年１月

10：30～12：10 4 授業における学習支援
（体育授業の補助：なわとび
指導１～３年）

2 動きやすい服装で参加してくださ
い。
お弁当と水筒を持参ください。

E31

常磐小学校 教諭　白土　恵美 令和２年９月～12月 ８：25～10：15 10 授業における学習支援
（算数授業の補助：復習の徹
底４，５年）

5 採点のペンは，学校で用意しま
す。

E32

緑岡小学校 教諭　高村　啓子 令和２年10月23日（金）
※変更になる場合あり

８月中には決定する予
定

８：00～15：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・審判係の
補助）

5 自家用車での来校は２台まででお
願いします。
動きやすい服装で参加してくださ
い。

E33

緑岡小学校 教諭　高村　啓子 令和２年９月23日（水），25
日（金）

８：30～12：10 2 授業における学習支援
（５年家庭科のミシン実習支
援）

2～3 自家用車での来校は２台まででお
願いします。
可能な日だけでも構いません。

E34

緑岡小学校 教諭　高村　啓子 令和２年10月28日(水)，30
日(金)，11月４日(水)，６日
(金)，18日(水)，20日(金)

14:40～15：30 6 算数科の学習支援
（５年学びの広場の補助）

5 自家用車での来校は２台まででお
願いします。
可能な日だけでも構いません。

E35

緑岡小学校 教諭　高村　啓子 令和２年９月29日（火） ８：30～15：00 1 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）

3～5 昼食代は実費になります。
自家用車での来校は２台まででお
願いします。
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E36

緑岡小学校 教諭　高村　啓子 令和３年２月 ８：30～12：00 4 授業における学習支援
（ＩＣＴ活用授業の補助）

3～4 自家用車での来校は２台まででお
願いします。
可能な日だけでも構いません。

E37

緑岡小学校 教諭　高村　啓子 令和２年10月29日(木)，30
日(金)，11月５日(木)，６日
(金)，19日(木)，20日(金)

14：40～15：30 6 算数科の学習支援
（４年学びの広場の補助）

4 自家用車での来校は２台まででお
願いします。
可能な日だけでも構いません。

E38

緑岡小学校 教諭　高村　啓子 令和２年９月１日（火），３
日（木）

8：30～12：10 2 授業における学習支援
（６年家庭科のミシン実習支
援）

2～3 自家用車での来校は２台まででお
願いします。
可能な日だけでも構いません。

E39

緑岡小学校 教諭　高村　啓子 令和２年11月12日（木）
※変更になる場合あり

8：00～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会：走路審判・伴
走の補助）

6 自家用車での来校は２台まででお
願いします。

E40

寿小学校 教諭　横山　由里恵令和２年８月24日(月）～12
月末

８：40～12：10 15 授業における学習支援
(主に算数科の学習支援）

5 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。
時間の範囲内でできる時間のみ
可

E41

上大野小学校 　教頭　佐藤　英
光

令和２年10月31日（土 ）
※前日準備は30日（金）午
後
※雨天の場合は11月1日
（日）に延期

30日前日準備
　13:30～16:00
31日運動会

　7：00～12：00

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）

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。
１名は，教育学部養護教諭養成
課程の学生を希望します。

E42

上大野小学校 　教頭　佐藤　英
光

令和２年11月20日（金 ）
※試走は１2日（木）
※大会が雨天の場合は11
月27日（金）に延期

12日試走
　９：30～12：00

20日大会
　９：30～12：00

2 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

3 自家用車での来校を許可します。
参加のできる期日のみでも歓迎し
ます。

E43

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年９月１日（火）～12
月23日（水）

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。

E44

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和３年１月８日（金）～２
月26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。

E45

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年９月１日（火）～12
月23日（水）

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。）

3 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。

E46

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和３年１月８日（金）～２
月26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。）

3 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　中岫　由
佳

令和２年９月１日（火）～12
月23日（水）

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。）

3 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。

E48

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和３年１月８日（金）～２
月26日（金）

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。）

3 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。

E49

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年９月２日（水）～12
月23日（水）
※毎週水曜日のみ

13：00～13：45 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。

E50

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和３年１月13日（水）～２
月24日（水）
※毎週水曜日のみ

13：00～13：45 8 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。

E51

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年９月16日（水） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第１学年遠足）

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。

E52

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年９月24日（木） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第２学年遠足）

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。

E53

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年10月１日（木） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第３学年遠足）

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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E54

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年10月８日（木） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第４学年遠足）

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。

E55

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年10月17日（土）
※雨天順延
→18日（日），19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）

20 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。

E56

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年11月７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）

20 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。

E57

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年11月12日（木） 12：30～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断のお手伝
い）

10 動きやすい服装で参加してくださ
い。
昼食は済ませてから集合してくだ
さい。
自動車での来校は不可。

E58

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年11月21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）

20 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。

E59

　渡里小学校 　教頭　中岫　由
佳

令和２年２月17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。

E60

吉田小学校 教諭　綿引　理恵
子

令和２年10月15日（木） 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：誘導等）

10

E61

吉田小学校 教諭　綿引　理恵
子

令和２年10月31日（土） 8：00～12：00 1 学校行事の補助
（スポーツフェスティバルの
補助）

5 雨天時は活動は中止です。
動きやすい服装で参加してくださ
い。

E62

石川小学校 教諭　蛯原　善明 令和２年10月20日（火）
※ 予備日は10月22日
（木）

８：00～12：15 1 学校行事の補助
（運動会予行練習：準備係，
児童看護補助）

5 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。

E63

石川小学校 教諭　蛯原　善明 令和２年10月24日（土）
※ 予備日は10月25日
（日）

８：00～12：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係，児童看護
補助）

5 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。

E64

石川小学校 教諭　蛯原　善明 令和２年11月20日（金） 8：30～12：15 1 学校行事の補助
（持久走大会：看護補助，係
活動補助）

5 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。

E65

石川小学校 教諭　蛯原　善明 令和２年９月～令和３年２
月

8：40～12：15 20 授業における学習支援
（算数科の学習支援）

5 昼食代は実費になります。

E66

石川小学校 教諭　蛯原　善明 令和２年９月30日（水） 8：00～18：00 1 校外学習の引率補助
（第５学年宿泊学習　：グ
ループ活動時の児童への支
援）

2 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。

E67

石川小学校 教諭　蛯原　善明 令和２年９月
（木曜日は実施いたしませ
ん。）

8：30～12：15 5 授業における学習支援
（第５学年家庭科のミシン学
習支援）

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。

E68

石川小学校 教諭　蛯原　善明 令和３年２月 8：30～12：15 5 授業における学習支援
（第６学年家庭科のミシン学
習支援）

5 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。

E69

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和２年９月18日（金） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第３・４学年遠足大子方面：
児童の支援，看護）

2 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。
動きやすい服装で参加してくださ
い。

E70

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和２年10月８日（木），９
日（金）

８：00～17：00 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：グループ活
動時の児童の支援，看護）

2 自家用車での来校を許可します。
昼食・宿泊代は実費になります。
動きやすい服装で参加してくださ
い。

E71

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和２年10月22日（木） ８：00～17：00 1 校外学習の引率補助
（第６学年遠足日光方面：児
童の支援，看護）

2 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。
動きやすい服装で参加してくださ
い。

E72

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和２年11月17日（火） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第１・２学年遠足アクアワー
ルド：活動時の児童の支援，
看護）

3 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。
動きやすい服装で参加してくださ
い。
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E73

河和田小学校教諭　小林　三枝子令和２年10月１日（木） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（第５学年校外学習：引率補
助）

2 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。

E74

河和田小学校教諭　小林　三枝子令和２年10月７日（水） ８：00～15：00 1 学校行事の補助
（第２学年遠足アクアワール
ド：児童の引率補助）

4 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。
男子学生を希望します。

E75

河和田小学校教諭　小林　三枝子令和２年10月14日（水） 13：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：受付・児
童看護補助）

3 自家用車での来校を許可します。

E76

河和田小学校教諭　小林　三枝子令和２年10月31日（土） ７：30～12：00 1 学校行事の補助
（運動会時の準備，児童看
護補助）

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。

E77

河和田小学校教諭　小林　三枝子令和２年11月20日（金） ８：30～15：00 1 学校行事の補助
（校内持久走記録会：補助・
児童看護補助）

2 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。

E78

河和田小学校教諭　小林　三枝子令和２年11月27日（金） 14:：00～16：00 1 学校行事の補助
（保護者懇談会：児童預かり
補助）

2 自家用車での来校を許可します。

E79

河和田小学校教諭　小林　三枝子令和３年２月18日（木） 14：30～16：00 1 学校行事の補助
（保護者懇談会：児童預かり
補助）

2 自家用車での来校を許可します。

E80

河和田小学校教諭　小林　三枝子　令和３年２月18日（水） 14：30～16：00 1 学校行事の補助
（保護者懇談会：児童預かり
補助）

2 自家用車での来校を許可します。

E81

上中妻小学校 教諭  長山　恭代 令和２年10月１日（木）～
令和２年10月２日（金）

8:00～16:00 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：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くださ
い。
1日目は昼食持参になります。
宿泊代，食事代等実費になりま
す。

E82

上中妻小学校 教諭  長山　恭代 令和２年10月９日（金） 8:00～16:00 1 校外学習の引率補助
（第３・４学年遠足ツインリン
ク茂木：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くださ
い。
昼食持参になります。

E83

上中妻小学校 教諭　長山　恭代 令和２年10月24日(土）
※予備日は，10月25日

(日）
※25日も雨天の時は，10

月31日(土）

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。
自家用車での来校を許可します。
（上中妻市民センターに駐車してく
ださい。）

E84

上中妻小学校 教諭　長山　恭代 令和２年11月５日(木） 12:30～16：00 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。
自家用車での来校を許可します。
（上中妻市民センターに駐車してく
ださい。）

E85

上中妻小学校 教諭　長山　恭代 令和２年11月17日（火）
※予備日は11月18日

（水）

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。
自家用車での来校を許可します。
（上中妻市民センターに駐車してく
ださい。）

E86

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和２年11月27日（金）
※ 予備日は未定

８：00～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会：看護補助）

3 派遣学生は，公共交通機関で来
校してください。
動きやすい服装で来てください。

E87

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和２年10月上旬～中旬
※ 今月中に日程は決定
予定

９：00～12：00 3 学校行事の補助
（運動会：看護補助，運営補
助）

2 派遣学生は，公共交通機関で来
校してください。
動きやすい服装で来てください。

E88

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和２年10月～12月 ８：30～12：20 7 授業における学習支援
（算数科における学習支援）

3 派遣学生は，公共交通機関で来
校してください。

E89

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年２月３，４，５日 ８：30～12：00 3 学校行事の補助
（なわとび大会の運営補助）

2 派遣学生は，公共交通機関で来
校してください。
動きやすい服装で来校してくださ
い。

E90

千波小学校 教諭　石井　隆子 令和２年11月20日（金）
※予備日は後日決定

８：30～12：00 1 学校行事の補助
（校内持久走大会：児童看
護，看護補助）

児童看護
５

看護補助
２

看護補助は養護教諭養成課程学
生を希望します。
持久走大会会場の現地集合・解
散なので，自家用車での参加を認
めます。
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E91

千波小学校 教諭　石井　隆子 令和２年10月12日（月） 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：児童看
護，看護補助）

4 養護教諭養成課程学生を希望し
ます。
エプロンを持参してください。

E92

千波小学校 教諭　石井　隆子 令和２年10月頃 ８：30～12：00 1 校外学習の引率補助
（第２学年生活科：町たんけ
ん）

4

E93

千波小学校 教諭　石井　隆子 令和２年11月頃 ８：30～12：00 1 授業における学習支援
（第２学年かけ算九九学習
の見取り）

4

E94

千波小学校 教諭　石井　隆子 令和３年１月頃 ８：30～12：00 1 授業における学習支援
（第２学年縄跳び：児童看
護）

2 動きやすい服装で参加してくださ
い。

E95

千波小学校 教諭　石井　隆子 未定 ８：30～12：00 1 校外学習の引率補助
（第１学年徒歩遠足）

2 動きやすい服装で参加してくださ
い。

E96

梅が丘小学校 教頭  舘　美穂子 令和２年10月31日（土） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：看護補助）

3

E97

双葉台小学校 教頭 元濵　昭二 令和２年10月１日（木）
※ 変更になる場合あり

13：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会の前日準備）

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。
男子学生を希望します。

E98

双葉台小学校 教頭 元濵　昭二 令和２年10月２日（金）
※ 変更になる場合あり

８：00～12：30 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。
男子学生を希望します。

E99

双葉台小学校 教頭 元濵　昭二 令和２年10月２日（金）
※ 変更になる場合あり

８：00～12：30 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。

E100

双葉台小学校 教頭 元濵　昭二 令和２年10月21日（水），
令和２年10月22日（木）
※ 変更になる場合あり

７：30～16：00 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
等の児童看護補助等）

3 宿泊代・食事代は実費になりま
す。

E101

双葉台小学校 教頭 元濵　昭二 令和２年11月19日（木）
※ 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

E102

双葉台小学校 教頭 元濵　昭二 令和２年９月～令和２年12
月

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

6 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 元濵　昭二 令和３年1月中旬 未定 10 授業における学習支援
（低学年体育：縄跳び運動の
支援）

3 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 元濵　昭二 令和３年１月～令和３年２
月

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

6 参加のできる期日のみでも歓迎し
ます。

E105

双葉台小学校 教頭 元濵　昭二 令和２年９月～令和２年12
月

8:30～12：15 10 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・情学級在籍児童の
支援補助）

3 参加のできる期日のみでも歓迎し
ます。

E106

双葉台小学校 教頭 元濵　昭二 令和２年11月５日（木） 12：00～14：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断）

6

E107

笠原小学校 教諭　深谷　弘美 令和２年10月31日（土）
※ 予備日は11月１日
（日）

８：00～1２：30 1 学校行事の補助
（運動会：競技補助）

6 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 教諭　深谷　弘美 令和２年10月９日（金） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第１学年遠足：児童看護）

5 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。

E109

笠原小学校 教諭　深谷　弘美 令和２年10月16日（金） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第２学年遠足：児童看護）

4 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。
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E110

笠原小学校 教諭　深谷　弘美 令和２年10月23日（金） ７：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第３学年遠足：児童看護）

4 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。

E111

笠原小学校 教諭　深谷　弘美 令和２年11月５日（金） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第５学年宿泊学習：児童看
護）

4 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。

E112

笠原小学校 教諭　深谷　弘美 令和２年９月～令和３年２
月末日

８：30～12：00週に1日程度保健室における養護教諭の
補助

2 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。

E113

赤塚小学校 教諭　石井　富美代令和２年10月24日（土） ８：00～12：30 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。

E114

下大野小学校 教諭　打越　浩 令和２年10月31日（土）
※予備日は11月１日（日）

８：00～13：00 1 学校行事の補助
（運動会：競技補助）

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。
保険には各個人加入をお願いし
ます。

E115

下大野小学校 教諭　打越　浩 令和２年11月20日（金）
※予備日は11月26日（木）

９：00～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会：競技補助）

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。
保険には各個人加入をお願いし
ます。

E116

稲荷第二小学校 教諭　大津　誠 令和２年７月27日（月）～
12月18日（金）

８:30～16：00 週２日程
度

10～20日

特別な支援を要する児童に
対する個別支援

3 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。

E117

稲荷第二小学校 教諭　大津　誠 令和２年９月～12月 ８:30～12：00 週２日程
度

10～20日

授業における学習支援
（算数科の学習支援）

3 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。

E118

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和２年９月～令和３年２
月

８：00～12：00 30 授業における学習支援 1～5 動きやすい服装で参加してくださ
い。
日にちや時間等については相談
に応じます。
自家用車での来校を許可します。

E119

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和２年９月～令和３年２
月

13：00～16：00 30 休み時間における児童の遊
び相手・相談相手

1～5 動きやすい服装で参加してくださ
い。
日にちや時間等については相談
に応じます。
自家用車での来校を許可します。

E120

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和２年９月～令和３年２
月

8：00～16：00
２時間程度も

可

30 特別な支援を要する児童に
対する個別支援

1～5 動きやすい服装で参加してくださ
い。
日にちや時間等については相談
に応じます。
自家用車での来校を許可します。

E121

妻里小学校 教諭　山岸　みど
り

令和２年11月４日（水） ８：00～19：00 1 学校行事の補助
（第５学年校外学習：水戸市
少年自然の家まで歩くときの
児童への支援・見守り，自然
の家での活動時の看護補助
など）

10 自家用車での来校を許可します。
（ただし，敷地内ではなく，学校そ
ばの駐車場に駐車していただきま
す。）
時間は相談に応じます。

E122

妻里小学校 教諭　山岸　みど
り

令和２年11月～12月の木
曜日，金曜日

15：00～17：00 相談に
応じま
す。

授業における学習支援
（理科授業の準備など）

1～2 自家用車での来校を許可します。
日にちは相談に応じます。

E123

国田義務教育
学校

教頭　塚本　繁雄 令和２年 ９月～12月 ８：30～12：30
13：00～15：00

10 授業における学習支援
（低学年の生活科や図画工
作科及び第５･６学年の家庭
科を中心に）

5 午前，午後を通しての活動も歓迎
します。

E124

下大野小学校 教諭　打越　浩 令和2年11月12日(木) 9:00～11:00 1 学校行事の補助
（校内陸上大会:競技補助）

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。
保険には各個人加入をお願いし
ます。

E125

浜田小学校 教諭　清水　裕美 .令和2年10月～令和3年2
月

８：30～16：00 できるか
ぎり

授業における学習支援と相
談・遊び相手

1 自家用車での来校を許可します。
給食は実費となります。

E126

五軒小学校 教諭　川﨑武信 令和３年２月 ８：00～12：00 6 学校行事の補助
（なわとび大会：運営補助）

3 動きやすい服装で参加してくださ
い。

E127

新荘小学校 教頭　小室基行 令和３年１月８日（金）～２
月末日

月：13：50～
14：50

木：９：30～10：
30

金：11：10～

週１日～３日個別の支援が必要な児童へ
の対応

1
（曜日を
分担して
２人～３

人でも可）

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。

- 30 -



E128

浜田小学校 教諭　渡邊修 令和３年１月８日（金）～２
月末日

８：30～15：30 できるだけ 個別の支援が必要な児童へ
の対応

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くださ
い。
給食は実費（240円 ）でお願いい
たします。

E129

吉田小学校 教諭　綿引理恵子 令和３年１月26日（火） ８：45～12：00 1 保護者説明会の補助
（検温，受付，資料配布等）

3 きちんとした服装でお願いします。

E130

見川小学校 教諭　齋藤祥子 令和３年１月末～２月 ８：30～12：20 10 授業における学習支援
（算数科における学習支援）

3 派遣学生は，公共交通機関で来
校してください。

E131

堀原小学校 教諭　竹之下博 令和３年２月上旬に実施
予定

未定 １
変更の場

合あり

学校行事の補助
（なわとび大会：運営補助）

４～６ 動きやすく暖かい服装で参加して
ください。
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‹中学校›

J1

第一中学校 教頭　田村　　悟
講師　大窪　美奈

①令和２年８月～９月
②令和２年12月～１月

未定 各２ 授業における学習支援
（家庭科の調理実習支援）
①中学２年生の調理実習支
援
②中学１年生の調理実習支
援

3 家庭科の調理実習支援なので，
調理実習のできる格好で，来校し
てください。
授業進度の関係で，日程は後日
調整

J2

第三中学校 教頭　伊師　直之 令和２年9月16日（水）～令
和３年２月24日（水）
※毎週水曜日のみ

15:00～16:30 22 校舎内環境整備
校舎内消毒作業補助

2 動きやすい服装で参加。
参加できる期日は，学生さんと相
談の上，決定。

J3

赤塚中学校 講師　川嶋　謙太 令和２年９月１日（火）～令
和３年２月末日

毎週水・木曜
日13：30～15：

30

毎週水・
木曜日

実習作業等の補助
(技術科)

1 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。自動車保険(任意)に
入っていること。

J4

第五中学校 教頭　関口一治 令和２年９月１日（火）～令
和３年２月26日（金）
※ 毎週火･水曜日が基本

13：40～15：30 35 中国籍の生徒に対する日本
語の指導

1 茨城大学院生　張 曉雯さんに依
頼済

J5

見川中学校 養護教諭　追田
祐子

日程は未定 内科
8：30～12：00

耳鼻科
8：10～10：30

内科
２日

耳鼻科
1日

学校行事の補助
（定期健康診断：内科健診，
耳鼻科健診）

2

J6

双葉台中学校 教頭  山田　浩司 令和２年９月４日（金），令
和２年９月５日（土）
※予備日は９月６日（日）

９月４日（金）
13：30～15：30
９月５日（土）
7：00～12：00

2 学校行事の補助
（体育祭：準備係，進行の補
助）

3 動きやすい服装（ジャージ等）で参
加してください。
校内での着替え可。

J7

双葉台中学校 教頭　山田　浩司 令和２年９月５日（土）
※予備費は９月６日（日）

９月５日（土）
７：00～12：00

1 学校行事の補助
（体育祭：看護補助）

1 養護教諭の補助を通信に活動
動きやすい服装（ジャージ等）で参
加してください。
校内での着替え可。

J8

笠原中学校 養教　佐藤　聡子 令和２年９月４日（金）
※予備日は９月７日（月）

7：30～15：00 1 学校行事の補助
（体育祭：救護補助）

2 昼食を希望する場合は，実費にな
ります。

J9

笠原中学校 養教　佐藤　聡子 ９月以降
※月日未定

8：15～16：00 3 保健行事の補助
（歯科・耳鼻科検診の健診補
助および器具消毒）

2 昼食を希望する場合は，実費にな
ります。

J10

石川中学校 教諭　橋本　祐 令和２年10月～令和３年２
月

8:40～12:30 10
相談に応

じます

授業における学習支援
（数学科：第１～３学年）
専門教科以外の学生も協力
をお願いします。

２人以上 支援活動期間や時間については
相談に応じます。数学専攻は不問
です。
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　松下　洋一 令和２年10月～令和３年２
月

10:40～12:30 10
相談に応

じます

授業における実習補助
（技術科）

2 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。

J12

常澄中学校 教諭　清田　晃平 令和２年11月24日（火）～
令和３年２月26日（金）

8：40～12：30
もしくは

13：40～15：30

30 授業における学習支援
（数学科：主に第１，２学年）

3 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。
日にちや時間については相談に
応じます。

J13

常澄中学校 教諭　安部　瞳 令和２年11月24日（火）～
令和３年２月26日（金）

8：40～12：30
もしくは

13：40～15：30

30 授業における学習支援
（英語科：主に第１，２学年）

3 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。
日にちや時間については相談に
応じます。

J14

常澄中学校 教諭　鈴木　夏海 令和2年11月～12月 未定 10 家庭科の調理実習における
支援

2 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。

J15

内原中学校 教諭　川松　修一 令和２年11月17日（火）～
20日（金）

14：45～16：30 4 部活動の補助
（部活動の看護）

5 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。

J16

内原中学校 教諭　川松　修一 令和３年１月26日（火）～
29日（金）

14：45～16：30 4 部活動の補助
（部活動の看護）

5 派遣学生の自家用車での来校を
許可します。

J17

第一中学校 講師　大窪美奈 令和３年１月14日（木）
※日程変更の可能性あ
り。曜日は木曜日に実施。

10：00～12：30 １ 調理実習の補助 １～２ エプロン，マスク，三角巾を持参し
てください。

J18

第一中学校 講師　大窪美奈 令和３年１月21日（木）
※日程変更の可能性あ
り。曜日は木曜日に実施。

10：00～12：30 １ 調理実習の補助 １～２ エプロン，マスク，三角巾を持参し
てください。

その他№ 希望校（園） 担当者名 学校支援活動の内容
希望する

人数派遣希望日 時間
希望する

日数
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J19

第一中学校 講師　大窪美奈 令和３年１月15日（金）
※日程変更の可能性あ
り。曜日は金曜日に実施。

13：00～16：00 1 調理実習の補助 １～２ エプロン，マスク，三角巾を持参し
てください。

J20

第一中学校 講師　大窪美奈 令和３年１月22日（金）
※日程変更の可能性あ
り。曜日は金曜日に実施。

13：00～16：00 1 調理実習の補助 １～２ エプロン，マスク，三角巾を持参し
てください。

J21

第一中学校 講師　大窪美奈 令和３年１月～２月15日
（月）までの毎週月曜日

９：10～11：30 5 製作品の作業補助
（ミシン操作補助）

２～３ ミシンの操作ができる人希望で
す。

J22

第三中学校 教頭　伊師直之 令和３年１月28日（木）
※変更になる場合あり

８：30～16：30 1 学習支援 15 自家用車での来校を許可します。

J23

双葉台中学校 教諭　鈴木陽子 令和３年１月～２月
土曜日又は日曜日

８：00～12：00 8 その他
（吹奏楽部の指導補助）

5 自家用車での来校を許可します。

- 33 -



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

K2 浜田幼稚園 発表会補助 1 E55 渡里小学校 学校行事の補助（運動会) 1

K3 浜田幼稚園 発表会補助 1 E56 渡里小学校
学校行事の補助（渡里元気
村)

4

K6 石川幼稚園 日常保育・行事などの補助 2 E57 渡里小学校
学校行事の補助（就学時健
康診断のお手伝い)

8

K9 笠原幼稚園 園行事の補助(運動会) 1 E58 渡里小学校
学校行事の補助（持久走大
会)

5

K12 内原認定こども園園行事の補助(サツマイモ掘り 1 E63 石川小学校 学校行事の補助（運動会) 1

E17 浜田小学校 校外学習の引率補助(6年) 1 E64 石川小学校
学校行事の補助（持久走大
会)

1

E23 常磐小学校 学校行事の補助（身体測定) 2 E72 飯富小学校 校外学習の引率補助(1.2年) 2

E25 常磐小学校 校外学習の引率補助(3年) 3 E76 河和田小学校 学校行事の補助（運動会) 2

E27 常磐小学校 校外学習の引率補助(4年) 3 E101 双葉台小学校
学校行事の補助（持久走大
会)

2

E30 常磐小学校
授業における学習支援(体育
授業の補助)

2 E113 赤塚小学校 学校行事の補助（運動会) 1

E49 渡里小学校
学校行事の補助（昼休みに
おける遊び相手・相談相手)

3 E115 下大野小学校
学校行事の補助（持久走大
会)

1

E50 渡里小学校
学校行事の補助（昼休みに
おける遊び相手・相談相手)

6 J3 赤塚中学校 実習作業等の補助 1

　活動延べ人数　55人

　幼稚園　6人、小学校　48人、中学校　1人

②令和2年度　水戸市学校支援活動　活動状況

　幼稚園　5件、小学校　18件、中学校　1件

　活動件数　24件
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③令和２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 ４ 16 
日常保育補助，園行事の補助，園外保育引率

補助 

小学校 33 62 

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 １ ３ 授業における学習支援 

合計 38 81  

 

２ 幼・認定こども園，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，幼児たちと積極的に関わっていた。 

・保護者にもきちんと挨拶をし，安心してお願いすることができた。 

・年少・年長児クラスを行き来し，担任のサポートを行った。 

・年長児クラスに入り，担任とともに支援児の見守りに取り組んだ。  

・発表会リハーサルに参加し，当日の流れに沿って準備したり，装飾作りを行ったりした。 

・運動会の全体補助として，準備や片付けを主に手伝っていただいた。依頼した仕事を把

握し，機敏に動いて補助をしていただいたので，スムーズに進行することができた。 

・明るく園児と関わり，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。 

  

（2） 小学校 

  ・新型コロナウイルス感染症の防止対策を講じながら身体測定の補助を行い，正しく計測

できるよう学年の発達段階に合わせて声をかけたり，笑顔で接したりすることができ

た。 

・１～３年生のなわとび指導において，苦手な児童に声をかけて励ましたり,手本を見せ

たりするなど，児童の困り感に寄り添う支援を行った。 

  ・児童に積極的に声をかけ，遊び相手や話し相手になっていた。特に，遊具の近くにいて

児童が安全に遊べるように配慮していた。 

  ・昼休みに避難訓練があったが，教室に戻り遅れている児童がいないかなど，確認しなが

ら行動していた。 

  ・運動会では時間を守って集合し，担当の仕事はもちろん割り振られた仕事以外にも近く

にいる教員に声をかけて取り組み，片付けも率先して行っていた。 

  ・地域の行事の手伝いでは，自分の担当した係の方と上手にコミュニケーションをとりな

がら，児童たちの活動がスムーズに進行できるようにしていた。 
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  ・礼儀正しく，教員とコミュニケーションを積極的にとりながら活動していた。 

・就学時健康診断では児童や保護者に丁寧に対応し,検査がスムーズに流れるように努め 

ていた。また，教員と積極的にコミュニケーションをとり，自分にできることを見つけ

て行動していた。 

・校内持久走大会では走行コースの安全確保を行い，児童たちに励ましの言葉を多くかけ

参観にきた保護者に対しても礼儀正しく接していた。 

  ・校内持久走大会での準備では，机を運んだり，駐車場の白線を引いたりと進ん

で活動していた。 

  ・持久走大会では，コースの分岐点の誘導として児童に声をかけていた。頑張っ

て走る児童に対して，熱心に激励する姿が素晴らしかった。また，レースの合

間にラインを引いたり，意欲的に後片付けを行ったりと大変ありがたかった。 

・第１・２学年遠足の引率補助では，児童と積極的に交流し，集団行動時やグル

ープ活動時の見守りを行い，円滑に校外学習を実施することができた。 

  ・運動会では，保護者の誘導や片付けを意欲的に行った。今後もお願いしたい。 

  ・意欲的に活動に参加していただき，児童によく声をかけ，無事に行事を終える

ことができた。明るく丁寧な受け答えで，機会があればまたお願いしたい。 

 

（3） 中学校 

  ・技術の授業において，生徒の様子を細かく見取り，生徒の補助を進んで行う姿が見られ 

た。また，効率よく作業を進めるポイントを助言する場面が見られた。 

 

３ 教育委員会からの感想，要望 

    今年度は，新型コロナウイルス感染症の影響により，10 月下旬から１月上旬までの短い期

間での学校支援活動となりました。そのような中，学校支援活動に関わっていただいた学生

の皆さんには，大変感謝しております。学校行事の支援から学習支援まで，様々な学校支援

活動に積極的に参加していただき，子供たちに温かく関わり，教員や保護者等に対して礼儀

正しく接していただきました。 

  学校（園）の感想から，意欲的に活動する様子や子供たちに寄り添い，励ます姿が見られ，

学校（園）からは学校支援活動を今後もお願いしたいという声が多くあります。 

学校支援活動は，自分の成長や可能性を広げ，社会人に必要なスキルを身に付けることに

つながると考えております。また，人とのつながりが生まれ，同年代だけでなくいろいろな

年代の人とつながりを持つことで，経験を豊かなものにしてくれます。 

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，より多くの学生の皆さんに参加していただ

けるよう学校支援活動の推進に努めて参ります。 



2 入学式の補助　 水戸市立渡里小学校 令和2年4月7日 募集停止

3 健康診断補助等ボランティア　 茨城県立鉾田第一高等学校
4月24日～6月19日の間で都合のつく
日

募集停止

4 健康診断補助 茨城高等学校・中学校 4月13日～4月28日 募集停止

5 野外活動実習 茨城県教育庁総務企画部 8月～10月 募集停止

6 学びの広場学習支援サポーター 水戸市立渡里小学校 7月21、22、27、28、29日 募集停止

7 学習活動に関する支援指導 行方市立北浦小学校 6月29日～2月26日

8 運動会での係活動 水戸市立渡里小学校 10月17日

9 スクールライフサポーター 茨城町教育委員会 随時

10 スクールライフサポーター 常陸大宮市教育委員会 7～10月頃～2月末頃まで

11 茨城県障碍者スポーツ大会レクリェーション競技運営 茨城県社会福祉協議会ほか R2.9.19 募集停止

12 理科支援員等配置事業 東海村教育委員会 年間最大4時間勤務で40日程度 募集停止

13 学習支援 東海村教育委員会 1回2時間程度、週1～2回

14 学習支援 水戸市立堀原小学校 7月16日～毎週木曜日 3

15 教育支援(学習支援、生活支援、行事支援) 水戸市立堀原小学校 7月1日～3月23日 3

16 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～3月 1

17 ボランティア体験月間　(7月～8月) 茨城県社会福祉協議会 7月～8月 募集停止

18 1年生遠足活動の補助 水戸市立渡里小学校 令和2年9月16日 募集停止

19 2年生遠足活動の補助 水戸市立渡里小学校 令和2年9月24日 募集停止

20 3年生遠足活動の補助 水戸市立渡里小学校 令和2年10月1日 募集停止

21 放課後子ども教室　学習支援 水戸市立三の丸小学校 9月10日～3月11日　第2・4木曜日 募集停止

22 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24日～3月7日

23 教育ボランティア 日立市教育委員会 10月～3月 2

24 キッズワールド　テント設営 附属小学校 令和2年9月28日 33

25 キッズワールド 附属小学校 37

26 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 11月～ 1

27 学校保健に関わるボランティア 土浦市立土浦第一中学校 10/14～3/31 1

28 数学学習相談　SPOT in MITO 水戸市教育委員会 12/24、25,26 6

29 5年生の宿泊学習　活動の補助 水戸市立渡里小学校 令和2年10月30日 4

30 校内音楽コンクール運営補助 附属中学校 令和2年11月12日 2

31 吹奏楽部部活動指導補助 附属中学校 11/28～12/19のうち土曜数回 4

32 校内陸上記録会の補助 水戸市立渡里小学校 12/4　雨天時12/8 8

備考

④令和2年度　教育支援ボランティア　活動状況

№ 募集先ボランティア名

寄宿舎における放課後の学習支援 茨城県立盲学校1

活動期日

4月～3月

参加人
数

1
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33 学習支援 水戸市立渡里小学校 11/11～12/3までの間の水・木午後 5

34 障害のある方の外出支援ボランティア講座 水戸市障害福祉課 1/16、1/23、1/30、2/6

35 学力定着度調査　採点作業 水戸市立第三中学校 1月28日 活動終了期間

36 渡里小ボランティア 消毒作業 水戸市立渡里小学校 1/8～3/23 7

37 卒業式の補助 水戸市立渡里小学校 令和3年3月18日 活動終了期間

合計 118
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