
K1

浜田幼稚園 教頭　吉原理恵子 令和３年12月16日（木） ８：00～12：00 1 発表会補助
（道具の出し入れ，保育
補助）

2 自家用車での来園は１台までで
す。
動きやすい服装で，上靴，水筒
等を持参してください。

K2

浜田幼稚園 教頭　吉原理恵子 令和３年12月17日（金） ８：00～12：00 1 発表会補助
（道具の出し入れ，保育
補助）

2 自家用車での来園は２台までで
す。
動きやすい服装で，上靴，水筒
等を持参してください。

K3

常磐幼稚園 教頭　加藤聡子 令和３年６月24日（木）
※　予備日は６月25日
（金）

８：00～12：00 1 園外保育引率
（保和苑への園外保育補
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，
帽子等を持参してください。

K4

常磐幼稚園 教頭　加藤聡子 令和３年10月15日（金） 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，水筒等
を持参してください。

K5

常磐幼稚園 教頭　加藤聡子 令和４年２月３日（木） ８：00～12：00 1 豆まきの鬼
（子どもたちの豆まき保
育）

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。

K6

緑岡幼稚園 教頭　山林かほり ２学期 ８：00～14：00 10 通常保育及び
園行事の補助

2 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

K7

見川幼稚園 教頭　大金裕美 令和３年６月24日（木）
※　予備日は６月25日
（金）
※　変更になる場合あり

８：45～13：30 1 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。

K8

見川幼稚園 教頭　大金裕美 令和３年10月15日（金） ８：15～11：30 1 ミニ運動会の準備補助 2 自家用車での来園を許可しま
す。

K9

見川幼稚園 教頭　大金裕美 令和３年11月 ８：45～14：00 1 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。

K10

梅が丘幼稚園 教頭　井上悦子 令和３年10月８日（金） ８：30～13：30 1 園外保育の補助
（園外保育の引率，補助）

1 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。
雨天時は園内活動になります。

K11

梅が丘幼稚園 教頭　井上悦子 令和３年11月19日（金）
（紅葉の様子により1週
間程度の延期あり）

８：30～13：30 1 園外保育の補助
（園外保育の引率，補助）

1 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。
雨天時は園内活動になります。

K12

梅が丘幼稚園 教頭　井上悦子 ２学期 ８：30～13：30 8 通常保育の補助 1 自家用車での来園を許可しま
す。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
昼食はご持参ください。

K13

笠原幼稚園 園長　小田野 恵 令和３年10月22日（金）
※　予備日は10月25日
（月）

８：30～12：00 1 園行事（運動会）の補助
（競技の準備・片付け・補
助）

2 派遣学生の自家用車での来校
可です。
水筒・上靴・帽子持参してくださ
い。
運動しやすい服装でお願いしま
す。

K14

笠原幼稚園 園長　小田野 恵 令和３年10月29日（金）
※　雨天延期（期日未
定）

８：00～16：00 1 園行事（秋の遠足）の補
助
（引率補助・トイレ付き添
い等）

2 派遣学生の自家用車での来校
可です。
水筒・上靴・帽子持参してくださ
い。
運動しやすい服装でお願いしま
す。

K15

笠原幼稚園 園長　小田野 恵 令和３年１2月10日（金） ８：30～12：00 1 園行事（発表会）の補助
（園児の着替え・ステージ
準備等）

1 派遣学生の自家用車での来校
可です。
水筒・上靴・帽子持参してくださ
い。
運動しやすい服装でお願いしま
す。

①水戸市学校支援活動　募集一覧

〈幼稚園・認定こども園〉

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

希望す
る

日数
時間派遣希望日
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K16

内原認定こど
も園

副園長　國分真由
美

令和３年10月２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分程度の場
所です。
室内ですので期日に変更はあり
ません。
運動できる服装，上靴・水筒等
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。

K17

石川認定こど
も園

園長　蛯澤法子 令和３年６月１日（火）～
令和４年２月28日（月）

８：30～13：30
または

９：00～16：00

18
（月２
回程
度）

日常保育・行事等の補助
（活動日，活動内容は未
定です。話し合いで活動
日・活動内容や時間を決
定します。）

2 派遣学生の自家用車での来園
を許可します。
昼食は持参して下さい。
動きやすい服装で参加して下さ
い。

K18
見川幼稚園 教頭　大金　裕美 令和３年12月10日（金） ８：15～12：00 1 生活発表会の補助・

用具配置・片付け補助な
ど

2 自家用車での来園を許可しま
す。

K19

笠原幼稚園 園長　小田野　恵 令和３年11月18日（木）
雨天中止

９：30～13：30 1 園行事（園外保育）の補
助
〈引率補助・トイレ付き添
い等〉

2 水戸市歴史館駐車場に現地集
合・解散（車での来園可）
弁当・水筒・帽子・持参
動きやすい服装でお願いしま
す。

G１

国田義務教育
学校

教頭　塚本　繁雄 令和３年12月３日（金） 10：00～12：30 1 学校行事の補助
（後期課程持久走記録
会：
　運営補助）

4 自家用車での来校は，不可。
体操服で参加してください。

G２

国田義務教育
学校

教頭　塚本　繁雄 令和３年12月10日（金） ９：00～12：30 1 学校行事の補助
（前期課程持久走記録
会：
　運営補助）

4 自家用車での来校は，不可。
体操服で参加してください。

G３

国田義務教育
学校

教頭　塚本　繁雄 令和３年12月14日（火）
※予備日

９：00～15：30 1 学校行事の補助
（前期課程，後期課程持
久走記録会：運営補助

8名
午前：
4名

午後：
4名

自家用車での来校は，不可。
体操服で参加してください。
午前（前期課程）のみ，午後（後
期課程）のみ可。

〈義務教育学校〉

№ 希望校 担当者名 派遣希望日 時間
希望す

る
日数

学校支援活動の内容
希望

する人
数

その他
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E1

三の丸小学校 教諭　前川　美和 令和３年10月30日（土）
※　予備日は10月31日
（日） 11月２日（火）
11月４日（木）

８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会５名：看護補助４
名）

9 公共の交通機関で来校してく
ださい。
運動のできる衣服、水筒、汗
拭きタオル等の準備をお願い
します。

E2

三の丸小学校 教諭　前川　美和 令和３年11月16日（火）
※　予備日は未定

８：00～12：30 1 学校行事の補助
（持久走大会：コースの見
守り３名，看護補助２名）

5 ホーリーピッチで行います。（３
～６年）学校に集合の上、徒歩
で会場に向かいます。

E3

五軒小学校 教諭　久野  順矢 令和３年９月13日（月）
～10月８日（金）

15：00～16：30 期間中
全日
18

陸上記録会に向けての練
習補助

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E4

五軒小学校 教諭　久野  順矢 令和３年11月26日（金） 全日（予定） 1 学校行事の補助
（持久走大会:看護，運営）

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E5

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和３年９月７日（火） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（１学年遠足【大洗】：児童
の看護）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E6

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和３年９月９日（木） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（２学年遠足【日立】：児童
の看護）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E7

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和３年９月17日（金） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（３学年遠足【笠間】：児童
の看護）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E8

浜田小学校 教諭　渡邊　修 令和３年10月23日（土） ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：児童看護係，救
護係，準備係

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E9

常磐小学校 養護教諭　鬼澤　香織令和３年８月下旬（複数
日実施予定）

８：30～11：30 3 学校行事の補助
（発育測定の補助）

各日3名 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E10

常磐小学校 養護教諭　鬼澤　香織令和３年10月頃 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断検査の
補助）

8 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E11

常磐小学校 教諭　瀬谷　吏恵 令和３年10月18日（月） ８：30～15：00 1 校外学習の引率補助
（１年校外学習の補助：ア
クアワールド大洗）

6 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，弁当・水筒
持参でお願いします。

E12

常磐小学校 教諭　小澤　康子 令和３年10月20日（水） ８：30～16：00 1 校外学習の引率補助
（２年校外学習の補助：日
立かみね公園）

6 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，弁当・水筒
持参でお願いします。

E13

常磐小学校 教諭　浅野小百合 令和３年10月19日（火） ８：30～16：00 1 校外学習の引率補助
（３年校外学習の補助：
ミュージアムパーク）

4 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，弁当・水筒
持参でお願いします。

E14

常磐小学校 教諭　佐々木邦彦 令和３年10月21日（木） ８：30～16：00 1 校外学習の引率補助
（４年校外学習の補助：大
子方面）

4 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，弁当・水筒
持参でお願いします。

E15

常磐小学校 教務　伊藤　恭子 令和３年10月５日（火），
６日（水）

８：30～16：00 2 校外学習の引率補助
（宿泊学習の補助：水戸
市少年自然の家）

各日6名 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，弁当・水筒
持参でお願いします。

E16

常磐小学校 教務　白土　恵美 令和３年９月 ①８：30～10：
15
②10：35～
12：10
③13：00～
14：40

1 学校行事の補助
（スポーツのつどいの補
助：①３，４年，②１，２年，
③５，６年）

6 動きやすい服装，弁当・水筒
持参でお願いします。（１日の
方）
①～③のいずれかの時間帯
のみでも大丈夫です。

〈小学校〉

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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E17

常磐小学校 教務　白土　恵美 令和３年９月～11月 ①８：30～10：
15
②10：35～
12：10
③13：45～
14：30

6 授業における学習支援
（算数授業の補助：４，５，
６年復習の徹底）

各学年3名派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
採点ペンは学校で用意しま
す。
①～③のいずれかの時間帯
のみでも大丈夫です。

E18

常磐小学校 教諭　皆川　寛貴 令和３年11月16日（火）
※　予備日は11月19日
（金）

未定 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

6 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，水筒持参で
お願いします。

E19

常磐小学校 教諭　皆川　寛貴 令和４年１月～２月 未定 ３～６ 学校行事の補助
（１～３年生の八の字跳び
指導の補助）

4 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，水筒持参で
お願いします。

E20

緑岡小学校 教諭　片根亜樹子 令和３年９月22日（水） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第２学年遠足　ツインリ
ンク茂木：グループ活動
時の児童への支援）

2 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。
居住地が遠方の場合には，自
家用車についても検討させて
いただきます。

E21

緑岡小学校 教諭　片根亜樹子 令和３年９月29日（水） ８：00～15：00 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）

2 居住地が遠方の場合には，自
家用車についても検討させて
いただきます。

E22

寿小学校 養護教諭　中島　祐
子

令和３年10月予定 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健診の補助）

5

E23

上大野小学校 教頭　佐藤　英光 令和３年５月25日（火） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（運動会予行：準備補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
コロナ感染症のステージ等を
考慮し，10月に延期を検討中
です

E24

上大野小学校 教頭　佐藤　英光 令和３年５月29日（土）
※　予備日は５月30日
（日）

７：00～12：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
コロナ感染症のステージ等を
考慮し，10月に延期を検討中
です。

E25

上大野小学校 教頭　佐藤　英光 令和３年10月７日（木），
８（金）

７日
11：00～１7：

00
８日

９：00～14：00

2 宿泊学習の補助
（宿泊所での活動の支援）

1 派遣学生の自家用車での来所
（水戸市少年自然の家）を許可
します。
両日とも同じ学生を希望しま
す。

E26

上大野小学校 教頭　佐藤　英光 令和３年11月26日（金） ９：00～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

2 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E27

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年５月６日（木）～
７月19日（月）

８：30～12：10 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。

E28

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年８月27日（金）
～12月22日（水）

８：30～12：10 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。

E29

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年１月12日（水）
～２月28日（月）

８：30～12：10 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。

E30

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年５月６日（木）～
７月19日（月）

８：30～12：10 10 特別な支援を要する児童
生徒に対する個別支援

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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E31

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年８月27日（金）
～12月22日（水）

８：30～12：10 10 特別な支援を要する児童
生徒に対する個別支援

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。

E32

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年１月12日（水）
～２月28日（月）

８：30～12：10 10 特別な支援を要する児童
生徒に対する個別支援

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。

E33

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年５月６日（木）～
７月19日（月）

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。

E34

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年８月27日（金）
～12月22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。）

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。

E35

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年１月12日（水）
～２月28日（月）

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。

E36

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年５月６日（木）～
７月19日（月）

12：50～13：50 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。

E37

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年８月27日（金）
～12月22日（水）

12：50～13：50 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。

E38

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年１月12日（水）
～２月28日（月）

12：50～13：50 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。

E39

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年６月14日（月）
～７月19日（月）

９：20～12：10
又は

13：40～15：
20

10 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。

E40

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年９月15日（水） 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。

  - 25 -



E41

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年９月22日（水） 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。

E42

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年９月29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。

E43

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年10月７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。

E44

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年10月16日（土）
　※雨天順延
　→17日（日），18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です。

E45

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年11月６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です。

E46

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和３年11月９日（火） 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。
会場及び集合場所は堀原運
動公園です。
自動車での来校は不可です。

E47

渡里小学校 　教頭　中岫由佳 令和４年２月14日（月）
～２月18日（金）

９：20～12：10
又は

13：40～15：
20

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）

5 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。

E48

吉田小学校 教諭　綿引　理恵子 令和３年10月21日（木） 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：誘導
等）

5 変更になる場合もあります。

E49

吉田小学校 教諭　綿引　理恵子 令和３年10月30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 中止など変更になる場合があ
ります。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E50

石川小学校 教諭　春田　友則 １学期～３学期 ８：00～16：00 20 授業における学習支援
(特に外国語の学習支援)

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E51

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年５月22日（土）
※　予備日は５月23日
（日）

８：00～12：30 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・看護補
助）

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。
昼食代は実費になります。

E52

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年９月17日（金） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第３・４学年遠足　つくば
方面：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。
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。

E53

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年10月６日（水）
～７日（木）

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：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。
動きやすい服装で参加してくだ
さい。
宿泊希望。日帰りも可。
食事代は実費になります。
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E54

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年10月22日（金） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第１・２学年遠足　ひたち
なか海浜公園：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。
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。

E55

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年11月12日（金） ８：00～17：30 1 校外学習の引率補助
（第６学年遠足　日光方
面：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。
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。

E56

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年６月～令和４年
２月
要相談

要相談 週１程度
要相談

授業における学習支援
（算数科の学習支援）

随時 自家用車での来校を許可しま
す。

E57

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年６月～令和４年
２月
要相談

要相談 週１程度
要相談

特別な支援を要する児童
に対する個別支援

随時 自家用車での来校を許可しま
す。

E58

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年５月28日（金）
※　予備日は６月１日
（火）

８：00～12：00 1 学校行事の補助
（スポーツフェスティバル：
看護補助，運営補助）

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。

E59

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年５月下旬～７月 ８：00～12：20 14 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。
上ぐつを持参してください。

E60

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年９月～12月 ８：00～12：20 14 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。
上ぐつを持参してください。

E61

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和４年１月～２月 ８：30～12：20 14 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。
上ぐつを持参してください。

E62

見川小学校 教諭　齋藤　祥子 令和３年11月27日（土） ８：30～12：00 1 学校行事の補助
（持久走大会の看護補
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校してくだ
さい。

E63

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年10月～11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。
器具の消毒，児童看護などを
お願いします。

E64

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年11月12日（金）
※予備日は11月19日
（金）

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。

E65

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年10月～11月 ８：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：救護係の補助）

4 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。

E66

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年10月頃 ８：30～12：00 1 校外学習の引率補助
（第１学年生活科公園探
検）

2 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E67

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和３年10月頃 ８：30～12：00 1 校外学習の引率補助
（第２学年生活科町探検）

4 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E68

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和４年１月頃 ８：30～12：00 1 授業における学習支援
（第１学年体育科縄跳び：
児童が跳ぶ回数の計測，
児童看護）

2 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E69

千波小学校 教諭　田口  菜穂 令和４年１月頃 ８：30～12：00 1 授業における学習支援
（第２学年体育科縄跳び：
児童が跳ぶ回数の計測，
児童看護）

2 動きやすい服装で参加してくだ
さい。

E70

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 通年 ８：30～12：15 10 授業における学習支援
（主に算数：第３学年）

4 期日，時間，人数等相談に応
じます。
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E71

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年６月１日（火）
※　予備日は６月３日
（木）

８：00～12：15 1 学校行事の補助
（クラスマッチ活動補助：
用具準備，児童看護等）

4 動きやすい服装でお願いしま
す。

E72

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年６月２日（水）
※　予備日は６月４日
（金）

８：00～12：15 1 学校行事の補助
（クラスマッチ活動補助：
用具準備，児童看護等）

4 動きやすい服装でお願いしま
す。

E73

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年９月～11月 ９：00～12：15 20 授業における学習支援
（ミシン縫いの補助）

8 動きやすい服装でお願いしま
す。

E74

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年９月 14：00～16：00 20 学校行事の補助
(陸上練習指導補助)

8 動きやすい服装でお願いしま
す。

E75

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和３年10月19日（火）
令和３年10月20日（水）
※　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
市少年自然の家：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。

E76

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和３年11月18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

E77

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和３年９月～令和３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。

E78

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和４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）

6 参加のできる期日のみでも歓
迎します。

E79

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和４年１月～令和４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。

E80

双葉台小学校 教頭　元濵　昭二 令和３年９月～令和３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）

4 参加のできる期日のみでも歓
迎します。

E81

笠原小学校 養護教諭  赤津　ひ
かり

令和３年９月 ９：00～12：00 15 保健室における補助 2 自家用車での来校を許可しま
す。

E82

笠原小学校 教諭　寺門　友紀 令和３年６月～12月 ８：30～12：00 20 特別な支援を要する児童
への個別支援

2 自家用車での来校を許可しま
す。

E83

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和３年５月22日（土）
→秋に延期

８：00～13：00 1 学校行事の補助
（運動会：準備係・進行の
補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E84

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和３年６月～令和４年
２月

８：30～12：10 20 授業における学習支援
（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。

E85

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和３年11月26日（金） ８：30～12：10 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E86

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和４年２月 未定 1 学校行事の補助
（縄跳び大会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E87

赤塚小学校 教諭　小林　小百合 令和３年10月～11月 未定 3 授業における学習支援
（家庭科の調理実習支
援）

2 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E88

堀原小学校 教諭　加藤　毅 令和３年５月29日（土）
※　予備日は５月30日
（日）

８：00～12:00 1 学校行事の補助
（運動会：看護補助，片付
け）

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。

E89

堀原小学校 教諭　加藤　毅 令和３年６月１日～７月
13日，８月31日～11月
26日，令和４年１月25日
～２月22日の毎週火曜
日

12：55～13：35 通年 昼休みにおける児童の遊
び相手

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。

E90

堀原小学校 教諭　加藤　毅 令和３年６月11日～７月
１6日，９月３日～11月
26日，令和４年１月14日
～２月18日の毎週金曜
日

10：30～12：05 通年 授業における学習支援 3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
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E91

下大野小学
校

教諭　打越　浩 令和３年５月29日（土）
※予備日５月30日（日）

７：30～12：30 1 学校行事の補助
（運動会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E92

下大野小学
校

教諭　打越　浩 令和３年11月19日（金）
※予備日11月26日（金）

８：30～11：30 1 学校行事の補助
（持久走大会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E93

下大野小学
校

教諭　打越　浩 令和４年２月10日（木）
※予備日２月14日（月）

９：00～11：00 1 学校行事の補助
（なわとび記録会の補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E94

下大野小学
校

教諭　打越　浩 令和３年９月17日（金） ８：00～15：00 1 校外学習の引率補助
（第1～３学年遠足　日立
シビックセンター：グルー
プ活動時の児童への支
援）

2 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。
見学費・昼食代は実費になり
ます。

E95

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和３年６月～令和４年
２月

　　８：00～
12：00
２時間程度の
支援活動も
可。

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。
派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E96

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和３年６月～令和４年
２月

　　13：00～
16：00
２時間程度の
支援活動も
可。

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。
派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E97

鯉淵小学校 教諭　久冨　智子 令和３年６月～令和４年
２月

　　８：00～
16：00
２時間程度の
支援活動も
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。
派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E98

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年５月22日（土）
※　予備日は５月23日
（日）

８：00～12：00 1 学校行事の補助
（運動会：準備補助，看護
補助）

4 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E99

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年９月16日（木） ８：00～17：00 1 学校行事の補助
（５年宿泊学習：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）

5 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E100

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年10～11月
（日時は未定）

12：30～16：00 1 就学時健康診断の補助
（新入生の健康診断の補
助，看護補助）

3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E101

五軒小学校 教頭　高星　茂紀 令和３年11月～２月
毎週水曜日

13：00～13：
35

昼休み
13：45～14：

30
環境整備

6 業間（昼休み）における児
童の遊び相手・相談相手
校舎内外の環境整備

3 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。

E102

柳河小学校 教諭　関野　敏男 令和３年11月２日（火）
雨天時：11月４日（木）に
延期

10：25～11：20 1 学校行事補助
（清潔なまちづくり運動：
引率補助）

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。

E103

柳河小学校 教諭　関野　敏男 令和３年11月５日（金）
雨天時：体育館

10：35～12：10 1 学校行事補助
（交通安全教室：運営補
助）

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。

E104

柳河小学校 教諭　関野　敏男 令和３年11月19日（金）
雨天時：11月24日(水)に
延期

10：45～12：10 1 学校行事補助
（持久走大会：途中児童
看護）

4 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。

E105

柳河小学校 教諭　関野　敏男 令和３年11月25日（木） ８：00～15：40 1 学校行事補助
（３・４年遠足：引率補助）

2
養護教
諭養成
課程の
学生希

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。

E106

飯富小学校 教頭　鈴木　教郎 令和３年11月19日（金） ８：00～16：00 1 校外学習の引率補助
（第３・４学年遠足　笠間
方面　手びねり体験，遊
びの杜：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。
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。

E107
千波小学校 教諭　田口　菜穂 令和３年11月６日（土）

※予備日は11月７日
（日）

8：00～16：00 1 学校行事の補助
（運動会：救護係の補助）

2 養護教諭養成課程学生を希望
します。
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E108

千波小学校 教諭　田口　菜穂 令和３年11月17日（水） 12：00～16：00 1 学校行事の補助
（就学時健康診断：児童
看護，健診補助）

6 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。

E109

千波小学校 教諭　田口　菜穂 令和３年11月～12月 ８：30～12：00 1 授業における学習支援
（第2学年算数におけるか
け算九九の学習の見取
り）

2

E110
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４

年２月
８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第１

学年）
3 動きやすい服装でお願いしま

す。

E111
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月９日（火） ８：30～12：15 1 校外学習支援（町探検・

第２学年）
6 動きやすい服装でお願いしま

す。

E112
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月25日（木） ８：30～15：15 1 校内持久走大会運営補

助
4 動きやすい服装でお願いしま

す。

E113
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４

年２月
８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第3

学年）
4 動きやすい服装でお願いしま

す。

E114
梅が丘小学

校
教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４

年２月
８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第４

学年）
4 動きやすい服装でお願いしま

す。

E115

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４
年２月

８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第５
学年）

4 動きやすい服装でお願いしま
す。

E116

梅が丘小学
校

教頭　舘　美穂子 令和３年11月～令和４
年２月

８：30～12：15 ５～10 学習支援（主に算数・第６
学年）

4 動きやすい服装でお願いしま
す。

E117

堀原小学校 教諭　加藤　毅 令和３年12月１日（水） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（校内持久走大会：運営
補助）

4 自家用車での来校不可（自転
車可）
運動着，運動靴で参加してくだ
さい。

E118

下大野小学校 教諭　打越　浩 令和３年10月30日（土）
※予備日　10月31日
（日）

７：30～12：30 1 運動会の補助 3 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

E119

稲荷第二小学校教頭　德武　弘幸 令和４年１月～３月 ８：30～12：30 15 学習支援
（理科）

1 自家用車での来校を許可しま
す。
令和３年10月現在，理科観察
実験アシスタントとして本校勤
務している茨大生“大津　友萌
佳”さん派遣希望です。

E120

稲荷第二小学校教頭　德武　弘幸 令和３年12月３日（金） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（校内持久走大会：運営
補助）

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くだ
さい。

E121

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年12月１日（水） ８：00～12：00 1 学校行事の補助
（校内持久走大会：運営
補助）

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。
雨天の場合は，１２月２日に延
期になります。

E122

妻里小学校 教諭　山岸みどり 令和３年12月10日（金） ８：00～17：00 1 学校行事の補助
（５年校外学習：運営補
助）

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。
雨天実施です。
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J1

第一中学校 講師　伊藤知子 令和３年９月～10月 未定 8
（各学級

２回
実施予

定）

授業における学習支援
（中学１年生の家庭科調
理実習支援）

2 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
日調整させていただきます。

J2

第一中学校 講師　伊藤知子 令和３年９月～10月 未定 8
（各学級

２回
実施予

定）

授業における学習支援
（中学３年生の家庭科被
服実習支援）

2 家庭科の被服実習支援なの
で，実習のできる格好で，来校
してください。
ミシンの使い方指導等の補助
をお願いします。
授業進度の関係で，日程は後
日調整させていただきます。

J3

第二中学校 教諭　石川 淳子 令和３年９月４日（土）
　　　　　※雨天順延

８：00～13：00 1 体育祭の救護・看護補助
（養護教諭の補助）

2 養護教諭を目指す学生を希望
します。
動きやすい服装で参加願いま
す。
昼食は実費です。
派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

J4

緑岡中学校 教諭　谷貝理恵 令和３年５月28日（金），
６月４日（金）

８：20～12：30 3 特別な支援を要する生徒
に対する個別支援

1 派遣学生の自家用車での来校
を許可します。

J5

飯富中学校 教諭　小松﨑渉 令和３年９月４日（土）
※　予備日は９月５日
（日）

７：00～13：00 1 体育祭の看護補助 5 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 養護教諭　秋葉悦
子

令和３年９月４日（土）
※　予備日は９月５日
（日）

８：00～13：00 1 学校行事の補助
（体育祭：救護係補助）

2 体育祭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。

J7
第一中学校 講師　伊藤知子 1 学校行事の補助

（体育祭：救護係補助）
2

J8

第一中学校 講師　伊藤知子 令和３年11月16日（火）
令和３年11月30日（火）
令和３年12月１日（水）
令和３年12月９日（木）
（日程は変更になること
があります。）

10：00～12：30 4 授業における学習支援
（家庭科における調理実
習補助）

２～３ 調理実習のため，エプロン，三
角巾等を持参してください。
日程は変更になる場合があり
ます。

J9

第一中学校 教諭　山田　知 令和３年11月８日（月）
令和３年11月17日（水）
令和３年12月13日（月）
令和４年１月31日（月）
令和４年２月28日（月）

15：00～15：40 5 学習の補助
（本校で実施している一中
検定という学習の採点を
手伝っていただきたい。）

11 学校行事等の関係で日程が変
更になる場合があります。

J10

第五中学校 教頭　海藤一幸 令和３年11月～令和４
年２月25日(金）

15：30～17：00 週１～４
回

火曜日
～

金曜日

放課後の３年生の受験勉
強補助

4 曜日や日数，人数については
相談に応じます。

J11

双葉台中学校 教諭　鈴木陽子 令和３年11月～令和４
年２月
月～金（来られる曜日で
可）

8：30～15：10
（来られる時

間で可）

16 授業における学習支援
（英語科）

3 自家用車での来校を許可しま
す。

J12

双葉台中学
校

教諭　鈴木陽子 令和３年11月～令和４
年２月
月～金（来られる曜日で
可）

8：30～15：10
（来られる時

間で可）

16 授業における学習支援
（社会科）

2 自家用車での来校を許可しま
す。

J13

双葉台中学
校

教諭　鈴木陽子 令和３年11月～令和４
年２月
月～金（来られる曜日で
可）

8：30～15：10
（来られる時

間で可）

16 授業における学習支援
（数学科）

3 自家用車での来校を許可しま
す。

J14

常澄中学校 教諭　鈴木夏海 令和３年11月～令和４
年1月

8：30～12：20 6 調理実習の補助 のべ12 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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