2022 年 4 月 23 日（土）
中 央 学 童 保 育 クラ ブ

２０２２年度 第 1 回 保護者懇談会（議事録）
１．支援員紹介 5 分【秋葉】
施設長：秋葉
ダイヤ担任：仙石・吉永、パール担任：津田・花岡、ルビー担任：山田
近々、玄関に職員の顔写真を掲示します。
２．今年度の保育目標、年間行事予定について 【仙石】＊別紙１参照
・年間保育目標：
１． 自分で登下校、生活の場所が家庭、学校、学童と３ヶ所になるので、身支度など
自立を目指します。家庭に代わる施設ではありますが、集団生活なので、ルー
ルを学び、その中でメリハリをつけて行動していきます。
1 年→まずはクラブの一員として自分のことがしっかりできるようになります。
2 年→一番身近なお手本として、1 年生を気にかけ、サポートしていきます。
3 年以上→クラブのリーダーとして、グループ活動をリードします。
行事の企画・進行をします。
２． 生活の中心は遊びの時間になります。
友達と遊ぶ中では、ルールを共有する中で、気持ちの行き違いが起こり、トラブ
ルになることもあります。トラブルは決して悪いことではなく、むしろ多くのことを
学ぶ機会にもなります。けんかでも、一方的にどちらかが悪いということは少なく、
双方に理由があります。自分の気持ちを大切にすること、言葉で伝えていくこと
をそれぞれに行い、相手を理解していき、関係を築いていく機会を逃さず、必要
に応じて職員がフォローしながら、解決をしていきたいです。
３．新年度の様子 【各クラス担当より】
・2022 年度入会定員 190 名
1 年生 51 名、2 年生 46 名、3 年生 57 名、4 年生 17 名、5 年生 14 名、6 年生 4 名
ダイヤ 111 名、パール 43 名、ルビー（高学年）35 名
＜ダイヤ＞
ダイヤは 111 名在籍の大所帯のため、現在、次のことを大切に保育しています。
① 先生の話を聞く
話をしている先生に対して顔と体を向けること、遊んでいる途中、おやつを食べている
途中でも一回手を止めて話を聞くように声かけしています。
② 学童保育クラブのルールを覚える
「ただいま」「さようなら」のあいさつをします。上履きを履く、名札をつけるなど、基本的
なルールを身につけてほしいと思います。

地震や不審者侵入時などの緊急事態が起きた時に子どもの安全、命を守るために基本的
なルールや生活習慣を身につけ、メリハリをつけて行動してほしいと思っています。4 月当
初は出来ませんでしたが、少しずつ出来るようになっているので、引き続き声をかけていき
ます。
＜パール＞
4 月 1 日、初めての登所に不安でいっぱいの新 1 年生に新 3 年生は身体をかがめ 1 年生
と目線を合わせ「お名前は？」と聞き、ロッカーや下駄箱の案内など優しく接してくれました。
遊びの中でも 2、3 年生が作ったダイナミックなプラレールのコースを使って 3 学年楽しそう
に遊ぶ微笑ましい光景も見かけます。頼もしい上級生となった子どもたちの成長を嬉しく感
じています。コロナ禍で３学年揃っての活動は難しい状況ですが出来る限りの対策を取り、
子どもたちに縦割り保育の良さを味わってほしいと思っています。そして新学期、慣れない
環境の中で子どもたちはよく頑張っています。子どもたちへは、わからなくて困った事、不安
に思う事はすぐに周囲の大人に相談してほしいと繰り返し伝えています。私たち職員も子ど
もたちにとって安心できる存在でいることが出来るよう信頼関係を大切に築いていきたいと
思っています。よろしくお願いします。
＜ルビー＞
子どもも職員も見知った顔ということもあり、親しみのある関係で関わることができていま
す。学校での出来事等も気軽に話してくれる子どもたちです。その反面、思春期ということも
あり、口調が強くなったり態度が悪かったりということもあります。
4 年生以上の高学年ということもあるので、これからの中学校や社会へと向けた常識を見
通し、人（同級生、下級生、大人）への接し方や行動を支援していけたらと思っています。
これからも、よろしくお願いいたします。
４．コドモンの運用方法について（質疑応答含む）【山田】 ＊別紙 2 参照
・従来の連絡帳、メール配信サービスに代わり、使用します。
・毎月のお便りの配布などにも活用します。
・提出している帰り時間届（定例の帰り時間）の変更をする場合、ご連絡ください。
５．お願い、その他 【津田】
・連絡袋の使用方法について
○学童保育クラブと保護者の方との書類やおやつ代の受け取り等につきましては、
連絡袋での受け渡しとなります。
○紛失防止のため、連絡袋は手には持たず、ランドセルやかばんに入れるように
してください。
○連絡袋は在籍期間中使います。紛失、破損した場合は、ご家庭で代替品のご用意
をお願いします。
○連絡袋は学童保育クラブで保管し、必要時に使用しますので、書類等を受け取っ
た後は必ず学童保育クラブまでお戻しください。

・自転車や車でのお迎えについて
○路上駐車や歩道の駐輪は近隣住民の迷惑となりますので、できません。
・小学校の放課後のプログラムへの参加について
○学校が終わったら、基本はまず学童保育クラブに帰ってきます。（所在把握のため）
○例外として、英語教室など、学校にそのまま残って活動する時は、事前に学童保育
クラブへの登所時間と活動場所を知らせてください。
・まちとも（まちわん）への参加について
○学童保育クラブに来てから、自由遊びの時間に、希望者が参加します。
まちともの活動場所は、基本的に、校庭となります。
水曜日や雨天時のみ町一小の校舎内で活動します。
その場合は、まちともスタッフと相談の上、学童保育クラブ在籍児童の利用時間を
決定して、子ども達に周知します。
○オレンジカードについて
学童保育クラブを欠席して、直接まちともを利用する場合、３年生以下のお子さんは、
学級担任の先生の承諾が必要になります。
＊学童保育クラブのお子さんのまちとも利用方法については、１年生のまちとも利用が
始まる５月に詳細を記載したお便りを配付します。
・持ち物について
○すべての持ち物には忘れずに記名をお願いします。
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2022 年度 中央学童保育クラブ年間行事予定
年間指導目標

１．基本的生活習慣と社会性を身に付ける

２．遊びを通して友達との関わりや楽しさを知る

３．相手への思いやりを育て、みんなで居心地よく過ごせるようにする
目標

行事

製作・活動

保護者会共催行事 他

4

学童保育クラブの

4/1(金)入会式

4/23（土）

月

生活リズムを身につけよう

4/19（火）新入生歓迎会

保護者懇談会

（学童保育の生活リズムを身につけよう）

誕生会（４．５月生まれ）

5 月末～6 月中旬

5
月
6

明るく気持ちの良い

個人面談（希望者）

挨拶をしよう
ルールを守って楽しく遊ぼう

誕生会（６月生まれ）

グループ表作り

体調管理に気をつけよう

誕生会（７月生まれ）

七夕飾り

七夕おやつ

検定（けんだま）

誕生会（８月生まれ）

検定（チャレンジオンリー

夏のおたのしみおやつ

ワン）

6/25（土）親子行事

月
7
月

8
月

9
月
10
月
11

規則正しい生活を
心がけよう

なんでもオリンピック
友達の良いところを
見つけよう
季節を感じながら
外で元気よく遊ぼう
製作の楽しみを味わおう

誕生会（９月生まれ）

グループ表作り

お月見おやつ

敬老の日のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

誕生会（１０月生まれ）

ハロウィン製作

情報伝達訓練

なわとび検定

誕生会（１１月生まれ）

勤労感謝の日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
クリスマス製作

月
12

いろいろな遊びに挑戦しよう

誕生会（１２月生まれ）

こま検定

冬のおたのしみ会
月
1

保護者懇談会
寒さに負けない体を作ろう

月
2
月

3
月

12/3（土）

思い出の会に向けて
力を合わせよう

誕生会（１月生まれ）

グループ表作り

1 月末～2 月

鏡開きおやつ

お手玉検定

個人面談（希望者）

誕生会（２月生まれ）

思い出の会にむけて

節分の豆まき
バレンタインチョコレートおやつ

新学年に向けての
準備をしよう

誕生会（３月生まれ）

3/4（土）

ひな祭りおやつ

思い出の会
保護者懇談会

★その他、イラストコンクールや昔あそびの検定、おはなし会等を予定しています。
また、毎月、避難訓練を行っています。（地震・火災・不審者・風水害）
★学童保育クラブの保育時間中に、まちともへの参加やシバヒロ、子どもセンターまあち、芹が谷公園（冒険遊び場
含む）等に行くことがあります。
※日程や内容等は変更になる場合があります。詳細は、クラブ便り等でお知らせしますので、ご確認ください。

コドモンの運用方法についての変更
申請区分

時間変更

変更方法
コドモン＞連絡＞出欠申請＞
入退室予定

4/23改訂

変更内容
時間▼ を押して変更
出席内容を申請
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変更可能時間

それ以降の
変更

学校がある日：当日9時まで
春休み・夏休み・冬休み：
前日17時まで
(コドモンの）

出席→欠席

コドモン＞連絡＞出欠申請＞
欠席

欠席

をタップ

欠席を申請

欠席→出席

コドモン＞連絡＞(右上の)その他＞
その他の連絡

連絡事項にて
・出席する旨と帰り時間、
帰り方法を入力

1人帰り→迎え

コドモン＞連絡＞お迎え＞
お迎えについて

時間▼
誰が？▼ を押して変更
備考は何かあれば記入

迎え→1人帰り

コドモン＞連絡＞(右上の)その他＞
その他の連絡

その他の
連絡

連絡事項にて
・迎えから1人帰りになる旨を入力
・時間の変更もあれば一緒に入力

または

原則当日9時まで

電話

変更の1時間前まで

電話

