
 

 

 

 

 

            

 

 

 

平成 31 年度改訂版 

学童保育 

子ども達の放課後児童クラブ 

～ひまわり学童クラブ・わんぱく学童クラブ～ 

       

大切なお子様の重要な時間を 

   実り多いものにするために… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



学童保育ってどんなところ？ 
学童保育は、共働き世帯の子どもを放課後や長期休み中に預かる施設です。 

「学童クラブ」「放課後キッズクラブ」など地方自治体のよって呼び名は様々です。厚生労働省では、学童保

育について、「放課後児童クラブ」という名称を用いています。 

学校法人仁平学園では、認定こども園黒羽幼稚園で『ひまわり学童クラブ』、くろばね保育園で『わくわく学

童クラブ』を運営しております。 

※平成３１年度くろばね保育園の民営化に伴い放課後児童クラブ『わんぱく学童クラブ』を開設しました。 

 

大切な放課後 

小学生が放課後と長期休みに過ごす時間”年間約 1,600 時間” 

小学校低学年の子どもが学校にいる時間は、年間約 1,200 時間。これに対し、長期休みなども含め放課後に過

ごす時間は、年間約 1,600 時間になり、子どもが放課後過ごす時間は、学校にいる時間よりも、年間約 400

時間も多くなります。 

かつては、子どもたちは放課後に、家庭や地域社会において、家事や自然体験などを通し、基本的な生活習

慣、生活能力、他人に対する思いやりや善意の判断、自立心や自制心、社会的なマナーなどを身につけていま

した。 

しかし、昨今では、核家庭化が進み共働き世帯の増加により家庭や地域社会といった“学校外”でも子どもの

教育機能が低下しています。 

このような社会環境の中、情報教育の育成上、大切な時期である小学生の”放課後の充実”が重要となってき

ます。学童保育は、基本的な生活習慣、生活能力、他人に対する思いやりや善意の判断、自立心や自制心、社

会的なマナーなどを身に着ける場として、注目され始めています。 

 

学童保育の育む力 

 

 

 

学童保育では、学校・クラス・学年などを超えたコミュニティができ、社会性が育まれます。 

大きい子は小さい子の面倒を見てあげたり、小さい子は大きい子に教えてもらったり、大きい子のまねをした

りする中で、それぞれに合った役割や振る舞い方を身につけながら、成長していきます 

 

 

 

 

 



年間を通して起こる小学生の壁  

春 

• 入学後、一週間は給食が始まらず、お昼には帰ってきてしまう。 

• 公設の学童保育の中には 4 月 1 日から利用できないところがある。 

• 保護者会、引き取り訓練、PTA の活動など、入学式以外でも保護者参加の行事が多い。 

 

 

          当園の学童保育は４月１日からスタート！ 

           

夏 

• 学童保育では、昼食がついていないことが多いため、夏休みはお弁当を作らなくてはならない。 

• 定員の問題で“長期休みだけの利用”は出来ない学童保育が多い。 

 

 

 

          夏休み・春休み・秋休み・冬休みは給食提供。 

          あたたかい美味しい給食を食べましょう。 

          長期休みだけの利用も可能です。お問い合わせください。 

秋 

• 行事が多く、仕事の調整が難しい。 

• 日が短くなり、小学校、学童保育から一人で帰らせるのが心配。 

 

 

       学童保育は１８時半まで大切にお子様をお預かりします。 

 小学校からの帰り道は下校時刻に合わせて小学校へはお迎えに伺いますのでご安心ください。 

冬 

• 年度の変わり目で、新しい習い事、塾などを検討し始めるが時間が取れない。 

更に小学生は、幼児を卒業して学童期に移り、思春期へと移行する時期です。知的能力が飛躍的に発達し、自

律的な自我意識を持つ人格が形成されるようになります。発達過程にいる学童期は、幼児期と同様、周囲にい

る大人の存在がとても重要です。 

 

① 登園では体操教室やピアノ教室や英語教室を実施しております。 

           学童保育中に園内で習い事が可能です。宿題が終わったお子様には 

           プラスアルファの教材も準備しております。 

② 複数の担任が常駐しておりますので、お子様の宿題や遊びや活動に 

           誠心誠意向き合います。 

 

 

 



大切な放課後 過ごし方 

平成 30 年度（例）毎年プランは変更があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学童での基本の過ごし方】 

15：30  下校 

（各小学校から園までバスが出ます） 

 

15：45  出欠確認 

健康観察 

紙芝居読み聞かせ 

16：00 

おやつ 

16：15 

宿題や自主学習 ★英語教室・体操教室 

 

16：45    自由活動（部屋・外で自由にあそびます。 

毎週水曜みんなでお教室やホールの掃除があります。） 

 

18：00  お迎え 

 

18：30  学童預かり終了時間 

※18 時を超えると延長料金が発生します。（500 円） 

 

小学生英語教室・体操クラブ 

ピアノ教室も実施しています。 

（黒羽幼稚園にて実施） 

別途申し込みをした人は時間が 

きたらクラブへ移動♪ 

学童にいる時間で習い事や宿題を行

うことができます。 

おやつの時間 

毎回 3 品のおやつがあ

ります。週に 2 回以上手

作りおやつ♪ 

 

毎月 1 回の誕生会 

皆でお祝いしていつもより

豪華なおやつを食べます♪ 

園庭でドッジボールを

したりたくさんのお友

達と遊びます。 

自由遊び 

知育玩具・折り紙・お絵描き・オセ

ロ等ゲームなど皆がお友達と自由に

遊ぶ時間があります。 

先生も必ず在中し、子供たちの様子

を見守ったり、一緒に遊びます。 

紙芝居は担当が決まってい

て子供たちが自ら読みま

す。紙芝居中はとても静か

に聞く子どもたち。読む力

も身に付きます。 

宿題や自学の様子です。 

分からないところは先生に

質問も。教室には辞書や時

計の計算キットも…英語教

室や体操クラブにもご希望

の方は参加できます。 



大切な長期休み 夏休みの過ごし方 

平成 30 年度（例）毎年プランは変更があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期休み中は園外へ出掛けて様々なことを学び全力で遊びます。広いプールで遊んだり、 

昆虫館へ行き虫について学んだり、体を動かすアスレチックなどをお友達と一緒に楽しみます。 

お出かけ先で食べるアイスも子どもたちは大喜びです。シンポジウムなどの芸術との触れ合いも大

切にしています。宿題や自学も毎日実施。大切な毎日を充実した日々にしたいと考えております。 

教室には図鑑や本などの教材もしっかりそろっていますよ。 

休みの期間はプロジェクターを使って映画鑑賞も行われます。大きな画面で見る映画は大人気♪ 

 

 

 



長期休暇は美味しい給食提供がスタート 平成 31 年度より 
出汁は天然出汁、水は９９．９％の純粋使用 

温かいご飯で心も体も温まる 

 

1 日動き回る子ども達の健康と体力を作る給食は、食物アレルギー以外にも専門的知識と工夫が必要であり、

また好き嫌いの無い子どもを育てる役割も担うことにもなりますので、見て、触って、食べて、美味しいと感

じ、食べることが楽しいとなるように提供します。長期の休み期間、お友達と楽しい給食の時間を通して心も

体も元気に過ごしてほしいと思っています。専門の管理栄養士が地域食(郷土料理)にも配慮して健康で丈夫な身

体を作るお手伝いします。（アレルギー食に対応しています。） 

 

本物の追及が無添加、無化学の安心 /安全  

だし素材は、国産の昆布と椎茸。本物の追及が無添加、無化学の安心で安全な天然だしを完成させることがで

きました。少し物足りなく感じる素材の味をあえて子どもたちに味わってもらいたいです。 

 
有機栽培＆地産地消の食材の採用  

 

 

見栄えや形のよいものよりも安心できる食材を選択しています。農家の無農薬野菜を使う場合もありますが、

地産地消を基本に食材の調達を考えて努力しています。出来る限りの有機野菜の使用を行います。 

それは子供たちの食べるものに残留農薬があった場合、ほんの微量であっても発育途中の子ども達にとっては

将来にわたって影響を残す事もありうると考えているからです。全てを無農薬で有機栽培の食材にするには時

間はかかりますが、地道に努力していきたいと考えています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

全ては水から・・・・  

給食で使う水は逆浸透膜浄化システムを使って一般的な浄水方法では除去不可能な部室をほぼ分

離除去します。トリハロメタン、塩素化合物の除去はもちろん、においや味も調え軟水の美味し

い 99％純水を使用し給食を作ります。 

 

 

 

 



普段の学童クラブの様子を学童通信でお伝えします。以下の記事は学童通信の一部を抜粋したものです。 

 

●鬼ごっこ(ゴールデンエイジにもっとも適した遊び) 

 「鬼きめ、鬼きめ、鬼はだあれ？」外に出ると必ず始まるのが「鬼ごっこ」です。鬼ごっこは

外遊びの中で最もポピュラーな遊びです。友達を追いかけたり、友達から追いかけられたりしな

がら、ワーワーと楽しむ「鬼ごっこ」。子ども達には比較的簡単なルールの「氷鬼」や「ふやし鬼」

に人気が集中しているようです。最近は「ぶつかって危ない」といった理由から敬遠されがちと

も聞きますが、子どもの社会性を高め、頭の回転を良くしたり、集中力をコントロールする力を養

うのにもとてもおすすめだそうです。 

                              学童通信 11 月号より 

●表現活動 

 毎日の保育の中で、「もう少し積極的に表現できれば…」と思うことがあります。子どもの表現活動と言えば、

音楽・美術・演劇などを思い浮かべますが、今はそのような既成概念に捕らわれないで、もっと子どもの日頃の

生活に根差した身近なところに、表現の場を見い出す方向にあるようです。例えば自己表現は、勇気がいること

です。友だちの陰口を言ったりあざわらったりしないよう子ども達の仲間同士の人間関係を居心地の良いものに

し、安心して自分を出すことのできる緊張感のない雰囲気がなければなりません。ひまわり学童では、毎日子ど

も達による紙芝居の読み聞かせと、長期休みには 4 コマ漫画作成に取り組んでいます。音読効果(集中力・記憶

力UP)はもちろんのこと、表現力UPも目的の一つです。少しずつ力の付いてきた表現力で、これから行われる

ハロウィンパーティーやクリスマス会に向け、遊びの中から自分達のイメージをふくらませて行ってほしいと思

います。                              

学童通信 10 月号より 

 

●ウォーキング 

 冬休みに幼稚園→黒羽小→幼稚園のコースでウォーキングを行いました。休憩を入れて40分で黒羽小に到着。

教頭先生や諸先生方の心温まる Welcome 対応を受け子ども達も大喜び。広い校庭で野球・サッカー・遊具等で

楽しく体を動かしました。かえり道「那珂川歩道橋」からの眺めはとても美しく、子ども達は橋の上から産卵を

終えたサケを見つけて大はしゃぎ。うっかり持っていたゴムボールを落としてしまい河原に下りて探すことに…。

残念ながら見つけることはできませんでしたが、その代わりに洋服いっぱいに草の実のおみやげをもらい、困っ

た表情に皆で大笑いをしてしまいました。その後、景勝地「高岩」で休憩をとり、心が洗われたところで「高岩

神社」に寄り、皆で二礼・二拍手・一礼の参拝をして無事幼稚園到着となりました。 

                                

学童通信 1 月号より 

●けんか 

 「先生、大変！何とかして」「早く止めてよ、ケンカしているよ」の声に現場へダッシュ。幸いケガもなく一安

心。大きな目からは悔しい涙がポロポロ。ひまわり学童の子ども達は時々ケンカをします。「そんなことでどうし

てそこまで熱くなれるの？」と聞き返したくなる程、些細なことがほとんどです。自分で考えついた方法だけが

正しいと主張したり、友達の意見が聞けなくなったり、力ずくで物を奪い合ったりするうちに、自分で自分をコ

ントロールできなくなりケンカが起きます。周りで見ている方が冷や冷やするほどエスカレートすることもあり

ますが、「危険な場所」や、近くに「武器」になるような物がないかを確認し近くで見守ります。子どもの安全に

関わるような場合は直ちに止めさせます。一通り言い合い落ち着いた所で、できるだけ自分たちで解決するよう

に話をします。学童クラブもまた、学校と同じように人との関わり方を学ぶチャンスがたくさんあります。ケン

カして、ぶつかり合い、仲直りして遊ぶことで真の友情が生まれると信じています。 

         

                                                          学童通信１2 月号 

☆クリスマス会☆ 



概要 

＜対象者＞ 

 小学生（放課後、家庭に保護者がいない等保育が受けられない児童 

＜開設時間＞ 

 開設時間は放課後～午後６時半までです。長期休業中(春休み、夏休み、冬休み、秋休み)土曜日、学校休業日

（行事等振替休日）は午前７時半～午後６時半となります。保護者の方は開設時間終了までにお迎えをお願いし

ます。6 時以降は 6 時～6 時半までで、500 円の延長料金が発生致します。 

 

＜開設学童クラブ＞ 

〇ひまわり学童クラブ  

【場所】    黒羽幼稚園内 

【対象小学校】 川西小学校  金丸小学校   

 

〇わんぱく学童クラブ  

【場所】    くろばね保育園内 

【対象小学校】 黒羽小学校 両郷中央小学校 須賀川小学校 

 

 ※小学校と連携し、園まで送迎があります。（普段登校の際にバスに乗っている方は幼稚園・保育園までの 

学童バスを利用できます。）ただし、ご家庭の事情による個人の送迎は出来かねますのでご了承ください。 

   

＜申し込み時に必要な書類＞ 

①勤務証明書（両親のみ） ②学童クラブ利用申込書 ③利用決定後承諾書提出 

  ※③は今まではご提出ありませんでしたが来年度より市の規定で提出が必要となりました。 

 

＜費用＞ 

月額 8,000 円 （おやつ代金込） 

   ※兄弟姉妹同時 2 人目 6,000 円  3 人目 4,000 円 

（重要）クラブ費についてのお願い 

 学童クラブ費は、学童１人につき年間９,６０００円を月割り（月額８，０００円）にして該当月の初旬に 

納入（前払い）して頂きます。年間一括納入ご希望の方は別途ご連絡ください。※小学校の長期休み、 

またはご利用の有無に関わらず、入会後は月額の学童クラブ費がかかります。ご了承ください。 

 

＜持ち物＞ 

 毎週月曜日コップと月初に上履き 

 

＜長期休業（春、夏、秋、冬等）及び土曜日について＞ 

・期間中は午前７時半～午後６時半まで行っております。※6 時～6 時半までで、500 円の延長料金 

・バスは運行しませんので、送り迎えはご家庭でお願いします。 

・料金は月謝の他に１日５００円～８００円（クラブ入会児童に限ります） 

・ご利用の方は２日前までにご連絡ください。 

・帽子、ハンカチ、お弁当、飲み物、コップ、上履きを持たせてください 

 

 

 



 

コース選択について 

 

☆長期預かり期間  月謝別途 1 日 500 円～800 円（下記詳細） 

（夏休み・秋休み・冬休み・春休み）（土曜日は 500 円お弁当コースのみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【夏休み等別途預かり料金詳細】 

夏休みなどの長期休み期間中、温かい給食を毎日食べられます。 

1 日 800 円コースを選択しますと給食提供となります。 

1 日 500 円コースの方はお弁当をご持参ください。 

 

【土曜日・振替休日に関して】 

お弁当コースのみとなります。ご了承下さい。 

    

 

◇スポット利用◇ 

  何らかのご事情があり、学童クラブを短期間の利用をする場合  
平日 1,000 円（おやつ込み） 土・長期休業中 1 日 2,000 円（長期休業のみ給食提供） 

でのご利用が可能です。0287-54-0471 までお問合せ下さい。別途申込書を記入していた 

だきます。※スポットの場合は、勤務証明書は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お弁当コース 

1 日５00 円 

ご家庭からお弁当を 

ご持参ください。 

※おやつの提供あり 

給食コース 

1 日 800 円 

毎日温かい給食が提供

されます。栄養バランス

の取れた食事を食べら

れます。 

※おやつの提供あり 

 

長期預かり前には 

どちらかのコースをご選択頂きます。 

一度選択しますと変更はできません。 

 



学童クラブ申し込み方法 

 

 

＜平成 31 年度学童クラブ申し込みに関して＞ 

平成 31 年 1 月１０日（木）～平成 31 年 3 月 15 日（金）までに下記にお申し込み下さい。 

定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

① 学童クラブ申込書と勤務証明書を提出  

※提出先は各園にお願い致します。 

          ↓ 

② 園から利用決定書が届きます。 

（定員の関係でお断りする場合もございますので決定書が来るまでお待ちください。） 

          ↓ 

③ 利用決定書が届いたら、承諾書をご記入の上ご提出ください。 

承諾書未提出の場合は学童クラブの利用ができませんのでご注意ください。 

            ↓ 

④ 体操クラブ・英語教室・ピアノ教室をお申し込みの方は 

別途申込書にご記入下さい。 

   ※定員があるため早めにお申し込み下さい。 

   ※くろばね保育園のわんぱく学童クラブ在籍生は、習い事の際には 

黒羽幼稚園へお送り致しますのでご安心ください。 

  

             

 

 



学童クラブ入会後規約等 

 

＜入所申請後及び退所について＞ 

 入所申請後、申請内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更の旨を担当指導員へお伝えください。また、学

童クラブを退所する場合は、退所届に必要事項を記入の上ご提出ください。（退所届は学童クラブにあります） 

なお、退所する場合には原則として 15 日までに退所届の提出が必要になりますのでご記入のうえご提出下さ

い。 

 

＜個人情報について＞ 

申請内容を記載した書類、証明書等の内容及びその他児童に関する情報は、学童クラブの運営のために使用す

るもので、その他の目的に使用することはありません。 

 

 

＜その他＞ 

・ひまわり学童クラブはキリスト教の精神を教育方針とした学校法人運営の学童クラブのため、おやつや活動等

の前にお祈りをすることがありますが、児童への強制はありませんのでご了承ください。 

 わんぱく学童クラブはおやつ前のご挨拶のみです。 

 

・利用時には次のような持ち物はトラブルの原因になりますので持参しないでください。 

現金、漫画本、ゲーム、ゲーム攻略本、カードゲーム、おもちゃ 

 

・学童クラブに関するご意見、ご要望等がございましたら、 

直接指導員または黒羽幼稚園（０２８７－５４－０４７１）までお知らせください。  

 

・インフルエンザ等感染症にかかった場合は必ず学童クラブへもご連絡ください。 

 

・学童クラブを休むときは必ず学校と各学童クラブへご連絡ください。 

  ＴＥＬ ０２８７－５４－０４７１（黒羽幼稚園） ０２８７―５９―７０５５（くろばね保育園） 

 ※学校も学童も連絡を受けていない場合は学童クラブへ送くりしてしまいます。 

子どもだけの言い伝えはご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

その他問い合わせは 

   

学童クラブ責任者 栗田までご連絡ください。  

TEL  0287-54-0471 

MAIL mail@@kurobane-gakuen.com 

 

http://kurobane-gakuen.com/


 

 

 

 

 

 

 

 
                  


