
放課後子ども教室実績報告書

　○月曜日は、学習支援教室を中心に行っ
　　てきました。子ども達はがんばりノートを
　　開き、宿題をすることが日課になり、学習
　　習慣が身に付いた。

　○おやつ作り教室や、物づくり教室を通して
　　１年生から４年生までの縦割り活動で、１
　　年生の面倒をみてくれ、みんなで協力して
　　楽しく教室を行うことができた。

　
　●子ども達の安全管理や、指導に関われ
　　るボランティアの方の確保が大変だった。
　　多くの方の協力を得るために募集の工夫
　　が必要である。

　　５５回

H22年度

　○玩具作り（昔のおもちゃづくり）

　○学　習　支　援

　○水　泳　教　室

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー      ４人

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　　    　　２０人

　　月曜日　　　　３ 時　～　４：４５分　   

　　金曜日　　　　２ 時　～　４：４５分　   

　♢ 子　　ど　　も　　　　　　　　　　　 ２６人

☆参加者の声☆ 

うるま市 

天願小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

   

・いろいろな教室に参加できて、とても楽しかったです。 

 今年は、眞盛さんと一緒に畑に野菜を植え、水かけも頑張りました。 

 収穫の日がとても楽しみでした。ジャガイモでポテトサラダを作った 

 り、キャベツ、にんじんでお好み焼きを作ってもらい、とてもおいし 

 かったです。 

写真を貼って下さい！ 写真を貼って下さい！ 



放課後子ども教室実績報告書

○三味線教室：地域のイベントに参加したり
　野村琉ｺﾝｸｰﾙにも数名の児童が参加した。
○水泳教室：当初は顔つけしか出来なかった
　生徒がｸﾛｰﾙ等で自己ﾍﾞｽﾄを更新したり、
　他の泳法に挑戦する児童もいた。
○ﾊﾟｿｺﾝ教室：お絵かきが上手になり、ローマ
　字打ちが出来るようになり、インターネットを
　活用した調べものもスムーズに出来るよう
　になった。

●三味線教室：前年からの子ども達と、今年か
ら始めた子ども達への課題曲の選定等意欲を
持たせるような方法を考えていきたい。
●水泳教室：水を怖がる子に対して、明確な目
標を持たせることで、意欲につなげ、達成感を
味わわせるような指導方法の確立を目指した
い。
●パソコン教室：情報リテラシーの向上を目指
し、パソコンを通じ多くの情報を子供達の興味
につなげていけたらと思います。

　♢ 子　ど　も　　　　　　　　　　　　　１６人

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー    ４ 人

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　　 　 　　 ０人

H22年度

水曜日　　１７　時　～　１８：３０分　（三線）
○三味線教室
　工工四・三味線に触れ、郷土の伝統文化
　の良さを感じていく。

○水泳教室
　夏休みの期間を利用して、「水に慣れ、一
　人一人が目標を持ち、基本をマスターする
　事」を目的に、活動していく。

○パソコン教室
　パソコンに触れ、慣れ、親しむこと。タイピン
　グの練習を主に練習していく。

月曜日　　　９　時　～　１０　時　（水泳）

木曜日　　１３　時　～　１４　時　（水泳）

金曜日　　１６　時　～　１７　時　(パソコン)

　　　６５回

☆参加者の声☆ 

うるま市 

川崎小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

  

・（三線教室）初めて曲が弾けたときは、嬉しかったです。今度は曲と歌 

  が同時 に出来るように頑張ります。 

・（水泳教室）目標の２５Ｍをクロールで泳げるようになりました。次は 

  ５０Ｍを目標にします。また、平泳ぎ、覚えたいです。 

写真を貼って下さい！ 写真を貼って下さい！ 



放課後子ども教室実績報告書

　

　○水泳教室は泳ぐのが苦手な児童が、こ
　　の教室に参加して泳げるようになったり、
　　目標達成できた子が多いです。

　●同じメンバ－で活動しているので、もっと
　　ボランティアの方を増やしたい。

　○音楽教室は、みんなで教えあい、数曲
　　演奏ができるようになった。

　♢ 子　　ど　　も　　　　　 　　　  　２２ 人

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー    ４ 人

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　  　    ７８ 人

　○水泳教室

　　　５５　　回
　○音楽教室

H22年度

水・金曜日　　１５時３０分　～　１７時  

☆参加者の声☆ 

うるま市 

あげな小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

   

 

・水泳教室に行って泳げるようになったので、とてもうれしかったです。 

 

・音楽教室は、夏まつりや１３祝いのオ－プニングで演奏することができ 

 てドキドキしたけど楽しかったです。 

写真を貼って下さい！ 写真を貼って下さい！ 



放課後子ども教室実績報告書

○子どもたちが学習に対してしっかり取り組
　めるようになった。
○家庭学習に進む前に基本が学べてよりス
　ムーズになった。
○１年生は、計算をまちがえずに解けるよう
　になってきた。
○漢字の読みが良くわかるようになった。
○落ち着いて文字の書ける子が増えてきた。

　●学習理解度に差がでた場合、十分な個
　　別学習が行えなかった。
　
　●本読み指導をもう少し重点化したい。
　
　●ボランティアの都合で休む場合の連らく
　　体制をもっと強化したい。
　
　●ボランティアの人数をもっと増やしたい

　♢ 子　　ど　　も　　　　　　　　　 　　３１人

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー  　　４人

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　　  　　　２６人

H22年度

火・木曜日　３　時　～　４時30分
○学習支援（授業の復習・自主学習支援）

○エイサー指導

○パソコン教室（調べ学習）

○本読み練習　　　○読書活動

○生涯学習フェスティバルへの参加（一部）

　　　４５回

☆参加者の声☆ 

うるま市 

田場小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

   

・家で勉強するよりわかりやすくていいです。 

・友達もいっしょに勉強できるので楽しいです。 

・コンピュータを使って調べるのが楽しいです。 

・先生が教えてくれるので家庭学習も進みます。 

・たいこの練習はきついけど楽しいです。 

写真を貼って下さい！ 写真を貼って下さい！ 



放課後子ども教室実績報告書

　○友達や学年の違う子と勉強することで、
　　お互い教えあったり、下の子の面倒を見
　　たりして学習や生活面での成長が見られ
　　た。
　○空手の生涯学習フェスティバルの参加で
　　おとなしい子が、人前へ出ることで自信に
　　つながり学習意欲も高まっている。

　●参加人数が多いと安全管理が難しく、保
　　護者は学校の管理だと思い、任せっきり
　　になっているので、もっと理解を深め多く
　　の保護者がボランティアで参加できるよう
　　にしたい。

月～金曜日　　２：３０分　～　４時
　○寺子屋（学習支援）

　○空　手　教　室

　○習　字　教　室

　○クリーン教室

　　　１０３回

　♢ 子　　ど　　も　　　　　　 　　　 　１３ 人

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー      ４人

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　　  　 　２３ 人

H22年度

☆参加者の声☆ 

うるま市 

具志川小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

   

・寺子屋で友達と勉強すると、楽しそうで生き生きしているので、日数を 

 もう少し多くして欲しい（保護者） 

・習字を始めてから普段の字も丁寧に書くようになりました。 

・夏休みに学校を掃除したり花を植えて気持ちがよくて楽しかったです。 

・空手の発表はドキドキしたけどみんなに褒めてもらえて嬉しかったです 

写真を貼って下さい！ 写真を貼って下さい！ 



放課後子ども教室実績報告書

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　　 　 　　３０人

○今年度は、講師の先生をお願いして、昔遊
びや昔のお話などをしてもらった。また、七夕
には笹の枝に短冊を飾ったり、ＰＴＡ文化祭
に合せポスター製作も行った。今年度は、指
導員に学習支援ヘルパーの先生の協力を得
ることが出来たため、前年度に比べ、子ども
同士のもめごとやケンカも少なく、落ち着いて
活動をすることが出来た。来年度も是非、先
生方の協力・指導をお願いしたいと思う。

●指導員に余裕があるのであれば、保護者
からの要望があるように、教室の活動の内
容や様子を定期的にお知らせするのも必要
だと思う。
●毎年の課題だが、低学年の児童が多いこ
ともあり、子どもによっては、全く言うことを聞
かないで走る回る子もいる。安全面での不安
も少なくないので、引き続き保護者へ家庭で
の指導を呼びかけ協力してもらうようにして
いきたい。

H22年度

月～金曜日　　１５時　～　１６：３０分
　○学　習　支　援

　○結い太鼓

　○ダンス

　　　　　１０５回

　♢ 子　　ど　　も　　　　　　 　　　 　２２ 人

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー      ４人

☆参加者の声☆ 

うるま市 

兼原小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

 

・お友だちとトランプをして楽しかった。 

・先生にお勉強をみてもらって良く分かった。 

・本を見ながら、難しい折り方も練習して、折り紙が上手になった。 

・オセロが強くなった。 

・みんなで仲良く遊ぶことが出来た。 

写真を貼って下さい！ 写真を貼って下さい！ 



放課後子ども教室実績報告書

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　　 　 　　　２ 人

　○遊びを通してたくさん友達ができ、お互い
　　協力したり工夫して遊んだりすることがで
　　きるようになった。

　○年間を通して楽しく活動ができた。
 

　
　●子ども達の安全管理や指導にボランティ
　　アの確保が難しかった。

　●多くの方に協力を得る為の募集の工夫
　　が必要である。

H２２年度

月・火・金曜日　　　１５ 時　～ １７ 時
○学習支援（しちゃばる教室）

○昔あそび教室
　　６９　　　回

　♢ 子　　ど　　も　　　　　　 　　　　　２０ 人

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー   　８ 人

☆参加者の声☆ 

うるま市 

高江洲小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

   

 ・学期が終わるごとにお楽しみ会があるので楽しかった。 

 

 ・エプロンシアターや紙芝居を読んでもらい楽しかった。 

 

 ・お友達と勉強が出来てたのしかった。 



放課後子ども教室実績報告書

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　　  　 　 １９ 人

　
　○学年を問わず友達になれた。
　
　○家でもプリント・がんばりノート等を
　　自分からやるようになりました。

　
　●手伝う方を増やすこと。
　
　●時間の調整

H22年度

月・火・木・金曜日　　１５時　～　１７時 　
　○学　習　支　援

　○プール教室

　○ものづくり教室

　　　６５回

　♢ 子　　ど　　も　　　　　　 　　　 　　１６人

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー       ４人

☆参加者の声☆ 

うるま市 

中原小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

   

・もっと日程を増やしてほしい。 

 

・時間を増やしてほしい。 

 

・とても楽しかったです。 

写真を貼って下さい！ 写真を貼って下さい！ 



放課後子ども教室実績報告書

  ♢ ボランティア（ 総　数 ）　　  　 　　　７人

○子どもたちが、毎日楽しく参加してくれた。

○がんばりノート「何号になったよー　今日も
　頑張るからね！」と言ってくれて嬉しかった
　です。

○親子水泳教室へは、夏休み中にもかから
　　わず、多くの保護者が協力してくれた。

●放課後子ども教室でいろんな体験・工作
　などをもっと取り入れたいです。

●専用の教室があれば、もっと充実できる。

●水泳等の実技指導者を市で紹介してくれ
　ると助かる。

H22年度

火・水・木曜日　１４時３０分～１６時３０分 　
○がんばりノート　本読み　宿題の自学学習

○リース作りや折り紙遊び

○夏休み親子水泳教室

○うるま市生涯学習フェスティバルへ参加
　（大型紙芝居）　など

　　　　　８０回

　♢ 子　　ど　　も　　　　　　 　　　 　　１５人

　♢ 安全管理員・学習アドバイザー       ４人

☆参加者の声☆ 

うるま市 

赤道小学校区放課後子ども教室 

活動内容 活動日時 

実施回数 

参加人数（１回あたりの平均） 

成 果 課 題 

 

・たのしかった。 

・がんばりノートいっぱい書いたよ。 

・放課後子ども教室で宿題を済ませ、家でゆっくりすごすことができた。 

・水泳教室で泳げるようになった。 

・うるま市生涯学習フェスティバルで大型紙芝居を、みんなの前で読み 

写真を貼って下さい！ 写真を貼って下さい！ 


