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1 宮森小学校 53 975 18.4 16 2 2 15

○三線教室
○水泳教室

《保護者の声》
☆家で一人で過ごすよ
りも友達と触れあうこと
が大事な時期なので、
継続してほしい。
☆突然キャンセルにな
ることが困る。
☆終わる時間が早いの
で、もっとやってほし
い。

◇たくさんの曲が三線で演奏できるよう
になってとてもよかった。

◇初めて見た楽譜もすぐに弾けるように
なったのでうれしい。

◇みんなで楽しく三線が弾けてよかった。

◇初めて２５ｍ泳げてとてもうれしかっ
た。

○家でも練習したりして、とても楽しそう。
○友だち同士でふれあう時間になった。
○とても丁寧にわかりやすく教えてもらっ
ている。
○子ども達の技術が確実に高くなってい
る。
○全員が２５ｍ泳げるようになった。

●後半に指導者が一人になって、急に
キャンセルになるときが困った。
●1年間頑張っての発表会があるとよい。
●来年継続するためには指導者数を増
やす必要がある。

2 城前小学校 60 1,824 30.4 15 2 2 88

○学習支援
○切り絵
○プール
○サッカー
○ものづくり
○習字教室

《安全管理員等》
☆静かにしてほしい時
に子どもが走り回っても
注意しない親がいる。
《保護者の声》
☆もっと地域の人を参
加させて地域で子供を
育てる活動を増やして
ほしい。
☆教室の内容によって
参加する学年をわけて
ほしい。
☆学校だよりなどで、も
う尐し活動の様子がわ
かる報告がほしい。

◇先生から習った後，自分で工夫してつ
くるのが楽しかった。
◇コマの芯棒を削るのが楽しくて，細く
削ったら缶の穴より細くなりすぎて失敗し
た。考えな がら削らないといけなかった。
◇お兄ちゃん達はとても上手でさすがだ
なと思った
◇年賀状は小さく書くので意外と難しい

○はじめ，終わりのあいさつがきちんとで
きて 感想も一人一人上手に言えた
○準備や後片付けが全員で分担，率先
してできた
○基礎技能が高まり，スポーツの楽しさ
や心地よさを実感できた
○異学年交流ができた

●時間に間に合わない児童が数名いる

●サッカーボールの数が道具が足りなく
　て指導者の持ち込みが多かった

3 伊波小学校 57 1,003 17.6 16 2 2 30

　
○家庭学習や宿題の支援
○キッズヨガ・ダンスストレッチ
○ものつくり・料理教室
○劇あそび・紙芝居
○室内レク・バンプーダンス
○昔あそび
○プール遊び
　その他

《保護者の声》
☆放課後楽しくすごさせ
てもらって助かります。
教室が無かったら毎日
一人でさみしく過ごさせ
ていたと思います。
☆仕事で学校へ迎えが
できない事がひっか
かっていたが、姉妹で
下校することができると
ういう事で参加させまし
た。

◇いろんな遊びや体験ができてたのし
かったです。
◇家にだれもいないので、チャレンジ教
室に来ると友達や先生がいて遊べて楽し
かったです。

○地域の方々のご協力により普段できな
い体験ができた。
○苦手な事にもチャレンジする姿勢がで
きてきた。
○あいさつや人前で話すことが上手に
なってきた。
○子ども同志で協力して活動を進めてい
く姿が多く見られるようになった。
○地域の方々に、快く支援していただき、
感謝です。

●保護者のボランティアが尐ない。
●欠席する際の連絡がないなど保護者と
の連携が難しい。
●室内の活動が主なので、外に勝手に
出て行く子どもがいて、安全管理面で問
題があった。
●今年度は、体験活動が多かった反面、
疲れている子どももいたので、カリキュラ
ムに余裕を持たせて自由な時間も確保し
たい。

4 伊計小学校 50 235 4.7 11 2 2 0

 
○学習支援教室
○ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ教室
○手作り教室
  放課後宿題や予習を済ませ
た後、学校の体育館で、バドミ
ントンをしています。

《安全管理員等》
☆この地域では学校の
児童らが全員子供会活
動や地域活動に参加し
ているので素晴らしいと
思う。

◇バドミントンの大会で初めて勝てたとき
が一番嬉しくて、もっと練習して強くなりた
いと思いました。
◇手袋を使った指人形づくりでは、怖い
おばけにするために眉や目の形を工夫し
ました。尐し怖いおばけが作れて良かっ
たです。
◇エプロンシアターづくりが一番楽しかっ
たです。「可愛い人形を自分で作ってお
母さんに見せるのを楽しみに作りました。
やる気満々でいいのができたので良かっ
たです。

○他の学校との合同練習を多く取り入れ
ることができ、子ども達同士の交流が活
発になってきた。
○自分の成長を感じることができ、それ
がいろいろな面での自信につながってい
る。
○いろいろな物作りをすることで、子ども
達の生き生きした表情がたくさん見られ
た。
○手作り教室では、母親の参加が多く、
交流の場となった。

●保護者との連携の強化。
●地域ボランティアの数を増やしたい。

平成２２年度うるま市放課後子ども教室実績報告一覧

活　　動　　内　　容
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5 宮城小学校 68 524 7.7 19 2 2 12

 
○バドミントン教室
○踊り教室
○三線教室
　・工工四を見ながら演奏し歌う。
　　渡りざう、きらきら星、
七夕さま、安波節、安里屋ユン
タ,

《安全管理員等》
☆教室の関わってみ
て、教室や児童館が子
供の居場所の１つとし
て地域に必要だと感じ
た。様々な活動に関
わっている子とそうでな
い子とでは違った成長
になると思う。
☆教室をもっと亜ピー
津して地域人材を活か
せるようにしたい。

◇マラソン、体操、フットワーク、ダッ
シュ、打ち合い、ダブルス試合を練習毎
にやったので体力がついたように思う。
◇プリントの問題でむずかしい問題を先
生に教えてもらってわかるようになった。
うれしかった。
◇デイゴ音頭や安里屋ユンタの前奏が
工工四を見ないでひけてうれしかった。
◇野村流の保存会賞を合格して自信が
ついた。

〇たかはなり教室では、
・毎日のように実施し児童の学ぶ意欲が向
上。
・授業の補習で基礎基本の定着が図れた。
・漢字検定前の集中的な学習で合格率
80％。
〇バドミントン教室では、
・県大会を勝ち抜き九州大会へ参加。
・自信になり練習も進んでやるようになっ
た。
〇三線教室では、
・三線は、フェスティバルで堂々と発表でき
た。
・多くの児童が野村流団体の普及賞を受
賞。

●指導者の後継者探し。

6 桃原小学校 60 636 10.6 20 2 2 9

　
○学習支援
　　（基礎・基本の学習）
○伝統芸能
　　（桃原なんだき・エイサー
・豊年口説）
○習字
○そろばん
○バドミントン・一輪車
○英語

《保護者の声》
☆もっと子ども達が積
極的な教室にしてほし
い。
☆習字、そろばんはもと
ろん大事だが、英会話
教室・三味線教室など
も取り組んでほしい。
☆今まで通りでよい。

◇そろばんが８級までいってよかった。
◇今年は、習字が初段になって、自信が
でた。
◇練習はたいへんなときもあるが、級が
あがるとうれしい。
◇先生方や友だちとバドミントンやるのが
楽しい。
◇今年も、英語教室ができた。ゲームと
かがあっておもしろかった。

○そろばん、習字とも検定に合格するこ
とができて、級や段があがってよかった。
○全国たなばた競書大会、全国書き初め
競書大会で金賞や銀賞など入賞が多
かった。
○バドミントン大会に出場できた。
○英語活動への興味関心が高まった。
○みんなが協力してできるときもあった。

●全員がそろわない日が多かった。
●うるさくする人もいた。
●活動日に塾にいく人もいたので、活動
日を来年度検討したい。
●新しい活動も入れたい。（三線や舞踊）

7 平安座小学校 41 681 16.6 21 2 2 21

○学習支援
○三線
○レクレーション
　バドミントン
○手芸教室
○ふるさと教室(伝統文化にふ
れる)
○バルーンアート
○バスケットボール
○クリスマス会

《安全管理員等》
☆地域や保護者が学
校にあまりにも無関心
で任せすぎなことにビッ
クリしました。
☆放課後子ども教室へ
の保護者の意識（関
心）が薄い。

◇最初は難しかったけど出来るように
なって嬉しい。
◇プードルが完璧にできるようになった、
とっても楽しいからまたやりたい。
◇花をかわいく作れて楽しかった。
◇最初はできなかったけど、習ったらでき
て嬉しかった。

○今年度はスポーツ・バルーン・リー
ス作りなどいろいろなものに挑戦して
回を重ねるごとにみんな上手になって
いくのが良く分かりました。片づけもみ
んなで出来ました。

●地域の方の参加がないのでバルー
ンアートの時などたくさんの子どもた
ちが来る教室の時はまとめるのに苦
労しました。　　次年度はボランティア
の参加を促したいと思います。

8 与那城小学校 72 1,346 18.7 13 2 2 0

　
○学習支援

○読みきかせ

○クラシックダンス教室

《保護者の声》
☆もっと楽しく遊べるプ
ランがあればいいと思
う。
☆もっと日数を増やして
ほしい。
☆もっと色々な教室が
あればいいと思う。
☆毎日提供してくれるこ
とを希望します。

◇宿題を学校でおわらせるので、夜テレ
ビを見たり、ゲームができる。

◇宿題が終わっているので、お母さんに
ほめられた。

◇ダンスのステップが難しいけど、曲に合
わせて踊れた時は、とてもうれしくて楽し
いです。

○放課後に宿題をやるという習慣づ
けも定着してきたと思います。放課後
子ども教室のない日も図書館廊下の
長椅子をを利用して宿題をする姿が
見られます。

○ダンス教室も尐ないながら、何曲か
踊れるようになりました。

●スタッフが同じメンバーになりがち
なので、もう尐しスタッフ募集を工夫し
たい。

●楽しく過ごせる放課後教室の開催
も計画したい。
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9 南原小学校 55 1,139 20.7 10 2 2 13

○学習支援
○室内ﾚｸ
○料理教室（おやつ作り）
○軽ｽﾎﾟｰﾂ教室　ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ
○ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ　ﾄﾞﾛｹｲ等
○野菜栽培
○エコクラフト

《安全管理員等》
☆子ども達が楽しそうに教
室に参加している姿に、こ
の活動の大切さを知った。
☆子どもの心理は難しい

《保護者の声》
☆すべてにおいて、積極
的にあいさつ等が出来る
ような環境を作りたい。
☆毎日週5日何かを教え
てほしい。
☆いつ何の教室をやって
いるのかわからない。

◇いろんな体験が出来てとても楽しかっ
た。
◇毎日あったらいいのに、
◇放課後だけだったから、夏休みや冬休
みもあった方が良かった。
◇手芸教室で物を作ったのがとても良
かった。

○子供たちが学年を超えて交流すること
が出来た。
○塾やクラブ活動してない子供たちが安
心して遊ぶ機会ができた。（親からも好評
だった）
○指導者が交流できて、各種行事に互い
に連携できる連絡網が出来た。
○指導者が学校と頻繁に連絡取ることで
お互いの情報を交換しあうことが出来
た。
○今回3年目で指導者の質の向上がみら
れた。

●指導者不足
●日程の調整
●案内の公文書の配布方法
●教室内容の指導者調整及び活動方法
●教室実施時の必要物品の調達
●連絡方法及び連絡体制（通信費）
●指導者への講習会等（安全教育）

10 勝連小学校 50 1,085 21.7 14 2 2 70

○学習支援
○バレーボール
○ｵｾﾛ・将棋教室
○ﾌﾟｰﾙ教室
○三線
○琉球舞踊
○バスケッット

《安全管理員等》
☆企画から計画、日程、
実行とPTA評議委員会で
話し合われ、活動してき
た。一部の役員に負担が
かかっていて、人材を確保
するのが難しい。

《保護者の声》
☆週１ではなく、開放して、
周辺地域の協力、人材の
確保を行い、曜日によって
教室の種類を変えてもい
いのではないかと思いま
す。

◇子ども教室は、宿題をするので、家に
帰ってから遊べるし、夜、宿題をしなくて
いいから、毎週１回は来るようにしていま
す。（３年生）
◇バスケット教室で、初めて、みんなで、
バスケットのしあいをして、１点きめれて
良かったです。（４年生）
◇礼儀作法から教えていただき、ありが
とうございました。なかなか体験できない
芸能教室にも参加させることができて良
かったです。（保護者）

○色々な種類の教室を通して、様々な経
験ができた。
○子ども教室以外でも、違う学年で仲良
く遊ぶ姿がみられた。

●安全管理員やボランティアの確保。

11 平敷屋小学校 50 1,650 33.0 22 2 2 95

　
○学習支援
○プール
○絵画教室
○ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室
○クリスマスﾂﾘづくり

《安全管理員等》
☆毎日多くの子ども達が
参加していることは、放課
後の居場所を求めている
と感じた。
☆地域のコミュニティー施
設が上手く活用できていな
い。行政側が積極的に関
わっていないと思う。

《保護者の声》
☆地域の年配の方々の協
力もあれば、もっとよい。

◇子ども教室で、友だちと宿題ができて
楽しかった。
◇授業でわからないところがあったけど、
お母さんたちに教えてもらって尐しわかる
ようになりました。
◇子ども教室で勉強していたら、字がき
れいにかけるようになりました。嬉しいで
す。
◇お母さんが来ていっしょに勉強できた
ので嬉しかった。
◇クリスマスリース作りでは個性ある作
品ができあがり、みんな大満足！

○子どもたちの行動が、多方面で積極的
になった。
　
○周囲の大人や地域の人と、明るくあい
さつができる子どもが増えた。

○ルールや決まりを守れる子どもが増え
た。

　
　●地域のコミュニティー施設を上手く活
用できるようにする。
　●子ども教室の効果的なプランの組み
方をじっくり検討する。
　●子ども教室について、もっと多くの父
母に知ってもらうため、周知徹底する。
　●ボランティア（地域から）をもっと増や
していきたい。

12 比嘉小学校 40 580 14.5 13 2 2 24

 
○三線（祝節・かぎやで風・
てぃんさぐの花）
○伝統文化（ハーリー・エイ
サー・ウスデーク）
○野球

《安全管理員等》
☆学校は地域にとって
絶対必要です。教室で
やったことを地域活動
で披露するので、学校
に絶対必要。

《保護者の声》
☆1人1人楽しさや笑顔が
よかった。

◇今日、ノックと試合をして、とても楽し
かったです。次は試合でヒットを打ちたい
です。
◇ノックなどもして、みんながうまくなって
いた。
◇みんなで協力してやって、楽しい試合
ができた。
◇野球をやってたくさん打てたのでよかっ
たです。

○１年生から６年生までの異年齢の子ど
もたちが仲良く、野球を楽しむことができ
た。
○「今日野球教室はありますか。」と、聞
きに来る子がいるくらい野球教室を楽し
みにしている子が多い。
 

●児童の下校時刻と野球教室の時間の
調整(１１月から３月までの下校時刻が４
時３０分であるため、野球教室の時間を１
時間確保するためには、開始時刻を３時
３０分にしなければならない等)
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13 津堅小中学校 40 568 14.2 16 2 2 83

○世代間交流
○習字教室
○伝統文化（エイサー・ウス
デーク・ハーリー）
○読み聞かせ
○ボランティア（環境美化作
業・デイケアへ参加）
○自然体験（追い込み漁）
○スポーツ（ﾊｰﾘｰ・ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ
体験・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） （着衣 水泳）
○地域活動・交流会
○護岸ｸﾘｰﾝ作戦

《安全管理員等》
☆父兄やボランティア
の方の手助けが必要だ
が、なかなか上手くいっ
てないように感じる。
☆たくさんの父兄が参
加できるような企画が
必要に感じる。

◇バドミントンをしてとても疲れたけどとて
も楽しかった。体を動かすと、とても気持
ちいいですこれからも頑張ります。
◇バドミントンはきついけど頑張ったらう
まくなるし楽しいです。
◇若寿会のおばあちゃん達に津堅方言
カルタと読み聞かせをしてもらい楽しかっ
たです。
◇習字を教えてもらい去年よりきれいに
かけました。
◇初めて大きい紙に「大きい空」が上手
かけました楽しかったです。

○地域の若寿会のメンバーと津堅方言カ
ルタ遊びで交流をしながら津堅の方言や
ことわざ等を学ぶことができた。
○小規模校なので個人競技のスポーツし
かできないためバドミントンを始めた。当
初はあまりやる気がなく疲れたとかなん
ぎだとか嫌々ながらやっていたけど今で
は自分たちから進んで取り組むように
なった。

●児童に伴い父母も尐人数のためさらに
仕事を　持っている人が多く管理員にな
る父母が限られている。
●放課後は学校の行事や学年での補習
指導などがあり児童の参加が難しい。長
期休暇や土日、祝祭日に多く行われてい
る。

14 川崎小学校 65 1,021 15.7 12 2 2

 ○水泳教室(夏休み期間を利
用して基本「泳力に応じて、指
導していく」
 ○三線教室エエ四・三線に触
れ郷土の伝統文化を感じてい
く。
 ○パソコン教室はパソコンに
触れ合い慣れていくこと。タイ
ピングの練習を主に練習して
いく。うるま市の情報をｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄでいろいろな事を調べた。

〈安全管理員等〉
☆老人達との交流が持
てたらもっと良いと思
う。また、保護者の参加
が尐なく、子どもの帰宅
に関して不参である。

〈保護者の声〉
☆尐し学校とは違った
部分があるので、親子
参加型などがあればよ
り良いと思います。

◇（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。
◇（コンピュータ教室）インターネットでい
ろんな国の情報を調べたり、お絵かきで
自分の好きなキャラクターを描いたりし
て、楽しかった。

○【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】前年度からの子ども達
と、今年度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。、

15 天願小学校 55 1,447 26.3 11 2 2 19

 
○学習支援　月曜日ー（宿題・
がんばりノート）・物づくり教室
○うちなーぐち教室金曜日ーう
ちなーぐち教室
　月曜日は学習支援教室を中
心に活動していま　　　すが、
季節ごとに、おやつ作りや、制
作活動などを行っています。

◇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、みずかけも頑張り
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。
　又、物づくり教室では、スライムを作っ
たり、かわいいファイルを作ったり楽し
かったです。

○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。

16 あげな小学校 55 1,238 22.5 18 2 2 33

○火曜日・金曜日は　音楽教
室　で主に運動会や学芸会・
その他の行事に向けての演奏
練習
○夏休み　ﾌﾟｰﾙ教室
1年生～3年生対象に水泳指
導

《保護者の声》
☆もう尐し、いろいろな
場所での演奏活動を体
験してほしい。あらゆる
面で次のステップにな
ると思う。 ◇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。

○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。

○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。

●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です。
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17 田場小学校 45 842 18.7 11 2 2 19

　○学習支援（火・木）
　○エイサー（月・水）
　○ﾊﾟｿｺﾝ学習教室
　○生涯学習ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙへの
参加
　　放課後を安全に過ごす場
所を空き教室・ﾊﾟｿｺﾝ室等に確
保し、学習支援、ﾊﾟｿｺﾝ操作、
ｴｲｻｰを通して楽しい放課後の
活動を行う。

《安全管理員等》
☆日頃、宿題をやっていな
い子どもはあまり教室を利
用してない。親も忙しく、子
どもの宿題をみてないよう
で、そういう子らが教室を
利用してほしい。

《保護者の声》
☆いつも同じ子とばかりい
るので、教室にいる他の
子と一緒に取り組めるよう
に出来ればありがたい。

◇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。

○子供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。
○漢字の読みがよくわかるようになって
きた。
○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。
●本読み指導をもう尐し重点化したい。
●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てい
きたい

18 具志川小学校 103 1,329 12.9 12 2 2 29

○寺子屋・・・学習支援
○洋裁教室・・・洋裁による作
品作り
○習字教室・・・毛筆の練習
○クリーン教室

放課後を安全に過ごす空間を
確保し、学習支援、映画鑑賞
会、スポーツ、栽培体験、洋
裁、伝統文化等の体験学習を
行う。

《安全管理員等》
☆学校の理解が薄く、ボラ
ンティアと学校がお互い気
を遣いながら活動してい
て、学校側は受け入れたく
ないのかと感じる。
☆子ども達との活動は楽
しくて、よかった。

《保護者の声》
☆もう尐し大人の人数が
増えると、より子どもを安
心して教室に参加させるこ
とができると思う。

◇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尐し多
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。
◇いろんな物が次々できあがりワクワク
します。もっといろんな物を作りたいで
す。

○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、もっと理解を高め多く
の保護者がボランティアで参加できれば
いいと思う。

19 兼原小学校 105 2,373 22.6 12 2 2 29

○学習支援
○室内ゲーム
○結い太鼓・・・平良川公民館
○ダンス　きむたかのあまわり

放課後、教室や広場、体育
館、公民館等を確保し安全で
有意義な体験活動を実施す
る。ゲーム、手作り工作、室内
スポーツ、読書や宿題などを
行う。

《保護者の声》
☆4年生以上も対象に
してほしい。
☆学童に通わすには経
済的に困難なため、子
ども教室が毎日あれば
助かります。
☆どのような事をしてい
るか、「おたより」などで
知らせてほしい。
☆昔の遊びもこれから
も教えてほしい。

◇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。
◇来年もまた、参加したい。

○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、Ｐ
ＴＡ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
ケンカも尐なく、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
面での不安も尐なくないので、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。

20 高江洲小学校 69 980 14.2 14 2 2 0

○学習支援　・・・しちゃばる教
室（算数ﾌﾟﾘﾝﾄ・国語の読み取
り・ﾌﾟﾘﾝﾄ）宿題
○昔遊び(けん玉・お手玉・輪
ゴム取りｹﾞｰﾑ・紙芝居・縄跳
び・こままわし・おはじき)

《安全管理員等》
☆今後も続けてほし
い。

◇学期が終わるごとに、お楽しみ会がた
のしかった。
◇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。
◇来年もまた参加したいです。

○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
ティアの方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。
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21 中原小学校 65 1,060 16.3 16 2 2 19

○学習支援
○パソコン教室
○プール教室
○もの作り教室

《保護者の声》
☆作る喜びを感じ、とて
も有意義でした。
☆子どもから、学校の
放課後は教室に残るこ
とは禁止されていると聞
きましたが、学校側に
は場所だけでも提供し
ていただきたい。
☆高学年は6時まで教
室を開設していただけ
れば助かります。

◇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。

○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

22 赤道小学校 80 1,160 14.5 13 2 2 7

　
○学習支援
○美化活動
○紙芝居
○読み聞かせ教室
○折り紙教室

《保護者の声》
☆次期に向けての呼び
かけが必要。
☆別の子とふれあえる
いい機会。
☆企画の内容などを知
りたい。
☆家ではできないことを
たくさんやってほしい。

◇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やったの
で、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、みんなの前で読みました。ド
キドキしたけど上手だったとほめられてう
れしかった。

○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。

1,338 23,693 325 44 44 615合　　　　計
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