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   TEL＆FAX (086)250-0201 

   E-MAIL idei-ami@cmd.or.jp 

   http://ami-gakudou.jp/ 
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保護者の皆さんへ 

かいのき児童クラブへの入所にあたって 
 

 かいのき児童クラブは、次世代育成支援対策の一環として、長期休業期間中に岡山大学教職員等

の児童を保育するため、岡山大学が運営する学童保育所です。 

この学童保育業務を、平成２８年度は一般社団法人 子ども學びデザイン研究所が受託すること

になりました。 

 

一般社団法人 子ども學びデザイン研究所では、子どもたちが「人とつながる力」「課題を解決

する力」「将来へ向かう力」の３つの力を育み、バランスのよい大人へと成長できるためのサポー

トをしています。特に当法人は、学童保育でこそ３つの力をしっかり育めると着目し、学童保育を

通して子どもたちに豊かな学びを創り出すことに力を注いでいます。 

 当法人が受託するかいのき児童クラブでは、異年齢の子どもたち同士が共に生活していく中で、

様々な体験を経験として積み重ね、豊かに学び、成長していけるように取り組んでいきます。 

  

そのためには、私たちと子どもたちだけでなく、保護者の方々をはじめ岡山大学や地域の多くの

方々のご支援やご協力が必要となります。皆様方のご協力をどうかよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

保育目標 

かいのき児童クラブは、子どもたちと共に自分づくり・関係づくり・生活づくりを目指

します！ 

１ 子どもの安全・健康・衛生を確保します。 

  ２ 子どもの精神的な安定と安心できる人間関係をつくります。 

  ３ 子どもの自主性・社会性・創造性を育みます。 

 

夏季の保育のねらい 

＜自分づくり＞ ・クラブでの居場所を見つけ、安心してクラブに来ることができる。 

        ・自分の生活の流れをつくることで、主体的に行動できるようにしていく。 

＜関係づくり＞ ・子どもたち自身の遊びや活動の中で繋がりをつくり仲間意識を高める。  

        ・班活動を通して異年齢の関わりを持つ。高学年は、班での活動を通じて低学年

の子どもへの関わり方を学ぶ。 

＜生活づくり＞ ・クラブでの１日の流れなど見通しを持って過ごし、時間と物の自己管理力を高

める。 
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①夏季の保育計画 自分づくり→自分 関係づくり→関係 生活づくり→生活 

 ねらい 取 り 組 み 

７ 月

下旬 

自分やりたい遊び･活動の発見 

関係班の仲間関係の形成 

生活クラブでの生活ルールの確立 

[自由遊び]仲間同士の関わりが深まる為の土

台づくり。 

[班]縦割り班で多様な繋がりを育む。 

[連絡表]自分で遊びや連絡を記録し流れを意

識する。 

[昼食づくり]班やグループで取組み協働関係

を深める。 

[行事の計画]高学年を中心に児童の主体的な

取り組みを目指す。 

[避難訓練]クラブでの避難方法を児童と確認

しルールを知る。 

[お楽しみ会]協働で楽しみを生む為に協力し

て組織的に動く。 

８ 月

上旬 

自分遊びから自主性･創造性の発展 

関係居場所となる集団（班）の組織化 

生活安全意識の形成と生活リズムの確立 

８ 月

下旬 

自分自主的・自治的な遊び･活動への発展 

関係班活動の充実とリーダー育成 

生活生活リズムの自己管理 

 

指導員 

主任指導員：高橋 加奈江（たかちゃん） 

   指導員：土田 澄子 （つっちー）    他スタッフ 

 

１．開設日・開設時間 

（１）開設日・開設時間 

・開設日は、７月２０日（水）～８月３１日（水）です。 

・開設時間は、午前７時 30 分～午後７時です。 

（２）かいのき児童クラブの休日 

・土曜日・日曜日、祝祭日です。８月１２日（金）～８月１６日（火） 

 

２．かいのき児童クラブでの生活 

（１）1 日の流れ      ※これを基本に生活しますが、子どもたちと相談後決定します。 

7:30  9:00  10:00    12:00 13:00     15:00       1７:０0 19:00 
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開 

所 

帰
り
の
会 

朝の会 

学習 

閉 

所 

自由時間 
休
息
タ
イ
ム 

昼 

食 

 

自由時間 
お
や
つ 

班会 

掃除 



 3 

（２）保護者の方へ 

① かいのき児童クラブの用意は子どもにさせてください。登降所時の支度も自分で。 

② かいのき児童クラブへの登所・降所は保護者の責任です。 

③ かいのき児童クラブの学習タイムですることについて親子で良く計画を立てて下さい。

また必ず読書用の本をもたせてください。 

④ すべての持ち物に名前を書いて下さい。 

⑤ 着替えを１セットかいのき児童クラブへ置いて下さい。汗拭きタオル・帽子を必ずご準

備下さい。（よく泥遊びする子は多めに） 

⑥ メールなどかいのき児童クラブからの連絡がとりやすいように設定しておいて下さい。 

⑦ 気になることは指導員まで何でもお尋ね下さい。（指導員へ言いにくいことは法人へ） 

⑧ 早めのお迎えは事前にお知らせ下さい。（子どもの心の準備のために） 

⑨ 岡山大学のサークルがグラウンドを使用する時には、子どもはグラウンドで遊べません。 

⑩ 水曜日は手作り昼食を行います。お弁当はいりませんが、食材（例えば、お米１合など

その都度連絡します。）をお持ちください。 

⑪ 保護者のボランティア協力、保育報告会の参加、アンケート提出 をしてください。 

 

（３）主な行事  現在決まっているものです。詳細は随時決まり次第お知らせします。 

・毎週水曜日 料理の日 （初日 20 日は、カレーです。お米１合と野菜１つ・スプーン） 

・７月２８日（木） 避難訓練 

・9 月 6 日（土） 午前１０時より 保育報告会（場所：かいのき児童クラブ） 

※今年度は、新たな試みとして、行事などは、初日に子どもたちと相談の上決定したいと

思っています。ご家庭の特別な日程のある場合は、お子さんにその日程を伝えておいて

ください。（子どもたちで日程調整をできることもありますので。） 

※なお、実費の負担を含め、保護者の皆様にご協力をお願いすることもあるかと思います

が、よろしくお願いいたします。 

 

３．送迎等について 

（１）かいのき児童クラブへの登所・降所の間については、保護者が責任をお持ちください。 

なお、お迎えの場合、いつもの迎えの時刻に遅れる時や、保護者以外の方がお迎えに来られ

る時は前もって かいのき児童クラブ（０８６－２５１－８５５６）まで連絡してください。 

（２）かいのき児童クラブは午後７時で閉所となります。必ず時間内に迎えに来てください。 

（３）かいのき児童クラブで発熱等により体調が悪くなった場合や、けがをして病院で受診する必

要のある場合は、お迎えをお願いします。 

（４）送迎の車は、所定の専用駐車場（かいのき児童クラブに隣接する南東の空き地）に駐車して

ください。 
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４．家庭とかいのき児童クラブとの連絡 

（１）欠席・早退及びその他の連絡は、連絡帳・メール・電話等により必ずご連絡下さい。また、

事前に分かっている場合は、早めにご連絡いただくなど、無断欠席などがないようにご協力

ください。なお、かいのき児童クラブにメールでご連絡いただく場合は、システム上「件名」

がないと受信できませんので、必ず件名を入れてください。 

（２）住所や緊急連絡先等に変更があった場合は、速やかにお知らせください。 

（３）配布した印刷物等に返事が必要な場合には期限内にお願いします。 

（４）保護者会や保育報告会への出席をお願いいたします。 

（５）その他、かいのき児童クラブのことで分からないことがありましたら、ご遠慮なく指導員に

お尋ねください。また、苦情や要望等伝えにくい場合は、【法人事務局 出井】までご連絡

いただいても結構です。 

 

５．持ってくるもの 

（１）個人用（かいのき児童クラブに置いておきます） 

・着替え（下着も含めて余分にお願いします） 

・タオル 

・サンダル（水遊びをする子は準備をして下さい） 

・虫よけと虫に刺された時のシートや軟膏等（かいのき児童クラブの物では困る方のみ） 

（２）毎日持ってくるもの 

・かいのき児童クラブ連絡ファイル 

・学習に必要なもの（宿題やドリルなど）、筆記用具、本読みタイム用の本 

・弁当（カップ麺は不可とします）、水筒（多めに準備して下さい） 

 

６．安全対策について 

（１）緊急時等に備えて対処法マニュアルを準備しており、指導員の役割に応じて対応できるよう

訓練を受けています。 

（２）クラブの活動中に起きた児童のケガ等に備えて傷害保険（レクリエーション保険）に加入し

ています。また、賠償責任保険にも加入しています。 

 

７．健康等について 

（１）特に配慮をしてほしい事項（発達障害・持病、アレルギー等）がある場合は、指導員にお知

らせください。 

（２）飲み薬がある場合は、ビニール袋等に入れ、名前を記入してください。 

 

 

持ち物には
必ず名前を
書きましょ
う！！ 
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（３）かいのき児童クラブに出席できない病気（学校伝染病）は下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

８．異常気象等の際の保育について 
（１）県下に警報が発令された場合は、子どもの安全を第一に考え、次のように措置したいと思い

ますので、ご理解の上、ご協力をお願いします。 

①午前７時の時点で、岡山地域に暴風警報 が発令されている場合は、閉所する。 

②かいのき児童クラブへ来所後、発令された場合は、かいのき児童クラブから

保護者に連絡致しますので、お迎えに来てください。 

（始めメール一斉送信、１時間後に個別電話） 

（２）かいのき児童クラブ周辺で事故や事件が発生した場合又は発生する恐れのある場合で、子ど

もの安全確保の面からやむを得ないと判断される場合は、岡山大学と協議のうえ、休所しま

す。来所後このような状況になった場合には、保護者に連絡いたしますので、お迎えをお願

いします。 

 

９．その他連絡事項 
（１）保育期間内に撮影した子ども達の写真は、岡山大学ホームページや、かいのき児童クラブ便

り（通信）等に掲載致します。個人情報の取り扱いには十分配慮致しますのでご了承下さい。 

（２）継続の方で連絡用の紙ファイルを持たれている方は、保育の初日に児童に持たせて下さい。 

（３）保育期間内または終了後に、保護者向けの保育報告会と利用者アンケートを実施致しますの

で、必ず出席・提出して下さい。 

（４）7 月１１日（金）までにかいのき児童クラブより、申請書へ記載いただいたメールアドレス

へ確認用メールを送付致しますのでご確認下さい。届かない場合はお手数ですが、かいのき

児童クラブ（kainoki@adm.okayama-u.ac.jp）までメールにてお知らせ下さい。 

※携帯アドレスでのご登録の方は、必ずかいのき児童クラブメールアドレスの受信設定を

行ってください。 

 

１０．保護者会について 
（１）特に会合等はありませんが、親睦会への参加・手伝い、料理の日のお手伝いボランティアな

どが役割としてありますので、ご協力下さい。 

・サポーター（アドレス・内線） 

 上廻 真司 （kamisako-s@adm.okayama-u.ac.jp ・7540（鹿田）） 

 十川 千春 （caoki@md.okayama-u.ac.jp・6662（鹿田）） 

・OB サポーター（アドレス・内線） 

 笹倉 万里子 （sasakura@momo.cs.okayama-u.ac.jp・8247（津島）） 

 栗本 有紀子 （kurimoto@cc.okayama-u.ac.jp・8202/8219（津島）） 

※連絡先の名簿をお渡しする場合がございますが、目的以外には使用しませんので、ご理

解下さい。 

（２）別途会費等はありませんが親睦会の際には内容によって参加費を徴収することがあります。 

インフルエンザ、百日咳、はしか、流行性耳下腺炎、風疹、水ぼうそう、プール熱、結核、マイ

コプラズマ など（その他医師に外出を止められた場合） 

※新型インフルエンザに感染した子どもが一定数出た場合等については、岡山大学や保健所等と

相談のうえ、クラブを休所する場合があります。 


