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平成3１年度 くろなん学校応援団活動計画
－ 学校・家庭・地域が一体となって子どもの育成に取り組む －

１ 目的
○体験活動支援や環境整備・登下校時の見守り等をとして、子供たちが安心・安全に活動でき
る学習環境を充実させる。

○地域の方々との交流により、子供たちに「生きる力」や「社会力」を身につけさせる。
○地域とともにある学校づくりを推進し、学校に対する信頼を深める。
○児童・教職員・保護者・地域が元気になることにより、地域全体の教育力を高める。

２ 組織の概要

黒浜南小学校

黒浜南小学校 学校応援団

学習応援 安心・安全応援 環境整備応援
－ふれあい推進長－ －ふれあい推進長－ －ふれあい推進長－

ＰＴＡ ＰＴＡ ＰＴＡ

○学習支援 ○安全パトロール ○除草
○体験学習支援（昔の遊び ○登下校時の見守り ○樹木剪定
昔の暮らし体験） ○校外学習での児童支援 ○畑、水田の管理

○学校・保護者・地域のふれあい交流活動

黒南小バザー、学習支援、運動会、みのりの秋集会、

親子除草、くろなんステーションでの交流

○学校・地域双方からの情報の提供・共有

○ふれあい会議の開催

ふれあい会議

○ふれあい推進長会議

○学校応援団会議

○自然に集まろう会

支

援

連絡 ・調整

要請・依頼
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頼

ふれあい推進長

学校と学校応援団の調整役
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３ 主な活動内容

＜学習応援＞

【 国語 】 全学年 お話会・本の読み聞かせ
【 社会 】 ５年 農業体験（田植え・稲刈り）

【 生活 】 １年 昔の遊び（たこ、はごいた、こま、お手玉、おはじき、けん玉）
【 家庭 】 ５年 ミシン操作の支援、エプロン作り

６年 ミシン操作の支援、袋づくり

【総合的な学習の時間】
３年 昔の暮らし体験（七輪・釜での火おこし、凧づくり）
５年 田植え・稲刈り体験
６年 コサージュづくり

【その他】 ４年 ジャガイモ掘り
全校 サツマイモ苗植え・収穫

＜安心安全応援＞
○パトロール 登下校時のパトロール
○声かけ運動 登下校時の声かけと見守り
○校外学習支援 低・中学年の校外学習時の交通安全指導

全校「なかよしウォーク」での交通安全指導

＜環境整備応援＞
○除草・剪定 … 年２回
○畑・水田の管理 … 苗植えや稲刈りの補助

＜放課後子ども教室＞
○月曜日の１４:５０～１５：３５、１～３学年を対象に実施
○サマースクール（夏季休業中、３～６学年で実施）

＜行事＞
○紹介の会(児童への紹介)、ふれあい給食（２年生と）…６月４日（火）
○運動会…５月２５日（土） 予備日 ５月２８日（火）
○ＰＴＡバザー… ６月２９日（土）
○みのりの秋集会…１０月２６日（土）

＜会議等＞
○推進長会議

６月４日（火）、１０月１日（火）、３月３日（火）

○学校応援団会議（学期当初に実施）
４月９日（火）、９月３日（火）、１月９日（木）

○自然に集まろう会 原則 毎月第１火曜日（４・９・１月は応援団会議と共催）
平成３１年４月９日（火）、５月７日（火）、６月４日（火）、７月２日（火）、９月３日（火）

１０月１日（火）、１０月２９日（火）、１２月３日（火）
平成３２年１月９日（木）、２月４日（火）、３月３日（火）
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【平成３１年４月９日現在・今後、変更あり】

４ ご支援いただきたい内容（放課後子ども教室を含む）

要請人数
時期（月日） 学 教科・単元

ご支援いただきたい内容 ＰＴＡ
時間帯 年 行事名等 応援団

本部 各部

４月９日（火）１２：２０頃 一斉下校 ○下校の見守り 可能な方 適宜 地域安全部

４月９日（火）１０:００～ 「第１回学校応援団会議、４月・自然に集まろう会」

４月１０日（水）８：１５～ ○敷地内除草 可能な方 可能な方 可能な方

第１回 親子除草

５月15日（水）３ 社会 ○行き、帰りの交通指導 可能な方 ３年保護者
8:40集合 「学区めぐり」
10:00着 可能な方 可能な方

５月初旬 ３ 総合的な学習の時間 ○黒浜沼までの移動支援 可能な方 可能な方
8:40集合 「黒浜沼探検」
10:40着 ３年保護者

５月９日（木） ４ 社会 ○行き、帰りの交通指導 可能な方 可能な方
8:45発 「消防署（南分署）
11:30着 見学」 ４年保護者

５月中旬 １ 生活科 ○行き、帰りの交通指導 可能な方 可能な方
9:20発 「公園めぐり」
10:30着 １年保護者

５月７日（火） １０:０５～１０：２０ 「学校応援団の皆様を紹介する会（体育館）」
１０:３０～ 「５月・自然に集まろう会」

５月１３日（月） 「おはなしをきいて おりがみをつくろう」 可能な方 可能な方 可能な方

３ １４:５０～１５：３５ くろなんステーション
５月２０日（月）

５月下旬 ５ 総合的な学習の時間 ○田植えの準備 可能な方 ４～ １～
学校発 ９：００ ○田植えの支援

田植え開始９：３０ 田植え ○後片付け

５月１８日（土）８：１５～ ○敷地内除草 可能な方 適宜
ＰＴＡ除草活動

５月２４日（金） ５ 運動会準備 ○テント張り、会場準備等 可能な方 適宜 適宜
６

５月２５日（土） 全 運動会 ○競技、演技の応援 可能な方 適宜 適宜
予備日5月２８日（火） 校
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９:３０～ ふれあい推進長会議（校長室）(バザーについて)
６月４日（火）１０:００～ 「６月・自然に集まろう会」 バザー ＰＴＡとの連絡会

１２:３０～１３：１０ 「２年生とのふれあい給食会（事前申込制）」

６月10日（月） 「えてがみをかこう」 野瀬さん 適宜
２ １４:５０～１５：３５ くろなんステーション

６月17日（月）

６月上旬 ５ 家庭科 ○玉結び、玉どめ 可能な方 可能な方
「はじめてみよう、

ソーイング」 ○名前の縫い取り

６月中～下旬 ４ ジャガイモ掘り ○ジャガイモについて 可能な方 可能な方
○ジャガイモの掘り方 ４年保護者

６月中～下旬 ２ 生活科 ○往復の安全指導等 可能な方 可能な方
「ざりがにつり」 ２年保護者

6月２６日（水）８：１５～ ○敷地内除草 可能な方 可 能 可能な方

第２回 親子除草 な方

6月２９日（土） 全 ＰＴＡバザー ○ＰＴＡバザーへのご支援 可能な方 全員 全員
校

７月２日（火）１０:００～ 「７月・自然に集まろう会」

７月１日（月） 「えてがみをかこう」 野瀬さん 適宜
３ １４:５０～１５：３５ くろなんステーション

７月８日（月）

７月１８日（木）１２：２０頃 一斉下校 ○下校の見守り 可能な方 適宜 地域安全部

7月25日（木） 3 サマースクール ○算数プリントの丸つけ 可能な方 可能な方
26日（金） 4
29日（月） 5 9:30～10:30
30日（火） 6 10:45～11:45

８月２４日（土）８：１５～ ○敷地内除草 可能な方 可能な方 可能な方

第３回 親子除草

９月２日（月）１２：２０頃 一斉下校 ○下校の見守り 可能な方 適宜 地域安全部

９月３日（火）１０:００～ 「第２回学校応援団会議、９月・自然に集まろう会」

９月中旬 ５ 家庭科 ○ミシンの操作 可能な方 可能な方 可能な方
「ミシンぬいにチャレンジ」 ○直線ぬい

９月中旬 ２ 生活科 ○往復の安全指導等 可能な方 可能な方 可能な方
「町たんけん」

９月９日（月） さん 可能な方
１

「おはなしをきいて おりがみをつくろう」
さん

９月３０日（月） １４:５０～１５：３５ くろなんステーション
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９月中旬～ ６ 家庭科 ○ミシン操作の支援 可能な方 可能な方 可能な方
１０月上旬 「生活を楽しくしよ

う～ソーイング」

９月中旬 ５ 総合的な学習の時間 ○交通指導 可能な方 ４～ １～
～下旬 稲刈り ○稲刈りの支援

雨天時(順延) ○後片付け 8:45～12:45

９月19日（木） 全校縦割り行事 ○黒浜公園までの移動支援をお 可能な方 適宜 地域安全部

学校発 １０：００ 全 「なかよし 願いします。
黒浜公園発 校 ウォーク」

１３：３０

＊予備日９／２７（金）

１０月１日（火） ９:３０～ ふれあい推進長会議（校長室） （みのりの秋集会について）
１０:００～ 「１０月・自然に集まろう会」

１０月７日（月） 「竹細工であそぼう！」 可能な方
３ １４:５０～１５：３５ 図工室 さん

１０月２１日（月）

１０月上旬 ３ 社会 ○交通指導 可能な方 可能な方 可能な方
「セキスイハイム
蓮田工場見学」

１０月２５日（金） 全 みのりの秋集会 ○事前準備 可能な方 全員 全員
１４:００～ 校 前日準備

１０月２６日（土） 全 みのりの秋集会 ○出店 可能な方 全員 全員
８:３０～ 校 ○餅つき

１０月２９日（火）１０:００～ 「１１月・自然に集まろう会」

１０月中旬～ 生活科 ○行き、帰りの交通指導 可能な方 可能な方 可能な方
１１月上旬 １ 「秋さがし」

黒浜沼探検

10月２８日（月）
「ゆび先をつかったゲームでたのしもう」

さん 可能な方
２

１４:５０～１５：３５ くろなんステーション
１１月１１日（月）

１１月５日（火） 学校公開（自由に授業が参観できます。）
＜校内絵画展＞ 〈アルソック防犯教室 ４年〉

１１月中旬 ３ 社会 ○往復の安全指導等 可能な方 可能な方 可能な方
「蓮田市図書館見学」

１２月２日（月） 「えいごであそぼう！」 さん 可能な方
１４:５０～１５：３５ くろなんステーション

１２月９日（月） １

11月27日（水） 全 持久走大会 走路員・観察員協力 可能な方 ４人 １～
予備日29日（金） 学 (校庭及び校舎外周)

１２月３日（火）１０:００～ 「１２月・学校応援団自然に集まろう会」
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１２月２３日（月）１２：２０頃 一斉下校 ○下校の見守り 可能な方 適宜 地域安全部

１月８日（水）１２：２０頃 一斉下校 ○下校の見守り 可能な方 適宜 地域安全部

１月９日（木）１０:００～ 「第３回学校応援団会議、１月・学校応援団自然に集まろう会」

１月20日（月） さん 可能な方
２ 「おはなしをきいて おりがみをつくろう」 さん

１月２7日（月） １４:５０～１５：３５ くろなんステーション

１月中旬 ３ 「凧づくり」 ○凧の作り方 さん 可能な方 可能な方

２月４日（火）１０:００～ 「２月・学校応援団自然に集まろう会」

２月3日（月） 「竹とんぼをつくって、とばそう！」 可能な方
３ １４:５０～１５：３５ 図工室 さん

２月１7日（月）

１月中旬 １ 生活科 ○こま ○お手玉 ○おはじき 可能な方 可能な方 可能な方
｢むかしのあそび｣ ○あやとり ○けん玉

○はねつき等を､グループ毎に。

１月下旬 ３ 総合的な学習の時間 ○火のおこし方 可能な方 １～ １～
「火おこし体験」
＊七輪

１月下旬 ３ 総合的な学習の時間 ○ 火のおこし方 可能な方 １～ １～
「火おこし体験」
＊釜戸

２月中旬～ ６ 総合的な学習の時間 ○コサージュづくりのご指導 小松さん 適宜
２月下旬 （卒業関係）

２月１９日（水） 全 ６年生を送る会 ○６年生へのはなむけの様子を 可能な方 ６年生保護者参観

校 ご覧ください。

３月９日（月）
「ゆび先をつかったゲームでたのしもう」

さん 可 能

１
１４:５０～１５：３５ くろなんステーション

な方

３月１６日（月）

２月２８日（金）１５：１５頃 一斉下校 ○下校の見守り 可能な方 適宜 地域安全部

９:３０～ ふれあい推進長会議（校長室） （来年度の計画について）
３月３日（火） １０:００～ 「３月・学校応援団自然に集まろう会」

１０:２５～ 応援団さんありがとうの会（上映会）体育館


