
  平成 28 年７月 13 日 
こども家庭部こども施策企画課  

平成 28年度 ねりっこクラブ 3校の実施状況について 
 

１ ねりっこ学童クラブ  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
２ ねりっこひろば  
 

  登録児童数 
全校児童における 

登録率 

豊玉小 371 73.0％ 

田柄第二小 426 65.4％ 

向山小 386 84.1％ 

 
３ ねりっこ学童クラブとねりっこひろばの交流事業について 

（別紙ひろばだより参照） 
  交流事業や合同イベントの実施例 
   折り紙検定、工作プログラムの日数を月１日から月２～３日に拡大。 

集団遊び、宝探しなどを合同で実施 
学童クラブの職員や子どもが教えるコマやけん玉の交流会 

   ねりっこ学童クラブとひろばの交流タイムの設定、合同の 1年生歓迎イベントなど 
 
４ 関係者間の調整等について 
  ・各校での運営協議会の開催 
・職員やスタッフ同士、学校や学校応援団との連絡調整や情報交換 

  ・週単位月単位での学校との打ちあわせ、合同スタッフ会議等 

  利用定員 
入会児童数 

(平成28年4月1日） 

豊玉小 90 71 

田柄第二小 90 68 

向山小 90 81 

資料６ 



日 曜日 開放日 学校予定 ひろば予定 日 曜日 開放日 学校予定 ひろば予定

1水 ひろば 16木 ひろば 振替休業

2木 ひろば 17金 ひろば

3金 ひろば 18土

4土 19日

5日 20月 ひろば

6月 ひろば 21火 ひろば

7火 ひろば 22水 ひろば

8水 ひろば 23木 ひろば

9木 ひろば 24金 ひろば

10金 ひろば 25土

11土 ひろば
学校公開
音楽会

26日

12日 27月 ひろば

13月 ひろば 28火 ひろば 　　検定

14火 ひろば 29水 ひろば

15水 ひろば 30木 ひろば

開設時間は午後５時まで

ひろば←この印のある日が「とよたまひろば」の開放日です。

5月9日から1年生の利用が始まりました。初日、学校
のクラブ活動と重なってしまい、会議室で受入をすると

いうスタートでしたが、先生に引率されて元気にひろば

にやってきました。スタッフに名札の付け方などをきい

て、無事に受付を済ましていました。

席に着くとすぐに宿題をはじめて、終わるとスタッフの

ところへ来て「次は何をすればいいですか？」と丁寧に

質問していました。スタッフが「遊んでいいんだよ。」と話

すと、とてもうれしそうな表情でうなづいて、お友達と遊

び始めていました。

豊玉小ねりっこクラブ

発行：豊玉小ねりっこクラブ 練馬区豊玉中4-2-20 ☎03-3993-

6 月

発行日：2016年 5月 30日

5月から、1年生が

とよひろにやって

きました。



利用状況

４月の利用は延べ802人（2～6年生）で、１日平
均40人の利用でした。 学年別には4年生が一番
多く265人の利用がありました。

1年生の利用が始まった5月9日以降は、平均50
名を超え15名前後の利用が加わりました。

6時間目があって校庭に出られない時間、ひろ
ば室はとってもにぎやかです。

学童クラブとの交流

6月から、学童クラブのこども達と、交流の時間を
作っていきます。学童クラブで行っている折り紙検

定などに、ひろばのみんなも参加できるようになりま

す。是非挑戦してみてください。

また、和室で、ひろばと学童クラブの子が一緒に

遊べる時間も設けます。いままで、放課後学童クラ

ブとひろばに分かれていたお友達どうしも楽しい時

間がもてるといいですね。

≪おしらせ≫
○ 1年生の帰宅について
一年生のなかには、自宅への道順に自信がなかったり、寂しかったりと、まだひとりで帰るのが不

安なお子さんもいるようです。今一度、お子さんと一緒に下校の道順を実際に歩いてみるなど帰り道

の確認をしていただけるとありがたいです。

○ 持ち物に名前をお願いします。

たくさんのお子さんが利用するため、同じような持ち物を持っていたり、床に落としていたり、また、

忘れ物をしてしまったとき、名前がないとすみやかに本人にお返しすることができません。持ち物には

必ず名前を書いておいてください。

ひろばの様子です！

みんなの希望が多かった、一輪車を、体育館わきの７台を

学校からお借りして利用することができるようになりました。一

輪車はとても人気で、外遊びができる期間は、ほとんど全部

が出払っている状況です。

今まで乗れなかった子も、上手に乗れる子も、元気いっぱい

東側のバスケットコートで、練習したり、遊んだりしています。

学童クラブの子供たちが出てくると、ひろばの子と一緒に手

を取り合ってメリーゴーランドをしたり、おにごっこをしたり、

とっても楽しそうです。
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87人
43人
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田柄第二小ねりっこクラブ ねりっこひろば（ぎんなんひろば）だより            Ｎｏ，７１ 

 
 
 
 
 

   Ｈ.28.6.1 

 １年生のひろば利用も始まった５月。日々２０～３０名の１年生の子どもたちも楽しく利用して

くれています。２カ月が経過し、「１度家に戻ってからのひろば利用も可能」などのねりっこクラ

ブルールも浸透してきています。ひろば・学童みんなが参加できるねりっこクラブ行事も楽しみに

してくれている子どもたちも多いです。以下、その様子も含めた５月のひろばの様子です。 

 

≪５月のひろばの様子≫ 

 ひろば室では、ボードゲーム・ブロック・リカちゃん人形などが 

人気です。校庭では、一輪車・サッカー・ボールあそび・テニス・ 

鬼ごっこ系のあそびが人気です。中でも「まるまるのくに」は 

ひろば・学童・校庭開放の子たちが集まって楽しそうに遊んでいます。 

 『いちょうたをさがせ！』（いちょうたくんの使用許可は校長先生が 

快く出してくださったので実現しました☆）は、第二音楽室をお借り 

して、部屋中に「いちょうたくん」の本物・偽物合わせて３６匹隠し 

ました。どれが本物のいちょうたくんかを探すのですが、まずは隠れているいちょうたくんを全部

探すのが難しい！その中からさらに本物を…となるとかなり難しいのですが、子どもたちは真剣に

がんばっていました。「またやりたい！」という声も多かったので、また近いうちに第二弾を行い

たいと思います。 

 『スライム作り』には、ひろば・学童合わせて１４８名の参加が 

あり、不思議な触感のスライム工作を楽しみました。 

 『つくろうの日』は、毎月人気で、このためにひろばに来る 

という子も多いです。今回はストローで作る空飛ぶトンボを作り 

ました。 

 

 ６月は…、子どもたちの中で「やりたい！」という子がポスターを描いてくれた『ひろばじゃん

けん大会』を１日（水）から順次始めます。また、ひろば・学童・校庭開放の子どもたちで遊ぶ機

会も増えてきたので、『あそぼう！の日』も新しく始めてみたいと思っています。 

 

☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆ 

 

（おまけのなぞなぞ） 正解
せいかい

は一番
いちばん

最後
さ い ご

の「おまけのこたえ」を見
み

てね。 

①動物
どうぶつ

の通
かよ

う学校
がっこう

で、点
てん

をとると大
おお

きくなってしまう動物
どうぶつ

って何
なに

？ 

②世界
せ か い

で一番
いちばん

、キャーキャーいわれているスターは？  ③乗
の

っても歩
ある

かないといけない馬
うま

ってどんな馬
うま

？ 

『つくろうの日』のトンボくん→ 



≪６月の予定≫   ♪校庭・図書館は授業等の都合で時間が変更になることがあります♪ 

６月
１ 2 3 4

学校行事等
ひろば室
開放図書
校庭開放

6 7 親子会③ 8 9 10 11
学校行事等
ひろば室
開放図書
校庭開放

13 14 15 16 17 あそぼう 18 お休み
学校行事等
ひろば室
開放図書
校庭開放

20 21 22 23 24 あそぼう 25 ひろばまつり

学校行事等
ひろば室
開放図書
校庭開放

27 つくろう 28 つくろう 29 30
学校行事等
ひろば室
開放図書
校庭開放 15:30～ 15:30～ 14:30～ 15:30～

13:15～ 14:30～ 14:00～ 14:30～
13:15～ 14:30～ 14:00～ 14:30～
クラブ活動 ホタル観賞会 ホタル観賞会

15:30～ 15:30～ 14:30～ 15:30～ 13:15～

ひろばまつり

詳しくは後日
配布のおたより
を見てください！

13:15～ 14:30～ 13:15～ 14:30～ 13:15～
13:15～ 14:30～ 13:15～ 14:30～ 13:15～
クラブ活動 研究授業 午前授業

15:30～ 15:30～ 13:15～ 15:30～ 15:30～
学校応援団運営

13:15～ 14:30～ 13:15～ 14:30～ 14:30～
13:15～ 14:30～ 13:15～ 14:30～ 14:30～ お休み
クラブ活動 午前授業

15:30～ 14:30～ 15:30～ 15:30～ 13:00～
学校応援団運営

14:30～ 14:00～ 14:30～ 14:30～ 13:00～
お休み 14:30～ 14:00～ 14:30～ 14:30～ 11:15～

振替休業日 3時間授業

移動教室⑤ 移動教室⑤ 午前授業

月 火 水 木 金 土

14:00～
14:00～
15:30～

12:00～
13:00～
13:00～

14:00～
14:00～
14:30～

14:30～
14:30～
15:30～

 

※ねりっこクラブがない日の校庭・図書開放は今まで通り学校応援団の運営で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

昨年度までは学校応援団行事として行っていた『ひろばまつり』ですが、今年からはねりっこクラブも共

催という形で盛り上げていきたいと思います。詳細は後日配布のおたよりを見てください！ 

おまけのこたえ：①犬
いぬ

（点
てん

をとると大
だい

に）   ②ジェットコースター
・ ・ ・

   ③竹馬
たけうま

 

  発 行 ： 田柄第二小ねりっこクラブ （運営委託：テンプスタッフ・ウィッシュ㈱） 

♪☆♪☆♪ 練馬区田柄１－５－２７ 田柄第二小学校内 直通電話03—5997—0023 ♪☆♪☆♪ 

２７日（月）・２８日（火） ぎんなんひろばしつ  なんじにきてもだいじょうぶだよ☆ 

まいつきにんきの こうさくの日です。こんげつはなにかなぁ～？おたのしみに★ 

１７日（金）15:30～16:30  たいいくかん（よてい） 

２４日（金）15:00～16:00  たいいくかん（よてい） 

みんなでたのしくあそんじゃおう！たいいくかんであそぶよてい 

なので、たいいくかんばきをもってきてね！ 



       向山ひろばだより  ＮＯ．３  

                

向山小ねりっこクラブ 03（3926）0958   平成28年5月25日発行 

 

 

 ５月９日(月)から、1年生の向山ひろば利用がはじまりました。東昇降口前に帰りコースごとに並ぶ１年生の 

列のなかに「向山ひろば」の列も作っていただき、「さようなら」のあいさつのあと揃ってひろば室へ行っています。 

ひろば室では、どの学年の子も宿題をしたり、おもちゃで遊んだり、ぬり絵をしたりと思い思いの時間を過ごしてい

ますが、みんなのお楽しみはやはり「ねりっこタイム」、「今日は校庭で一輪車するんだ。」「生活科室で皿回しをした

い！」など、今までより活動のスペースが広がり嬉しそうな子どもたち、友達の輪もどんどん広がっているようです。 

 

◎６月１１日（土） 

学校がある第２土曜日は、 

ひろばを開室しています。 

お弁当と水筒を持って、 

学校終了後に直接ひろばに 

来ることもできますし、 

一度帰宅しお家で昼食を 

済ませてから利用すること 

もできます。 

◎６月１.８.１５.２９（水） 

生活科室でコマ教室があり

ます。コマを回せるようにな

りたい人、コマ回しを楽しみ

たい人はぜひ来てね。 

◎６月６日、２７日（月） 

「みんなで遊ぼう！」 

遊びが大好きな職員と、「ド

ロケイ」や「ドッチボール」

などの集団遊びをします。 

◎６月１７日（金） 

向山小開校記念日のため 

ひろばはお休みです。 

◎６月２４日（木）。 

向山小に来ているALTと 

英語で遊びます。 

◎６月２９日（水） 

外部講師による楽しい工作 

教室があります。 

 

 月 火 水 木 金 土 日 

   １ ２   ３   ４ ５ 

ひろば       

 

  ○ 

コマ教室 

 ○ 

 

 ○  × 

 

 

 校庭     14：30 15：45 15：45   ×  

図書   14：30 15：30 15：30 10：00 10：00 

 ６   ７  ８  ９ １０ １１  １２ 

ひろば ○ み ん な

で遊ぼう 

○ 

 

 ○ 

コマ教室 

  ○ 

 

  ○ ○土曜授業 

ひろばあり 

 

 校庭 15：45 15：45 14：30 15：45 15：45   ×  

 図書 15：30 15：30 14：30 15：30 15：30 13：00 10:00 

  １３   １４  １５ １６  １７ １８ １９ 

ひろば   ○ 

 

  ○ 

 

  ○ 

コマ教室 

○ 

 

× ひ ろ ば

お休み 

  × 

 

 

 校庭 15：45 15：45 13：30 15：45   ×   ×  

 図書 15：30 15：30 13：30 15：30 10：00 10：00 10：00 

 ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 

ひろば ○ ○ ○ 

 

○ ○ALT英

語で遊ぼう 

 × 

 

 

 校庭 15：45 15：45 13：30 15：45 15：45   

 図書 15：30 15：30 13：30 15：30 15：30 10：00 10：00 

   ２７ ２８ ２９ ３０  

ひろば ○ み ん な

で遊ぼう 

  ○ ○工作 

コマ教室 

  ○    

 

 

 

 

校庭 15：45 15：45 14：30 15：45    

図書 15：30 15：30 14：30 15：30    

                                           ※終了は17：00です。 

《６月の予定》 

6/25（土）図書室 

10：00～折り紙教室があります。 



 

                 向山小運動会にともなう向山ひろばの開室・休室について 

28(土)  運動会 

運動会後ひろば開室 

(17:00まで) 

28(土) 雨天の場合 

学校休日  

ひろば休室  

29(日) 運動会 

日曜日のため 

ひろば休室 

 29(日) 雨天の場合 

  学校午前授業 

日曜日のためひろば休室 

  30（月）  

学校振替休日 

ひろば休室 

31(火)運動会 

運動会後ひろば 

開室(17:00まで) 

 

 

                          

★5/13(金) ねりっこ交流会 

  5/7(月)から1年生の利用が始まった「向山ひろば」。ひろばと学童クラブのかわいい1年生たちを歓迎する会「ねりっこ 

交流会」を行いました。当日はたくさんの子がひろばに来てくれて、参加者は学童クラブの子どもたちと合わせて 80名ほど！

まずは、ひろばと学童クラブの上級生たちが、皿回し、けん玉、コマ、ダンス、手品を披露し、ねりっこクラブでの遊びや 

活動を1年生に伝えました。そしてメインイベントは厚生文化会館児童室職員による「やまちゃんの人形劇」、1人で4役を 

こなすこの人形劇に子どもたちは大喜び！翌日「ぼく来週やまちゃんの人形劇を観に厚生文化会館に行くんだ～。」という 

1年生もいました。こうしたことをきっかけに地域の中で子どもたちが安全にすごせる居場所、遊び場所が、子どもたちに 

広がっていってくれると嬉しいです。地域の中で見守られながら、すくすくと元気に成長していってほしいですね！    

 ★5/16（月）.19（木） 英語で遊ぼう！ 

  小学校のご好意で実現したＡＬＴとの英語遊び。放課後、ねりっこクラブの時間に生活科室で希望者が参加しました。 

「嬉しい」「悲しい」「お腹がすいた」などをジェスチャーを交えながら英語で言ったり、伝言ゲームのように後ろの人に英語で 

伝えていったり、ネイティヴスピーカーの英語に触れ、子どもたちなりに何かを感じたとったようです。終わってからも先生 

の真似をして英語で話している様子があちこちでみられました。これからも月に1回程度、ねりっこクラブの時間に設定して 

くれています。たくさんの子どもたちに参加してほしいと思っています。 

★さとっぴのコマ教室（水曜日）                              ★工作教室 

昔遊びシリーズ第一弾はコマ。                      希望者が参加できる工作教室。ねりっこクラブに 

1学期の間は生活科室で学童クラブ職員がコマを教えます。      なって初めての工作は「おにぎりべんとう」でした。 

初回のコマ教室（5/18）は、大盛況。初めての子はコマの        おにぎりが大きくなりすぎて 

巻き方から教わり、真剣な表情で挑戦！すでに回せる子たちは     プラケースに入らないという 

コマ台に設定された点数が書かれた的を狙って楽しそうに       食いしん坊さんも 

遊んでいました。慣れてきたらコマ検定をしていきます。       いましたよ（笑） 

 

 ☀ねりっこクラブでの行事や活動の様子は、ひろば室前に掲示しています。お時間のある方は見にいらしてくださいね！ 

                                                                                       

 
 
 

                                                             

 
 
 
 

 
 
 

ねりまキッズ安心メールをご利用の皆さまへ お願い 

キッズ安心メールのカードを入れているカードケースの伸びる

バネのような部分を持って振り回したり、他の子が後ろから 

引っぱったりしていることが見受けられ、けがや破損につなが

る恐れがあると危惧しています。カードケースは使用時以外、 

ランドセルからぶら下げたままの状態にはせず、ランドセルの

ポケット等に入れる、またはバネのような部分を外してカード

を入れているケースを直接ランドセルにつける、などのご対応

をお願いいたします。こちらでも安全に使用できるよう、子ど

もたちに話をしていきますが、ご協力をどうぞよろしくお願い

いたします。 

向山小ねりっこクラブオープニング記念 

「ゆめいろコンサート」のお知らせ 

「向山小ねりっこクラブ」を運営委託しております

「NPO法人グランマ富士見台」が、向山小ねりっこ

クラブの開始を記念し、プロの音楽家、イラスト 

レーターによる楽しいコンサートを開催します。 

皆さまお誘い合わせの上、ぜひお越しください！ 

・日時：6月11日（土）15：00（PTA総会終了後） 

・場所：向山小体育館    ※入場無料です。 

<主催> 特定非営利活動法人グランマ富士見台  

*５月末に学校よりチラシを配布していただきますので、 

ご確認ください。 

５月の活動・行事の様子です！ 


