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世界・日本の出来事
1月6日 中国 武漢で原因不明の肺炎 厚労省が注意喚起

1月14日 WHO新型コロナウイルスを確認
1月16日 日本で初めて感染確認 武漢に渡航した中国籍の男性
1月30日 WHO「国際的な緊急事態」を宣言
2月3日 乗客の感染が確認されたクルーズ船 横浜港に入港
2月13日 国内で初めて感染者死亡 神奈川県に住む80代女性
2月27日 安倍首相 全国すべての小中高校に臨時休校要請の考

え公表

3月9日 専門家会議「3条件重なり避けて」と呼びかけ

3月24日 東京五輪・パラリンピック1年程度延期に

3月29日 志村けんさん死去 新型コロナウイルスによる肺炎で

4月7日 7都道府県に緊急事態宣言「人の接触 最低7割極力8割
削減を」

4月11日 国内の感染者 1日の人数としてはこれまでで最多700人
超

4月16日 「緊急事態宣言」全国に拡大 13都道府県は「特定警戒都
道府県」に

5月4日 政府「緊急事態宣言」5月31日まで延長

5月7日 国内の感染者 1日の人数が100人下回る

5月14日 政府 緊急事態宣言39県で解除 8都道府県は継続

5月20日 夏の全国高校野球 戦後初の中止決定

5月21日 緊急事態宣言 関西は解除 首都圏と北海道は継続

5月25日 緊急事態宣言の解除宣言 約1か月半ぶりに全国で解除

6月2日 初の「東京アラート」都民に警戒呼びかけ

6月8日 世界の感染者24時間で最多の13万6000人

6月19日 都道府県またぐ移動の自粛要請 全国で緩和
6月28日 世界の感染者1000万人こえる

6月29日 世界の死者50万人超える
7月2日 東京都107人の感染拡大100人超は2か月ぶり
7月3日 国内の1日の感染者2か月ぶりに200人超える

7月9日 東京都224人の感染者確認200人超は約3か月ぶり
国内の1日の感染者300人超える5月2日以来

7月10日 国内の1日の感染者400人超える4月24日以来

7月13日 WHO「多くの国が誤った方向に」事態悪化を警告

7月18日 世界の死者60万人超える

7月22日 「GoToトラベル」キャンペーン始まる

国内の1日の感染者795人過去最多

7月23日 東京都366人の感染確認過去最多

7月27日 WHO「パンデミックは加速し続けている」

7月29日 国内の死者1,000人超 岩手で初確認

8月10日 アメリカの感染者数が500万人を超える

8月11日 世界の感染者2000万人をこえる

8月15日 ヨーロッパで感染再拡大を受けた措置相次ぐ
8月17日 4-6月期GDP 年率-27.8％

8月20日 対策分科会 尾身会長「流行はピークに達したとみられ
る」

8月28日 新型コロナ感染者への対応 ルールの見直し検討
政府が新型コロナ対策の新たな方針発表

9月5日 WHO「新型コロナのワクチン 分配開始は来年中頃の見
通し」。”慎重に安全性を確認すべき”という考え示す。

9月9日 世界の製薬会社など9社が新型コロナワクチン開発で”安
全最優先”を宣言

アストラゼネカ新型コロナのワクチン臨床試験を一時的に
中断

9月13日 アストラゼネカ コロナのワクチン 英国内での臨床試験
を再開

新型コロナウイルスへの感染リス
クが常態化する一方、私たちは感
染拡大に気を付けながら日常を取
り戻していかなければなりません。

目まぐるしく変化する新しい状況
に向き合い続けてきた半年を振り
返り、その間に取り組んできたこ
とを募集しました。

全てのくらぶの実践ではありませ
んが、まとめてみると失われたも
のばかりではないことが分かりま
す。

新しい未来につなげる創意工夫を
見つけることができました。

対人間の距離を確保しながらも、
心つながる実践を工夫してやって
きた記録です。

17小学校内にある伊丹市立児童く
らぶは、互いに情報交換ができる
のが強みです。各児童くらぶの取
り組みを参考にし、子どもを真ん
中に、目の前にいる子どもの目が
ドキドキわくわく輝くような取り
組みを工夫して、この難局を乗り
越えていきましょう。

令和2年11月

伊丹市教育委員会事務局

こども未来部子育て支援課

2020年新型コロナ感染拡大で
伊丹市立児童くらぶは、
どのように取り組みましたか？
どのように取り組んでいます
か？

右表引用：
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/chronology/
特設サイト新型コロナウイルス時系列ニュース NHK
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伊丹市立小学校、児童くらぶの出来事

3月3日 伊丹市立小学校休業(3月25日まで)。市立児童くらぶは8時15
分から開所
市内介護老人保健施設のデイケア利用者やその家族で感染
確認が新聞等で連日報道された

3月19日簡素化して卒業式

3月25日小学校、春季休業に入る

4月1日 新年度スタート。新1年生児童くらぶ登園開始
4月7日 予定していた日時に簡素化して始業式
4月8日 簡素化して入学式。5月6日まで小学校の臨時休業延長を決

定

4月14日 「4月16日から5月5日まで特別保育」のお知らせ
4月16日特別保育開始(保護者が医療従事者等の児童のみ対象の預

かり)
緑丘小教諭の感染が判明し、緑丘児童くらぶ休所(17日から
開所)

4月28日 「特別保育5月31日まで延長」のお知らせ

5月19日特別保育対象児童の拡大

5月23日特別保育、終了。利用自粛要請は継続。
5月25日 「新型コロナウイルス感染症に対応した児童くらぶ通常保育

再開ガイドライン」策定

6月1日 小学校分散登校スタート。開所8時15分から。延長保育再開

6月15日給食スタートし通常授業開始。開所時間は下校時からに

8月1日 小学校、夏季休業に入る。（6年生は8月11日から）

8月11日 8月6日改訂「学校における新型コロナウイルス感染症に関す
る衛生管理マニュアル」の改定内容を市内17くらぶに周知

8月17日学校再開、午前授業（給食なし）

8月24日通常授業、給食再開

3月～5月
緊急事態宣言下

私たちは何をしてきたか

↓
3ページ～6ページ

6月学校再開～9月末

緊急事態措置解除後の

新しい保育実践

↓

7ページ～11ページ
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緊急事態宣言下、私たちは何をしてきたか
3月3日～5月25日

消毒～接触による感染を防ぐために

指導員同士、声を掛け合い分担
こまめな消毒を徹底しました。

• ドアノブ、水道蛇口は、約2時間ごと

• 床、机、いす、電気のスイッチ、廊下、トイレは、
毎日朝、夕

• けん玉、おもちゃ、本は毎週土曜日

• 机は、おやつの前にも消毒しました。

• 児童に貸し出した文具、図書は返却時に など

使用する洗剤、消毒剤は、塩素系漂白剤(次亜塩素
酸ナトリウム)(ハイター)、塩化ベンザルコニウム
水溶液(オスバン)等で拭き掃除をしました。

密閉空間を作らないために
密閉した空間で集団感染が発生している
ニュースが相次ぎ、換気の大切さが報じられ
ました。

• 各児童くらぶには空気清浄機を新たに購入
し設置しました。

• 空気を循環させるために扇風機を新たに購
入しまたは、物置から出してきて設置しま
した。

• 換気のための窓の開け放しが難しい雨が降
る日もありましたが、扇風機の稼働で空気
を循環させました。

環境
整備

靴うら消毒～座卓使用の児童くらぶ生活様式ゆえの不安
環境
整備

扇風機の設置～雨降りで窓が開けられない日にも備える
環境
整備

伊丹市立児童くらぶ「新しい生活様式」実践集

感染源を断つための試行錯誤
新型コロナウイルスの感染経路の一つは、
接触感染。極力接触の機会を減らすため
に、他人と共有・共用する物を減らして
いきました。小学校では臨時休業中で
あったこともあり、トイレのスリッパが
撤去された学校もありました。

伊丹市立児童くらぶは座卓を配置し、床
に座る生活様式がほとんど。トイレから
帰ってきた靴でそのまま入室し、児童が
床や上靴を触る不安がありました。くら
ぶ室入り口に消毒液を浸した足ふきマッ
トを設置し、朝、昼食前、おやつ前に定
期的に交換しました。またトイレ用のス
リッパを新しく購入しました。

3

消毒液を浸した足ふきマット

消毒液や液体せっけん、洗剤等並ぶ流し台

換気のための扇風機



緊急事態宣言下、私たちは何をしてきたか

外出自粛要請で外遊びにも厳しい視線
3月9日文部科学省ホームページで「臨時休業でも、
児童生徒が外出したら効果がないのではないか」と
いう問いに対し「屋外で適度な運動をしたり散歩を
したりすること等について妨げるものではなく、感
染リスクを極力減らしながら適切な行動をとってい
ただくことが重要」との答えが示されました。しか
し、4月7日に兵庫県を含む7都府県に緊急事態宣言
が出され、「人の接触 最低7割極力8割削減を」と
いう要請があってからは、地域の人々の厳しいご意
見をいただくことが増え、学校の校庭開放中止の方
針もあったことから、ほとんどの児童くらぶでは外
遊びを自粛しました。在籍の児童から「なぜ外で遊
べないの？」、保護者から「遊ばせてほしい」とい
うご意見が多数あがりました。

密集・密接を避ける工夫

4月7日緊急事態宣言等による児童くらぶの利用自
粛、4月16日から、保護者が医療従事者など限定
した職業に従事する児童のみを受け入れる特別保
育の開始で出席児童が減少しました。また、学校
休業中の空き教室を借りることができたため、長
机に1～2人で座るなど他児との距離を確保し密集
を避けて過ごしました。

手洗い場、登校下校時の下足箱前、おやつの配布
時、外遊びに行くときの出入口付近など密集しが
ちな場面も、グループに分けて時間差で行う/出
口と入口を分ける/机や床にビニールテープなど
で立つ位置や座る位置、座ってはいけない位置を
示す/人数制限を設けるなど工夫をし、密集、密
接を避けました。

1日の保育プログラムは、集団で楽しむクイズや
ゲーム、終わりの会などは無くし、簡略化したり、
一人遊びの時間に振り替えたり変更しました。

少しでも身体を動かす活動を
運動場での外遊びのが粛の代わりに、子どもの表情が明るくなる活動をして過ごしたい。ス
トレスを発散し、体をなまらないようにしたい。そんな願いから、「中庭遊び」「室内での
ストレッチ体操」「校庭めぐり(散歩)」「花見ランチ」「中庭散歩」に取り組むくらぶがあ
りました。

3月、市内高齢者施設での集団感染の発生、全国で学校休業など状況は刻一刻と
緊迫。4月緊急事態宣言以降も、児童くらぶは社会機能を維持する業態として事業

継続を要請されました。各くらぶで子どもの安全を守るため、試行錯誤の感染症対
策を講じました。

外遊びの自粛
遊び
自粛

外遊びの代替策を工夫
運動
確保

学校教室の利用許可、生活動線、時間割の工夫で接触回避
接触
回避
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他人と接触する遊びを回避

レゴやカプラなど密集する遊具の使用はやめました。
接触を避けるため、くらぶのおもちゃの共用(貸出
し)もよくないと判断し、自宅から、図書、文具、
パズル、工作キット、手芸用品など持参してもらう
よう、保護者への協力をお願いしました。

親子で話し合い持参物を工夫している様子がうかが
えました。折り紙や工作を集中して大作を作る、読
書の幅が広がる児童がいた一方、「することがな
い」と訴えたり、自分のやりたいことをみつけるま
で時間がかかったり、家から遊ぶものを持参するの
を忘れたりする児童もいました。

一人で遊べる道具を持参するよう保護者に協力依頼

おやつ接触時の新しいルール

リラックスしておしゃべりしながらの楽しいおやつ
の時間が一変、「マスクを外す＝感染リスク高ま
る」時間に変わり、「なんで？」と問いかける児童
もいましたが、何度もその取り組みが必要な理由を
話し、理解を求めました。

• マスクを外している時間はおしゃべりをしない

• おやつを食べるときには対面で座らない

• 外したマスクを机に置く用にナフキンを持参する

• 果物をむいたり、ホールのケーキを切り分けたり
しない、大袋に各自が手を入れ取り分けたりしな
い(小袋包装のお菓子を指導員が各自に配布)

保護者にはおたよりで協力依頼、児童に
はこまめな声掛け
布マスクの着用は、こまめな声掛けが必要な児童
もいましたが、マスク着用が想定より早く習慣化
しました。

手洗いは、入室時、お弁当・おやつ前、外遊び後
など場面の切り替えとともに手洗いを行うように
し習慣として身につきました。

体調不良時には他者への感染を防ぐため自宅で過
ごすことをお願いし、発熱がないか検温表を連絡
帳に貼り、毎日自宅での検温結果の記入をしても
らいました。

一人
遊び

マスク着用、手洗い、検温を習慣化

マスクを外し感染リスク高まる摂食時の安全を守る工夫

生活
習慣

おや
つつ

伊丹市立児童くらぶ「新しい生活様式」実践集

緊急事態宣言下、私たちは何をしてきたか
3月3日～5月25日

5

4月のおたより

とりわけ易いおやつ



ドキドキの1年生

新1年生のほとんどは、3月末まで保育所で
過ごしていました。児童くらぶのおもちゃ
は使わないというルールで、家から自分の
遊ぶものを持参し荷物が多くて大変だった
でしょう。大声でのおしゃべりは禁止など
新しい環境での新しいルールを守ることに
も戸惑ったお友達もいました。

感染リスクを低減するため利用自粛要請に
応じ、児童くらぶをほとんど利用しなかっ
た在籍児童、保護者の就業が休業要請され
た業態であったため、児童くらぶをずっと
お休みしていた児童もいました。

児童と保護者の協力に感謝
児童は、様々なできないこと(集団遊び、食事
やおやつを食べるときのおしゃべり、大声での
会話、友達とのおもちゃや図書、文具などの貸
し借り)、新しいルール(マスクの着用、手洗い
の徹底、検温)などに、直面しました。

できるだけ児童が理解し納得して行動できるよ
う、説明をしました。「一緒にコロナに勝と
う」「大切な人の命を守るため」という「命」
に関する話を初めてしました。

保護者の方々も誰もが不安の大きい時期でした。
毎日の検温、お弁当作り、マスクの洗濯など保
護者の協力を得られたこと、職員一同深く感謝
しています。

家庭との確実な連携を目指す
くらぶで発熱をして早退をする児童、帰宅後熱発する児童もいました。新型コロナ
ウイルス感染症の感染が拡大している時期で、不安が増大します。

朝自宅での検温の記録を確認し、昼頃くらぶでも検温をし記録をするので、各児童
の様子、体調を把握する指導員の意識が向上しました。くらぶでの様子を、保護者
にできるだけ丁寧に明確に伝えるように努めました。

異例づくめのスタート
新1
年生

検温の継続で体調管理意識の向上
発熱
早退

こどもの「なぜ」にできるだけ丁寧に説明
理解
納得
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緊急事態宣言下、私たちは何をしてきたか

3月、市内高齢者施設での集団感染の発生、全国で学校休業など状況は刻一刻と
緊迫。4月緊急事態宣言以降も、児童くらぶは社会機能を維持する業態として事業

継続を要請されました。各くらぶで子どもの安全を守るため、試行錯誤の感染症対
策を講じました。

新2年生から新1年生へ「児童くらぶってこんなとこ
ろだよ」おたよりで発信

6

児童向けおたより「新型コロナウイルスって何？」など



緊急事態措置解除後の新しい保育実践
6月～9月末

マスクを外すおやつの時間はグループごと
に時間差で

6月1日から学校の分散登校が始まり、6月15日か
ら給食再開、通常登校が開始され、出席人数が増加
しました。一方、学校休業中に借りていた教室等を
返した後は、マスクをはずし飛沫感染のリスクが高
まるおやつの時間に、対人の距離を確保するために、
あるくらぶでは、おやつと外遊びをするグループに
分けました。別のくらぶでは下校後随時おやつを食
べ、食べ終えたら外遊びに行く流れを作り、おやつ
の時間が一斉にならないように工夫をしました。

学校再開後も継続して部屋を利用することができ、
身体的距離の確保できるくらぶもありました。

おやつや食事、宿題をする場所の確保
飛沫感染を予防するために、対人間距離の確保
が必要で、マスクを外す摂食時には対面で座ら
ないようにする新しい生活様式を取り入れるた
め、長机、座卓を購入しました。廃園となった
幼稚園から机やいすの備品を譲り受け、その配
置位置を配慮して対人距離を確保するようにし
たくらぶもあります。

一つの座卓に3人並んで座る場合など、より安
全を確保するために、ブックエンドにアクリル
カードケース(サイズはA4やA3)で衝立を作成
しました。座る位置、対人距離を確保するなど
新しい生活様式を「見える化」することができ
ました。

多くのくらぶでは午睡なし

例年夏休み期間中には、低学年児童の体力を勘案し
午睡時間を設けていましたが、今年は、新型コロナ
感染症対策で、密集しない午睡の場所の確保が困難
であることから、多くのくらぶでは午睡はしないこ
ととし、代わりにゆっくり過ごす時間を設けました。

あるくらぶでは、1年生と2年生以上の希望者のみ
が各自持参したレジャーシートの上で午睡をしまし
た。自分の寝る場所がわかりやすく、児童同士の間
隔が確保され密集を防ぎつつ午睡の時間を確保する
ことができました。

夏休みの午睡、コロナで異変
午睡
午睡

机といすの増設…購入や譲り受け
密接
回避
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扇風機と空気清浄機

日課表（イメージ）

ブックエンドとアクリルカードケースの衝立

タイムスケジュールの変更
密集
回避



緊急事態措置解除後の新しい保育実践

動線を整理し密集を回避
おやつは一人分ずつお皿にセットして、間隔を開け
て順番に取りに来てもらうようにするくらぶがあり
ます。おやつ前の手洗いは班ごとに6人ずつ手洗い
するようにしています。

動線が整理され、接触や密集を防ぐことができるよ
うになりました。

教室の出入口で密集になりがちですが、教室の入口
と出口を固定して一方向の流れを作り、滞留(密集)
を作らないように工夫しているくらぶもあります。

学校授業再開、学校の遊具使用状況に準じて児童くらぶの外遊びを再開

外遊び大好き。緊急事態措置の解除前は外遊びは自粛していましたが、徐々に再開をして
います。感染症予防対策のため接触が多い鬼ごっこやサッカーはまだできません。熱中症
に気を付けるべく酷暑の時期は短時間の外遊びでしたが、学校の授業や休み時間の遊具の
使用状況に準じて、鉄棒、タイヤ等遊具の使用を再開しています。体育の授業で引かれた
線に沿って、リレーやランニングをするなどしました。草や石ころを使って遊んだり虫捕
りをしたり、接触をさけながらのびのび遊ぶ姿が戻ってきています。

6月1日から学校は分散登校が始まり、6月15日から給食再開、通常登校が開始さ

れ、出席人数が増加しました。一方、休業中に学校から借りていた教室等を返さな
ければいけなくなり、「新しい生活様式を取り入れ感染症対策を講じながら、日常を
取り戻していく」という直面した課題を解決しようと日々奮闘しました。

密集や接触が多発するおやつ配布時や出入口の工夫
密集
回避

待ちに待った外遊びの再開
日常
回復

接触回避の一人遊びでも友達とつながる工夫
室内
遊び

パズルを量産、漫画の購入
1人ひとりが楽しめるように、Ibパズル、数字パズルをたくさん作りました。レゴブロック
やワミーを一人遊び用に箱に小分けしました。一人で遊びながらも同じゲームをしている仲
間と競い合ったり、完成を披露しあったり、友達と心つながる工夫をしています。

身体的距離を保ちながら、好きな漫画の話題で盛り上がったり、距離をとりつつ遊べるよう
次のような工夫もしました。

• 漫画「鬼滅の刃」「ドラえもん」「名探偵コナン」を新しく購入しレンタルしました。

• あやとりひもを個人持ちに配布しました。
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おやつ前の手洗い

↓ 1ｂパズル（7パーツ）

↓オンリーワン

数字パズル↑

←色パズル



夏休みらしい体験を楽しもう

感染症対策をしながら夏休みならでは体験を工夫
• ビーチボールでスイカ割り ・4種類の選択工作

• 平和図書の読み聞かせ ・おたのしみおやつ

本物のスイカではなくビーチボールのスイカを使用。目隠しは一人ひとりティッ
シュを挟みました。工作は、作り方工程を紙に書き、指導するときに密接にならな
いように気を付けました。行事を楽しむことは仲間と楽しい時間を共有すること。
身体的距離が離れていても、「こころ」がつながる、仲間と過ごす楽しさを味わい
ました。

オセロ、将棋、トランプの対面ゲーム
は白熱すると密接してしまう

オセロや将棋、トランプなどの対面で行う
ゲームもマスク着用、距離の確保で実施でき
ますが、夢中になってマスクがずれてきたり、
顔を近づけすぎていたりすることもしばしば。
より安心して取り組むために、下の部分が開
いている衝立を導入しました。

伊丹市ボランティア活動センターに登録して
いる木工ボランティアグループ「とんかち」
の皆さんに依頼して児童くらぶ用に8台作成
してもらいました。

長い１日保育、目標をもってコツコ
ツ根気強く取り組む姿も

4分の1に切った折り紙を48枚利用し作る立
方体のブロック。パーツを根気強く作り完成
させた達成感を感じ、ブロックの不思議な動
きを楽しむことができました。長い1日保育
の夏季休業だからこそ取り組める、一人で継
続して集中して取り組める遊びです。同じも
のを作り上げることで、友達とのコミュニ
ケーションをはぐくんでいました。

夏季
休業

折り紙ブロック…友とのコミュニケーションが生まれる
夏季
休業

対面型ゲーム用の飛沫防止衝立を導入
夏季
休業
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緊急事態措置解除後の新しい保育実践
6月～9月末

下の部分が開いていて対戦ゲームができる衝立

↑ぐるぐる万華鏡↑

←折り紙ブロック



緊急事態措置解除後の新しい保育実践

どちらが勝つかドキドキわくわく
【かるたで「よういドン！」】

① かるたのあ行～わ行を2つに分けて、2つの机に分けて置く

② 2つの組に分かれた児童が、机から離れた場所から1人ずつかるたを取りに行く。(応援
する児童も距離をとって座る)

③ 早くかるたを取った児童の多いほうが勝ち

【赤と黒で神経衰弱】

① トランプを赤(ハートとダイヤ)、黒(スペードとクローバー)に分ける。児童は一人ずつ
机の前に座り、トランプの赤と黒どちらかを選んで机に並べ、神経衰弱をしていく。

② トランプを合わせて、早くなくなった方が勝ち

6月1日から学校は分散登校が始まり、6月15日から給食再開、通常登校が開始さ

れ、出席人数が増加しました。一方、休業中に学校から借りていた教室等を返さな
ければいけなくなり、新しい生活様式を取り入れ感染症対策を講じながら、日常を取
り戻していくという直面した課題を解決しようと日々奮闘しました。

接触回避の一人遊び①かるたで「よういドン！」②赤と黒で神経衰弱
一人
遊び

壁面を皆で飾り楽しむ
作品
披露

夏季休業期間には作品コンテスト
部屋遊び、一人遊びで折り紙で凝った物
が作れるようになったので、壁面に貼る
スペースを作りました。各月でテーマを
決めて壁面製作をして掲示しました。夏
休みには「壁面コンテスト」を行い、盛
り上がりました。

他のくらぶでは、牛乳パックを使った作
品作りの後、作品展をし、その感想を書
きました。お友達の作品に感心したり、
「先生に褒められてうれしかった」ど素
直な表現があります。

コロナ禍でやめていたことを順次再開

【当番活動】終わりの会の司会を2～3年生の
当番の仕事に。必ずマスクをし距離を保つこと
に留意します。去年度の経験もあり、堂々と司
会をする姿、人前に出るのが苦手だけど周囲に
助けてもらい頑張る姿が見られます。

【お誕生日会】司会を3年生が務め、久しぶり
の会を盛り上げました。誕生日の主役の児童は
少し照れながら喜んでいました。

【図書の読み聞かせ】距離の確保とマスク着用
で読み聞かせを再開。

日常を取り戻す取り組み…当番活動、お誕生会、読み聞かせなど
日常
回復
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【図書の閲覧】共有NGで図書の閲覧を禁止していたくらぶも、くらぶ室の図書の閲
覧も再開しだしました。おやつ後や宿題後に静かに本を読む児童が増えました。

図書の読み聞かせ

作品展について児童の感想を掲載したくらぶだより



けん玉熱ふたたび…意欲的に取り組む姿

練習、検定に盛り上がっています
児童くらぶといえばけん玉。6月通常授業が再
開以降、新入生にけん玉の指導を再開したくら
ぶがあります。

距離をとって密にならずに楽しめます。上級生
の姿をモデルに目標をもって黙々と技を磨く姿
が見られます。

あるくらぶではけん玉トーナメントを行い、意
欲的にけん玉を始める児童が増えました。

あるくらぶでは、検定を再開し、一人遊びで技
の練習をしていた児童が次々に技を習得して級
が上がり、けん玉熱が盛り上がってきています。

暑い季節の開催

今年は暑い季節の開催になり
ました。消毒の徹底と密集・
密接を作らないよう、入口で
手指消毒液の準備/入口は2か
所に分ける/学年ごとに受付
を設定/席はコーンを置き相
互の距離を確保/窓を開け放
ち大型扇風機で換気をしまし
た。

けん
玉玉

学校の体育館を借りて密集・密接・密閉を回避しながら保護者会保護
者会

あらかじめ用意していた部屋を利用

発熱した児童が、お迎えを待つ間待機する部屋を別に学校に借りており、指導員が
付き添い保護者のお迎えを待ちました。

あらかじめ想定して準備していたので冷静に対応ができました。

慌てず対応
熱発
対応

掃除箇所のチェックシートを作成

通常授業の再開で利用児童が増加、掃除や消毒をする教室や箇所が増加しているた
め指導員は効率よく掃除・消毒に取り組む必要があり、あらかじめ児童の部屋の移
動や指導員の配置分担を決め、重複や無駄が生じないようにするためチェックシー
トを作りました。

消毒・掃除の効率化を工夫
環境
整備
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緊急事態措置解除後の新しい保育実践
6月～9月末

けん玉の練習

体育館を借りて保護者会



伊丹市の児童くらぶって？

伊丹市立児童くらぶ「新しい生活様式」実践集

令和2年11月25日 発行
表紙等イラスト：田中泉先生（荻野児童くらぶ）
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名 称 設 置 場 所 定員

1 伊丹市立伊丹児童くらぶ 伊丹市船原１丁目１番１号 １２０

２ 伊丹市立稲野児童くらぶ 伊丹市昆陽１丁目２１３番地 １２０

３ 伊丹市立南児童くらぶ 伊丹市御願塚２丁目６番１号 １６０

４ 伊丹市立神津児童くらぶ 伊丹市森本１丁目８番地の１ ８０

５ 伊丹市立緑丘児童くらぶ 伊丹市高台２丁目１４番地 ８０

６ 伊丹市立桜台児童くらぶ 伊丹市中野西４丁目１００番地 ８０

７ 伊丹市立天神川児童くらぶ 伊丹市荒牧南３丁目１７番１２号 ８０

８ 伊丹市立笹原児童くらぶ 伊丹市南野６丁目５番３３号 １２０

９ 伊丹市立瑞穂児童くらぶ 伊丹市瑞穂町３丁目５０番地の１ ８０

１０ 伊丹市立有岡児童くらぶ 伊丹市伊丹７丁目１番１号 １２０

１１ 伊丹市立花里児童くらぶ 伊丹市寺本３丁目１３５番地 ４０

１２ 伊丹市立昆陽里児童くらぶ 伊丹市山田２丁目１番２号 ６０

１３ 伊丹市立摂陽児童くらぶ 伊丹市昆陽南２丁目１番５５号 ８０

１４ 伊丹市立鈴原児童くらぶ 伊丹市御願塚６丁目３番１号 ４０

１５ 伊丹市立荻野児童くらぶ 伊丹市荻野２丁目１１番地 ８０

１６ 伊丹市立池尻児童くらぶ 伊丹市池尻６丁目２２１番地 ４５

１７ 伊丹市立鴻池児童くらぶ 伊丹市鴻池４丁目４番５号 ８０
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伊丹市立児童くらぶは、どこ
にありますか？

右の表の通り、全小学校の敷地
内にあります。

保護者の就労や疾病等の理由に
より、昼間おうちで保育が受けら
れない児童を保育することを目的
としています。

児童くらぶ入所対象児童は、
① 市内に住所を有し、小学校等に
在籍する児童

② 保護者の就労、疾病等の理由に
より、月曜日から土曜日までの
間に週3日以上、かつ午後3時
以降まで、児童が家庭で適切な
保育を受けられないことです。

開所日、開所時間は
• 学校の平常授業期間：下校～17時
• 学校の給食の無い期間：下校～17時（弁当持参）
• 土曜日：8時15分～17時
• 長期休業期間（春・夏・冬休み）：8時15分～17時（弁当持参）
• 学校行事等の代休日：8時15分～17時（弁当持参）
• 延長保育開所時間：月曜日～金曜日17時～19時
2020年3月3日で学校が臨時休業になってから、8時15分から開所していました。


