
  西条市社会福祉協議会



　　　　　　　　　　　　　　　福祉教育推進協力校実践集発刊に当たって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西条市社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　塩　出　　治

誰もが安心して幸せに暮らせる福祉社会をつくるためには、地域で生活する

方々が身近な福祉問題に目を向けた学習を通して地域社会への関心と理解を深

め、参加・実践することによって心豊かな人間形成を図るとともに、福祉問題

を解決する力を身につけることが求められています。このような学習を「福祉

教育」と言い、ふれあいあふれる地域社会を構築する中で、大きな役割を果た

しています。

特に学校における「福祉教育」の実践は、福祉と教育の連携により児童・生

徒の福祉に関する理解と関心を促すことで、家族、地域社会全体の福祉への関

心の高まりにもつながります。学校を核とした福祉の風土づくりに大きな期待

が寄せられているところです。

この背景には、厚生省が昭和52年にスタートさせた「学童・生徒のボラン

ティア活動普及事業」において、学校教育の中で福祉の学習を展開し、児童･生

徒の福祉の心を育てるうえで大きな成果をあげたことや、平成14年度より本格

的に実施されてきた「総合的な学習の時間」において、多くの学校が福祉に関

連した学習に取り組み、効果を発揮していることが挙げられます。

西条市社会福祉協議会では、このような「福祉教育」の一層の振興を目的と

して市内の小・中・高校全校を対象に「福祉教育推進事業」への取り組みにつ

いて呼びかけを行い、応募校を「福祉教育推進協力校」として指定していま

す。事業の実施に当たっては、各校の創意工夫の下、本会や地域との連携を図

りながら実績を積み重ねています。

本冊子は、平成20年度における「福祉教育推進協力校」の取り組み状況をま

とめたものです。西条市における「福祉教育」の実践状況をご確認ください。
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小　松　小学校

石　根　小学校

目　次

（ 中 学 校 ）

徳　田　小学校

田　滝　小学校

田　野　小学校

中　川　小学校

三　芳　小学校

楠　河　小学校

庄　内　小学校

丹　原　小学校

多　賀　小学校

壬生川　小学校

国　安　小学校

吉　岡　小学校

橘　　　小学校

氷　見　小学校

周　布　小学校

吉　井　小学校

大　町　小学校

神　戸　小学校

浦　山　小学校

禎　瑞　小学校

玉　津　小学校

飯　岡　小学校

西　条　小学校

神　拝　小学校

小　松　中学校

西条東　中学校

東　予　高　校

小　松　高　校

（ 小 学 校 ）

（ 高  校 ）

  ( そ の 他 ）

西条北　中学校

西条南　中学校

西条西　中学校

東予東　中学校

河　北　中学校

丹原東　中学校

東予西　中学校

丹原西　中学校



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

6/23

10/28

2/14

年間

 玉 津 小 学 校

510 27

20

　囲碁・将棋)、会食をしながら謝恩会(歌、防災クイズ、プ

　レゼント)をする。

活動事項 活　　動　　内　　容

親友会の方々との交流活動

災害や防災の聴き取り学習 ・各地域での災害や防災対策の聴き取り学習を行う。

戦争についての聴き取り学習 ・戦争や当時の生活についての聴き取り学習を行う。

ありがとうの会 ・1年間いろいろなことを教えてくださった親友会の皆さん

　といろいろな活動をした後(調理、手芸、かるた、輪投げ、

クラブ活動への協力 ・囲碁将棋クラブ、クロッケークラブ、茶道クラブの活動

　に一緒に取り組む。





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

4/9～2/24

4/11～3/6

3/6

4/11～3/13

6/27

4/25～3/24

5/30

2/18

3/24

6/11～3/10

　飯 岡 小 学 校

333 22

14

活動事項 活　　動　　内　　容

児童安全ボランティアの方々との ・児童の登下校の安全を見守ってくださる方々と対面式をし、

対面式 　「1年間お願いします」と伝える。

・来年度入学する子ども達と一緒に下校する際、1年間お世話

　になったお礼を言う。

5、6年生による委員会発足(活動) ・各委員会に分かれ、年間を通して活動。

活動の反省 ・情緒学級児童(6年生)も、友人と共に毎週の活動を行った。

音楽療法士による音楽の学習 ・毎週金曜日に尾崎由見子先生が来校。支援学級児童、1～3

　年児童を対象に音楽療法を実施。神戸小・玉津小の児童や

　先生も参加した。

人権・同和教育校内研修会 ・支援学級雪組・月組と3年生全員での音楽療法の学習。支援

　学級児童をリーダーとして、いろいろな活動を行った。

国際理解教育のため、ＡＬＴ、Ｎ ・ＡＬＴやＮＥＴの働きかけにより、英語であいさつしたり、

ＥＴが来校 　歌ったり、ゲームをしたりして日本語以外の言葉に接する。

インドネシアの方々との交流 ・パナソニックで働いておいでる方々50余人が来校。各クラ

　スや各学年ごとに交流内容を考えて活動した。インドネシ

　ア語が分からない子ども達は、身振り手振りで何とか伝え

　ようと頑張って、楽しく交流できた。交流する時間がもっ

　と欲しいという意見が多かった。

四国初中級朝鮮学校の児童と交流 ・朝鮮学校児童13名と先生3名が来校。

　全校交流：体育館で朝鮮学校の踊りや歌をみせていただい

　　　　　　たり一緒にリズム遊びやソーラン節を踊った。

　クラス交流：3、4、6年生と縄とび・ゲーム・給食で交流。

　　　　　 　お互いの文化を認め合うことができた。

ＡＬＴ卒業式に出席 ・卒業生の別れの言葉の中に英語の文があり、発音指導をし

　てもらっていた。6年生は別れの言葉を 後の発表として、

　地域の方々や、保護者、先生に見てもらった。

玉うさぎ班の編成と活動 ・全校児童が縦割り班に分かれてなかまの日に遊んだり、も

　ちつき大会をしたりした。



実施月日

5/15～1/11

12/17

6/25

11/19

7/17

12/24

2/4

9月、10月

10月

9月

1/4～12

3/24

活動事項 活　　動　　内　　容

もみまきからとうどまで ・地域の方々に指導いただき、5、6年生が中心に活動した。

・全校もちつき大会で作ったおもちを日頃お世話になってい

　る方々に届けた。

さつまいも植え ・健全育成協議会、飯盛会、保護者の方々にお世話になり1、

　2年生や支援学級児童が、さつまいも植え収穫したりした。

さつまいも掘り ・収穫後、ツルを使ってリースやくじ引き、迷路を作って遊

　んだり、おいもパーティーをしたり、小さなおいもはうさ

　ぎのエサにやったりして、全てのものを使いきった。

おたのもさん作り(6年生) ・福寿会の方々のお世話になり活動した。福寿会の方々の熟

しめ縄づくり(6年生) 　練した技を見せていただき子ども達は驚くと共に、いろい

昔の遊び(1、2年生) 　ろ教えていただいた。

国語「みんなで生きる町」 ・ユニバーサルデザインについて学習した後、各自又はグル

社会「ユニバーサルデザイン」 　ープで、ユニバーサルデザインが活かされている物・場所

　を見つけ、新聞にまとめ発表しあった。(6年生)

国語「伝え合う」ということ ・国語で「手と心で読む」を学習した後、点字にチャレンジ。

(4年生) ・総合福祉センターで車イス体験をしたり、施設見学をした。

えひめこども美術展企画展示 ・3年生がカボチャ・ズッキーニ・金糸瓜を育てていたので、

「つる・ツル・Ｔｕｒｕ！」 　そのツルやカボチャをテーマにし、企画展示に向かって作

　品作りをする。

全校児童がカボチャを自由に描く ・体育館にロール紙を広げ全校児童が自由にカボチャの絵を

　描いた。全長は30ｍ近くになった。

　(カボチャかきたい子よっといＤａｙ)

・学校でカボチャを集めていることを知った地域の方々が珍

　しいカボチャをたくさんプレゼントしてくださった。また

　農協飯岡支所にもお願いしカボチャを集めていただいた。

えひめこども美術展 ・カボチャを集めていただいた方々や農協の方々に「つる・

県立美術館 　ツル・Ｔｕｒｕ！」の写真集を見ていただき、子ども達の

　生き生きとした様子を知っていただいた。

・ロール紙のカボチャの絵の一部に、地域の方々へのお礼の

　気持ちや、福祉・ボランティアに対する言葉を添えて西条

　市ボランティアフェスティバルに出品した。

・6年生 後の発表となる卒業式会場に作品を掲示し、祝う。



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

6/16～20

6/18

7/21

9/12

10/27～31

12/16

3/10

3/13

年間

 西 条 小 学 校

628 36

23

活動事項 活　　動　　内　　容

募金活動 ・緑の羽根募金の活動。

交流 ・ふれあいペア対面式。

清掃 ・地域清掃活動。

交流 ・明水荘訪問。

募金活動 ・赤い羽根共同募金活動。

交流 ・ふれあいペアの方とおはぎ作り。

交流 ・ふれあいペアの方より、戦争があった頃の話の聴き取り。

交流 ・ふれあいペアの方と桜もち作り。

広報紙の発行 ・月1回、学校便り(擇善)による広報活動。





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5月

7月下旬

9月下旬

10月

12月

12～1月

・手話学習

年　間

 神 拝 小 学 校

995 44

32

活動事項 活　　動　　内　　容

緑の羽根募金 ・児童会を中心に協力。(ボランティア委員会)

クリーン神拝 ・各地区主体で校内美化運動を行う。

敬老会(神拝地区) ・敬老会へ参加し、作文発表、コーラス部の発表を行う。

赤い羽根共同募金 ・児童会を中心に協力。(ボランティア委員会)

しめ縄・干支づくり ・6年生が高齢者と交流を深めた。

福祉を学ぶ ・4年生が各グループに分かれ学習し、その成果をまとめて

・点字学習 　発表しあった。

・車イス体験

・高齢者との交流 (明水荘にて)

ベルマーク、あき缶の回収 ・不用品等の再資源、再利用の推進





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5/7～12

5/19～23

夏休み中

9/21

10/20～30

10月下旬

11/17～21

9～12月

2/3、2/17

23

活動事項 活　　動　　内　　容

緑の募金 ・ボランティア委員会が中心となり募金を呼びかけた。

心のとも運動 ・ボランティア委員会が運動の意味を説明した。

障害者福祉週間の標語作成 ・夏休みの課題のあと、学級指導の上作成した。

運動会で高齢者との交流 ・低学年と玉入れをして交流する予定だったが、悪天候のた

(未実施) 　め未実施。(練習準備は行った)

赤い羽根共同募金活動 ・ボランティア委員会が中心となり、募金を呼びかけた。

ユニセフへ募金 ・自分の家で育てた百日草、パンジーの苗販売のお金をユニ

　セフへ募金した。(大町小学校有志)

歳末たすけあい運動 ・ボランティア委員会が中心となり、募金を呼びかけた。

「手と心で読む」から伝え合う ・目・耳・足の不自由な人の立場に近づくための調べ学習や

発表会をした。 　体験学習を実施した。

高齢者福祉施設訪問 ・水都苑、ＪＡいずみの里へ訪問し、高齢者とのコミュニケ

　ーションを図る学習をした。

 大 町 小 学 校

637 43





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5月

6月

7月

9月

10月

11月

12月

2月

3月

年　間

 神 戸 小 学 校

203 18

7

活動事項 活　　動　　内　　容

募金活動 ・緑の羽根の共同募金へ参加する。

ミニデイサービス ・高齢者との交流会を開く。

栽培活動 ・花の種や苗を植える。

クリーン神戸 ・各地区で清掃活動を行う。

秋季大運動会 ・運動会を通じて、地域と交流を深める。

栽培活動 ・花の種や苗を植える。

募金活動 ・赤い羽根共同募金活動を行う。

神戸地区文化祭 ・点字体験コーナー、ハンセン病に関する資料等の展示を行

　い、地域との交流を図る。

ミニデイサービス ・高齢者との交流会を開く。

クリーン神戸 ・各地区で清掃活動を行う。

栽培活動 ・花の苗を植える。

ミニデイサービス ・高齢者との交流会を開く。

クリーン神戸 ・各地区で清掃活動を行う。

アルミ・牛乳パックのリサイクル ・リサイクル活動に協力する。

あいさつ運動 ・人権委員会児童を中心に、あいさつ運動を実施する。





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

6/29

9/13

3/7

 浦 山 小 学 校

2 2

1

活動事項 活　　動　　内　　容

クリーンウォーク ・地域のゴミ拾いや花苗植えの活動。

浦山校区　大運動会 ・地域の方や保護者、大保木地区のお年寄りを招いて、日頃

　の学習の成果を発表する。

学習発表会 ・地域の方や保護者、大保木地区のお年寄りを招いて、日頃

　の学習の成果を発表する。



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

長期休業

年　間

 禎 瑞 小 学 校

67 12

7

活動事項 活　　動　　内　　容

子ども会 ・地域清掃(全校)

委員会活動 ・草花の世話（栽培活動：全校）

学校回りの環境美化 ・空き缶、ごみ拾い(全校)

総合的な学習の時間 ・お年寄りとの交流（3年生）



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5/18

5/27

6/17

6/17

9/12

9/15

9/16

9/21

10/10

10/16

10/21

12/18

12/19

2/18

年間

 橘 小 学 校

111 13

8

活動事項 活　　動　　内　　容

第１回リサイクル活動 ・全校で各地区のリサイクル活動に参加する。

じゃがいもの採り入れ ・昨年度植えたじゃがいもを収穫し、地域等にも配る。

さつまいもの芽さし ・さつまいもを栽培し、秋に収穫して地域等にも配る。

田植え（もち米） ・もち米を栽培し、収穫祭等にもちつきをし地域等にも配る。

おたのもさん ・老人会の方と地域の伝統行事に参加する。

敬老会への参加 ・敬老会に児童代表が出席し手紙の披露やプレゼントを渡す。

友愛訪問① ・独居老人宅を訪問し、言葉掛けやプレゼント渡しを行う。

秋季大運動会 ・地域と合同で運動会を開催する。

稲刈り ・老人会の方に指導を受けながら稲刈りを行う。

クリーン運動 ・全校でお祭り後の各地区の清掃を行う。

さつまいもの採り入れ ・育てたさつまいもを収穫しお世話になっている方等へ配る。

しめ縄つくり ・老人会の方と一緒にしめ縄づくりを行う。

友愛訪問② ・独居老人宅を訪問し、育てた花や手作りプレゼントを渡す。

感謝集会 ・お世話になった方を招待し、感謝の気持ちを表す。

花いっぱい運動 ・自分たちで花を育て、地域等にも配る。



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

6/16

7/2

7/4

7月

11/2

11/23

12/16

12/24

12月

2月

年間

７、12月

 氷 見 小 学 校

230 16

9

活動事項 活　　動　　内　　容

花いっぱいボランティア ・3年生が地域の愛媛銀行のくすっ子花ひめガーデンにサル

　ビアの苗を植える。

ひまわり幼稚園、光風館を訪問 ・ボランティアクラブがひまわり幼稚園や光風館を訪問し、

　ペープサートをしたり、一緒に遊んだりした。

コミュニティせとうちへ訪問 ・3年児童が訪問し出し物をしたり、話をしたりして交流し

　た。秋には、学校で収穫したさつまいもを届けた。

光風館盆踊り大会に参加 ・近くの地域の子とＰＴＡ人権部の方とその子ども達が参加。

光風館車イス講習 ・光風館でＰＴＡ人権部の方とその子どもたちが、車イス介

　助講習会を受け、文化祭で車イス介助をした。

手話講座 ・4年生が文化祭の体験講座で、手話を教えてもらうととも

　にろうあ者と交流した。

花いっぱいボランティア ・花の肥料やり、手入れ

　　　　　〃 ・パンジー苗植え

光風館・もちつき ・ＰＴＡ人権部とその子ども達がもちつき大会へ参加する。

地域清掃 ・6年生が地域のパンダ公園や西部公園を清掃した。

校区内美化活動 ・全校生徒による活動。

草花栽培活動



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

4/27

5/28

6月

7/18

9/11

9月

9/21、9/22

10月

11/12

11/23

2/24

3/8

年　間

 周 布 小 学 校

185 18

8

活動事項 活　　動　　内　　容

市民運動会 ・地域との交流(全校・縦割り班)

栽培活動 ・花の苗植え(全校・縦割り班)

募金活動 ・心のとも運動への参加(全校)

クリーン愛媛 ・各地区清掃活動

おたのもさん ・高齢者との交流(3年生)

絵手紙 ・高齢者に運動会・敬老会の案内(全校)

運動会 ・地域との交流

募金活動 ・赤い羽根共同募金への参加(全校)

栽培活動 ・花の苗植え(全校・縦割り班)

募金活動 ・書き損じ葉書(ダルニー基金)

(周布の子フェスティバル) ・古切手、募金(ユニセフ)

・日用品(エンジェル協会)　　

昔の遊び ・高齢者との交流(1年生)

ボランティアフェスティバル ・ボランティアフェスティバルのお手伝い(6年生)

あいさつ運動 ・委員会を中心に地域でのあいさつ運動を進める。

お年寄りとの交流 ・年間を通して交流する。(1、2年生)





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

10/3

2/13

2/14～3/16

 吉 井 小 学 校

126 15

7

活動事項 活　　動　　内　　容

「やってみようよボランティア」 ・目や耳に障害のある人の暮らしについて学ぶ。

社協の木村さん、吉岡さんから点 ・点字について学ぶ。説明を聞いたり自分で打ったりする。

字と手話について学習する。 ・手話について学ぶ。説明を聞いたり指文字や手話を使い、

　　　　　　　(吉井小学校にて) 　自分で話をしたりする。

「車イスの体験をしよう」 ・車イスの使い方について学び、自分で乗る方法を知る。

「デイサービス利用者の方たちと ・車イス補助について学び、ボラ活動への関心を深める。

　交流を深めよう」 ・デイサービスひまわりを訪問し、施設見学をしたり、高

　　(東予総合福祉センターにて) 　齢者の方々との交流を深めたりする。

「学習のまとめをしよう」 ・4グループに分かれて、学んだことのまとめをする。

　　　　　　　(吉井小学校にて)





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5/19～23

6/13～

10/6

10/14

10/30

10/20～24

12/22

1/29

1/13～19

年　間

 多 賀 小 学 校

296 18

12

活動事項 活　　動　　内　　容

緑の羽根募金 ・緑の羽根募金を呼びかけ、募金活動を行った。

栽培活動 ・3年生の総合的な学習の時間の活動として花いっぱい活動を

　行った。公民館とも連携し土作り、花植えを行った。一人

　1プランターを育て、学校周辺の道路沿いに飾った。

手話・点字教室 ・社協から講師を招き、手話や点字の体験学習をした。

車イス・アイマスク体験 ・社協から講師を招き、校内で車イスに乗ったりアイマスク

　体験をしたりした。

老人福祉施設訪問 ・4年生が老人福祉施設「なごみ」を訪問し、高齢者の方と交

　流した。

栽培活動 ・3年生の総合的な学習の時間の活動として花いっぱい活動を

　行った。（ビオラの植え替え）

赤い羽根募金活動 ・募金を呼びかけ、募金活動を行った。

お年寄り宅訪問 ・地域の独居老人宅を訪問し、手作りのしめ縄をプレゼント。

老人会の方々との交流 ・1年生のむかしのあそび大会で、老人会の方々にいろいろな

　遊びを教えていただいた。

ユニセフ募金 ・なかよし委員会の活動としてユニセフ募金活動を行った。

広報（毎月1回） ・学校、学年、ＰＴＡ便りによる広報活動。



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

4/27

6/26

9月

9/9

9/30

10月中旬

11/13

11月～12月

12月初旬

年　間

・書き損じ葉書の寄付活動　等

 壬 生 川 小 学 校

335 24

14

活動事項 活　　動　　内　　容

市民運動会 ・高齢者の方々との交流種目に参加。

配食サービス①（6年生） ・公民館職員やボランティアしらさぎの方々と独居老人訪問

　に参加する。絵手紙と赤飯を携えて訪問する。(6年生）

みんなで生きる町 ・校区の公共施設について調べ、ユニバーサルデザインやバ

（6年生） 　リアフリーの観点からそのよさや問題点を作文に表す。

車イス・アイマスク体験学習 ・東予総合福祉センターで体験学習を行い、身体障害者の方

　への理解を深める。

福祉施設表敬訪問(6年生) ・各グループで作ったプレゼントを携えて校区内外の4施設を

　表敬訪問する。約1時間、児童が考えたプログラムによって

　交流する。事後、活動写真や感想をまとめる。

赤い羽根共同募金（全校児童） ・6年生が全校児童に放送や登校時の呼びかけで啓発し、募金

　活動を行う。

配食サービス②(6年生) ・公民館職員やボランティアしらさぎの方々と独居老人訪問

　に参加する。版画と寿司を携えて訪問する。

防災教育 ・図上演習やフィールドワークを通して、災害に強いまちと

　は何か、について考えるとともに、災害時のボランティア

　活動について見通しを持つ学習を行う。

花いっぱい運動 ・全校で一人一鉢栽培に取り組み、緑化活動に参加する。

・ボラフェスへの出展作品の製作 ・各学級で事業の趣旨を説明し、参加を呼びかけそれぞれの

・平和の鐘募金活動 　活動に参加する。





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

7月

7～8月

9/21

2/13、2/20

2/27、3/13

年　間

（4月～2月）

 国 安 小 学 校

236 20

11

活動事項 活　　動　　内　　容

全校ボランティア清掃 ・全校児童が学団別に各地域の環境美化整備の活動を行う。

公園等のボランティア清掃 ・地域の高齢者等の方々とともに公園清掃等の活動を実践し

　奉仕する喜びを学ぶ。

秋季大運動会への招待 ・高齢者に運動会の招待状を送り、高齢者に対して親しみの

　気持ちを持つ。

総合的な学習の時間（4年生）で ・高齢者の方と交流するとともに、その方の生き方の素晴ら

高齢者の理解と交流を深める 　しを感じたり、先人の知恵や生き方に学び、互いが支え合

　って暮らしていったりすることの大切さを学ぶ。

地域を花一杯にする活動 ・全校児童が各地区に花を届け、地域の環境整備の実践的活

  動を行う。



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

7/18

9/7

10/6

10/19

10/31

12/2

12/18

2/2

 吉 岡 小 学 校

165 13

8

活動事項 活　　動　　内　　容

清掃 ・地域の清掃（全校）

敬老会 ・敬老会で作文発表、お年寄りとの交流。

アイマスク体験 ・アイマスクをして歩いたり、介護をしたりする体験。

点字体験 ・点字の作り方や読み方を体験。

車イス体験 ・車イス体験や介護の仕方を体験。

老人との交流 ・亀天荘を訪問し、老人と交流。

老人との交流 ・しめ縄作り体験。

老人との交流 ・昔の遊びを教えていただき交流。





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5/23

5/30

6/27、7/8

7/18

9/9

9/21

12/5

2/12

年間

 三 芳 小 学 校

138 15

7

活動事項 活　　動　　内　　容

ボランティア活動 ・三芳駅周辺の清掃(5、6年生)

手つなぎボランティア ・東予希望の家の見学・清掃・交流(3年生)

ふれあい交流 ・東予学園分校との交流(4年生)

クリーン三芳 ・各地区の清掃活動(全校)

たのも集会 ・高齢者との交流(全校)

三芳地区小学校・市民大運動会 ・地域との交流(全校)

もちつき大会 ・高齢者との交流(全校)

昔の遊びランド ・高齢者との交流(1、2年生)

あいさつ運動 ・地域でのあいさつ運動

ＪＲＣ活動 ・奉仕活動、一円募金等

委員会活動 ・古切手、書き損じはがきの回収、心のとも運動、赤い羽根

　共同募金等の活動



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

6/25

9/5

9/10

10/23

1/21

10/29

10/31

11/22

12/24

7

活動事項 活　　動　　内　　容

花いっぱい運動 ・地域の人たちと一緒に花を植え水やり等の世話を続けた。

たのもさん作り ・地域の高齢者に教わりながら、たのもさんを作った。

一人暮らし高齢者訪問 ・自分たちが作ったサツマイモやつきたてのおもちや手紙を

　　　　〃 　持って、一人暮らしの高齢者宅を訪問し交流を深めた。

　　　　〃

高齢者との交流会 ・高齢者を学校に招き、一緒に昔の遊びをしたり、給食を食

　べたりして楽しんだ。

東予学園分校との交流 ・東予学園分校の児童・生徒を招き、一緒に買い物や料理を

　したり、遊んだりして交流を深めた。

河北会館祭りへ参加 ・河北会館祭りで、総合的な学習の時間で学んだ事(米作り)

　について発表したり、道前育成園の紙芝居を見たりした。

しめ縄・お手玉作り ・高齢者に教わりながら、しめ縄等を作り交流を深めた。

 楠 河 小 学 校

131 15





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

7/11

7/14

10/9

11/6

11/20

2/25

 庄 内 小 学 校

110 16

7

活動事項 活　　動　　内　　容

グループホーム訪問（1回目） ・自己紹介や歌などの発表を行い、4グループに分かれ漫才、

　紙芝居、クイズ、劇、自分たちで作ったゲームで交流して

　プラパンのしおりをプレゼントした。

今治養護学校東予学園分校訪問 ・バスで訪問し、自己紹介、合唱、ゲームなどで交流した。

（1回目）

点字体験学習 ・社協地域福祉課の木村さんを講師に招き、点字盤を使用し

　て点字を打つ体験学習をした。

今治養護学校東予学園分校訪問 ・東予学園分校の教師、生徒児童と4年生が、本谷温泉公園、

（2回目） 　キャンプ場で飯ごう炊さんをした。その後、公園でゲーム

　や遊具遊びをして、親睦を深めた。

グループホーム訪問（2回目） ・1学期の交流のお礼にグループホームから招待されて訪問し

　た。車イスの仕組みや使い方について学習した後、高齢者

　と車イスでパンくい競争をしたり、歌やゲームをした。

児童集会での発表 ・車イス体験やグループホーム訪問を行った4年生が、交流し

　たことを児童集会で発表した。





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

7～10月

11月中旬

12月 一人暮らしのお年寄りに年賀状を ・一人暮らしのお年寄りに年賀状を送付し、交流を図る。

送付(4～6年生)

※プランターを飾る。

※さつまいもを渡す。

・さつまいもの栽培

施設訪問 ・3年生児童が、施設を訪問する。

施設訪問の準備 ・施設訪問についての計画

・プランターの準備

 丹 原 小 学 校

367 20

13

活動事項 活　　動　　内　　容



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5/13

5月

5月から毎月

7/8

7/10

9/9

9/11

9/11

9/21

10/7

11月中

11/11

12/17

12/18

12/18

12/19

2/10

2/23

3/10

3/12

3/12 ・幼稚園児との交流活動。(読み聞かせ等)　(1年)

3/13

わくわくタイム

福祉施設訪問⑧ (きて民家) ・歌や踊り、すごろくやトランプ等。(5年)

福祉施設訪問⑦ ・日本の歌、踊り、昔の遊び(お手玉・けん玉等)。(6年)

（デイサービスセンターさくら）

福祉施設訪問⑥ ・踊り、歌、漢字クイズ、紙芝居とすごろく遊び。(3、4年）

（デイサービスセンターさくら）

豆腐作り ・地域の高齢者と豆腐・おからドーナツ作り。(3年)

一人暮らしの高齢者との懇談会 ・公民館での懇談、ふれあい活動。(3、4年)

（デイサービスセンターさくら）

しめ縄作り ・地域の高齢者等としめ縄づくり。(5、6年)

秋のフェスティバル ・幼稚園児との交流活動(1、2年)

福祉施設訪問⑤ ・歌や踊り、クリスマスカードづくり。(3年)

ふるさとこみちオリエンテーリング ・地域の高齢者に学ぶふるさとめぐり。

福祉体験学習(ほほえみプラザ) ・車イス・高齢者体験、点字学習(4年)

語りべの会 ・戦争体験の話。(3年)

共同募金活動 ・共同募金の呼びかけ(4年)

福祉施設訪問④ (きて民家) ・日本の歌、笛の演奏、昔話の朗読等。(5年)

運動会での交流 ・地域の高齢者の方々とのふれあい競技

福祉施設訪問③ ・日本の歌、連想ゲーム、昔の遊び等。(6年)

（デイサービスセンターさくら）

福祉施設訪問② (きて民家) ・折り紙や飾り作り(5年)

おたのもさん ・地域の高齢者とおたのもさん作り(2年)

福祉施設訪問① ・歌、一輪車の披露、昔の遊びなどを行う。

（デイサービスセンターさくら） 　(4年生と田滝小児童・・・・交流学習で)

ユニセフ募金活動 ・ユニセフ募金の呼びかけ(4年)

空き缶回収 ・空き缶回収の呼びかけ(4年)

6

活動事項 活　　動　　内　　容

徳田地区敬老長寿の会 ・敬老長寿を祝う会へ参加。(2、4年)

 徳 田 小 学 校

68 11





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5/8

5月下旬

6/19

7/16

7/20

9/21

10月

12/10

12/22

12/24

12/25

3/18 ボランティア清掃 ・集会所の清掃活動を行った。

　干し柿を届け、交流を深めた。

ボランティア清掃 ・集会所の清掃活動を行った。

しめ縄作り ・高齢者の方々にしめ縄作りを教えていただき交流を深めた。

干し柿を届ける ・一人暮らしの高齢者宅や日頃からお世話になっている方に

赤い羽根共同募金活動 ・赤い羽根募金活動を行った。

年賀状作り ・一人暮らしの高齢者の方々に年賀状を書いて送付した。

クリーン田滝 ・地域の方々と清掃活動を行い、地域の美化に努めた。

田滝地区地域ぐるみ運動会 ・地域の方々と交流を深めた。また、一円募金活動も行った。

　深めた。

清掃活動 ・集会所の清掃活動を行った。

緑の募金 ・緑の募金活動を行った。

お簾踊り（地域交流会） ・お簾踊り保存会の方にお簾踊りを教えていただき、交流を

2

活動事項 活　　動　　内　　容

敬老会に参加 ・敬老会にて合唱等をして地域の方々との交流を深めた。

 田 滝 小 学 校

5 4



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

4～12月

9～12月

11/13

12月

・5、6年生が高齢者を訪問し、ふれあいの時間を持つ。

高齢者への年賀状の送付 ・地域の高齢者に、全校児童が年賀状を書き、送付する。

一人暮らしの高齢者訪問 ・全校児童が校区の一人暮らしの高齢者に手紙を書いたりプ

　レゼントを用意したりする。

総合的な学習（福祉）　6年生 ・老人保健施設を利用している高齢者とゲームをしたり、出

　し物を披露して交流する。

活動事項 活　　動　　内　　容

一人一鉢栽培 ・全校児童が一人一鉢、植物の栽培をして世話をする。

 田 野 小 学 校

139 13

8



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5月中旬

5/15

10/3

11/9

12/22

12/25

2/26

年間

あいさつ運動

ベルマーク運動

一人一鉢活動

一円玉募金

「いろいろな人とふれ合おう」 　ら）に出かけ、高齢者と交流を深め、これからも高齢者を

　大切にしていこうとする気持ちを高めた。

年賀状の送付 ・ひとり暮らしの高齢者宅へ年賀状を送付した。

4年の総合的な学習の時間 ・4年生の総合的な学習の時間で、高齢者福祉センター（さく

しめ縄作り ・老人会の方としめ縄作りを通して、高齢者に対して親しみ

　の気持ちをもった。

ハッピーまつり ・生活科や総合的な学習の時間に学習したことを、全校児童

　や地域の方(高齢者等)に発信し、交流を深めた。

独居老人訪問 ・ひとり暮らしの高齢者へ、運動会の招待状を送ったり、プ

　レゼントを作ったり、訪問したりすることで交流を図った。

中川地区敬老会 ・地域の高齢者の方々に、歌の発表や一緒にお手玉等をして

　交流を図った。

活動事項 活　　動　　内　　容

緑の募金、心のとも運動 ・募金活動等を行った。

 中 川 小 学 校

115 12

7



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

6/17

11/28

10/31

11/26

12/18 独居老人宅へ年賀状を送る ・一人暮らしの高齢者宅に年賀状を送り交流を深めた。

講師を招いての講話 ・目の不自由な方の話を聴いたり、質問したりして生活や

　盲導犬について理解し自分の出来ることを考えまとめた。

　る正しい認識をするとともに、人間としての在り方につ

　いて考えた。

　　　　　　　〃 　を行った。

講師を招いての講話 ・ハンセン病経験者の方を講師に招き、ハンセン病に対す

活動事項 活　　動　　内　　容

松山ろう学校児童との交流学習 ・松山ろう学校6年生児童と教科の学習や学校生活の交流

 小 松 小 学 校

375 24

15



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

6/17

7/20

7月下旬

9/21、9/24

11/23

3/6

3/11

年　間

アルミ缶回収 ・毎月2日にリサイクル活動をする。（全校）

花の苗植え ・プランターに花の苗を植える。（委員会）

一円玉募金 ・毎月1日に募金活動をする。（全校）

いつもありがとう集会 ・いつも見守ってくれている地域の方々を招待し、感謝集会

　をする。花の苗を贈る。（全校）

学習発表会招待 ・高齢者を学習発表会に招待する。（全校）

花いっぱい運動 ・公民館、石鎚園、道前荘を訪問し花を贈る。（委員会）

地区別奉仕作業 ・地区ごとに清掃活動をする。（全校）

大運動会・地区民運動会 ・高齢者を招待し、運動会で交流する。（全校）

　ドライバー等に呼びかけた。（委員会）

クリーン愛媛 ・下校時通学路の清掃活動をする。（全校）

7

活動事項 活　　動　　内　　容

交通安全キャンペーン ・椿の苗としおり（交通安全標語）を配布して、安全運転を

 石 根 小 学 校

111 12





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

4/23

6月

8/24

9月

11/3

11月末

6月・12月

12/1～6

12月

9月～12月

年　間

4～3月 牛乳パックリサイクル ・奉仕委員と保健委員を中心に給食用の牛乳パックを回収。

交流活動 ・音楽部による施設訪問を行う。

リサイクル週間 ・古紙回収を行う。

赤い羽根募金活動 ・学級で募金の呼びかけを行う。

植え替え ・苗をプランターに植え替える。

口と足で描く芸術家協会 ・作品購入の呼びかけを行う。

苗づくり ・春の花壇づくりのための苗を育てる。種まき。

販売手伝い ・文化祭での星の里クッキー販売を手伝う。

・中国大地震救援の募金活動。

親子奉仕作業 ・校内の除草作業を行う。

（フレッシュ賞を受賞）

募金活動 ・ミャンマー・サイクロン災害救援の募金活動。

12

活動事項 活　　動　　内　　容

コスモスの花コンクール申込 ・種まき（7月）、夏休み水やり等の活動。

 西 条 東 中 学 校

416 28



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

3月 アルミ缶回収 ・地域の社宅で、アルミ缶を回収した。

歳末助け合い募金 ・全校に呼びかけ、募金活動を行った。

アルミ缶回収 ・地域の社宅で、アルミ缶を回収した。

口と足で描く芸術家支援 ・作品購入を全校に呼びかけた。

愛媛県肢体不自由児支援 ・作品購入を全校に呼びかけた。

アルミ缶回収倉庫の補修 ・倉庫にペンキを塗り、補修した。

赤い羽根募金 ・全校へ呼びかけ、募金活動を行った。

校内環境整備 ・保護者と一緒に全校一斉除草、清掃活動を行った。

アルミ缶回収 ・地域の社宅で、アルミ缶を回収した。

西条市河川清掃 ・市が行う河川清掃に参加した。

ボランティアバザー参加 ・ＪＲＣ委員がおもちゃポケットのバザーを手伝った。

校内環境整備 ・全校一斉除草、清掃活動を行った。

口と足で描く芸術家支援 ・作品購入を全校に呼びかけた。

中国大地震救援 ・全校へ呼びかけ、募金活動を行った。

東北地方大地震救援 ・全校へ呼びかけ、募金活動を行った。

　生が新会員登録をした。

アルミ缶回収 ・地域の社宅で、アルミ缶を回収した。

25

活動事項 活　　動　　内　　容

ＪＲＣ登録式 ・赤十字の歴史や本校での活動内容について説明した。1年

 西 条 北 中 学 校

740 48





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5月 啓発活動 ・生徒集会でボランティア活動の啓発。

校内環境整備 ・全校一斉除草、清掃活動。

花壇の手入れ ・ボランティア委員会による活動。

7/3、7/4 職場体験学習（３年） ・社会福祉施設を含む各職場での体験活動。

・全校生徒への参加呼びかけ、パンフレットの配布を行う。

8月 ・校内・河川敷の環境整備を行う。

11/3 ・募金活動を行う。

11/18、20 ・講師を招き、4回に分けた体験講座で体験学習を行う。

11/21、25 （手話、車イス、点字、高齢者体験）

1/26、27

2/2、6 　い体験学習を行う。

年　間 朝掃除 ・ボランティア委員会、環境委員会による校内の朝掃除。

ベルマーク、空き缶、古切手等の ・ボランティア委員会を中心に全校生徒による収集。

収集及び募金活動 ・生徒会を中心とした募金活動

保育園訪問（2年生） ・手作りプレゼントを持って保育園を訪問し、園児とふれあ

　　　〃

親子奉仕作業

文化祭

福祉体験学習（1年生）

    　〃

14

活動事項 活　　動　　内　　容

ボランティアスクール参加募集

 西 条 南 中 学 校

441 31



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

7/19

7/24

7/25

10/25

10/26

1/17

3/22

身体障害者施設に訪問 ・お茶席での琴演奏及び交流。

光風館訪問 ・お誕生会への参加と琴演奏。

交友会館ふれあい祭に参加 ・こども会メンバーによる準備手伝い。

交友会館ふれあい祭に参加 ・音楽部による琴演奏。

東予福祉センターへ訪問 ・　　　　　　〃　　（高齢者の方対象）

東予福祉センターへ訪問 ・　　　　　　〃　　（身体障害者の方対象）

活動事項 活　　動　　内　　容

いしづちの湯デイサービス訪問 ・音楽部による琴演奏及び交流。

 西 条 西 中 学 校

214 18

8



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

4月

5月

6月

7月、8月

9月

9月

11月

12月

文化祭 ・これまで学習したことをまとめ、文化祭で発表した。

赤い羽根共同募金 ・生徒会が中心となり、募金活動を行った。

福祉体験活動 ・講師を招き、ボランティア講座(高齢者疑似体験、手話、車

　イス等)で体験学習を行った。

花満開活動(校内美化) ・花の苗植え・水やり・草引き等を行い環境美化につとめた。

体育大会招待 ・老人介護施設の方々を体育大会に招待した。

職場体験学習 ・保育園(4ヶ所)、幼稚園(2ヶ所)、介護施設(1ヶ所)を含む各

　職場で体験活動を行った。

福祉についての講演会 ・音楽療法士の2名を招き、現場での様子や、福祉に関わる仕

講師：寺田　光、野口　愛さん　 　事について話を聴いた。

活動事項 活　　動　　内　　容

福祉についての集会 ・福祉についての1年間の学習の確認をした。

 東 予 東 中 学 校

480 36

15



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5月

6月

7月

9月

1月

北保育所との交流学習 ・北保育所の園児を体育大会予行に招待する。

職場体験学習 ・地域の保育所を訪問し、交流学習をする。

　 での様子についての話を聞く。

愛寿会病院での体験学習 ・福祉施設を訪問し、介護体験学習をする。

福祉体験活動 ・「グループホームあんど」の職員の方を招き高齢者体験。

講演 ・「愛寿会病院」の看護師を招き、福祉に関わる仕事や現場

活動事項 活　　動　　内　　容

福祉体験活動 ・車イスを使っての体験学習をする。

 東 予 西 中 学 校

179 19

8





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

4月

5/25

6月

7/2～4

7/18

8/2

8/10

8～10月

12月 赤い羽根共同募金活動 ・生徒会が中心となり、募金活動を行った。

　を行った。

花いっぱい運動(手入れ) ・水やり、草引き等を行い、秋の開花に備えた。

楠河夏まつり ・夏まつりの手伝いをした。(25名参加)

親子勤労体験学習 ・地域別に全校生徒、保護者、教職員が校舎内外の奉仕清掃

クリーン愛媛 ・三芳・楠河・庄内小学校と連携し、校区内の清掃活動を行

　った。

職場体験学習 ・保育所(8か所)、幼稚園(2か所)、介護施設(7か所)を含む各

　職場で体験活動を行った。

花いっぱい運動(苗植え) ・4月に種まきしたものを含む苗をプランターに植え、校内に

　設置した。

・ふれ愛フェスティバル(北交 　伝いをした。（合計42名の参加)

　交流センター)に参加

 (コスモス等)を行った。

・ふれあい即売会(道前育成園) ・ふれあい即売会、ふれ愛フェスティバルーのバザー等の手

8

活動事項 活　　動　　内　　容

花いっぱい運動(種まき) ・生徒会が中心となり花のあふれる校内を目指して、種まき

 河 北 中 学 校

205 19





学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

7/7

7/27

8/17

10/24

2/4 ノーダストイン丹原② ・　　　　　　　　　〃

親子勤労体験学習 ・2学期に向け、保護者と共に校内の美化作業を行った。

ノーダストイン丹原① ・地域へ出かけ、道路のゴミ拾いや空き缶拾いを行った。

　テーマのもとに近くの河川とその周辺の清掃を行った。

学団別奉仕作業 ・地域の方々と共に神社や集会所等の清掃を行った。

11

活動事項 活　　動　　内　　容

河川清掃 ・3年生の総合的な学習の時間の「地域に貢献する」という

 丹 原 東 中 学 校

310 30



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

1月

・歌の練習

2月 ・紙しばい作り、練習

3/11 丹原高齢者生活福祉センター ・歌

（さくら）への訪問 ・紙しばい

・プレゼント渡し

　　　　〃

・おり紙

・奉仕作業

活動事項 活　　動　　内　　容

福祉施設訪問準備 ・プレゼントの制作

 丹 原 西 中 学 校

59 16

4



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5/20

6/24

7/10

7/11

8月

8月

9月

10月

11月 文化祭展示 ・今まで学習してきたことを、全校生徒や地域の人に伝える。

ステージでの発表

研究のまとめ 　報収集を行う。

文化祭展示物の制作 ・研究のまとめをし、文化祭の展示物作りを行う。

ボランティアポスターの制作 ・ポスターの制作を行う。

個人別テーマ研究 ・これまでの活動をもとに、個人の研究テーマを設定し、情

点字、手話講座 ・社協(吉岡さん)、西条点訳奉仕会の方々より点字、手話を

　学ぶ。

　(道前荘・リハクリネ・小松の里・池さん・デイサービス

　ひまわり・デイサービスつばき)

　の話を聴く。

福祉施設訪問 ・6ヶ所の施設に分かれ、交流・福祉体験を行った。

講話(聴覚・視覚障害について) ・社協(吉岡さん)より、聴覚障害についてのお話を聴く。河

　野先生(西条市生涯学習推進講師)より、視覚障害について

活動事項 活　　動　　内　　容

シニア体験 ・アイマスク体験、車イス体験、高齢者疑似体験を行った。

 小 松 中 学 校

279 29

11



学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

《活動報告》

実施月日

5/27

9/16

10/3

②老人ホームの庭園の手入れと老人介護

③幼稚園の遊具修繕と園児とのふれあい

地域奉仕活動 ・普通科・工業科の特徴を活かした奉仕活動

①東予学園の敷地の草刈と整地

講演会「福祉について」 ・ケアセンター多賀の里デイサービス主任を講師に招き、介

　護ボランティアに関する内容の講演会を開催した。

※コンゴ民主共和国の実情と子供基金活動について

※コンゴ民主共和国の文化と音楽について

国際理解教育として講演会を開催 　和国事務局代表）

「Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ＣＯＮＧＯ」 （講演内容）

活動事項 活　　動　　内　　容

アフリカへの理解を深めようと、 ・講師：ウガツ・ロジャー氏（コンゴ子供基金コンゴ民主共

 東予高等学校

309 56
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学校名

児童･生徒数 名 職員数 名

学級数 クラス

実施月日

4/29

5/18

5/21

5/22

5/28

6/11

6/17・18

6/25

7/7

7/10

7/22～30

7/22～8/22

9/3

9/10

9/10・11

9/10・11

9/18

10/1

10/26

10/29

11/2

11/7

11/13

11/14

11/26日他

12/9

12/22

12月

年　間

共同募金 ・全校生徒に呼びかけ、募金活動。

一円募金（毎月1日） ・ユニセフに送金

小松小学校との交流学習 ・小学1年生との交流学習。

クリスマスカードの送付 ・重信清愛園へクリスマスカードを送付。

重信清愛園との交流学習 ・知的障害者との交流学習。

デイサービス実習6、7、8 ・小松地域福祉センターでのレクリエーション実習。

小松高祭チャリティーバザー ・ユニセフ募金活動

幼稚園訪問4 ・小松幼稚園での保育体験学習。

デイサービス実習5 ・小松地域福祉センターでのレクリエーション実習。

ボランティア ・クラシックCarニバルin小松でボランティア。

デイサービス実習4 ・小松地域福祉センターでのレクリエーション実習。

ボランティア ・市レクリエーション大会でボランティア

老人保健施設実習（リハ・クリネ） ・リハ・クリネ入所者との交流学習。

幼稚園訪問3 ・小松幼稚園での保育体験学習。

デイサービス実習3 ・小松地域福祉センターでのレクリエーション実習。

保育所訪問2 ・小松西保育所で体験学習

老人保健施設実習（リハ・クリネ） ・訪問介護員3級に関わる実習。

体育大会招待 ・小松東･西保育所園児との交流。

幼稚園訪問2 ・小松幼稚園での保育体験学習。

訪問介護員同行訪問実習 ・訪問介護員2級に関わる実習。（社協小松支所）

デイサービス実習2 ・小松地域福祉センターでのレクリエーション実習。

クリーン愛媛 ・全校生徒で校内・地域の清掃活動。

ボランティア ・伊予小松ライオンズクラブと国道花壇の花植え。

保育所訪問1 ・小松東･西保育所で体験学習（豊かな人間性育成事業）

幼稚園訪問1 ・小松幼稚園での保育体験学習。

デイサービス実習1 ・小松地域福祉センターでのレクリエーション実習。

ボランティア ・東予南地域交流センターのふれあいフェスティバル参加。

レクリエーション実習 ・講師を招いてのレクリエーション実習。

活動事項 活　　動　　内　　容

ボランティア ・国際ソロプチミストいしづち香園寺お茶接待の手伝い。

 小 松 高 等 学 校

435 44
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