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「地域の寺子屋事業」平成２８年度の実施状況 

平成２８年７月２２日現在

区 対象校 実施団体 現在の進捗状況

川崎区

大島小学校

渡田小学校

臨港中学校

田島支援学校

臨港中学校区地域教育会議

070-1275-6414 

学習支援

毎週水曜

会場：大島小学校図書室（２年生以上）

５月１１日開講 算数、国語

学習支援

毎週水曜

会場：渡田小学校２教室（２年生以上）

 ５月１１日開講 算数、国語＋お楽しみ学習

学習支援 ８月１７日 ２校合同で算数体感プログラム（日本数学検定協会）

体験活動

５月２８日 水ロケット（JAXA）

６月１８日 遊びの縁日！（地域）

７月１８日 川崎の自然大発見！干潟で生き物と遊ぼう

（多摩川クラブ中本賢さん）

８月２８日 ファインダーから見るいのち

（ｽﾐｾｲｱﾌﾀｰｽｸｰﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・フォトジャーナリスト安田奈津紀さん）

９月２４日 紙芝居（地域）

１０月１５日 うどんとはしづくり（地域）

１１月１９日 カローリング（地域）

幸区

日吉小学校
「寺子屋ひよし」実行委員会

070-1253-5652 

学習支援

毎週水曜

会場：日吉小学校大ホール（３・４年生）

６月 ８日開講 算数、国語

体験活動

７月 ９日 水ロケット（JAXA）

９月２８日 研究室ツアーとモーターの作り方教室（日本電産株式会社）

１０月１５日 科学実験教室（慶応義塾大学Ｋ２タウンキャンパス）

１２月１８日 書道キッズになろう（退職教員）

 １月２１日 海洋探査（JAMSTEC）

 ２月１８日 ネットコミュニケーション（DeNA）

東小倉小学校

東小倉小「地域の寺子屋事業」

事務局

080-4068-3686 

学習支援

毎週火曜

会場：東小倉小学校多目的教室（１～３年）

 ５月２４日開講 算数、国語＋お楽しみ学習

体験活動

 ４月１６日 ゴム動力模型飛行機（地域）

 ５月１４日 校章の木ヤマボウシを観察しよう（地域）

 ６月 ４日 お琴で日本の響きを体験しよう（地域）

 ７月 ９日 やさしい科学（地域）

 ９月 ３日 流しソーメン（地域）

１０月１５日 ダンボール遊び（地域）

１１月 ５日 絵画教室（地域）

１２月 ３日 凧づくり（地域）

 ２月 ４日 リトミック（地域）

 ３月 ４日 生花体験（地域）

西御幸小学校
西御幸小学校寺子屋

運営委員会

学習支援  秋開講

体験活動
 ７月 ２日 親子自転車交通安全教室（幸区 PTA 協議会との共催）

中原区

中原小学校

特定非営利活動法人かわさき

スポーツドリーマーズ

733-4408 

学習支援

毎週水曜

会場：中原小学校図書室ほか（１年生以上）

５月１１日開講 算数、国語、第４週はスペシャル学習

体験活動

５月 ７日 親子ランニング教室（Kajac）
６月１８日 手軽に楽しもう親子料理教室（栄養士）

７月 ２日 工作教室（退職教員）

上丸子小学校
上丸子小学校学校運営協議会

070-1315-4903 

学習支援

毎週水曜

会場：上丸子小学校特別活動室（２年生以上）

６月 １日開講 算数、国語

体験活動

６月２５日 おもしろ算数教室（地域）

７月２６日 和菓子づくり（川崎市菓子協議会）

９月１０日 スポーツチャンバラ（全国小学校ｽﾎﾟｰﾂﾁｬﾝﾊﾞﾗ普及委員会）

１０月２２日 親子科学実験教室（南相馬サイエンスラボ）

１１月１２日 かさ袋ロケット（JAXA）

１２月１７日 クリスマスリースづくり（地域）

住吉小学校
中原区寺子屋ネットワーク

070-1440-0787 

学習支援

毎週木曜

会場：住吉小学校図書室（２年生以上）

６月２日開講 算数、国語

体験活動

６月２５日 忍者ナインを体験しよう！（拓人こども未来スポーツ事業本部）

７月１６日 浮世絵鑑賞＆版画ワークショップ（ＭＯＡ美術館学芸員）

１０月 １日 ペットボトルロケット（JAXA）

１０月２９日 ドイツボードゲーム（わくラボ）

１１月２６日 みんなでダンス（ダンスラボラトリー）

１２月１７日 茶道の心、日本の文化（裏千家正教授 長谷川宗江さん）

 １月２８日 楽しく学ぶランニング（Kajac）
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今井小学校

特定非営利活動法人

キーパーソン 21 
431-0420 

学習支援

毎週水曜

会場：今井小学校図書室（４年生以上）

６月２２日開講 算数、国語

体験活動

 ６月１８日 大道芸日本一！（パフォーマーこ～すけさん）

 ７月 ９日 ダンス・想像力は創造力（振付家・ダンサー）

 ９月１０日 マジック（協力：こすぎの大学）

高津区

久本小学校

特定非営利活動法人高津総合

型スポーツクラブ SELF 
833-2555 

学習支援

毎週水曜

会場：久本小学校図工室

５月１１日開講 土曜日の体験と連動した全４回の講座を実施。

体験活動

５月２１日 親子プロレス教室（HEART-UP）
６月１１日 ドッジビー教室（ドッジビー協会）

７月１６日 ボウリング教室（プロボウリング協会名誉会長中山律子さん）

高津小学校

特定非営利活動法人教育活動

総合サポートセンター

080-8835-9948 

学習支援

毎週火曜

会場：開放棟の特別教室（２年生以上）

６月 ７日開講 算数、国語＋お楽しみ学習

体験活動

６月１８日 おやつ作り（森永乳業）

７月 ９日 フェルトボールのストラップづくり（日本手芸普及協会）

８月２７日 ふれあい囲碁（退職教員）

９月１７日 ランチ作り（森永乳業）

１０月２２日 ペットボトルロケット（JAXA）

１１月１９日 日本の伝統文化（元時代劇俳優山中大介さん）

１２月１７日 造形で遊ぼう（退職教員）

 １月２１日 マンガ教室（デリーター株式会社）

 ２月１８日 算数体感プログラム（日本数学検定協会）

 ３月 ４日 防災講座（防災プロジェクト）

上作延小学校

特定非営利活動法人教育活動

総合サポートセンター

080-1004-1131 

学習支援

毎週火曜

会場：多目的ホール（２年生以上）

６月 ７日開講 算数、国語＋お楽しみ学習

体験活動

６月１８日 ペンシルロケット（JAXA）

７月１６日 ふれあい囲碁教室（退職教員）

９月１７日 くるくるリングをつくろう（楽しく動くおもちゃづくり名人）

宮前区

富士見台小学校
寺子屋富士見っ子実行委員会

070-1275-6455 

学習支援

毎週水曜

会場：富士見台小学校多目的室、図工室、図書室（２年生以上）

５月１１日開講 学習室＋英語教室＋ミニ体験

学習支援 ７月２０～２１日 夏の寺子屋・学習室＋かけ算九九道場

体験活動

５月１４日 スーパーキッズトレーニング教室（サギヌマスイミングクラブ）

７月２１日 夏の寺子屋・クラフト教室（地域）

７月２２日 夏の寺子屋・理科教室（地域）

犬蔵小学校

白幡台小学校

犬蔵中学校地域教育会議

070-1275-6493 

学習支援

毎週水曜

会場：犬蔵小学校多目的室（２年生以上、９月から１年生受け入れ）

 ６月 ３日開講 算数、国語＋お楽しみ学習

体験活動

 ４月２３日 親子で学ぼう出前ごみスクール（宮前生活環境事業所）

７月 ９日 ダンス体験（EMI ダンスチーム）

９月２４日 昔遊び（地域）

１０月２９日 英語で遊ぼう（地域）

１１月２６日 書道教室（地域）

 １月２９日 犬蔵の森で遊ぼう（地域）

菅生中学校

菅生小学校

稗原小学校

菅生中学校区地域教育会議

070-1275-6334 

学習支援

不定期

会場：菅生中学校金工室、木工室（中１～３年）

 ４月２５日開講 英語、数学

体験活動

 ４月３０日 教えてくださいあなたの故郷・広島（すがおこども大学）

 ５月２８日 教えてくださいあなたの故郷・青森（すがおこども大学）

 ６月１１日 大阪たこ焼き de たこせん（すがおこども大学）

 ７月 ９日 京都みたらし団子（すがおこども大学）

多摩区

中野島小学校

特定非営利活動法人

かわさき創造プロジェクト

070-1275-5718 

学習支援

毎週金曜

会場：中野島小学校特別教室（開放棟）（２年生以上）

６月１７日開講 算数、国語

体験活動

 ７月３０日 ランタンづくりで熊本震災復興支援を!! 
（メタリックデコレーション講師）

       いつまでも若さを保つ健康体操（真向法協会認定准教士）

東菅小学校

特定非営利活動法人

ままとんきっず

080-5437-1352 

学習支援

毎週水曜

会場：東菅小学校多目的ホール（２年生以上）

６月 ８日開講 算数、国語

体験活動

 ６月１８日 ゴローちゃんと遊ぼう（腹話術師城谷護さん）

 ７月 ９日 かわさき色輪っかつなぎ

三田小学校
みた・まちもり寺子屋

070-3139-6907 

学習支援

毎週水曜

会場：三田小学校図書室（２年生以上）

 ６月 1 日開講 算数、国語

体験活動

 ６月１８日 かさ袋ロケット（JAXA）

 ７月２３日 ペットボトルカバーづくり（日本手芸普及協会）
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宿河原小学校

公益財団法人横浜 YMCA 
川崎 YMCA 
080-4436-2642 

学習支援

毎週水曜

会場：宿河原小学校図書室（２年生以上）

 ６月 ９日開講 算数、国語

体験活動
 ７月１６日 こども化学教室！（NPO 法人かながわ子ども教室）

枡形中学校

特定非営利活動法人

ぐらすかわさき

070-5554-4917 

学習支援

不定期

会場：枡形中学校多目的室、３階学習室、ＫＦＪ（中１～３年）

 ５月２６日開講

体験活動
 ６月１０日 ドイツのボードゲームであそんでまなぼう！（わくラボ）

麻生区 西生田小学校

特定非営利活動法人教育活動

総合サポートセンター

080-7852-1675 

学習支援

毎週火曜

会場：西生田小学校特別活動室

６月 ７日開講 算数、国語＋お楽しみ学習（計算、漢字、囲碁など）

体験活動

５月２１日 紙飛行機を作って飛ばそう！（JAL 折り紙ヒコーキ教室）

６月１８日 マンガはどうやって描くのかな？（デリーター株式会社）

７月 ９日 木の枝エンピツづくり（退職教員）


