
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



放課後児童クラブ 幕張海浜キッズ募集要項 

 

１．申込み手続き等について 

  （１）対象 

利用開始希望日時点で、次の要件のいずれにも該当する児童 

・保護者が就労等により、昼間家庭にいない小学生 

・千葉市立幕張西小学校区に在住する小学生 

  （２）募集人数 ６名（新小学 1 年生） 

（３）募集期間 201８年 10 月 1５日（月）～1１月９日（金） 

     ※就労証明書提出期限も 11 月９日とします。 

  （４）利用可否決定通知 

     利用可否決定の通知は 11 月中旬にお知らせいたします。 

  （５）選考基準 

     千葉市こどもルーム施設利用選考基準表（受入れ基準点数表）に従い、加点の高

い方から入所を決定します。 

尚、加点が同点となった場合は、幕張海浜こども園または、幕張海浜キッズに兄

弟のいる方を上位とし、さらに同点の場合は抽選とします。 

      ※  疾病・負傷・障害のある方は、事前にご相談ください。職員配置の関係により受 

け入れができないか、入所をお待ち頂く場合があります。 

（６）利用を希望される方は、別紙の利用申込書に必要事項を記載の上、必要書類を添

えて幕張海浜こども園事務所まで提出して下さい。 

※ 幕張海浜キッズは民間事業の為、千葉市こどもルームの利用申請書には、幕張海

浜キッズの施設名を記載することは出来ません。幕張海浜キッズおよび千葉市

こどもルームに併願される方は、それぞれに手続きが必要となりますのでご注

意ください。 

 

２．運営の目的と指導目標 
 小学校低学年の時期の子どもは、幼児期の特徴を残しながらも、言語能力や認識力が高

まり、善悪についての理解と判断が出来、自然等への関心が増える時期であります。しか

し、現代の子どもを取り巻く環境課題として、家庭における子どもの徳育にかかわる課題

が増え、その中でも、核家族化や地域における地縁的つながりの希薄による孤立、価値基

準の流動化等により親が子育てに対して自信が持てないなどの問題が挙げられています。

こうしたことが背景となり子どもが社会性を十分身につけることが出来ないまま小学校に

入学することにより、精神的な不安定さをもち、周りの児童との人間関係をうまく構築で

きず集団生活になじめない小 1 プロブレム問題が顕在化しています。 
 高学年の時期の子どもは、幼児期を離れ、物事をある程度対象化して認識することがで

きるようになることで、対象との間に距離をおいた分析ができるようになり、知的な活動

においてもより分化した追究が可能となります。 
 また、身体が大きく成長し、自己肯定感を持ちはじめますが、その一方で、発達の個人

差も大きく見られることから、自己に対する肯定的な意識を持てず、自尊感情の低下など

により劣等感を持ちやすくなる時期でもあります。 
 さらには、集団の規則を理解して、集団活動に主体的に関与したり、遊びなどでは自分

たちで決まりを作り、ルールを守るようになる一方で、閉鎖的な子どもの仲間集団が発生

し、付和雷同的な行動が見られる時期でもあります。 
 このような各発達において重視すべき課題として、以下のような取り組みを行います。 



 

 （小学校低学年） 

  １．集団や社会のルールを守ることの大切さを学び、身につける。 

  ２．自然や美しいものに対する感動する心を育成する。 

  ３．不思議なものに対する好奇心を育成する。 

  ４．コツコツと積み重ねることの大切さを育成する。 

 

 （小学校高学年） 

  １．抽象的な思考への適応や他者の視点に対する理解を深める。 

  ２．自分を大切にする心（自己肯定感）を育成する。 

  ３．他者を思いやるやさしさを育成する。 

  ４．集団における役割の自覚や主体的な責任意識を育成する。 

  ５．体験活動を通した実社会への興味・関心を持つ。 

 

 

３．利用定員  

  ４０名(小学１年生から６年生) 

※201９年 4 月より利用定員を２０名から４0 名に増員します。 

4．利用日・利用時間・延長利用について 

区 分 基本時間 延長時間 

通常授業日（月～金） 授業終了後～18：00 18：00～19：00 

土 曜 日 8：30～16：30 開設なし 

短 縮 授 業 日 授業終了後～18：00 18：00～19：00 

学校行事等振替休業日 8：00～18：00 18：00～19：00 

小学校休業日および長期休業日 月～金 8：00～18：00 18：00～19：00 

土曜日 8：30～16：30 開設なし 

  

 ＊利用日等の変更 

  振替休業日、交通機関のスト、災害・台風、インフルエンザ等による学校・学級閉

鎖、その他の理由により、利用日または利用時間を変更することがあります。 

 ＊延長利用（事前の申し込みが必要です。） 

  18:00 以降の利用を必要としている児童を対象として延長時間を設けています。 

  月～金曜日 18:00～19:00 

 ＊利用時間の厳守 

  事前に申請した利用時間を厳守してください。台風等の影響で交通機関の運行に乱れ

があり、利用時間までにお迎えに来られない場合は、事前にご連絡ください。 

5．利用料について 

  幕張海浜キッズを利用される際の利用料は下記のとおりです。 



利用料は後払い制となります。利用月の末日に集金袋をお渡しいたしますので、翌月

１～5 日までに保護者の方が直接、事務所へお支払い下さい。尚、お子さまのランド

セル等に入れて持たせることはできません。 

尚、兄弟入所や世帯収入等による、減免制度はありません。 

 

保育料（月額）  

７・８月以外：９，０００円、７月：１０，０００円、８月：１２，０００円 

延長保育料（月額） １，０００円 

おやつ代（月額）  ２，０００円 

その他、保育に関わる実費費用が発生する場合はその都度徴収します。（遠足電車、

バス代等） 

＊全ての利用料において、日割り計算は行いません。 

 

6．保育カリキュラム 

  幕張海浜キッズをでは子どもたちが主体的に参加できるよう、様々なイベントプログ

ラムを計画し保育を実施します。 

   

  一日の流れ（例） 

 （通常日） 

   授業終了  ～15：30 ワークタイム（学習） 

   15：30  ～16：00 おやつタイム 

   16：00  ～17：00 イベントタイム 

   17：00  ～18：00 フリータイム（外遊び、読書、製作活動など） 

   18：00  ～19：00 延長保育 

 

 （小学校休業および長期休業日） 

     8：00  ～ 9：00 通所・フリータイム 

      9：00  ～10：00 ワークタイム（学習） 

   10：00  ～12：00 イベントタイム・ワークショップ・フリータイム 

   12：00  ～12：45 給食タイム 

   12：45  ～13：45 休憩 

   13：45  ～15：30 フリータイム（または、イベントタイム・ワークショップ） 

   15：30  ～16：00 おやつタイム 

   16：00  ～17：00 イベントタイム・ワークショップ 

   17：00  ～18：00 フリータイム 

   18：00  ～19：00 延長保育 

 

7．職員配置 

  幕張海浜キッズの職員構成は以下のとおりです。 

所長  1 名(幕張海浜こども園々長が兼務します。） 

   主任児童員 1 名（幕張海浜こども園の保育教諭が兼務します。） 

   学童保育支援員 １～2 名 

   学童保育支援補助員 １～2 名 

   事務員 1 名(幕張海浜こども園の事務員が兼務します。) 

8．服装と持ち物 

  利用にあたり、以下の持ち物をご用意頂きます。 



（１）うわばき 小学校とは別に学童保育専用の上履きを１足ご用意ください。 

(月曜日に持参し、金曜日に持ち帰り) 

（２）手拭きタオル、汗拭き用を各１枚(毎日持ち帰り) 

（３）着替え（パンツ、シャツ、靴下、上下の着替え一式各 1 組を口の閉まる袋等に 

入れて下さい。） 

＊入所時に一式を預かり保管します。使用後、随時持ち帰りますので、その分

を翌日に補充して下さい。 

  （４）お道具箱・はさみ・のり・色鉛筆 12 色 

     ＊お道具箱（蓋付）・はさみ・のりは、幕張海浜保育園卒園時に持ち上りま

す。色鉛筆は、ケース入り 12 色を別途、ご用意ください。 

（５）帽子 屋外活動の際に使用しますので、野球帽などをご用意ください。毎日、

かぶってきても構いません。 

（６）お茶用コップ（割れにくいもの） コップは施設側で預かり、洗浄・保管を行 

います。毎日のお返しは行いません。 

（７）お弁当 小学校で給食がないときは必ずお弁当を持たせてください。 

（８）バスタオル 土曜日や夏休みなどの長期休業日利用時の昼休憩の際に使用しま

す。ご座の上で体を休めますので、おなかに掛ける大判のバスタオルをお持ち

下さい。 

（９）普段の服装は活動しやすく、多少汚れても構わないものを着用して下さい。 

（10）おもちゃ、玩具、DS 等のゲーム機器の持参は原則お断りします。 

 

9．教材について 

幕張海浜キッズでは、毎日学習の時間を設け、職員による学習支援を行います。但

し、学習支援は子どもたちの学習意欲向上を目的とするものであり、成績の効果を目

標とするものではないことをご理解ください。 

（１）学習時間に使用する、教材（ワーク等）や勉強道具等を持たせてください。学校

の宿題を持ってくることは構いませんが、宿題の完成や採点はお約束しません。

必ず保護者の方が帰宅後に確認をしてください。 

（２）振替休日や長期休業中、朝から夜まで学童で過ごす時間が長いときは、ご家庭 

から読みたい本や勉強したいワーク教材を持参されても結構です。必ず記名の

上、その日のうちに本人が持って帰るようにお願い致します。 

 

10．登所・退所、早退等について 

    

 （１）学校からの登所ルートについて 

    登所の際は、幕張西小学校東側昇降口より、県営団地前を通り、幕張海浜保育園

北側通用門より入ってください。北側門の鍵は登所時間に合わせ解除します。 

（２）降所、早退の連絡 

   原則として、保護者のお迎えなしにお返しすることや早退（ひとり帰り）は出来

ません。家庭等の都合等により止むを得ず、早退（ひとり帰り）する場合は、そ

の旨と降所時間を連絡帳でお知らせください。 

   また、習い事等で予め早退する曜日、時間が決まっている場合は、事前に児童連

絡票や連絡帳により届け出てください。 

（３）伝染病等 



   インフルエンザや風疹等の診断を受けた児童については、学校への登校が可能と

なるまでは利用ができません。また、利用再開の際には、登校許可書（コピー

可）の提出が必要となります。 

 

11．おやつについて 

 （１）幕張海浜キッズでは、お子さん 1 人当たり月額２，０００円のおやつ代をお預

かりし提供します。（日割りは行いません。） 

 （２）おやつ代は、利用料とは別に徴収いたします。利用月の月末に集金袋をお渡し

しますので、翌月１～5 日までに保護者の方が事務所へお支払い下さい。 

 （３）食物アレルギーのご心配なお子さんについては、事前にご相談ください。 

 （４）欠席やおやつ時間前の早退の際に、おやつを持ち帰ることは出来ません。 

 

12．昼食（お弁当）について 

 （１）土曜日、夏休み等の長期休業期間、学校行事振替休業日および学校で給食のな

い日は、お弁当を必ず持たせてください。 

   ＊給食の提供については、現在、検討中です。 

 （２）お弁当の代わりにお金を持たせたり、自宅に食べに帰らせたりすることは出来

ません。 

 

 13．その他 

   

  （１）幕張海浜キッズ運営に関する基準、利用要件等は千葉市子どもルームの整備・

運営に関する方針に準じます。 

   

   

 

 

 

 入所に関するお問い合わせ先 

  幼保連携型認定こども園 幕張海浜こども園 

  住 所 〒261-0026 

      千葉市美浜区幕張西２－７－２ 

  電 話 ０４３－２７３－２２６６ 

  メール info.makuharikaihin@ainosono.or.jp 

 

 

 付記 2017 年１０月 1 日作成 

2018 年  ９月 1 日更新 

 

 


