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学童保育 　質も充実 　安⼼心・安全＋学びの場に
2014.3.27  10:05  （1/3ページ）

 　共働き世帯の増加で学童保育の需要が⾼高まってい
る。何をして過ごすかは運営主体によってさまざま
だが、安⼼心・安全な居場所であることに加え、質も
求められるようになってきた。（油原聡⼦子）
 　◆多様なプログラム
 　３⽉月１３⽇日の放課後、横浜市⽴立立茅ケ崎⼩小学校の⼀一

「ライフ」のランキング

室に児童約４０⼈人が集まった。

もっと読む

夢と魔法に酔いしれる「夢の国」 　⼊入園…
【皇室ウイークリー】（３２６）史上初…

 　住友⽣生命（⼤大阪市中央区）の学童保育⽀支援事業の

「ラーメンの⻤⿁鬼」、有名店店主 　佐野実…

プログラムの⼀一つで、試験的に実施。菊名記念念病院

学童保育を⽀支援するスミセイアフタースクール
プロジェクトによる試験的出前授業 　＝横浜市
⽴立立茅ケ崎⼩小学校

（横浜市港北北区）の⼼心臓⾎血管外科部⻑⾧長、尾頭厚医師
が「皆さんにお医者さんの仕事について紹介しよう
と思いました」とあいさつし、医師の仕事や⼼心臓⾎血

【柴⾨門ふみの⼈人⽣生相談 　あすへのヒント…
ウルトラの街は夜も安⼼心？ 　世⽥田⾕谷の商…

管外科について説明。
 　児童は聴診器を⼿手に、お互いの⼼心臓の⾳音を聞いたり、⼿手術⽤用のマスクやガウンを着け、
⼿手術で使う⽷糸で結び⽬目を作ったりする体験をした。

最新の話題
サムスンやらせ⾃自撮
りに欧⽶米激怒怒

 　住友⽣生命が４⽉月から始める「スミセイアフタースクールプロジェクト」で、全国の学童
保育の運営を⽀支援する。公募し、⼿手術体験や和⾷食の調理理体験など多様なプログラムを実
施。学童保育運営のマニュアルの配布や遊んで学べるペーパークラフトなどの教材を提供
する。
 　プロジェクトを担当する住友⽣生命ＣＳＲ推進室の副⻑⾧長、須之内たか美さん（３５）は５
歳の⼥女女児の⺟母。「⼦子供の放課後の居場所がなく、⼩小学校⼊入学と同時に仕事を辞めてしまう
⼈人もいます。⺟母親の就労形態にかかわらず、⼦子供に充実した時間を過ごしてほしい。学童
保育の問題へ社会的関⼼心を⾼高めるきっかけになれば」と話す。
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