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岩崎学園 

品濃町放課後児童クラブ 

[大地]・[大空] 

ご 案 内 

 

 
〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町 550-8 

岩崎学園品濃町放課後児童クラブ[大地] 

TEL：045（826）7735（13:00～19:00） 

E-Mail：tsjc@iwasaki.ac.jp 

岩崎学園品濃町放課後児童クラブ[大空] 

TEL：045（826）7772（13:00～19:00） 

E-Mail：tsjco@iwasaki.ac.jp 

横浜保育福祉専門学校 

TEL：045（826）7730（上記以外の時間はこちらへおかけください） 

 

品濃町放課後 

児童クラブ 

[大地]（１階） 

[大空]（６階） 

横浜保育福祉専門学校 

イオン 

オーロラモール 

アネックス 

横浜リハビリテーション専門学校 

オーロラモール 

岩崎学園東戸塚保育園 

西武百貨店 

東
戸
塚
駅 

銀行 

東口 

オーケー 



 

Ⅰ クラブ概要 

 所在地 

〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町 550-8  

（ＪＲ東戸塚駅東口徒歩５分 岩崎学園東戸塚２号館の１階部分[大地]、6 階部分[大空]） 

 

 設置者 

学校法人岩崎学園 

 

 開所日時 

月曜日～金曜日 下 校 後～１９：００ 

休校日     ８：００～１９：００（うち朝延長 ８：００～８：３０） 

★休校日とは、長期休業期間、横浜開港記念日（6 月 2 日）および行事等振替休日のことです。 

★休校日の開所は、近隣の小学校５校（東品濃小、品濃小、平戸小、境木小、川上北小）に準じます。 

★年 2 回程度、１６：００頃に閉所させていただく日があります。 

 

 閉所日 

土・日曜日、祝祭日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

 定員（横浜市の定めによる） 

[大地] ６３名 

 [大空] ４０名 

 

 利用対象児童 

下記の小学校学区に居住している方（私立小学校に通学される方も含みます） 

※東品濃小、品濃小、平戸小、境木小、川上北小 

 

Ⅱ クラブの方針 

 保育の基本方針 

・一人ひとりの個性を尊重し、自主性を育む。 

・自発的な遊びを通して、心身の健康と自立を育む。 

・地域や自然との関わりを大切に、社会性と自律を育む。 

・自主的に学習に取り組む姿勢を育む。 

・家庭との連携を大切に子どもを育む。 

 

 クラブの目標 

・元気にあいさつ、へんじは「はい」 

・きちんとつたえ、きちんと聞こう 

・じっくりとりくみ、じゃまをしない 

・守ろう、みんなのお約束 

 

※週５日中５日利用する方を１名、 

週３日利用の方は 0.6 名と数えて集計する。 



Ⅲ 保育内容について 

 保育の特徴（成長プログラムの導入） 

・私たち「岩崎学園品濃町放課後児童クラブ[大地]・[大空]」は、子ども達にとって一番安心できる   

場所は家庭だと考えます。その家庭に帰るまでの時間である「放課後」を、子ども達にはクラブの   

仲間や支援員と安全に楽しく有意義に過ごしてもらいたいと願っています。 

・異年齢の多くの仲間たちと過ごすという、家庭とは異なる特長を生かし、「コミュニケーション力」  

や「考える力」をより一層伸ばしていくための働きかけができるのではないかと考え、７つに分類  

した成長プログラムを実施しています。 

・お子さんの教育について第一義的責任を有するのは、もちろん保護者の方ですが、成長プログラム  

の実施により家庭教育の補完ができるのではないかと考えております。また、地域の子育て支援を  

担う施設としても、その役割を果たすべくさまざまな活動を企画・実施しております。 

 

成長プログラム 

●コミュニケーション力向上プログラム（フルバリューの時間） 

●考える力向上プログラム    ●造形プログラム 

●国際文化交流プログラム    ●音楽プログラム 

●体育プログラム        ●食育プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合施設としてのメリット 

・専門学校の体育館、屋上庭園、実習教室が利用できる施設・設備の充実 

・横浜保育福祉専門学校、横浜リハビリテーション専門学校との交流、および施設の利用 

・岩崎学園新横浜放課後児童クラブ、岩崎学園東戸塚保育園との交流 

 

 登所・降所 

登所：各小学校で学年ごとにまとまって、クラブが決めた道を経て登所します。 

★前記５校の 1 年生に限り、年度初めの 1 ヶ月を目安に小学校までお迎えに行きます。 

この期間に、道順や交通安全等の約束事を覚えていきます。 

（休校日は保護者の方の送りをお願いしていますが、申請により児童一人での登所も認めています） 

降所：保護者および送迎者登録をされた方のお迎えにより帰宅していただきます。 

★習い事等の個別事情につきましては、申し出により対応いたします。 

体育プログラム 

音楽プログラム 

食育プログラム 造形プログラム 



 食事・おやつ 

休校日や学校給食のない日は、お弁当・水筒を持たせてください。 

夏季休業中には、週１回の割合でみんなでお昼ご飯を作って食べるランチプログラムを実施します。 

おやつは、併設保育園で調理した手作りのものを、みんなでいただきます（おやつの時間：15:15～）。 

おやつ代は利用料に含まれています。 

 支援員 

放課後児童支援員資格・教員免許・保育士資格・体育指導員資格を有する者、子育て経験のある者等

で構成されています。 

 保険 

傷害保険に加入します。保険料は利用料に含まれています。 

学校→クラブ→自宅の移動およびクラブ活動時間中が保険の範囲内です。 

Ⅳ 一日の流れ 
 

 一日の流れ（通常時） 

登 所 

15:15 

15:50 

16:15 

17:10 

17:30 

ただいま！  

おやつ 

お集まり 

自由遊びまたはプログラム 

がんばるタイム（宿題をすませます） 

自由遊び～順次お迎え 

 

 

 

 

 

Ⅴ 利用料 

 

入会金 １５，０００円  

月額利用料 18:00 まで利用 ２６，０００円  

18:30 まで利用 ３１，０００円 （スポット利用料 １回５００円） 

19:00 まで利用 ３６，０００円 （スポット利用料 １回７５０円） 

朝延長利用料（8:00～8:30） １回    ５００円 （月極め ５，０００円・8 月のみ） 

休校日追加利用料（8:30～13:00） 1 回 １，０００円 （月極め１０，０００円・8 月のみ） 

日割利用料（13:00～18:00） 1 回 ２，０００円  

★上記の利用料等は、毎月初めに請求書をお渡しし請求金額をご確認いただいた上で、毎月 17 日に 

ご指定の預貯金口座より自動引落しにてお支払いいただきます。 

月額利用料と月極利用料は利用前月のご請求、スポット利用料と朝延長利用料、休校日追加利用料は

月末に集計し翌々月請求となります。口座振替手数料（１５５円）も合わせてご請求させていただき

ますのでご了承ください。 

★ランチプログラム、遠足・キャンプなどの特別行事を行う際は、別途参加費をご負担いただきます。 

 一日の流れ（休校日）  

登 所 

9:15 

9:30 

10:00 

12:00 

＜午後＞ 

13:30 

13:45 

14:15 

15:15 

15:45 

おはよう！ 

朝のお集まり 

がんばるタイム 

自由遊び 

お弁当 

 

午後のお集まり 

がんばるタイム 

自由遊び 

おやつ 

自由遊び～順次お迎え 
がんばるタイム 

 

品濃中央公園にて 

（3 年生まで在籍した 
4 年生以上に限る） 

おやつの時間 

 



Ⅵ ご利用にあたってのお願い 

・登所時に、37.5℃以上の熱がある場合はお受けできません。 

・保育中に発熱等いつもと様子が違う場合には、保護者の方に連絡をとり、お迎えに来ていただく場合があります。 

・活動内容のご報告、情報交換のため「保護者会（年 4 回、土曜日に実施）」への出席をお願いします。 

・クラブ入会後には、お揃いのＴシャツをご購入いただきます（1枚1,600円程度）。 

・お子さんの体質や発達、集団生活に不安のある方は、事前にご相談ください。 

・当クラブの方針を十分ご理解いただいた上で、お申込みください。 

 

Ⅶ クラブの施設 

[大地]クラブ入口 

 

[大地]クラブ内 

 

[大空]クラブ内 

 

＜横浜保育福祉専門学校内施設＞ 

音楽室（７階） 

 

屋上庭園＆プール（6 階） 

 

 調理室（５階） 

 

図書室（３階） 

  

体育館（地下３階） 

 

リトミックアトリエ（地下３階） 

 



 
 1年間の活動スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４月 ●新入生歓迎会 

●校内探検 

●新１年生お迎え開始 

●お花見会 

５月 ●子どもの日のお祝い 

●第１回保護者会 

●岩崎学園東戸塚地区合同防犯訓練 

６月 ●第２回保護者会 

●ミニ遠足（上品濃公園、児童遊園地） 

７月 ●たなばた会 

●夏季特別保育（８月の授業開始まで） 

●遠足（高学年） 

８月 ●遠足（全学年・低学年） 

●サマーキャンプ 

●ランチプログラム 

●プール遊び 

●職業体験教室（岩崎学園の各専門学校） 

●東品濃夏祭り 

●クラブ交流（岩崎学園新横浜放課後児童クラブ） 

●食育教室 

９月 ●お月見会 

１０月 ●老人ホーム訪問 

●岩崎学園学園祭 

●ハロウィンパーティ 

１１月 ●第３回保護者会 

●入会説明会 

●岩崎学園東戸塚地区合同避難訓練 

１２月 ●クリスマス会 

●冬季特別保育開始（１月の授業開始まで） 

●大掃除＆子ども忘年会 

１月 ●七草粥ランチ 

●スケート遠足 

２月 ●節分豆まき 

●第４回保護者会＆新入会者・在籍者との顔合わせ懇談会 

３月 ●ひなまつり会 

●春季特別保育開始（４月の新学期開始まで） 

●お別れ遠足 

●お別れパーティ 
 

★各月のお誕生会 

★各種成長プログラム（週１回程度） 

★避難・防犯訓練（月１回程度） 

たなばた会 

流しそうめん 

ハロウィンパーティ 

クリスマス会 

お誕生会[大地]・[大空] 

スケート遠足 

職業体験教室 

（保育士体験） 

オンラインワーク

ショップ 

サマーキャンプ 



岩崎学園品濃町放課後児童クラブ[大地]・[大空] よくあるご質問 

●どんなことをして過ごしていますか？ 

＜クラブ内＞ 

読書やトランプ、お絵かき、工作、レゴブロックなど自分のしたい遊びに取り組みます。 

成長プログラムや季節の行事、お誕生会は、一斉活動として取り組みます。 

＜クラブ外＞ 

近くの公園（品濃中央公園、谷宿公園、パークの公園など）や、横浜保育福祉専門学校の体育館で

遊びます。 

●震災災害時や警報発令時のクラブの対応は？ 

１．大規模地震が発生した場合 

・下校中：支援員が登所経路を辿って迎えにいき、クラブでお子さんを保護します。 

・クラブ開所中：クラブでお子さんを保護します。 

※上記以外での地震発生時は、クラブは臨時休業となります。 

２．横浜市内に「特別警報」が発表された場合 

・クラブは閉所します。 

３．横浜市内に「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「降灰予報」が発表された場合 

・登校前（6:00 の段階）：小学校は休校となるので、９:00 に開所します。必ず保護者がクラブ    

まで送ってください。 

・在校時・授業中：終業時刻以降の臨時開所をします。 

４．横浜市内に「大雨警報」「洪水警報」が発表された場合 

・登校前（6:00 の段階）：小学校が休校となった場合には 9:00 に開所します。必ず保護者が   

クラブまで送ってください。ただし「登校見合わせ」の場合は、 

朝からの開所は致しません。 

・在校時・授業中：終業時刻以降の臨時開所をします。 

※集団下校：小学校から連絡が入った場合、支援員が小学校までお迎えに行きます。 

保護者引取り：支援員はお迎えには行きません。各ご家庭での対応をお願い致します。 

（保護者または代理の方がお引取りになった後、クラブまで送ってくださる場合はお預かりします） 

●緊急時の子どもの安否等はどのように確認できますか？ 

メール配信システム、災害伝言ダイヤル等、その時に可能な連絡手段を用いてご連絡いたします。 

●学級閉鎖の場合は、どうなりますか？ 

当該学級に在籍する児童は、クラブの利用を控えていただくようお願いしております。 

●突然お迎えが間に合わなくなった時は、どうしたらいいですか？ 

まずは、クラブにご連絡ください。クラブでお待ちします。 

「送迎者登録カード」に登録されている方やクラブ在籍保護者であれば保護者以外の方にお迎えいた

だいても構いません。 

●欠席の連絡はどうしたらいいですか？ 

小学校の下校時刻までに必ずクラブにご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩崎学園グループ 

情報セキュリティ大学院大学（平成 16 年開学） 

横浜ｆカレッジ（昭和 2 年開校） 

情報科学専門学校（昭和 58 年開校） 

横浜医療情報専門学校（平成元年開校） 

横浜デジタルアーツ専門学校（平成元年開校） 

横浜リハビリテーション専門学校（平成 10 年開校） 

横浜保育福祉専門学校（平成 19 年開校） 

横浜実践看護専門学校（平成 26 年開校） 

岩崎学園東戸塚保育園（平成 19 年開所） 

岩崎学園新横浜保育園（平成 22 年開所） 

岩崎学園新横浜第二保育園（平成 24 年開所） 

岩崎学園品濃町放課後児童クラブ[大地]（平成 19 年開設） 

岩崎学園品濃町放課後児童クラブ[大空]（平成 27 年開設） 

岩崎学園新横浜放課後児童クラブ（平成 22 年開設） 

岩崎学園附属幼稚園（昭和 50 年開園） 

岩崎学園附属磯子幼稚園（昭和 51 年開園） 

岩崎博物館 ―ゲーテ座記念― （昭和 55 年開館） 

 

法人本部 

横浜市西区北幸 1 丁目 2 番 7 号 


