２０１９年４月１０日

小学生の放課後をもっと楽しく！

住友生命保険相互会社

第７回「スミセイアフタースクールプログラム」開催団体公募開始！
住友生命保険相互会社（社長：橋本雅博）は、第 7 回「スミセイアフタースクールプログラム」の公募を開始いたします。このプ
ロジェクトは、全国の学童保育や放課後子ども教室等（以下、学童保育等）をより楽しく、子どもたちにとってより成長できる場
所とすることを目的としております。19 種類のプログラムを全国各地無償でお届けします。
「スミセイアフタースクールプロジェクト」は、2019 年 3 月７日付で文部科学省の後援事業として承認されました。また、2017 年
度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）のほか、2018 年内閣府特命担当大臣（地方創生担当）
表彰（主催：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局）等様々な賞を受賞しています。
１．「スミセイアフタースクールプロジェクト」概要
学童保育等へ以下のメニューを無償提供いたします。なお、本プロジェクトは特定非営利活動法人放課後 NPO アフタースクール
への助成により行います。
スミセイアフタースクールプログラム

日本のあそび・世界のあそび

あそびツールダウンロード

日本全国の学童保育等に 19 種類+αの出

放課後にできる、日本や世界のあそびを

すごろくやペーパークラフトなどが

張授業を無償でお届け！（年間 50 カ所）

専用 HP で多数紹介！

いつでもダウンロード可能！

各地域の放課後の課題と改善策を一緒に考
える「ほうかご勉強会」も同時開催！

２．第７回「スミセイアフタースクールプログラム」公募内容
「いのち」「健康」「未来」そして、「夢をかなえる」をテーマに、楽しく学べる出張授業の開催を希望する団体を募集します。
ａ．募集対象：小学生を対象とした放課後活動を行っている団体（学童保育・放課後子ども教室等）
ｂ．募集数 ：５０団体
ｃ．応募締切
[第 1 次締切]2019 年 5 月 31 日（プログラム実施 7 月～）
[第 2 次締切]2019 年 7 月 31 日（プログラム実施 9 月～）
[第 3 次締切]2019 年 9 月 30 日（プログラム実施 11 月～）
※一度ご応募いただくとその次の締切に自動エントリーされます。

ｄ．第７回公募プログラム

いのちのプログラム
①心臓外科医のシゴト

び と う

あつし

②いのちによりそう、看護師

かわかみ

た か こ

講師：心臓外科医 尾頭 厚 氏

講師：看護師 川上 貴子氏

人の生死にかかわる心臓外科医。その

患者さんに寄り添う仕事について学びま

仕事の内容のお話や、手術で使用する
手術着や手袋、糸などで手術体験をし
ます。

す。けがをしたときに気をつけることや包
帯の巻き方、応急処置の仕方などを体
験します。

③自分を奏でる音楽
～いのちのオーケストラ～

も り た

ま

な

み

講師：森田 真奈美氏（ピアノ）
く ど う

あきら

工藤 明 氏（パーカッション）
本物のミュージシャンと一緒に演奏するこ
とで音楽とは何かを学び、音楽を通した
コミュニケーションを図ります。

健康のプログラム
④いのちかがやくサイエンス

⑤みんなで守る、みんなのいのち

①にほんのおだし

だ い こ く や

ひ さ え

講師：理科教育研究フォーラム代表

講師：NPO 法人プラス・アーツの方々

講師：料理家 大黒谷 寿恵氏

まつのぶ

イザ！という時に困らないために、災害時

和食の基本、出汁の取り方などを学びな

に役立つ知恵や技をゲーム方式で楽しく

がら、日本のごはんの良さや美味しさに

しずか

松延 康 氏
子どもたちの「！」と「？」を引き出すサイ
エンスプログラム。
めくるめく楽しい科学実験に子どもたちの
いのちが輝きだします。

学べる防災プログラムです。

触れます。心や身体に染み渡る本当の
美味しさに触れます。

②足が速くなる方法

④Let’s play ドッジボール！

③ことばと健康

大人数にも

大人数にも

オススメ！

オススメ！

あ ま の

講師：フリーアナウンサー天野 ひかり氏

講師：ドッジボール日本代表選手の方々

produced by 秋本 真吾

同じことばでも、表情や言い方で伝わり

ドッジボールの日本代表選手に、投げ方

200ｍハードルアジア最高記録保持者

方は変わります。感情を出したり、寝転

や避け方を教えていただきます。コツを教わ

のはやく走るメソッドを本物のアスリートが

がってみたり、いろんな発声方法で心の

ったあとは一緒に対戦します。

伝授！目からウロコのその方法で、みん

健康を体感します。

講師：0.01SPRINT PROJECT
あきもと

しん ご

なの足がはやくなる!?

未来のプログラム
⑤和太鼓の響き

①やってみよう！
スラックライン（綱渡り）

⑥レベルアップ！
全身元気なわとび

いくやま

ふ く だ

ゆ き み

講師：スラックラインライダー福田 恭巳氏

講師：和太鼓パフォーマー「無限」の方々

講師：プロなわとびプレーヤー 生山 ヒジキ氏

国内外で活躍されている和太鼓のプロから

世界チャンピオン・ギネス世界記録の技を持つ

新スポーツの若き日本のパイオニアが、世界

なわとびのプロが、誰でも楽しく上達できる方法

ランキング１位になるまでの努力や考え方

太鼓の演奏について学びます。全身を使っ
て魅せる表現を目指します。

を教えてくれます。

を学び、実際に体験ライディングします。

②宇宙の未来
大人数にも

③木のぬくもり、
不思議を知ろう

④夢へのキャッチボール

オススメ！

講師：竹中大工道具館の方々

講師:元プロ野球選手、野球解説者

博士(理学)高梨 直紘氏

木の種類によって香りが違うことを知っていま

川崎 憲次郎氏

ボールやロープを使い、惑星の位置関係や

すか？大工さんの使う道具を体験し、木の

日本シリーズ MVP、沢村賞受賞のピッチャ

大きさを体感。シミュレーターでの宇宙探検

ぬくもりや不思議にせまります。

ーからキャッチボールを通じて、思いやりの心

講師：天文学普及プロジェクト「天プラ」代表
た か な し なおひ ろ

かわさき

けん じ ろ う

を学びます。

を通し、宇宙の未来を探ります。

⑤世界に広がる！けん玉

⑥夢にのせて！空飛ぶシゴト

⑦わくわく体験！テレビ局のシゴト

大人数にも
オススメ！

あきもと

さとる

講師：日本けん玉協会 秋元 悟氏

講師：ＡＮＡグループの方々

講師：フジテレビの方々

日本から世界に広がっているけん玉を、世

パイロットや客室乗務員など飛行機にまつ

アナウンサー、カメラマン、音声、画像調整

界ランキング３位の実績を持つ名人が教え

わる仕事をしている方々が先生となり、みん

等、テレビ制作スタッフが大集合！本物の

てくれます。いろんな技に挑戦！

なの疑問に答えてくれたり、オシゴト体験な

機材に触れ、本物のスタッフと一緒に、テレ

どを実施します。

ビ制作の仕事について学びます。

⑧事実を正確に
新聞社のシゴト
Ｎｅｗ
講師：産経新聞社の方々
インターネットがどんなに発達しても、暮らし
に欠かせないのが新聞。正確な情報の大
切さを学びながら、プロの新聞記者と一緒
に世界に一つの新聞を作ります。

夢をかなえるプログラム
１９種類のプログラムとは別に、子どもたちの「やってみたい」をかなえるプログラムです。
例えば、「ロケットを作って発射したい！」、「ファッションデザイナーになりたい！」など、
普段子どもたちが「やってみたい」と言っていることや、子どもたちと相談してみんなで考えた
夢などを、ぜひご応募ください！
ｅ．応募方法
応募用紙をご記入の上、メールまたは FAX にて応募ください。電話での申し込みはできません。
＊応募用紙はスミセイアフタースクールプロジェクト専用サイト（http://sumiseiafterschool.jp）よりダウンロード可能です。
【応募先メールアドレス】info@sumiseiafterschool.jp 【応募先 FAX】03-6721-5044
【お問合せ先】スミセイアフタースクールプロジェクト事務局 03-6721-5043（平日 10:00～17:00）
ｆ．選考にあたっての留意事項
開催団体は事務局にて選出いたします。選考にあたり、電話にて参加者や開催場所、準備物等についてヒアリングする場合があ
ります。また、開催日時を調整させていただくことがあります。
＊プログラム開催同日、アフタースクールの取組みが地域に根付くことを目的とした「地域の方々と一緒に作るアフタースクール」に
ついての勉強会等を開催させていただきます（１時間程度）。
ｇ．結果通知
開催決定団体には締切後１ヶ月以内にご連絡いたします。

プログラム応募者全員にプレゼント！！
「放課後をもっと楽しく！BOOK」
指導員の方の運営の一助となるように「子どもたちの創造的な活動のために」や
「プログラム事例集」等、運営現場で活用いただけるように作成した小冊子です。
▼コンテンツ
・小学生を知ろう！(学習、集団活動、運動などの小学生時期に身につく力について)
・子どもたちの声を知ろう！
・プログラム事例集
３．スミセイアフタースクールプロジェクトホームページ
スミセイアフタースクールプロジェクト専用サイト（http://sumiseiafterschool.jp）では、公募プログラム詳細の他、プロジェク
ト紹介動画等を掲載しています。学童保育等関係者の方に参考としていただくために、プログラムレポートも掲載しております。
また、遊んで学べるすごろくやペーパークラフト類を提供しています。あわせて「日本のあそび」「世界のあそび」コーナーを設け、子ど
もたちの遊びの世界を広げることをサポートしています。ホームページは随時更新し、順次提供する「遊び」を増やしていきます。
以上

