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事業名 事　業　内　容 実施日時

翼教室
長期欠席児童生徒の心のケアと
教科学習・スポーツ・集団活動の指導
翼教室における親子行事

週５日　※時間割は報告書(2)参照
※行事は報告書(3)参照

翼スペシャル
Lesson

専門家講師による多彩な分野の
特別講義

第32回～第41回を実施
※詳細は報告書(3)参照

家庭訪問
社会参加できない青少年・
うつ状態の人の在宅ケア

週１～２日
随時

カウンセリングルーム
つばさ

子どもの個別ケア
子どもの問題行動についての相談
青年・成人の方のカウンセリング

週５回
随時

就職自立支援
パソコン技能習得支援
就労支援センターへの導入指導
事業所への同行

PC講座は全36回を実施
※詳細は報告書(3)参照
その他は随時

つばさの会
翼教室生の保護者その他の親たちのための
子育て個別相談と学習会

毎月第2・第3土曜日
　各６時間
※詳細は報告書(4)参照

無料見学相談会 翼教室にて無料見学相談会を実施
2017年4月22日、6月24日、
10月28日、12月23日、
2018年2月24日に実施

広報誌等の作成
ニュースレター「つばさ」・
リーフレットによる広報活動
ホームページブログ更新

ニュースレター29号･30号を発行
ブログ更新は随時

父母と教師の
拡大学習会

第15回 「子どもたちのＳＯＳを受けとめて」
　拡大学習会を開催

2017年12月3日(日)
コムズ大会議室にて開催
参加者約100名

講演活動 愛媛県人権問題研修講師として講演 ※詳細は報告書(4)参照

特定非営利活動法人えひめ心のつばさ
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翼教室　Weekly ＆　つばさの会

 8：30～9：30 自主学習 自主的な学習・家庭学習の添削

 9：30～10：00 休憩 教室又は休憩室で読書や休憩

10：00～11：00 学習指導 主に算数・数学を中心に指導

11：00～11：30 ケアの時間 教室内でリクレーション　又は庭に出てスポーツを楽しむ

11：30～12：00 学習指導 主に算数・数学を中心に指導

12：00～12：30 昼食・お弁当箱洗い

12：30～13：30 教室内でリクレーション　又は庭に出てスポーツを楽しむ

13：30～14：30 学習指導 主に英語や国語を中心に指導

14：30～15：00 ケアの時間 おやつを食べながらのコミュニケーションタイム

15：00～15：20 清掃 教室・休憩室・トイレ・玄関などの清掃

15：20～15：30 ミーティング 行事予定の確認と体調の確認

準備物や集合時間・集合場所等の確認

さまざまな議題についての討議・決定・意見交換など

15:30

16：00～17：30 個別ケア 教室生の個人的な相談 ※社会参加できない

　　　　　　進路の話や相談 　　　　青少年の家庭訪問

18：00～19：30 個別ケア 卒業生・保護者の個別相談 ※学校訪問

戸外活動日 毎週１回 グランド・体育館でのスポーツや年間行事計画に基く活動

翼スペシャルLesson 毎月１回 専門家による特別授業

親子行事 毎月１回 保護者参加型参観日

土・日・祝

月の最終平日 学校への書類提出日

つばさの会 毎月２回 保護者学習相談会（第２・第３土曜　13：00～19：00）

父母と教師の学習会 毎年１回 子ども達のＳＯＳを受けとめて

ケアの時間

　　　　　　　　教室生全体の解散

休講日

特定非営利活動法人えひめ心のつばさ



　４日・１２日 　戸外スポーツ 　６日

１６日 　朗読鑑賞会 １３日

１８日～２０日 　運動会練習 ２０日

２３日 　ＴＳＵＢＡＳＡ運動会 ２７日

１６日～１７日 　教室合宿 １０日（水） １１日

２３日 　動物園 第32回　「絵本で発見！」 １８日

３０日 　カラオケ 　　講師 ： 高橋ユミ子 先生 ２５日

　６日 　トーチ作り ２４日（土） 　１日

１４日 　お菓子作り 第33回　「合気道」 　８日

２６日 　バトミントン 　　講師 ： 大上勝彦 先生 ２２日

２０日・２８日 　戸外スポーツ・トーチ練習 ２９日

　４日 　ボウリング 11日（火） 　６日

６日～２７日 　トーチ練習 第34回　 １３日

２２日 　土曜夜市 　　「美味しいそば打ち体験」 ２０日

２９日 　トーチ・バーベキュー 　　　　講師 ： 笘居靖史 先生

　１日 　屋内スポーツ（卓球） ８日（火） １０日

１７日・１８日 　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ学習会 第35回 「美文字レッスン」 １７日

２３日 　小旅行会議 　　講師 ： 徳永浩子 先生

１４日 　MBC道後デザイン展見学 ６日（水） 　７日

１９日 　修学旅行会議 第36回　「ＬＧＢＴ」 １４日

２２日 　カラオケ 　　講師 ： エディ 先生 ２１日

２６日 　小旅行 （鷲羽山）

　３日 カラオケ 10日（火） １２日

　４日 戸外活動 (海岸散策) 第37回　「マラリア」 １９日

１３日 修学旅行事前学習 　　講師 ： 坪井敬文 先生

１９日 チューリップ球根植え 　　　　　　　バーナード先生

２３～２５日 修学旅行 (熊本)

　２日 戸外スポーツ １７日（金） 　２日

　３日 MBC文化祭参加 第38回 　９日

　７日 昼食作り 　「出張アトリエ　ＩＧＡＮＤＡ」 １６日

　９日 城川ギャラリー見学 　　講師 ： 三野 計　先生

１５日 スケート

２１日 クリスマス会準備

２２日 映画鑑賞

２８日 戸外スポーツ

１１日～１８日 クリスマス会準備 ６日（水） １４日

１９日 クリスマス会 ＴＳＵＢＡＳＡ ２１日

２５日 カラオケ 　　　あったかライブ

２６日 大掃除 　　講師 ： takaco♪ 先生

２７日 室内ゲーム大会

　５日 　新年会 ２３日（火） １１日

１０日 　外食体験 第39回 「初めてのヨガ体験」 １８日

１６日 　戸外スポーツ 　　講師 ： NaNa 先生 ２５日

２８日 　いちご狩り

１４日 　屋内スポーツ（バドミントン） ２１日（水） 　８日

１５日 　MBC卒業制作展見学 第40回 「今日から俳人」 １５日

　　講師 ： 八木 健 先生 ２２日

１３日 　砥部焼き絵付け体験 ２１日（水･祝） 　１日

３１日 　巣立ちを祝う会（卒業式） 第41回 「バスケットボール」 　８日

　　講師 ： 白石義人 先生 １５日

２９日

PC講座
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8日 22日　無料見学相談会

15日 小中学校訪問

教室改修

ＮＨＫ取材対応　・　ニュースレター配布等広報活動

13日 13日　理事会

20日 24日　潮見地区社会福祉協議会で講演

小中学校訪問

教室改修

10日 4日　東温市発達障がい児親の会「ぽけっと」で講演

17日 17日　総会

24日　無料見学相談会

企業訪問

コープえひめ 助成金授賞式

ニュースレター29号　編集会議

8日 8日　理事会

15日 SOSの会実行委員会　(文科省・内閣府後援申請)

ニュースレター29号　発行・発送・広報活動

学校訪問

5日 26日　理事会

26日 SOSの会実行委員会　(報道機関後援申請)

愛媛県教育委員会　訪問

助成金申請　／　助成金事業報告

9日 SOSの会実行委員会 (レジュメ作成・役割分担・案内プリント作成）

16日 パンフレット編集会議

学校訪問

14日 14日　理事会

21日 18日　松山市職員市民活動体験研修受け入れ

28日　無料見学相談会

SOSの会実行委員会 (案内プリント印刷・発送・広報)

助成金申請　／　高校訪問・学校訪問

11日  8日　高知県南国市視察研修受け入れ

18日 15日　新田青雲中等教育学校　人権教育講演会で講師

18日　リユースＰＣ寄贈式

SOSの会実行委員会 (役割分担確認・シミュレーション)

学校訪問　／　助成金申請

パンフレット編集会議

9日 3日　拡大学習会　第15回 「子ども達のＳＯＳを受けとめて」　開催

16日 23日　無料見学相談会

支援者関係者交流会

SOSの会実行委員会　(報告書作成)

高校進学希望者　学校見学

13日 13日　理事会

20日 26日　西予市生涯学習課「家庭教育子育て親育ち学習会」で講演

ライオンズクラブ寄附贈呈式出席

来年度の行事・事業 検討会議

10日 24日　無料見学相談会

17日 助成金申請

ニュースレター30号　編集会議

来年度の行事・事業 検討会議

10日 10日　理事会

17日 助成金　贈呈式出席

ニュースレター30号　発行・発送・広報活動

学校訪問
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月 つばさの会 相談会・講演活動・広報など
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