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子どもたちには未来の子育てが、 

お母さん・お父さんには現在の子育てが、 

ともに明るく輝きますように。 
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「赤ちゃんが学校にやってくる！」って 
どんなプロジェクト？ 

１歳半までの乳児を子育て中のママ・パパをゲストとして募集し、地域の
学校を訪問して、児童生徒との交流の場をつくっています。 

子育てを応援する団体・グループがコーディネート役となり、学校を舞台
に、地域・世代をつなぎ子育てを明るく照らすプロジェクトです。 

■プログラムの構成 

【ゲスト親子との交流】 

 （１時間目 45分～55分） 

  □ ゲストとのトークタイム 

  □ 赤ちゃんとのふれあいタイム 

【オプションプログラム】 

 （２時間目 45分～） 

  □ 誕生学プログラムや性教育講演会など 

 ※実施団体により提供可否が異なるため、 

  このマニュアルでは扱いません 3 



プログラムの内容 

・通常１クラスあたり２～４組のゲスト親子が参加します。 

・１時限の中で（トーク＋ふれあい）×２もしくは３セット行います。 

□ ゲストとのトークタイム 

・３つの質問 

・持参した物品にまつわる話 

・質疑応答 

□ 赤ちゃんとのふれあいタイム 

・抱っこの仕方のレクチャー 

・抱っこ体験 

・手や足へのタッチ 

・泣いているときの対処法など、 

 赤ちゃんとのコミュニケーション 

“赤ちゃん学校”メインプログラム 
＜ゲスト親子との交流＞ 
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教育委員会 
生涯学習課

など                                                                                                   

【ゲスト】 

乳児を持つ親・家族 

【赤ちゃん】 

１歳半まで 

【子どもたち】 

小学生～高校生 

【スタッフ】 

子育て経験者・大学生 

【学校関係者】 

先生方・保護者 

実施団体はこれらの人々をつなぐコーディネーター 

“赤ちゃん学校”がつなぐ地域の人々  

子育て
サークル 
支援団体 
支援拠点                                                                                                   
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「茨城赤ちゃん学校ネットワーク」について 

茨城県内で「赤ちゃんが学校にやってくる！」を実施している団体が、よ
りよい事業の展開をめざして、情報共有や相互サポートを行いながら交流
をしています。 

■参加団体 

 ・認定NPO法人水戸こどもの劇場 

  （活動エリア：県央） 

 ・NPO法人ままとーん 

  （活動エリア：県南） 

 ・NPO法人わくわくネット６５（ろっこう） 

  （活動エリア：鹿行） 

■活動実績 

 （2017-2018年度） 

 茨城県「高校生のライフデザインセミナー」共同実施 

 ※各団体の自主事業での実績は、団体HPなどをご覧ください。  

 

▲茨城赤ちゃん学校ネットワークホームページ 
 ゲスト、学校関係者、実施団体向けに情報を 
 発信しています。ＱＲコードより閲覧できます。 
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「高校生のライフデザインセミナー」 
（赤ちゃんふれあい体験）について 

茨城県では、未来の子育て世代である高校生に対し、赤ちゃんやその保護者と交
流する機会を提供するため、ライフデザインセミナー（赤ちゃんふれあい体験）
を実施、2017-18年度はモデル事業として県立高校計11校で実施しました。 

■実施主体 

  茨城県 保健福祉部 子ども家庭局 少子化対策課 

  茨城県 教育庁 就学前教育・家庭教育推進室 

  茨城県 教育庁 学校教育部 高校教育課 

■モデル事業実施校 
 2017年度実施校 

 ・水戸第一高等学校 

 ・那珂湊高等学校 

 ・竜ヶ崎第二高等学校 

 ・牛久栄進高等学校 

2018年度実施校 

・牛久高等学校 

・大洗高等学校 

・水海道第一高等学校 

・鉾田第二高等学校 

・水海道第二高等学校 

・那珂高等学校 

・古河第一高等学校 

▲モデル事業の詳細は実施 
 報告書をご覧ください。 
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“赤ちゃん学校”の大まかな流れ 

■“赤ちゃん学校”導入の準備（前年度～年度始め） 

 □「茨城赤ちゃん学校ネットワーク」あるいは参加団体への問い合わせ 

 □「高校生のライフデザインセミナー」については茨城県の担当課に問い合わせ 

 □予算の確保 

※このマニュアルでは以下からの内容を扱います。 

■“赤ちゃん学校”実施への準備（年度始め～前日） 
 □実施団体への申し込み、実施日時決定、下見と打合せ 

 □学校内での連絡調整 

 □施設、物品等の準備 

 □児童生徒のグループ分け、移動等のシミュレーション 

■“赤ちゃん学校”実施（授業当日） 
 □会場設営、ゲスト案内、事前打合せ 

 □授業実施 

 □会場撤収、ゲスト見送り 

■フィードバック（実施日前後） 
 □事前事後アンケートの実施 

 □写真等の記録がある場合のシェア、ＨＰ等での報告 
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■実施時期、時間帯 

□実施時期 

 気候やインフルエンザ等の流行時期を考慮して決め
ます。例年10～11月は申し込みが多く、申し込みの時
期によっては希望日に実施できない場合があります。 

※実施団体によりインフルエンザ等の流行時期は活動を休
止している場合があります。 

□時間帯 

 乳児連れで訪問しやすい時間帯は３、４時間目。赤
ちゃんのベストコンディションが見込めるのは３時間目で
す。 

２、５時間目も可能ですが、ゲストの参加人数が希望
の人数に達しない可能性が高くなります。 

 クラス数によっては、使用施設のキャパシティも考慮
しながら、複数日にまたがって計画することもあります。 

“赤ちゃん学校”実施の準備－１ 

申し込み前の検討事項（実施時期、時間帯） 

▲申込書の一例（一部）。 
 実施団体、年度によって異なります。 9 



■使用可能な施設等 

□授業の会場 
 検討のポイント：控え室からのアクセス、広さ、 
 安全性、空調の有無など 
 使用例：合宿施設の和室、クラス教室、音楽室・ 
 図書室などカーペット敷きの特別教室、格技室、 
 体育館など 

□ゲスト用控え室 
 検討のポイント：駐車場からのアクセス、広さ、 
 安全性、空調の有無など 
 使用例：合宿施設の食堂、会議室、相談室など 
  ※授業の会場と兼ねられるケースもあります。 

□授乳室 
 検討のポイント：控え室隣接もしくは近接 
 使用例：教員の控え室、準備室、相談室など 
  ※控え室にパーテーション設置で代用可。 

□駐車場 
 検討のポイント：敷地への出入り口・使用施設との 
 アクセス、駐車可能台数（ゲスト＋スタッフ）、実施日の 
 他の行事等との重複、児童生徒の動線との交錯がないか。 

“赤ちゃん学校”実施の準備－１ 

申し込み前の検討事項（使用施設） 

▲会場の例 
 体育館や格技場は室温管理が課題になります。 
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■実施団体への申し込み 

□申し込みの時期 
 ゲスト親子やスタッフの募集、準備に時間を要する
ので、実施予定日まで１ヶ月以上の余裕をもって申し
込みをしてください。基本的に先着順で実施日が決
まっていきますので、依頼が集中する７月や 

１０・１１月に計画する場合は早めの申し込みをおすす
めします。 

□申し込みの方法 
 メール、FAXなど。様式や必要事項等は、各団体に
お問い合わせください。 

■茨城県への申し込み 

□「高校生のライフデザインセミナー」 

 要項等は担当課にお問い合わせください。 

■打合せと下見の日程調整 
 電話などで実施団体との打合せの日時を相談。可
能であれば、担当教員だけでなく、対象学年のクラス
担任全員が同席可能な日時を設定できるとスムーズ
に進めることができます。 

“赤ちゃん学校”実施の準備－１ 

申し込み～打合せ（下見） 

▲申込書の一例（一部）。 
 実施団体、年度によって様式は異なります。 
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■実施団体との打合せ・下見 

□打合せの時期、準備 
・実施予定日の１ヶ月以上前に設定します。 
・初めて実施する学校では、打ち合わせと下見で１時間 
 以上時間がかかることもあります。 
・会場や控え室として候補に挙がっている施設の下見が 
 できるように準備します。 
・対象となるクラス数が多い場合、学年あるいは複数の 
 クラスで同時に実施可能か、複数日にわたって実施 
 可能か、カリキュラム等を事前に確認します。 

□打合せ・下見のポイント 
・会場や控え室に乳幼児に危険な場所、物品がないか、 
 ある場合の危険箇所の対策について相談します。 
・授業時間前の児童生徒の動きを想定し、授業の開 
 始、終了の時間に無理がないか検討します。 
・複数の時限にまたがって連続して実施する場合、児童 
 生徒とゲストの会場への出入りの段取りに工夫が必要 
 な場合があります。 
・ゲストの駐車場から控え室、会場への動線を確認。 
 危険箇所はないか、ゲストやスタッフの車と児童生徒 
 の動線が交錯しないか時間帯も考慮して確認します。 

“赤ちゃん学校”実施の準備－１ 

打合せと下見の実際 

▲実施団体が打合せの際に使用している 
 チェックシートの一例 12 



■当日授業で必要な物品 

□学校に用意していただくもの 

 ・授乳用の部屋もしくは仕切り（控え室） 

 ・会場が広い場合は司会用マイク 

□実施団体が持参するもの 

 ・ゲスト親子用敷物（ジョイントマット等） 

 ※和室が使える場合も、オムツ換えスペースとして 

  敷物を用意します。 

 ・スタッフ用名札 

□準備するとよいもの 

※学校と実施団体いずれで準備するかは相談 
 ・調乳用の電気ポットと設置用長机（控え室） 
 ・施設、会場内での児童生徒への案内 
  （クラス別の部屋エリア、グループ分けとスタート時の 
  位置など） 
 ・会場出入り口の上履きの脱ぎ履きスペース 
  （脱ぎ履きが必要な会場では、ブルーシートなどで 
  広いスペースを設けると出入り時間を短縮できます） 
 

 

“赤ちゃん学校”実施の準備－２ 

必要な物品の準備 

▲控え室のお茶コーナー 
 学校に電気ポットをお借りしています。 
 前板つき長机もしくは長机の下に置いた荷物等で 
 電源コードのいたずらを防いでいます。 

▲クラスを記した案内を設置 

 複数クラスが同会場、同時に行う 

 場合は案内の方法に工夫が必要。 
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■打合わせで相談した内容の共有 
※メール本文やメールに資料を添付、 

 もしくはFAXで共有します。 

□授業の概要 

 ・日時、対象学年（人数）、科目  

 ・使用施設、教室（正式な名称） 

 ・授業内容、タイムスケジュール 

□準備物 

□当日のタイムスケジュール 

 ※準備や撤収の時間も含めた動き 
 

■参加者の確認 
※ゲストのキャンセルに備え、当日朝の連絡 

 方法、連絡先も確認共有します。 

□ゲスト親子の氏名、赤ちゃんの性別と月齢 

□各クラスの参加ゲスト組数 

 （当日朝に確定、グループの数が決まる） 

□スタッフの氏名、担当 

“赤ちゃん学校”実施の準備－３ 

実施団体との連絡調整 

▲実施団体が作成した打合せ資料の一例 
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“赤ちゃん学校”授業当日の運営－１ 

会場準備～授業開始までの実施団体の動き 

□授業開始1時間前～ 
・スタッフ集合、打ち合わせ（役割や会場の最終確認） 

・ゲスト案内経路の確認、案内板等設置 

・控え室の準備、会場の準備 

・学校（職員）との打ち合わせ 

□授業開始30分前～ 

・ゲスト集合、控え室へ案内 

・ゲストとスタッフの顔合わせ 

・授乳やお手洗い等を済ませる 

・会場へ移動、打ち合わせ 

 

▲会場での打合せ 
 先に入場して雰囲気に慣れておく。 

▲控え室での顔合わせ 
 ペアを組むゲストとスタッフが挨拶。 

▲ゲストを駐車場から控え室へ案内 
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“赤ちゃん学校”授業当日の運営－２ 

授業開始～スタッフ解散までの実施団体の動き 

□授業開始～終了 

・あいさつ、注意事項、全体の流れ説明 

・ゲストと交流① 

・グループ移動 

・ゲストと交流② 

・クロージング 
 

□授業終了～ 

・ゲストを控え室へ案内 

・ゲストはアンケート、感想等記入 

 授乳やお手洗い、休憩 

・会場の撤収 

・感想や反省のシェア 

・ゲスト見送り 

・控え室撤収 

・学校（職員）との意見交換 
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“赤ちゃん学校”授業当日の運営－３ 

授業の進行の例－前半（高校・50分授業） 
■授業の司会、進行は実施団体が行います。 
全体の司会＋進行管理１名、 

ゲストにはサポートスタッフ１名がつきグループごとの進行を担当します。 

□あいさつ、注意事項、全体の流れ説明（5分） 

・授業の目的、団体紹介など。 

□ゲストと交流①（18分） 
・ゲストとのトークタイム（10分） 

 自己紹介とアイスブレイクを兼ね「月齢当てクイズ」 

 トークタイムの話題 

 1)赤ちゃんを初めて抱っこしたときの気持ち 

 2)子育てで一番大変なこと、うれしいこと 

 3)子育てに関わる家族や周りの人のエピソード 

 その他時間を見ながら持参物について、質問タイム 

・赤ちゃんとのふれあいタイム（8分） 

 抱っこの仕方のレクチャー、抱っこ体験 

 おもちゃなどの持参物を使ってコミュニケーション 

 手や足へのタッチ 

□グループ移動（3分） 

 生徒はゲストにお礼のあいさつをして隣のゲストの周りに移動。 
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“赤ちゃん学校”授業当日の運営－３ 

授業の進行の例－後半（高校・50分授業） 

□ゲストと交流②（18分） 

交流①と同じ内容。 

赤ちゃんの機嫌が悪くなることが多いので工夫。 

・ゲストとのトークタイム（10分） 

 月齢当てクイズ（交流①の赤ちゃんと比較しても） 

 ３つの話題 

 その他持参物について、質問タイム 

・赤ちゃんとのふれあいタイム（8分） 

 泣いて抱っこが難しかったり、寝てしまったりした場合は 

 泣いているときの対処法や、周りの人に助けてもらった体験など 

 ポジティブな話を引き出したり、無理のない範囲でタッチなどの 

 体験をしてもらったりする。 

□クロージング（5分） 

ゲストから会場全体に向けて一言メッセージ。 

生徒による感想の発表などの用意があればここで。 

※実施団体からのまとめやメッセージは特にしない。 

□先生から授業後の指示など 
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■事前事後アンケートの目的 

□児童生徒対象 
 ・事前には自由記述で質問、事後には感想を 
  記入、その内容を実施団体のスタッフ、 
  ゲストと共有する。 
 ・自己や子育てに対するイメージ・意識の 
  変化を客観的に評価する。 

□先生対象（事後のみ） 
 ・学校側の要望や事情を実施団体に伝え 
  プロジェクトの改善につなげる。 

 

■アンケートから得られる 

 実施団体側のメリット 
 ・プロジェクトの効果を実感することで、 
  取り組みへのモチベーションが維持できる。 
 ・学校や行政にプロジェクトの意義や効果を 
  説明する際の資料となる。 
 ・ゲストの参加意欲が高まり、リピーターが 
  増える。 

“赤ちゃん学校”実施後のフィードバック＆シェアリング－１ 

事前事後アンケートの実施 

more 
Info. 

行政からの委託や、補助金を活用して実施する際には、
効果測定のためのアンケート実施と集計結果の報告が
必須条件となる場合があります。 

▲事前事後アンケート集計結果の一例 

 「高校生のライフデザインセミナー」 

  平成30年度実施報告書より抜粋。 
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参考資料など 
茨城県のライフデザイン形成支援事業（平成29～
30年度）において、各種資料を作成しました。ぜ
ひご活用ください。 

■「高校生のライフデザインセミナー」 
 実施報告書 
 県立高校で実施した「赤ちゃんふれあい 

 体験」について、写真やアンケート結果 

 などとともに報告しています。 

■「赤ちゃんが学校にやってくる！」 
 三つ折りリーフレット 
 授業の様子や参加者の感想、授業の 

 活用例などゲストや学校関係者向け 

 の案内用として作成。 

■茨城赤ちゃん学校ネットワークホームページ 
 ゲスト、学校関係者、実施団体への情報提供用 

 に作成。右のＱＲコードより閲覧できます。 

プロジェクト 
紹介動画 

参加ゲスト 
インタビュー 
動画 

■「赤ちゃんが学校にやってくる！」 
 ＰＲ動画 
 授業の様子や参加者の感想を収めた 
 一般向け、インタビュー映像を収めた 
 ゲスト向けのＰＲ動画を制作しました。 
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活用単元（実施例） 

赤ちゃん学校は、小学校、中学校、高等学校の様々な単元で活用されてき
ました。 

これまでの主な実施例を挙げます。 

■小学校 
  ２年生 生活科 

  ４年生 保健、二分の一成人式 

  ５年生 理科 

  その他、道徳、学級活動など 

■中学校 
  ３年生 家庭科 

  性に関する教育講演会 

  その他、道徳、学級活動など 

■高等学校 
  家庭科 

  その他、キャリア教育、学級活動など 
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問合せ先 

このマニュアルは茨城県のライフデザイン形成支援事業（平成29～30年
度）の一環として、「茨城赤ちゃん学校ネットワーク」のメンバーが作成
しました。 

今後も、プロジェクトの動向に合わせて改訂を行っていく予定です。 

■「高校生のライフデザインセミナー」問合せ先 
  茨城県 保健福祉部 子ども政策局 少子化対策課 

  茨城県 教育庁 就学前教育・家庭教育推進室 

  茨城県 教育庁 学校教育部 高校教育課 

 

■「赤ちゃんが学校にやってくる！」問合せ先 
 『茨城赤ちゃん学校ネットワーク』のホームページをご覧ください。 

      ■HPアドレス 

      https://akachan-gakko-ibk.wixsite.com/home 

        （右のQRコードからアクセスできます） 
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地域を、世代をつなぐ。 

 

未来をデザインする。 

 

 


