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1 カモミール　ラマシカ 24 英会話

　私たちは「国際交流」をテーマに活動を行ってい
ます。毎回の活動にゲストとして留学生を迎え，留
学生出身の国の言葉や文化について学んだり，留学
生とともにその国の遊びに挑戦したりします。

＜日にち＞
４月１日～７月30日頃，10月15日～３月31日頃
＜曜日等＞
特に希望はありません。

対象市町すべて
※車を所有しているメン
バーがいない関係で，公
共交通機関での移動が可
能な範囲までは行動が可
能です。車での訪問が必
要とされる地域では，最
寄りの駅やバス停等まで
送迎をしていただけるよ
うでしたら活動可能で
す。よろしくお願いしま
す。

広島大学

2 Ｅ‐スクエア 5
英会話，外国人留学
生との交流

　広島大学大学院留学生やその家族などと英語を
使って簡単な英会話や外国の挨拶，英語の歌，ダン
ス，その国の遊びなどを行います。
　通常は１回につき２名の留学生と交流します。

＜日にち・曜日等＞
木曜日（第１，第４木曜日を除く）
土曜日の午前中（時に日曜日も可）

呉市，東広島市，熊野町 広島大学

3
青年ボランティアグループ
カッターズ

70
工作，スポーツ，
レクリエーション

　工作では廃材を使ったものを中心とし，季節に
合ったものなどを作ります。
　レクリエーションでは，身体を動かす中で友だち
と遊ぶ楽しさや，ルールを守って遊ぶ大切さに気付
き，子供たちが楽しく活動できるよう心がけていま
す。

＜日にち・曜日等＞
土，日，長期休業期間

対象市町すべて

安田女子大学
広島工業大学
近畿大学
広島修道大学
比治山大学
広島市立大学
広島都市学園大学
広島女学院大学

4 うぇるだん 20
実験，工作，

レクリエーション，
料理教室

　昨年度は，工作では，万華鏡をつくったり，レク
リエーションではミニ運動会をしたりしました。
　今年度も新しい活動にも取り組んでいきたいで
す。

＜日にち＞
４月１日～３月31日頃
＜曜日等＞
土，日，長期休業期間

三原市，尾道市，府中
市，世羅町，神石高原
町，福山市

福山市立大学

5 物理学研究室 5 実験，観察
　実験，観察を通して，理科の楽しさを伝えていき
たい。

＜日にち＞
４月１日～６月30日頃，10月１日～12月31日頃

東広島市 広島大学

6 パペットサークルげんき組 6 パペット 　人形を使って遊んでいます。
＜日にち＞
８月10日～９月10日頃

三原市，尾道市 県立広島大学

平成28年度 放課後子供教室推進事業

大学生ボランティアチーム「ワクワク学び隊」のエントリー状況

平成29年3月1日現在

活動内容

 このエントリー状況は，３月１日現在のものです。新しい
チームのエントリーがあり次第，随時更新していきます。 
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7 メイプルみっつ 64
実験，工作，スポー
ツ，音楽，英会話，
レクリエーション

　作って遊ぶことができる工作，歌やゲームを中心
とした英会話活動，合唱やハンドベルといった音楽
活動など，子供たちと楽しく活動していきたいと思
います。また，実験やレクリエーションも頑張りま
す。

＜日にち＞
４月１日～３月31日
＜曜日等＞
木，土，日，長期休業期間，その他，都合があえば可
能。

対象市町すべて 広島大学

8 おのぶん 8

　工作，スポーツ，
　　読み聞かせ，
　レクリエーション
　（室内）

　工作は，ペットボトルや紙コップなど，身近にあ
る材料を使用し，家に帰っても作れるものを選んで
います。読み聞かせでは，季節やイベントに合わせ
たものを選び，読むようにしています。

＜日にち＞
長期休業期間
　（８月下旬～９月下旬，１月下旬～４月上旬）

三原市，尾道市，神石高
原町，福山市

尾道市立大学

9 Team　K 12
スポーツ，

読み聞かせ，
レクリエーション

　読み聞かせでは，絵本を読んだり群読をしたりし
ます。レクリエーションでは，○×ゲームやじゃん
けん列車，リズム遊びや新聞島ゲームなど様々な活
動を行います。

＜日にち・曜日等＞
相談に応じて活動します。

府中町，海田町，熊野
町，坂町

比治山大学

10 表現アクティビティ 201

　工作，音楽（リズ
　ムあそび），読み
　聞かせ，紙芝居，
　表現活動

　地域の歴史や文化を題材とした教材（紙芝居・リ
ズム・運動遊びなど）を出前公演し，子供たちと交
流します。オリジナル教材「カッチンくん」（ペッ
トボトルの底を再利用した楽器）は，造形活動から
運動遊びまで展開できる教材として好評を博してい
ます。

＜日にち・曜日等＞
授業のある時期は，土・日・祝日
夏季休業中（８月中旬～９月下旬），春季休業中（２
月中旬～３月下旬）は平日も可能。

対象市町すべて 福山市立大学

11 もりのくまさん 3
工作，スポーツ，

読み聞かせ

　工作では，折り紙や紙飛行機などを作り，紙で何
かを生み出す経験をしてもらい，スポーツでは，お
にごっこやケイドロなど，多人数で遊び，みんなと
仲を深めてもらいたい。また，読み聞かせでは，紙
芝居や絵本を表現豊かに読み，児童にワクワクして
もらいたい。

＜日にち・曜日等＞
  ８月４日～９月15日の夏休み期間中
12月23日～１月４日の冬休み期間中
  ３月１日～３月31日の春休み期間中

大竹市，府中町，海田
町，坂町

比治山大学

12 ＪＣＤキャロット 26 実験，工作
　小学生を対象とした理科実験やものづくり教室の
実施。

＜日にち＞
４月１日～７月15日頃，9月20日～12月22日頃，
１月５日～１月15日頃
＜曜日等＞
土曜日，日曜日
※長期休業期間中は平日も可能。

呉市，東広島市，府中
町，海田町，熊野町，坂
町，安芸高田市

広島工業大学
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13 ベータぐみ 15

工作，読み聞かせ，
エプロンシアター，

ペープサート，
学習支援

　工作を中心として活動しています。廃材を使った
簡単で楽しい工作をメンバーでいつも考えていま
す。その他にもエプロンシアターやペープサートを
取り入れた読み聞かせも行うことができます。

＜日にち・曜日等＞
９月１日以降は平日でも活動可能。その他は状況によ
る。

呉市，大竹市，東広島
市，府中町，海田町，熊
野町，坂町

広島文教女子大学

14 しょうばら隊 9 実験

　しゃぼん玉やスライムを用いた科学実験やカルメ
焼きなど食品科学の実験を中心に行い，子供が楽し
く活動でき，学べるような活動を行う。
　また，活動を通して，大学生と子供が交流する。

＜日にち・曜日等＞
７月１日～10月31日頃

世羅町，神石高原町，三
次市，庄原市

県立広島大学

15
安芸の子リーダー養成協会
ＫＡＰＰＡ組

19 レクリエーション

　キャンプなどの活動を通して子供たちの体験活動
を支援する「安芸の子リーダー養成協会」に所属す
る大学生グループです。「わくわく学び隊」の活動
の依頼をいただいた際には，子供たちと身体ひとつ
で楽しめるレクリエーションゲームなどをさせてい
ただいております。

＜日にち・曜日等＞
　大学の授業や所属先の「安芸の子リーダー養成協
会」などの都合により，活動が確実に可能な時期はな
かなか設定できませんが，夏季休暇（8月・９月）や
春季休暇（3月）は比較的余裕があると思われます。

呉市，大竹市，東広島
市，府中町，海田町，熊
野町，坂町

安田女子大学
広島修道大学
比治山大学
広島大学

16
広島大学リズミックダンスクラ
ブ

15 スポーツ
　自分たちで振りを作り，その振りを教えることで
ダンスの楽しさを伝えます。要望によっては，自分
たちで作品を作り，披露する場合もあります。

＜日にち・曜日等＞
特に日にち・曜日等の指定はありません。

対象市町すべて 広島大学

17 ヒューマンハーモニックス部 22 音楽

　主にアカペラという人の声で奏でる音楽を行って
います。活動としては，子供たちと一緒にアカペラ
という音楽に触れることで，歌うことの楽しさ，ア
カペラ特有のハモることの楽しさを知ってもらうこ
とを目的としています。

＜日にち＞
８月10日～９月26日頃，12月25日～12月30日
頃，
１月３日～１月５日頃，２月16日～３月31日頃
＜曜日等＞
都合の合う土曜日，日曜日，祝日
夏季休業などの長期休業期間

呉市，東広島市，府中
町，海田町，熊野町，坂
町

広島国際大学

18
警察庁指定防犯ボランティア団
体　スリーアローズ

11 防犯教室

　小学生を対象とした防犯教室を行います。
　寸劇等を活用し，楽しみながら防犯についての意
識向上を目指すような形式のアプローチで防犯教室
を行います。

＜日にち・曜日等＞
７月31日～９月12日頃，２月1日～4月1日頃の
長期休業期間
上記期間以外の場合は土・日曜日

府中町，海田町，熊野
町，坂町

広島修道大学
安田女子大学



チーム名
登録
人数

活動可能な時期 活動可能な地域 所属大学名

平成28年度 放課後子供教室推進事業

大学生ボランティアチーム「ワクワク学び隊」のエントリー状況

平成29年3月1日現在

活動内容

 このエントリー状況は，３月１日現在のものです。新しい
チームのエントリーがあり次第，随時更新していきます。 

19
福山市立大学室内オーケストラ
サークル

20 音楽

　バイオリン，ヴィオラ，チェロ，コントラバス，
ピアノの演奏や音楽にまつわるクイズなど，普段あ
まり触れることのない体験をしてもらい交流を図
る。

＜日にち＞
9月1日～９月28日頃，9月29日～2月15日頃，
2月16日～4月1日頃
＜曜日等＞
9月29日～2月15日頃は，土・日曜日のみ

三原市，尾道市，福山市 福山市立大学

20 福山大学　学友会 24

実験，観察，工作，
スポーツ，音楽，

演劇，手品，
英会話，

読み聞かせ，ダンス

　福山大学の様々なサークル活動の中から，放課後
子供教室で希望される活動内容に応じて「ワクワク
学び隊」を派遣していきます。子供たちに楽しんで
もらえる様々な体験活動を企画，提供していきま
す。

＜日にち・曜日等＞
要相談

三原市，尾道市，府中
市，世羅町，神石高原
町，福山市

福山大学

21 Ｖｏｃａｌ　＆　Ｖｉｏｌｉｎ 2 音楽

　声楽とヴァイオリンを専攻している２人で活動を
行っています。クラッシックからポピュラーまで幅
広いジャンルの音楽を通して共に楽しみたいと思っ
ています。

＜日にち・曜日等＞
相談に応じて活動します。

東広島市 エリザベト音楽大学

22

23

24


