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■本事業の目的 
家庭環境や学力面で高校進学に課題を抱える名古屋市在住の中学生（中 1～中 3）に対して、高校進学

を支援するとともに、親の養育支援や子供の居場所づくりの支援などを総合的に行います。 
 

■実施団体（名古屋市健康福祉局・子ども青少年局より委託） 
NPO 法人 教育支援協会東海 
所在地:名古屋市西区南川町 297 番地   
TEL：052-505-4900  URL：www.kyoikushien-tokai.org 
 
・運営統括      ：本多 功（教育支援協会東海 代表理事） 
・統括アドバイザー  ：西尾 真由美（教育支援協会東海 専務理事・学校心理士） 
・統括運営責任者   ：三好 宣雄 （元名古屋市立小学校長） 
 

■実施地区 
実施会場は 13 区 34 会場で実施します。会場詳細は 3～4 頁をご確認ください。 
 

■実施内容 

1．開始時期及び回数：  

平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の期間、各会場共、計 96 回実施します。  
具体的な日程については、会場ごとに毎月予定表を提示します。  
     

2．支援対象者（各会場定員 12 名程度） 

名古屋市該当区在住の被保護世帯の中学生（中 1～中 3） 
名古屋市該当区在住のひとり親家庭の中学生（中 1～中 3） 
名古屋市該当区在住の生活困窮家庭の中学生（中 1～中 3） 
 
 

名古屋市(健康福祉局/子ども青少年局)の福祉教育事業 

大学生＆院生 
学習サポーター募集 

平日夜 2 時間 

謝金 3,200 円 

交 通 費 支 給 
－ あ な た の 力 を 福 祉 教 育 の た め に 活 か し ま せ ん か ！ － 

有償ボランティア 
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■ 謝金：1回（2時間）：3,200円＋交通費（1回当たりの上限：850円） 

■ お問合せ・応募：NPO教育支援協会東海 

TEL 052-505-4900  または E-mail  info@kyoikushien-tokai.org 
■ エントリー方法：右上の QRコードを読み取り、当協会ホームページ 

（www.kyoikushien-tokai.org）よりエントリーシートをダウンロードし、 

必要事項を記入、写真添付のうえ、info@kyoikushien-tokai.orgまで、メールしてください。 

 
3．支援内容 

・学習支援（5 教科対応の個別指導）及び進路等相談 
・保護者への教育相談 
・子どもたちの居場所づくり 
 
4．学習の流れ 
１）利用開始前の相談（三者面談：運営責任者が担当） 
①生徒に対しては、支援開始前に当該事業の目的、意図、具体的支援の流れ、支援についての諸課題

等についての指導を行います。 
②生徒の保護者に対しても、事前に当該事業の目的、意図、生徒との約束、家庭の協力について理解

を得たうえで利用申込書に署名を頂きます。受付完了後、アンケートをお願いし、保護者、生徒の

意識調査、成績状況、進路希望等の調査を行います。 
 
２）学習支援の進め方 
基本的には、学校の教科書を中心とした学習を行います。学校の宿題も含め、当該履修事項の理解度

を確認し、必要であれば以下の流れで副教材として適宜プリント学習（S-トレ）を行います。あくま

で生徒とよく話し合い、生徒も納得したうえで学習方法及び学習内容を決定します。 
 
5．大学生＆院生 学習サポーター 募集要項（有償ボランティア） 

このプログラムを受講する生活保護家庭、ひとり親家庭、生活困窮家庭の中学生は、複雑な家庭環境

の生徒、学力の乏しい生徒など、様々なケースが考えられます。同プログラムの趣旨にご賛同いただ

け、各会場担当運営責任者の助言のもと、生徒に寄り添い、よく会話をしながら気長に個別指導を行

っていただける大学生及び大学院生を募集します。各会場とも 4 名～5 名の募集となります（生徒 3
人に対して 1 人のサポーター配置）。基本的に 1 会場につき、週に 2 回程度実施しますので、できれば

週に 2 回お手伝いいただける方を歓迎します。複数会場に応募いただくことも可能です。 
1 回の授業は 2 時間です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kyoikushien-tokai.org
http://www.kyoikushien-tokai.org/
mailto:info@kyoikushien-tokai.org
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「学習支援実施会場一覧」  
  地　区 会　場　名 開講曜日 交　通　機　関

大生ふれあいセンター 火：18:30－20:30
（南区西又兵エ町4-8-1） 木：18:30－20:30

伝馬コミュニティセンター 水：18:30－20:30
（南区豊1－37－8） 金：18:30－20:30

宝南コミュニティセンター 水：18:30－20:30
（南区元塩町1－20－6） 金：18:30－20:30

南消防署 月：18:30－20:30

（南区桜本町24） 水：18:30－20:30

笠寺コミュニティセンター 火：18:30－20:30

（前浜通5-2-31） 木：18:30－20:30

ゆうあいの里大同 月：18:30－20:30

 (南区白水町20) 木：18:30－20:30

福春コミュニティセンター 月：18:00－20:00

（港区春田野1－2501） 木：18:00－20:00

港西コミュニティセンター 水:18:00－20:00

（港区宝神5－308） 木：18:00－20:00

中川コミュニティセンター 月：18:30－20:30

（港区港明1－3－13） 木：18:30－20:30

正保コミュニティセンター 火：18:30－20:30

（港区正保町8－134） 金：18:30－20:30

港消防署 月：18:30－20:30

（港区千鳥一丁目11-19） 木：18:30－20:30

イオンモール名古屋みなと 火：18:30－20:30

（港区品川町2-1-6） 金：18:30－20:30

富田地区会館 火：18:30－20:30

 (中川区戸田4丁目2502) 金：18:30－20:30

愛知大学 月：18:00－20:00

 (中村区平池町4丁目60番6) 木：18:00－20:00

庄内コミュニティセンター 火：18:30－20:30

（西区鳥見町1－24－2） 金：18:30－20:30

教育支援協会東海 月：18:00－20:00
（西区南川町297） 土：10:00－12:00

教育支援協会東海② 水：18:30－20:30

（西区南川町297） 土：10:00－12:00

西生涯学習センター 火：18:30－20:30

（西区浄心1-1-45） 木：18:30－20:30

平田学校体育センター

 (西区山木２丁目１６７)

5 南　区 名鉄本笠寺駅より徒歩5分

3 南　区 JR笠寺駅より徒歩15分

4 南　区 名鉄本笠寺駅より徒歩8分

1 南　区
名鉄大江駅（金山から6分）より徒

歩3分

2 南　区
名鉄豊田本町（金山から5分）より

徒歩3分

12 港　区
あおなみ線荒子川公園駅より徒歩6
分

15 西　区 鶴舞線庄内通駅より徒歩7分

16 西　区
鶴舞線庄内緑地公園駅、上小田井
駅より徒歩10分

17 西　区
鶴舞線庄内緑地公園駅、上小田井
駅より徒歩10分

名港線築地口駅より徒歩5分

18 西　区 鶴舞線浄心駅より徒歩1分

14 中村区 名古屋駅より徒歩10分

13 中川区 近鉄戸田駅より徒歩8分

6 南　区 名鉄柴田駅より徒歩8分

港　区
あおなみ線名古屋競馬場前駅より
徒歩6分

11 港　区

8 港　区
市バス宝神五丁目より徒歩5分
（東山線高畑駅より港区役所行）

9 港　区 名港線東海通駅より徒歩10分

10

7 港　区
市バス南陽支所より徒歩7分
市バス戸田川緑地より徒歩2分

19 西　区 金：18:30－20:30 名鉄上小田井駅より徒歩7分



4 
 

 
 

 
 

地　区 会　場　名 開講曜日 交　通　機　関

楠コミュニティセンター① 水：18:00－20:00

 (北区若鶴町126) 金：18:00－20:00

楠コミュニティセンター②

 (北区若鶴町126)

大森会館 火：18:00－20:00

（守山区大森2－1721） 木：18:00－20:00

瀬古会館 水：18:30－20:30

（守山区幸心2－825） 金：18:30－20:30

守山消防署 火：18:30－20:30

（守山区西新11-8） 木：18:30－20:30

ユートピア第二つくも 火：18:00－20:00

 (守山区鼓が丘１丁目１１５) 金：18:00－20:00

熱田生涯学習センター 水：18:30－20:30

（熱田区熱田西町2-13） 金：18:30－20:30

熱田消防署 火：18:30－20:30

（熱田区高蔵町4-9） 木：18:30－20:30

昭和消防署 火：18:30－20:30

（昭和区御器所通2-16-1） 木：18:30－20:30

名古屋市立大学 火：18:30－20:30

（千種区北千種2-1-10） 金：18:30－20:30

平和が丘コミュニティセンター 火：18:30－20:30

 (名東区平和が丘5丁目29) 木：18:30－20:30

平針（旧）公民館 火：18:30－20:30

（天白区平針4－1807） 木：18:30－20:30

天白消防署 火：18:30－20:30

（天白区原5-2506） 木：18:30－20:30

表山公民館 水：18:30－20:30

（天白区八事石坂302-2） 金：18:30－20:30

神の倉コミュニティセンター 月：18:30－20:30

 (緑区藤塚1丁目608-2) 金：18:30－20:30

24 守山区 名鉄瓢箪山駅より徒歩3分

22 守山区
名鉄瀬戸線大森金城学院前駅よ
り徒歩2分

23 守山区 JR中央線新守山駅より徒歩5分

天白区
鶴舞線、名城線八事駅より徒歩
3分

31 天白区 鶴舞線平針駅より徒歩4分

32 天白区 鶴舞線原駅より徒歩20分

27 熱田区 金山駅より徒歩10分

28 昭和区
鶴舞線、桜通線御器所駅より徒
歩3分

26 熱田区 名城線神宮西、日比野徒歩10分

25 守山区
ゆとりーとライン太鼓ヶ根より
徒歩1分

34 緑　区 桜通線徳重駅より徒歩7分

30 名東区 東山線一社駅より徒歩7分

20 北　区 市バス楠支所より徒歩9分

21 北　区 木：18:00－20:00 市バス楠支所より徒歩9分

29 千種区
名城線名古屋ドーム前矢田駅よ
り徒歩15分

33


