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①福祉施設でのボランティア活動と 

併せてご覧ください。 
  



A-1  さゆりの丘学園  幼保連携型認定こども園 
【活動場所】 八王子市宇津貫町９４５    

【アクセス】 JR横浜線八王子みなみ野駅下車 徒歩約 5分 

【募集条件】 高校生・大学生 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～16時 【受入不可日】 日、祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 子どもとの関わり、保育補助 

【持ち物・服装】 動きやすい服装 

【オリエンテーション】 2週間前 

【細菌検査】 O-157検査､赤痢検査､ｻﾙﾓﾈﾗ 

【コロナ対策】 活動日前日の抗原検査、2週間前からの行動履歴表  

【備考】  

 

 

A-2  みなみ野さゆり学園  幼保連携型認定こども園（受入中止） 
【活動場所】 八王子市七国 5-14-1    

【アクセス】 JR横浜線八王子みなみ野駅下車 八王子みなみ野駅循環バス約 10分 「みなみ野シティ中央」 

下車 徒歩 3分 

【募集条件】 高校生・大学生 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～16時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 子どもたちと一緒に過ごす・保育者のお手伝い 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、エプロン 

【オリエンテーション】 2週間前に来園 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 活動日前日の抗原検査、2週間前からの行動履歴表  

【備考】  

 
 

A-3  由井さゆり学園  幼保連携型認定こども園 
【活動場所】 八王子市片倉町 2436    

【アクセス】 JR横浜線片倉駅下車 徒歩約 3分 

【募集条件】 高校生・大学生 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～16時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 保育補助、子どもとの関わり 

【持ち物・服装】 筆記用具・上履き・マグカップ・動きやすい華美でない服装 

【オリエンテーション】 2週間前に来園 

【細菌検査】 O-157検査､赤痢検査､ｻﾙﾓﾈﾗ 

【コロナ対策】 活動日前日の抗原検査、2週間前からの行動履歴表  

【備考】 積極的に受け入れしているので、ご興味のある方お待ちしています。 
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B-1  愛光大和田保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市大和田町 5-9-4    

【アクセス】 JR八王子駅北口下車 日野駅行きバス約 5分「大和田」下車 徒歩約 3分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時〜17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 4名 

【活動内容】 保育の補助（お子さんと遊んでいただいたり、室内などの環境整理や清掃など） 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、着替え、タオル、エプロン 2枚、三角巾、水分補給のための水筒など、 

給食費 1日 300円 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 O-157検査 

【コロナ対策】 ボランティアに入る前 10日間の体温記録表  

【備考】  

 

 

B-2  浅川保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市東浅川町 968    

【アクセス】 JR中央線・京王高尾線高尾駅南口下車 徒歩約 5分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  8時 30分～17時 【受入不可日】 土・日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 保育補助（子どもたちとの遊び相手、部屋の清掃等） 

【持ち物・服装】 ジャージ等、動きやすい服装、着替え 

【オリエンテーション】 活動日前（電話） 

【細菌検査】 O-157検査､赤痢検査､ｻﾙﾓﾈﾗ 

【コロナ対策】 １週間位朝晩の検温、感染のリスクが減るのでワクチン接種していれば尚良い。  

【備考】  

 

 

B-3  甲ノ原保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市中野町 2517-2    

【アクセス】 JR八王子駅下車 中野団地行きバス約 20分 「中野団地」下車 徒歩約 7分 

【募集条件】 高校生・大学生 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～15時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 児童との交流、保育補助（保育室の環境整備、備品整理など） 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、運動靴、上履き、帽子、水筒などマスク着用詳しい事はオリエンテーションで 

【オリエンテーション】 遅くとも 2週間前 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 ワクチン接種 3回目終了している方、2週間の行動履歴表：2週間前から朝、夜の検温をして紙に 

記録し提出してください  

【備考】  保育園の仕事に関心のある方や保育、幼児教育を学ばれている方を希望 

事前に活動内容について問い合わせが必要 
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B-4  光明第八保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市上柚木 3-13-2    

【アクセス】 京王相模原線南大沢駅下車 南大沢 5丁目循環バス約 10分 「三徳プラザ前」下車 徒歩約２分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時〜16時 【受入不可日】 日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 保育補助、園内の環境整備感染症の状況では園児と直接の関わりはなし 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、ジーパンや短パンなどは不可。運動靴、マグカップ 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 ボランティア前に１週間の健康チェック、検温のお願い  

【備考】 麻疹（必須）、風疹、流行性耳下腺炎、水疱の予防接種の記録又は、抗体検査記録、結果など 

 

 

B-5  さつき保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市大楽寺町 347-1    

【アクセス】 JR西八王子駅下車 恩方ターミナル行きバス約 11分 「下諏訪宿」下車 徒歩約 1分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～16時 【受入不可日】 土・日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 園児と共に活動する、保育補助 

【持ち物・服装】 動きやすく清潔で、華美でない服装・上履き・外履き・エプロン・三角巾・マグカップ・食具 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 活動前後の健康観察の徹底（検温 etc.）  

【備考】  

 

 

B-6  城山保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市元八王子町 2-2025-2    

【アクセス】 JR中央線・京王高尾線高尾駅下車 ホーメストタウンまたは西八王子行きバス約 10分 「鍛治屋敷」 

下車 徒歩約 2分 

【募集条件】 中学生・高校生 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時 30分〜16時 【受入不可日】 土・日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 日常保育補助 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、エプロン、上履き、コップ、給食代（希望者のみ） 

【オリエンテーション】 活動日前（電話） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 ボランティアの１週間前からの検温と健康チェック  

【備考】 できる限りの受入はしますが、コロナ感染状況によってはお断りすることもあります。 
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B-7  多賀保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市元本郷町 3-8-16    

【アクセス】 JR中央線西八王子駅下車 徒歩約 12分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  8時 30分～17時 【受入不可日】 土・日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 園児と一緒に遊ぶ、制作準備、掃除 

【持ち物・服装】 ジャージ(長ズボン・半ズボンどちらでも可)・Ｔシャツ・タオル・上履き・外靴・コップ・箸・帽子・ 

給食費(一食 350円)・私服で通勤し保育園でジャージに着替えて下さい。 

【オリエンテーション】 活動日前（電話） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 2週間の行動履歴表  

【備考】  

 

B-8  中野保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市中野上町 1-22-11    

【アクセス】 JR中央線・京王八王子駅下車 楢原町・川口小学校行きバス約 10分「平岡町」下車 徒歩約 10分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時〜17時 【受入不可日】 日 

【受入人数】 2、3名 

【活動内容】 児童と一緒に遊ぶ、午睡の手伝い、職員の手伝い 

【持ち物・服装】 動きやすい服装（マスク着用）、上履き（はだし保育中）、水遊びができる服（着替え）、 

給食費（１日：350円） 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 ワクチン接種証明  

【備考】 感染者が増えた場合はボランティアをお断りする場合があります。 

 

B-9  なみのり保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市中山 858番地    

【アクセス】 京王線北野駅北口下車 八王子みなみ野行きバス約 10分 「白山神社」下車 徒歩約 7分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 園児と一緒に遊んでいただく、お掃除のお手伝い、保育教材の準備等 

【持ち物・服装】 動きやすい服装・室内履き・飲み物 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 体温及び体調確認  

【備考】  
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B-10  星の子保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市片倉町 704-14    

【アクセス】 JR横浜線片倉駅下車 徒歩約 2分 

【募集条件】 中学生・高校生 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 26日  9時〜16時 【受入不可日】 土・日・祝日 

【受入人数】 1名 

【活動内容】 園児の遊び相手、保育士の作業補助 

【持ち物・服装】 服装:T シャツと長ズボンまたは膝丈ズボンに、名前付きエプロンを着用持ち物:着替え、 

マスク、運動靴、コップ、帽子、タオル、食事代 300円 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 2週間の行動履歴表  

【備考】  

 

 

B-11  美山保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市美山町 1791-3    

【アクセス】 JR中央線・京王高尾線高尾駅下車 美山町行きバス約 30分  「馬込松木」下車 徒歩約 3分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時〜17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 こどもと遊ぶ。職員の手伝い。園内の清掃他 

【持ち物・服装】 動きやすい服装・エプロン・三角巾・箸・飲み物（水かお茶） 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 O-157検査､赤痢検査､ｻﾙﾓﾈﾗ 

【コロナ対策】 活動日 3日前の PCR検査もしくは抗原検査での陰性証明、2週間の行動履歴表  

【備考】  

 

 

B-12  めぐみ第二保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市鑓水 2-79    

【アクセス】 京王相模原線南大沢駅下車 南大沢 5丁目循環行きバス約 5分 「パークフィーネ前」下車 

徒歩約 5分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  8時 30分～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 3名 

【活動内容】 日中の活動（遊び等）、生活介助（身支度、食事、午睡等）、雑務（掃除等） 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、着替え 

【オリエンテーション】 活動日前（電話） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 活動日 3日前の PCR検査もしくは抗原検査での陰性証明  

【備考】  
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B-13  めじろ保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市山田町 1888-6    

【アクセス】 京王高尾線めじろ台下車 徒歩約 10分 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～16時 【受入不可日】 日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 保育の仕事の体験 

【持ち物・服装】 上履き、運動靴、着替え等（オリエンテーション時に説明します） 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 O-157検査､赤痢検査､ｻﾙﾓﾈﾗ 

【コロナ対策】 事前１週間前からの検温、体調管理、マスク着用。  

【備考】  

 

 

B-14  元木保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市下恩方町 595    

【アクセス】 JR中央線西八王子駅下車 恩方ターミナル行きバス約 20分 「元木」下車 徒歩約 1分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  8時 30分～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 3名 

【活動内容】 園児と遊び相手、保育士のお手伝い 

【持ち物・服装】 動きやすい服。エプロン、三角巾（バンダナ）上履き 

【オリエンテーション】 活動日前（電話） 

【細菌検査】 O-157検査 

【コロナ対策】 活動日３日前の PCR検査もしくは抗原検査での陰性証明、2週間の行動履歴表  

【備考】  

 

 

B-15  若葉の丘保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市鑓水 2-77    

【アクセス】 京王相模原線多摩境駅下車 橋本駅北口行きバス約 3分 「響きの丘」下車 徒歩約 11分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時〜16時 【受入不可日】 土・日・祝日 

【受入人数】 4名 

【活動内容】 乳幼児の遊び相手、保育士の補助 

【持ち物・服装】 動きやすい華美ではない服装、上履き、エプロン、ハンカチ、水筒、食事代 308円 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 活動日 3日前の PCR検査もしくは抗体検査での陰性証明、ワクチン接種証明、 

2週間の行動履歴票（ワクチンは理由があり未接種の場合でも受け入れ可）  

【備考】  
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B-16  わらべふじ森保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市台町 1-25-5    

【アクセス】 JR八王子駅南口下車 東京家政学院行きバス約 6分 「市民体育館（八王子市）」下車 徒歩約 1分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時〜16時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 １日あたりではなく、8/1～16の期間で 1名、8/17～31の期間で 2名 

【活動内容】 感染状況により子どもとあそぶ。保育士の補助作業、掃除。希望で絵本や紙芝居を読むなど。 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、飾りがない服装、エプロン、うわばき 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 O-157検査､赤痢検査､ｻﾙﾓﾈﾗ 

【コロナ対策】 活動日 3日前の PCR検査もしくは抗原検査での陰性証明、2週間の行動履歴表  

【備考】 良い経験になる為にオリエンテーションで意向をきき、個人情報等についてお伝えしたい。 

 

 

B-17  社会福祉法人長慶福祉会 なみのり第二保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市下柚木 3-5    

【アクセス】 京王相模原線 南大沢駅より 徒歩 12分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～16時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 園児と一緒に遊んでいただく、お掃除のお手伝い、保育教材の準備等 

【持ち物・服装】 動きやすい服装・室内履き・飲み物 

【オリエンテーション】 活動日前(別日) 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 体温及び体調確認  

【備考】  

 

B-18  敬愛きたの保育園  保育園 
【活動場所】 八王子市北野町 545-3  きたのタウンビル 3階    

【アクセス】 京王線北野駅 北口下車 徒歩１分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時 30分～16時 30分 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 日常保育補助 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、スニーカー、エプロン、タオル、マスク 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 活動日 3日前の PCR検査もしくは抗原検査での陰性証明  

【備考】 抗原検査の場合は、前日の検査結果でお願いいたします。 
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B-19  認定こども園せいび  保育園 
【活動場所】 八王子市南大沢 5−12    

【アクセス】 京王相模原線 南大沢駅より 徒歩約 12 分 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 8日〜8月 10日  9時〜17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 1名 

【活動内容】 子どもと遊ぶ、掃除など。 

【持ち物・服装】 動きやすい服装・運動靴、プール期間の為着替えの予備があると良い。 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 １週間前からの健康観察  

【備考】  

 

 

C-1  秋葉台学童保育所第１クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市別所 2-12-4-101    

【アクセス】 京王相模原線京王堀之内駅下車 徒歩約 5分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 30日  10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 児童との遊び相手 

【持ち物・服装】 動きやすい服装・室内履き 

【オリエンテーション】 活動日前（電話） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-2  秋葉台学童保育所第２クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市別所 2-5    

【アクセス】 京王相模原線京王堀之内駅下車 徒歩約 9分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 30日  9時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 児童の遊び相手・話し相手。 

【持ち物・服装】 動きやすく華美でない服装。運動靴。上履き。お弁当。飲み物。 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 毎日検温、マスク着用  

【備考】  
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C-3  秋葉台学童保育所 第 4クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市別所 2-16 コリナス長池 1号棟（1F）    

【アクセス】 京王相模原線京王堀之内駅下車 徒歩約 5分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  8時 30分～18時 30分 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2、3名 

【活動内容】 学童保育所における保育・活動の補助。主として、子どもの遊びをリードすること。 

【持ち物・服装】 上ばき、（必要に応じて）運動靴、動きやすい服装 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 参加前、当日の検温、マスク着用、手指消毒等、一般的（基本的）な感染対策以外は特になし  

【備考】  

 

 

C-4  石川学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市石川町 1920-8号棟 1F    

【アクセス】 JR中央線・京王線八王子駅下車 東海大病院行きバス約 10分 「大谷石川」下車 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  8時 30分～18時 30分 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 3名（応相談） 

【活動内容】 学童保育 （遊び・宿題の見守りなど） 

【持ち物・服装】 動きやすい服装 上履き 飲み物（事前にお伝えします。） 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】 

 

 

C-5  片倉台学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市片倉町 1318 片倉台小学校内    

【アクセス】 JR横浜線八王子みなみ野駅下車 八王子駅南口行きバス約 10分 「片倉台小学校西」下車 

徒歩約 5分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 3名 

【活動内容】 子どもの遊び相手・話し相手、職員補助、読み聞かせや簡単なクイズ等 

【持ち物・服装】 動きやすく汚れてもいい服装で華美ではないもの。女性はスカート不可。上履き・運動靴・ 

ハンカチ・マスク（予備も持参）・飲み物・昼食時間をまたぐ場合は昼食 

【オリエンテーション】 活動日前（電話） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 マスク着用（事情ある際はお知らせ下さい）  

【備考】  
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C-6  北野学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市打越町 348-1    

【アクセス】 京王線北野駅下車 徒歩約 5分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 24日  9時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 3名程度 

【活動内容】 日常保育補助、児童との遊び相手 

【持ち物・服装】 上履き、外遊び用の運動靴、昼食、動きやすく汚れてもよい服装 

【オリエンテーション】 なし 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-7  清水小学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市中野山王 3-25-1    

【アクセス】 JR中央線八王子駅下車 中野団地行きバス約 20分 「中野団地」下車 徒歩約 5分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 子どもの遊び相手 

【持ち物・服装】 動きやすい服装・室内履き・外用運動靴・昼食・水筒 

【オリエンテーション】 活動日前(電話) 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-8  下柚木学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市下柚木 3-4-1    

【アクセス】 京王線南大沢駅下車 徒歩約 20分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 25日  10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 子どもの遊び・学習のサポート 

【持ち物・服装】 お弁当（お昼をまたぐ場合）・水筒・タオル・動きやすく汚れても良い、華美でない服装。 

【オリエンテーション】 活動日前(電話) 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  
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C-9  千人町学童保育所第二クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市千人町 3-7-7 第五小学校敷地内    

【アクセス】 JR中央線西八王子駅下車 徒歩約 10分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時 30分～18時 30分 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 児童の遊び相手、行事の準備 

【持ち物・服装】 上履き、水筒。動きやすい服装。 

【オリエンテーション】 活動日前(別日) 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-10  第十小学童保育所第 1クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市大和田町 7-5-1第十小学校内    

【アクセス】 JR八王子駅北口下車 戸吹行きバス約 5分 「八王子郵便局」下車 徒歩約 2分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 19日   10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 児童との遊び相手 

【持ち物・服装】 動きやすい服装。アクセサリー着用禁止。運動靴。室内靴。 

【オリエンテーション】 なし 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-11  第十小学童保育所第二クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市大和田町 6-3-29 1F    

【アクセス】 JR八王子駅北口下車 宇津木台行きバス約 6分 「大和田７丁目」下車 徒歩約 5分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～12時 ・14時～17時 【受入不可日】 土・日曜・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 児童との遊び相手、話し相手 

【持ち物・服装】 動きやすい服装・上履き・運動靴・水分補給できるもの(水筒等飲み物) 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 マスク着用をお願いします。  

【備考】  
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C-12  台町学童保育所第２クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市台町 4-2-1（第七小学校内）    

【アクセス】 JR中央線八王子駅南口・西八王子駅南口下車 徒歩約 15分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  10時～18時 【受入不可日】 日 

【受入人数】 2、3名 

【活動内容】 児童と遊ぶ、話し相手 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、運動靴、お昼をまたぐ際はお弁当など 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】 やる気のある方を希望。 

 

 

C-13  高嶺小学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市北野台 4-21-1    

【アクセス】 京王線北野駅下車 八王子みなみ野行きバス 約 10分 「公園前」下車 徒歩約 5分 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 4名 

【活動内容】 子どもの遊び相手、工作準備等、施設内清掃などの環境整備 

【持ち物・服装】 動きやすい華美でない服装（汚れ破損があってもよいもの）、運動靴・室内履き、タオル、水筒、 

弁当（お昼をまたぐ場合） 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-14  館ヶ丘学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市館町 1097-57    

【アクセス】 JR高尾駅南口下車 館が丘団地行きバス約 10分 「館中学校前」下車 徒歩約 2分 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 25日  9時～18時 【受入不可日】 日 

【受入人数】 1名 

【活動内容】 児童との遊び 

【持ち物・服装】 動きやすい華美でない服装、室内履き 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  
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C-15  寺田学童保育所第２クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市寺田町 405-5    

【アクセス】 京王線めじろ台駅・JR西八王子駅南口下車 法政大学行きバス 「寺田センター」下車 徒歩約 2分 

【募集条件】 大学生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 26日   10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2、3名 

【活動内容】 日常保育の補助 

【持ち物・服装】 動きやすく華美でない服装、上履き、外履き、1日の場合は昼食 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 検温  

【備考】  

 

 

C-16  寺町学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市寺町 29-15    

【アクセス】 JR八王子駅北口下車 徒歩約 10分 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 25日   9時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 3名程度 

【活動内容】 子どもの遊び相手 

【持ち物・服装】 室内履き、動きやすい汚れても大丈夫な服装 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-17  長池学童保育所第二クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市別所 1－55    

【アクセス】 京王相模原線南大沢駅下車 徒歩約 15分 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～18時 30分 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 3名程度まで 

【活動内容】 児童の生活の補助（遊びなどを共に行い、安全面、発達面で配慮する） 

【持ち物・服装】 動きやすい服装(子どもと遊びます） 水分・昼食はご自身でご用意ください 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  
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C-18  中野学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市中野山王 3-6-27    

【アクセス】 JR八王子駅下車 中野団地行きバス約 15分 「中野北小」下車 徒歩約 1分 

【募集条件】 大学生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 26日  10時～17時 【受入不可日】 日、8/15～8/18 

【受入人数】 3名 

【活動内容】 児童との遊び・会話、おやつ配膳や洗い物の補助 

【持ち物・服装】 動きやすく汚れてもかまわない服装・靴、露出多すぎない服装、上履き 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-19  七国小学童保育所第 1クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市七国 6-42-1    

【アクセス】 JR八王子みなみ野駅下車 みなみ野循環バス 「七国南」下車 徒歩約 1分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 27日  8時 30分～17時 30分 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 5名 

【活動内容】 児童と遊び相手、話し相手、職員のお手伝い 

【持ち物・服装】 動きやすい服装・上履き・一日通す場合は昼食と飲み物 

【オリエンテーション】 活動日前（電話） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 マスク着用必須  

【備考】  

 

 

C-20  船田小学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市長房町 1041－2 船田小学校内    

【アクセス】 JR西八王子駅下車 長房団地行きバス約 10分 「長房団地」下車 徒歩約 10分 

【募集条件】 大学生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  9時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 何名でも可 

【活動内容】 児童との遊び 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、運動靴、室内履き、ハンドタオル 

【オリエンテーション】 なし 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  
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C-21  別所学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市別所 2-44    

【アクセス】 京王相模原線京王堀之内駅下車 徒歩約 10分 

【募集条件】 大学生 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 27日  14時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 最大 2名 

【活動内容】 児童と遊び相手・話し相手 

【持ち物・服装】 動きやすい華美でない服装 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 O-157検査 

【コロナ対策】 ワクチン接種証明  

【備考】  

 

 

C-22  松が谷学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市松が谷 13    

【アクセス】 京王相模原線京王多摩センター駅下車 松が谷循環バス約 10分「松が谷小学校」下車 徒歩約 1 分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 26日  13時～17時 【受入不可日】 土・日 

【受入人数】 2、3名 

【活動内容】 児童との遊び相手 

【持ち物・服装】 上履き・水筒・タオル、動きやすい服装と運動靴・マスク着用 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 ワクチン接種証明  

【備考】  

 

 

C-23  まつぎ学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市別所 1-29-2    

【アクセス】 京王相模原線京王堀之内駅下車 徒歩約 10分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 25日  8時 30分～17時 30分 【受入不可日】 土・日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 日常の活動や行事の補助 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、運動靴、上履き 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 マスク着用  

【備考】  
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C-24  南大沢西学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市南大沢 4-18    

【アクセス】 京王相模原線南大沢駅下車 徒歩約 15分 

【募集条件】 １８才以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 30日  10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 3名 

【活動内容】 児童と遊び相手・話し相手 

【持ち物・服装】 動きやすい華美でない服装 室内履き 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  

 

 

C-25  南大沢学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市南大沢 3-8-1    

【アクセス】 京王相模原線南大沢駅下車 徒歩約 15分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 25日  10時 30分～12時、14時 30分～17時 

【受入不可日】土・日・祝日、8/15、8/16 

【受入人数】 2、3名 

【活動内容】 主に子どもの遊び相手・職員の補助など 

【持ち物・服装】 活動しやすい華美でない服装・胸元や肩など出ていない服装・かかとのある上履き、外靴 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 マスク着用・手洗い・消毒・オリエンテーション確認事項の励行  

【備考】 なし 

 

C-26  由井学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市小比企町 1201    

【アクセス】 JR八王子駅南口下車 めじろ台行きバス約 10分 「由井第三小前」下車 徒歩約 3分 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 27日  8時 30分～18時 30分 【受入不可日】 日 

【受入人数】 2、3名 

【活動内容】 学童保育、小学生とのふれあい、保育サポート 

【持ち物・服装】 上履き、水筒、タオル、昼食、動きやすい華美ではない服装。 

【オリエンテーション】 活動日前（別日） 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】   

【備考】  
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C-27  八王子市立台町学童保育所第一クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市台町 4-2-1    

【アクセス】 JR西八王子駅南口下車 徒歩 14分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 27日  10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 1、2名 

【活動内容】 児童との遊び、保育補助 

【持ち物・服装】 お昼をまたぐ場合はお弁当持参、水筒、動きやすい服装と靴 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 特段必要ない  

【備考】 夏休み中は暑さもきついので、体力のある方を希望します 

 

 

C-28  八王子市立由木学童保育所  学童保育所 
【活動場所】 八王子市越野 692-1    

【アクセス】 京王相模原線堀之内駅下車 南大沢駅行きバス約７分 「さんもり橋」下車 徒歩 4分 

【募集条件】 高校生以上 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 31日  10時～17時 【受入不可日】 日・祝日 

【受入人数】 2、3名 

【活動内容】 児童との遊び相手、話し相手 

【持ち物・服装】 動きやすい服装、上履き、水筒、昼をまたぐ場合は弁当、外遊びが出来る靴 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 特段必要ない  

【備考】 子ども相手の活動がメインとなりますので、多少激しい運動などがある事をご理解いただきたい。 

 

 

C-29  千人町学童保育所第一クラブ  学童保育所 
【活動場所】 八王子市千人町 3－７－７    

【アクセス】 JR西八王子駅北口下車 徒歩 8分 

【募集条件】 不問 

【受入期間・時間】 8月 1日～8月 29日  9時 30分～17時 【受入不可日】 土・日・祝日 

【受入人数】 2名 

【活動内容】 小学 1年生から 3年生の遊び相手 

【持ち物・服装】 水筒やペットボトルなどの飲み物と室内履き。服装は運動しやすく肌の露出が少ないもの。 

【オリエンテーション】 初日 

【細菌検査】 なし 

【コロナ対策】 体調不良を自覚したらその日の活動は自粛してもらいたい  

【備考】  
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