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１．利用決定生徒 ※合計は利用決定者数（世帯状況は重複する項目あり）

学年 利用決定人数

生活保護
受給世帯

就学援助
受給世帯

母子又は
父子家庭

その他

中学1年生 1名 6名 7名 1名 元不登校 10名（2・8）

中学2年生 2名 3名 4名 1名 特別支援 7名（3・4）

中学3年生 0名 1名 3名 3名 特別支援（2）
元不登校

6名（4・2）

高校1年生 0名 0名 3名 0名 3名（2・1）

高校2年生 0名 0名 2名 4名 元特別支援
元就学援助
学習遅滞
元不登校

7名（3・4）

高校3年生 1名 0名 3名 2名 元特別支援
元就学援助

6名（2・4）

その他 0名 0名 0名 0名 0名

合 計 4名 10名 22名 11名 39名（16・23）

【ステップ】
2020年度の実施状況
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【ステップ】
2020年度の実施状況
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２．実施回数と参加状況
・実施回数：51回（新型コロナウイルス対策による休校10回・台風による休校1回）
・参加生徒：のべ839名（1回平均約16.5名） ※2019年度：平均約16.4名

・チャレンジサポーター参加数（32名）：のべ422名（1回平均約8.3名）
※2019年度：平均約7.8名

３．実施講座 8月：【地域活動】 避難訓練・防災講座
9月：【進路講座】 高校生向けキャリア講座①（外部講師によるキャリアガイダンス）

【生活講座】 ネットモラル・コミュニケーション講座
10月：【進路講座】 高校生向けキャリア講座②（外部講師による職業講座）
11月：【進路講座】 中学生向けキャリア講座（チャレンジサポーターによる進路講座）
12月：【進路講座】 高校生向けキャリア講座③（外部講師による進路講座）

【地域講座】 クリスマスカード作成（例年のクリスマス感謝祭の代替）
1月：【地域講座】 書き初め講座
3月：【進路講座】 高校生向けキャリア講座④（外部講師による生活講座）

【進路講座】 高校生向けキャリア講座⑤（外部講師による性教育講座）



【ステップ】
2020年度の実施状況
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４．キャリアカウンセリング
協力：森澤ゆかり氏

（国家資格キャリアコンサルタント・2級キャリアコンサルタント技能士）
・実施回数：9回（8月（2回）・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月）
・実施生徒：のべ29名（中学生11名・高校生等18名）

５．その他の実施事項
（１）ステップ通信発行
・目的：主に教員や保護者にステップの活動の様子を知ってもらう
・掲載内容：学習の様子、講座の様子、昼食の紹介、サポーターの紹介 等
・発行回数：6回（2ヶ月に1回程度のペースで発行）

（２）昼食支援
・協力団体：15団体
・利用生徒数：のべ477名（1回平均約11.1名） ※2019年度：平均約11.3名



【ステップ】
2020年度の実施状況
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（３）チャレンジサポーター研修
・目的：チャレンジサポーター同士の情報共有や支援内容についての話し合い、

および、サポータースキルの向上
・実施回数：3回

・12月5日：高校卒業後のキャリア形成について
・12月26日：子どもとの関わり方について①
・3月27日：子どもとの関わり方について②

（４）振り返りの実施
・目的：支援内容の共有と検討、および、サポータースキルの向上
・実施時間：毎回の学習支援実施後、1時間程度
・参加者：アスクネットスタッフ、チャレンジサポーター
・内容：支援内容の個人記録記載、支援内容の共有、意見交換、次回への引き継ぎ、等



【ステップ・ジュニア】
2020年度の実施状況

１．利用決定児童

※合計は利用決定者数（世帯状況は重複する項目あり）

２．実施回数と参加状況
・実施回数：86回（新型コロナウイルス対策による休校19回・台風による休校1回）
・参加児童：のべ454名（1回平均約5.3名） ※2019年度：1回平均約5.6名

・地域支援員（2名）：のべ60回 ※2019年度：43回

・チャレンジサポーター参加数（21名）：のべ93名 ※2019年度：のべ71名
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学年 利用決定人数

生活保護
受給世帯

就学援助
受給世帯

母子又は
父子家庭

合計
（男・女）

4年生 0名 1名 1名 1名（1・0）

5年生 0名 2名 4名 5名（4・1）

6年生 1名 1名 4名 4名（1・3）

合 計 1名 4名 9名 10名（6・4）



【ステップ・ジュニア】
2020年度の実施状況
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３．実施講座

【南部まち協講座】
協力：南部まちづくり協議会
8月：避難訓練・防災講座
9月：竹とんぼ作り
10月：さつまいも収穫
11月：さつまいもハンコ作り
12月：クリスマスツリー作り

【アート講座】
協力：NPO法人ARTISTJAPAN
7月・8月（2回）・9月・11月・1月・2月・3月

【学習系講座】（抜粋）
・英語講座
・理科実験講座
・日本地図ビンゴ
・世界の国旗クイズ
・楽器作り

【その他の講座】（抜粋）
・料理講座
・映画鑑賞
・ダンス講座



【ステップ・ジュニア】
2020年度の実施状況
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４．その他の実施事項
（１）ステップ通信発行
・目的：主に教員や保護者にステップ・ジュニアの活動の様子を知ってもらう
・掲載内容：学習の様子、講座の様子、送迎案内 等
・発行回数：11回（1ヶ月に1回程度のペースで発行）

（２）昼食支援
・協力団体：15団体
・利用生徒数：のべ204名（1回平均約5.0名） ※2019年度：1回平均約5.2名

（３）高浜高校ボランティア部内活動
・実施内容：ステップ・ジュニアの概要説明、今後の活動に向けての打ち合わせ
・実施回数：1回（12月8日）
※新型コロナウイルス感染防止のため、4月～11月まで活動を中止

1月以降も同様に活動を中止



【ステップ】及び【ステップ・ジュニア】
利用者アンケート
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１．アンケート概要
（１）実施期間

2021年1月16日～2月27日 ※アンケート回収は3月末まで継続

（２）対象
児童・生徒：2020年度の利用決定児童・生徒、

または、2020年度に1回以上参加した児童・生徒
保護者：上記の児童・生徒の保護者

（３）実施方法
①学習支援現場での配布と回収
②市内中学校に配布と回収を依頼
③上記以外は郵送

（４）質問内容
・満足度、感想、要望等に関する調査（参加頻度別）
・自己肯定感、レジリエンスに関する調査



【ステップ】及び【ステップ・ジュニア】
利用者アンケート
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２．アンケート結果（一部抜粋）
【回収率】

【質問A】「ステップ」に参加して良かったと思うか（児童・生徒が回答）
（2020年度） （2019年度）

小学生 中学生 高校生 全体 2019年度

児童・生徒 75％（9/12
）

65.4％（
17/26）

66.7％（
12/18）

67.9％（
38/56）

66.1％（
37/56）

保護者 41.7％（
5/12）

42.3％（
11/26）

27.8％（
5/18）

37.5％（
21/56）

55.4％（
31/56）



【ステップ】及び【ステップ・ジュニア】
利用者アンケート
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【質問B】「ステップ」に参加して成長した（変化した）と思うか（児童・生徒が回答）
（2020年度） （2019年度）

【質問C】「ステップ」に参加して良かったこと、変化したこと、感想（児童・生徒が回答）
・大学生の方に大学の話を聞けたので、自分の進学先、進路について考えやすく
なったので良かった。

・勉強時間が増えた。
・前よりも学習が楽しくなった。
・ステップに参加する前は不安が大きかったけれど、参加すると明るい人ばっかりで
とても楽しい場所だった。



【ステップ】及び【ステップ・ジュニア】
利用者アンケート
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【質問A】子どもが「ステップ」に参加して良かったと思うか（保護者が回答）
（2020年度） （2019年度）

【質問B】子どもが「ステップ」に参加して成長した（変化した）と思うか（保護者が回答）
（2020年度） （2019年度）



【ステップ】及び【ステップ・ジュニア】
利用者アンケート
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【質問11】「ステップ」への意見・要望（保護者が回答）
・初年度から参加して中1から今年度高3までお世話になりました。目標をさだめること
ができ、志望高校、志望大学に進学することができました（大学はこれから進学、
入学ですが）。6年間本当にお世話になりました。中1の初日は「なんで土曜日まで
そんなところに行かなくてはいけないの？嫌だ！！」とふてくされていました。
なんとかなだめて一度だけ行ってきてとしぶしぶ足を運びました。帰ってきたら
ニコニコで「すごく楽しかった！大人の人たちみんな優しかった！」とうれしそうに
話してくれました。あのときのスーパー笑顔は今でも忘れません。ありがとうござい
ました。今度はサポーターとしてステップに恩返ししてくれることを願っております。

・学校の登校日が多く参加日数が少ないですが、本人は本年度までしか参加できない
ことを残念に思っています。

・なかなかお世話になっている方々にお会いすることができませんが、日々感謝して
います。本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

・いつもステップがあることが心の支えになっています。学校は楽しく行けないけど、
（でも出席できるようになった。）ステップは楽しく行けるのはうれしいです。

・以前のようにイベント等ができるようになるといいですね。なかなか参加できず
申し訳ありません。



新型コロナウイルス感染症に対する対応
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１．感染防止のための休校
（１）休校
・ステップ：8回（4月3回・5月8回）
・ステップ・ジュニア：16回（4月7回・5月9回）

（２）休校中の支援（4月・5月）
・メール・電話連絡（6回）：休校連絡、オンライン支援連絡、再開連絡、等
・郵送支援（9回）：休校案内、教材、オンライン支援案内、食事支援案内、再開案内、等
・オンライン学習支援（7回）：Zoomを活用した学習支援
・ラジオ配信（3回）：ラジオアプリを活用したチャレンジサポーターのメッセージ配信



新型コロナウイルス感染症に対する対応
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２．再開後の対応
（１）再開後の対策（6月～）
・分散実施：高校生⇒午前（9:00～11:30）、中学生⇒午後（13:30～16:00）、

小学生⇒従来通り（木曜日・土曜日）
・昼食時間の分散：高校生⇒前半（11:30～12:30）、中学生⇒後半（12:30～13:30）、

小学生⇒前半、または、後半（日程による）
・消毒、検温の実施：発熱（37℃以上）が認められる場合は休むように依頼
・講座やイベント、グループワーク等の中止、縮小

（２）緊急事態宣言中の昼食支援対応（1月16日～3月6日）
・緊急事態宣言中の昼食支援は一時中止
※南部まちづくり協議会による弁当配布（第2・第4土曜日）は継続して実施


