
 

～ ２０１０年度実施ワーク報告  ２０１０年４月～２０１１年２末日 ～ 

                
大人ワーク     ４２８名 (教職員１１０名含) 
こどもワーク   ４８６２名  (プレ ８８４名) 

         (ベーシック ３７３８名) 
                 (中学生   ２４０名) 
 
 

 

４/１２ 意岐部小学校 保護者 ７/８     池島小学校      ４年３C １２/１４     永和小学校       ３年１C 

 /１０ 公開大人ワーク 一般 /９     公開大人ワーク   一般  、、            、、 ４年１C 

５/６  八尾市教育委員会 教職員 /１５    楠根東小学校     ４年４C /17・20・22   道明寺小学校 １年４C 

 /７  八尾市教育委員会 教職員 /１６    巽小学校       ４年２C   /２１      用和幼稚園 教職員 

 /１０ 八尾市教育委員会 教職員 ８/９     PICAPICA 作業所   大人 １/13・16     用和幼稚園 ２C 

 /１１ 弥刀小学校 ４年２C  /２７    春宮保育所      保護者   /17・19    さくらんぼ保育園 ２C 

 /１２ 安中小学校 ３年３C ９/6・7    美原中学校      １年２C   /１８     長瀬青少年センター 教職員 

 /１４ 北高安小学校 ３年１C  /８     竹渕小学校      ３年２C   、、         、、 １・２年 

 /１７ 亀井小学校 ３年２C  /９     大正小学校      ３年４C   、、         、、 ３年 

 /１８ 曙川東小学校 ３年２C  、、     八尾市教育委員会  教職員   /２０     上四条小学校 ４年２C 

 /１９ 山本小学校 ３年３C １０/１２    縄手北小学校     ３年２C /24・26・28   道明寺東小学校 １年２C 

 /２０ 刑部小学校 ３年４C /14・15  南八下中学校     １年２C /24・25・27   藤井寺北小学校 １年２C 

 /２４ 西山本小学校 ３年２C  、、     長吉南小学校     ４年２C   /２８     羽曳野荘 教職員 

 /２５ 南高安小学校 ３年４C   /１９   中高安小学校     保護者 ２/１４      柏田小学校       ４年２C 

 /２７ 高美南小学校 ３年２C １１/１    まぶね保育園     教職員  /16・18・22  公徳学園 小１・小２年１ワーク         

 /２８ 高安西小学校 ３年２C   /４    用和小学校      ３年３C   、、            小６・中１年１ワーク                   

 /３１ 志紀小学校 ３年５C /8・12   まぶね保育園     １C  /１８      西山本地区福祉委員会  地域の大人 

６/１  上之島小学校 ３年２C /8・9・10   藤井寺南小学校   １年２C   、、      羽曳野荘   低学年 

 /２  桂小学校 ３年１C /10・11・12  藤井寺西小学校   １年２C   、、         、、                高学年 

 /３  縄手小学校 ２年２C /12・15    浜寺南中学     １年２C  /23・28     春宮保育所 １C 

 /４  大正北小学校 ３年３C   /１５    安中幼稚園     教職員  /２６      四天王寺夕陽丘保育園 保護者 

 /８  南山本小学校 ３年３C   /１６    楠根小学校     ４年３C ☆３月の予定  

 /９  北山本小学校 ３年２C   /１７    高安幼稚園     教職員 ３/３       太平寺小         ２年２C 

 /１０ 東山本小学校 ３年４C   /２１    公開ワーク      一般 /8・10     四天王寺夕陽丘保育園    １C  

 /１４ 曙川小学校 ３年２C /24・25・26  藤井寺小学校    １年５C  /8・11・15  高津学園年長～小２年２ワーク 

 /１５ 高美小学校 ３年３C /26 12/1   高安幼稚園      １C  /8・15      、、     小５・６年１ワーク 

 /１６ 中高安小学校 ３年２C   /２８    池島小学校     保護者        

 /１７ 美園小学校 ３年３C /29・30   安中幼稚園      ２C        

 /２０ 平野西小学校 保護者 /30 12/2   柏原東小学校    １年２C  

 /２１ 意岐部小学校 １年２C １２/１     高安幼稚園     保護者  

 /２４ 森河内小学校 ４年３C   /２     大正幼稚園     教職員  

 /２５ 久宝寺小学校 ３年３C   /３     瓜破西小学校    ４年２C  

 /２９ 長池小学校 ３年３C   、、     あい桂保育園    教職員  

７/１  八尾小学校 ３年３C /6・7・10    道明寺南小学校   １年２C  

 /２  永畑小学校 ３年２C   /８     大正幼稚園      ２C  

 /５  玉川小学校 ３年３C  /10・16   北山本幼稚園    教職員  

 /６  龍華小学校 ３年３C /10・13   あい桂保育園     １C  

 /８  池島小学校 ４年３C  /13・16   北山本幼稚園     ２C  

    /１４   大阪府大・看護科   大学生  



 


