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★スペシャルプログラムのご紹介 11月も楽しいプログラムを用意して待ってます♪みんな参加してね★

LaQシリーズ
ティラノザウルス

11/13
(水)

お申し込み
方法

＜お問い合わせ先＞【参加対象】桐蔭学園小学部アフタースクール入会者の方
【申込開始日】10月23日（水）19時
※定員に達した場合、キャンセル待ちとなります。

【申込締切日】プログラム実施前開校日 17時まで
【申込方法】会員サイトログインよりお申し込みください。

https://kids-ai.com/toinP/public/login
※スペシャルプログラムのお申し込みにはレギュラーもしくはスポット予約が必要です。
事前に預りの予約をお済ませのうえ、スペシャルプログラムのお申し込みをお願いいたします。

※会員サイトログイン後、「スペシャルPG申込」よりお申し込みください。

■右のコードを
読み込んでいただくと
スマートフォンから
お申し込みできます。

桐蔭学園アフタースクール 小学部アフタースクール
☎ 070 - 6406 - 0217（平日10:30~19:00 ）

✉ toin_el@npoafterschool.org

[BLOG] http://toin.ac.jp/ek-as/ele-as/

プログラムの様子を
ご紹介しています！

ながた先生のお料理企画
グリルチキンと
フォカッチャ

11/19
(火)

ポーセラーツ
おしゃれな
歯ブラシスタンド

1人２個ずつ歯ブ
ラシスタンドを
ポーセラーツで彩
ります♪家族の分
も作れるね！
作品は焼成して後
日お渡しします。

金管バンドがやってくる！
Enjoy☆
ミュージック！

11/5
(火)

※料金は全て税抜きとなります。
※参加料とは別に、通常の預かり利用料・おやつ代がかかります。
※キャンセル・変更の場合は必ず前開校日17時までにメールにてご連絡ください。
キャンセルの場合でもスペシャルプログラム参加料等を頂戴いたします。
ただし、預かりを利用されない場合は、預かり利用料・おやつ代はかかりません。

今回はティラノザ
ウルス（T-REX)
を作ります。
LaQ好きも恐竜好
きも集まれ！
作品は持ち帰りま
す。

アフタースクール
の田中先生は金管
楽器の5人組Brass 
Quintet Lundiの
メンバー！素敵な
音色を聞いたり
歌ったりしよう☆

★お知らせ★
● 11月7日（校外学習）は閉室です。閉室日については裏面のスケジュールをご確認ください。
※アフタースクール開校日は短縮授業の日であっても下校後にそのままご利用いただけます。
アフタースクールのスケジュールについては、おたより裏面もしくはホームページの「毎月の予定
表」をご覧ください。( https://kids-ai.com/toinP/public/login）

幼小合同

みんな集まれ！
昔遊びDAY

11/21
(木)

16:30までご利用
のお子さまは無料
で参加できます。
毎回コマなどで盛
り上がっています。
遊べば遊ぶほど上
達しますよ！

１～４年生対象

押し花シリーズ
花のクリスマス
カードを作ろう

※アレルギーがある方はご注意ください。

元プロに教わる
サッカー11/20

(水)

元FC東京所属の
先生から教わる
サッカープログラ
ム。初心者でも大
丈夫です♪楽しく
練習して、ゲーム
に挑戦しましょう。

みんなでつくる、みんなのアフタースクール
こどもサミット

11/28
(木)

アフタースクールをよりよい場所にするために、『こ
どもサミット』を開催します。今回のテーマは「自分
たちがやりたいスペシャルプログラムについて」です。
アイディアがある人も、まだ考え中の人も是非きてね
♪みんなの「こうしたい！」を出し合って、もっと
もっと楽しいアフタースクールにしよう！

みんなで遊ぼう！
おもちゃDAY

いろいろなおも
ちゃを使って、み
んなで遊びます。
どんな遊びをする
かは当日のお楽し
み！ぜひ来てね☆

11/6
(水)

●時間16:00～17:15 ●定員：10名
●参加料1,250円 材料費700円
●持ち物：なし ●講師：花岡 瑞恵先生

●時間16:00～17:15 ●定員：20名
●参加料300円 ●持ち物：なし
●講師：Brass Quintet Lundi

●時間 15:30～16:30 ●定員： なし
●参加料 無料
●持ち物 ：なし ●講師中村 茂樹 先生

●時間16:00～17:15 ●定員：20名
●参加料1,500円 ●持ち物：スモック
●講師：ながた よしえ 先生

●時間16:00～17:15 ●定員：20名
●参加料1,000円 材料費820円
●持ち物：なし ●講師：浅川 直樹先生

●時間16:10～17:15 ●定員：22名
●参加料500円 ●持ち物：体操服
●講師：久保田 健太 先生

●時間14:45～15:45 ●定員：なし
●参加料無料
●持ち物：なし

作ること・食べる
ことの楽しさを教
えてくれる永田先
生。今回はグリル
チキンとフォカッ
チャです♪

●時間16:00～17:15 ●定員：10名
●参加料1,250円 材料費1,000円
●持ち物：なし ●講師：室屋 珠美先生

11/26
(火)

11/27
(水)

押し花を使い、ク
リスマスツリー・
リース合わせて２
枚のポストカード
を作ります。誰か
に送ってもおうち
に飾っても素敵！

●時間16:00～17:15 ●定員：なし
●参加料無料 ●持ち物：なし
●講師：アフタースクールスタッフ

※雨天時は室内で実施します。



11月のスケジュール

プログラム

開始10分前には並んでそ
れぞれのプログラムへ。

「アフタースクールって、どんなことをしているの？」
「プログラムがない日はどんなことをするの？」そんな疑問にお答えして、
今回は主に低学年の日頃の過ごし方を写真とともにお伝えします♪

アフタースクールのようす

入室

クラスごとにまとまって
アフターのお部屋へ♪

おやつ

苦手なものでも「一口
チャレンジ」挑戦中！

宿題

宿題が済んだら連絡帳と一
緒にスタッフに見せます。

17:30バス
帰宅準備

17:30バスは利用者が多
いので早めに並びます。

あそび

アフター教室１は
毎日大賑わい！

18:30バス
帰宅準備

みんなで乗り場に向かい、
18:30にバスがでます。

おむかえ/
自力下校

ICカードをピっとかざし
て、「さようなら！」

柔道場でドッジボール！

アフター教室2で工作☆

3・４年生入室
入室後、おやつを食べて
宿題を済ませ、遊びやプ
ログラムに合流します♪

５・６年生入室

子どもたち自身が自分の予定を意識しながら、
したいことができるようサポートしています。

アフタースクール
こぼればなし

小学部アフタースクールに小さなお客様がやってきました！幼稚部アフター
スクールのお友だちです。「アフターってどんなところ？」「私たちも小学
生になったらアフターに行けるの？」興味津々だけどちょっと戸惑いながら
キョロキョロ…。
そんな様子を見て、活躍してくれたのが2年生の男の子2人です。
一緒に遊びを盛り上げてくれたり、やさしくお話を聞いてあげたり普段とは
また一味違った穏やかな表情で接していました。
アフターでは異年齢交流も盛んです！子供たち同士の関わりの中で優しい気
持ちが育っています。

行事 開校日 スペシャルプログラム

1 金 幼小休業 ×

2 土 幼稚部入試

3 日 文化の日

4 月 振替休日

5 火 ○ ダンス そろばん 茶道 おしゃれな歯ブラシスタンド

6 水 ○ 2年英語A 3年英語B 4年英語C プログラミング入門 Enjoy☆ミュージック！

7 木 校外学習 ×

8 金 ○ アート 体操 料理

9 土

10 日

11 月 ○ 体操 習字 プログラミング

12 火 ○ ダンス そろばん 茶道

13 水 ○ 2年英語A 3年英語B 4年英語C プログラミング入門 グリルチキンとフォカッチャ

14 木 入試前日準備

15 金 入試

16 土

17 日

18 月 ○ 体操 習字 プログラミング

19 火 ○ ダンス そろばん 茶道 ティラノザウルス（LaQ）

20 水 ○ 2年英語A 3年英語B 4年英語C プログラミング入門 サッカー

21 木 ○ アスリート 手芸 1年英語D しょうぎ 昔遊びDAY

22 金 ○ アート 体操 料理

23 土 勤労感謝の日

24 日

25 月 ○ 体操 習字 プログラミング

26 火 ○ ダンス そろばん 茶道 花のクリスマスカードを作ろう

27 水 ○ 2年英語A 3年英語B 4年英語C プログラミング入門 おもちゃDAY

28 木 短縮授業 ○ アスリート 手芸 1年英語D しょうぎ こどもサミット

29 金 短縮授業 ○ アート 体操 料理(振替)

30 土

※スケジュールは予定です。変更になることがあります。

定期プログラム


年度設定

		2019		年度 ネンド



年度を変更すると、スケジュール各月の日付が自動で変更されます。
以下の内容は、手入力が必要です。
・プログラム
・祝日
・年間、下半期、上半期のシート



上半期

				2018年度 桐蔭学園小学部アフタースクール（上半期）

								4月 ガツ																5月 ガツ																																回数

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		即位礼正殿の儀																																習字		12

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		国民の休日																																体操		26

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		憲法記念日																																ダンス		13

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		みどりの日																																そろばん		15

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式		×										ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		こどもの日																																英語1		0

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入学式												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日																																英語2-3		0

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス（休講）		そろばん		茶道																								アート		14

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～4/12)／1年保護者会		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C																								○		68

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2・6年保護者会		○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		遠足		×						

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5年保護者会		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アート		体操		料理

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		3年保護者会		○		アスリート		手芸						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		4年保護者会		○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				13		木														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				14		金														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道

				15		土		平常授業開始		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				16		日				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

				17		月				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理

				18		火				○		アスリート		手芸						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				19		水		短縮授業(弁当)		○		アート		体操						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				20		木														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				21		金														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道

				22		土				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				23		日				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

				24		月				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(造形遊びの日)		○		アート		体操		

				25		火				○		アスリート		手芸						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		父母総会／保護者会								

				26		水				○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				27		木														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				28		金														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス（休講）		そろばん		茶道

				29		土		昭和の日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				30		日		国民の休日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

																				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4-6英検(4・5級)		○		アート		体操		



								6月 ガツ																7月 ガツ																8月 ガツ

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～7/16)		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5田植え		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		七夕子ども会		○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		(田植え予備日)		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		個人面談(～7/16)		○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		(田植え予備日)		○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4・5水泳授業(～7/12)		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸(休講)		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		山の日								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理(休講)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		海の日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		終業式・下校訓練		×										ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小2-4英検Jr.		○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小1サマーキャンプ説明会(引き取り下校)		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小3サマーキャンプ説明会(引き取り下校)		○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5サマーキャンプ説明会(引き取り下校)		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～7/16)		○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式(弁当)		○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小6サマーキャンプ説明会(引き取り下校)		○		アート		体操						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～8/30)		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		

				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				31		月														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										



						※スケジュールは予定です。変更になることがあります。 

						※スペシャルプログラムは内容が決まり次第、別途ご案内いたします。







下半期

				2018年度 桐蔭学園小学部アフタースクール（下半期）

								9月 ガツ																																														回数

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム																																				習字		19

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																																																体操		42

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		防災訓練		×																																												ダンス		25

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		平常授業開始		○		ダンス		そろばん		茶道																																						英語1		0

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C																																						アート		23

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D																																						英語2-3		0

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操																																								そろばん		25

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																																																○		115

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(前日準備)		○		アート		体操		料理

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試説明会・見学会								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		敬老の日								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		秋分の日								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会)		○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										



								10月 ガツ																11月 ガツ																12月 ガツ

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		幼小休業		×										ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		幼稚部入試												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～12/23）		○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		文化の日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4-6英検		○		アート		体操						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		もちつき会		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		運動会												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5ウインターキャンプ説明会(引取下校)		○		アート		体操		料理

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		校外学習		×										ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		表現の日		○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		個人面談(～12/20)		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		体育の日(祝日)												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試前日準備												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		オリエンテーション①								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		クリスマス子ども会		○		アート		体操		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		即位礼正殿の儀												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試事前準備												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		勤労感謝の日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試前日準備												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		終業式・下校訓練		×						

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		合格発表												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アート		体操		料理(振替)				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										



								43101																43132																43160

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ						スペシャルプログラム

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第1回												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第2回												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第3回		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会前日準備)		○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会リハーサル)		○		アート		体操		料理

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小1-4英検Jr.		○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		送別音楽会								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式・下校訓練		×										ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		送別音楽会								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業開始(～3/23)		○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		建国記念の日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1年保護者会		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2年保護者会		○		アスリート		手芸		1年英語D

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		成人の日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		3年保護者会		○		アート		体操		料理

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		オリエンテーション②												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		4年保護者会		○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5・6キャンプ前日(短縮)		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5年保護者会		○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5・6ウインターキャンプ(～2/21)		○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		卒業式		×						

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		展覧会(～1/26）		○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		春分の日								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		天皇誕生日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4～6英検		○		アート		体操						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		修了式(弁当)		○		ダンス		そろばん		茶道

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5・6年短縮授業		○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5・6年短縮授業(期末考査)		○		アート		体操						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!										

						※スケジュールは予定です。変更になることがあります。 

						※スペシャルプログラムは内容が決まり次第、別途ご案内いたします。







年間

				2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール　年間予定表 ショウガク

								4月 ガツ																		5月 ガツ																		6月 ガツ																				回数 カイスウ

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						○		183

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		即位礼正殿の儀														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																		月 ゲツ		体操 タイソウ		0

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		国民の休日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																		金 キン		体操 タイソウ		0

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		憲法記念日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5田植え		○		体操		習字		プログラミング										習字 シュウジ		31

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		みどりの日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		ダンス		そろばん		茶道										プログラミング		31

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式		×												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		こどもの日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		(田植え予備日)		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門								プログラミング入門 ニュウモン		36

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入学式														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		(田植え予備日)		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ								そろばん		40

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス（休講）		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操												ダンス		38

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～4/12)／1年保護者会		○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				茶道 サドウ		40

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2・6年保護者会		○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		遠足		×												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				2年英語A ネン エイゴ		39

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5年保護者会		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング										3年英語B ネン エイゴ		39

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		3年保護者会		○		アスリート		手芸				しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道										4年英語C ネン エイゴ		39

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		4年保護者会		○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門								1年英語D		33

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ								アスリート		36

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理										手芸 シュゲイ		35

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		平常授業開始		○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				しょうぎ		36

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																				料理 リョウリ		21

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸				しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(弁当)		○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小2-4英検Jr.		○		アート		体操		料理		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(造形遊びの日)		○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小1サマーキャンプ説明会(引き取り下校)		○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸				しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		父母総会／保護者会														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小3サマーキャンプ説明会(引き取り下校)		○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5サマーキャンプ説明会(引き取り下校)		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～7/16)		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス（休講）		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小6サマーキャンプ説明会(引き取り下校)		○		アート		体操				

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		昭和の日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		国民の休日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

																						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4-6英検(4・5級)		○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												



								7月 ガツ																		8月 ガツ																		9月 ガツ

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～7/16)		○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		防災訓練		×								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		平常授業開始		○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		七夕子ども会		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		個人面談(～7/16)		○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操				

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4・5水泳授業(～7/12)		○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸(休講)		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		山の日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理(休講)						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(前日準備)		○		アート		体操		料理		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試説明会・見学会										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		海の日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		敬老の日										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		終業式・下校訓練		×												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		秋分の日										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会)		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式(弁当)		○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操				

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～8/30)		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												



								10月 ガツ																		11月 ガツ																		12月 ガツ

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		幼小休業		×												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		幼稚部入試														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～12/23）		○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		文化の日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4-6英検		○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		もちつき会		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		運動会														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5ウインターキャンプ説明会(引取下校)		○		アート		体操		料理		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		校外学習		×												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		表現の日		○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		個人面談(～12/20)		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		体育の日(祝日)														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試前日準備														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		オリエンテーション①										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		クリスマス子ども会		○		アート		体操				

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		即位礼正殿の儀														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試事前準備														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		勤労感謝の日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試前日準備														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		終業式・下校訓練		×								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		合格発表														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アート		体操		料理(振替)						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												



								43831																		43862																		43891

								行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム						行事 ギョウジ		開校日 カイコウビ		定期プログラム テイキ								スペシャルプログラム

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第1回														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第2回														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第3回		○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会前日準備)		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会リハーサル)		○		アート		体操		料理		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小1-4英検Jr.		○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		送別音楽会										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式・下校訓練		×												ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		送別音楽会										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業開始(～3/23)		○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		建国記念の日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1年保護者会		○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2年保護者会		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		成人の日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		3年保護者会		○		アート		体操		料理		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業		○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		オリエンテーション②														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		4年保護者会		○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操		料理						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5・6キャンプ前日(短縮)		○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5年保護者会		○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5・6ウインターキャンプ(～2/21)		○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		卒業式		×								

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		展覧会(～1/26）		○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		春分の日										

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		天皇誕生日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4～6英検		○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日														ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		修了式(弁当)		○		ダンス		そろばん		茶道		

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操		習字		プログラミング						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5・6年短縮授業		○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5・6年短縮授業(期末考査)		○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A		3年英語B		4年英語C		プログラミング入門				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸		1年英語D		しょうぎ				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												

				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操								ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!												



						※スケジュールは予定です。変更になることがあります。

						※スペシャルプログラムは内容が決まり次第、別途ご案内いたします。











































































4月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（上半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式 シギョウシキ		×																										けん玉・めんこ ダマ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入学式 ニュウガクシキ																												おりがみ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!																														永田さん ナガタ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～4/12)／1年保護者会 タンシュク ジュギョウ ネン ホゴシャ カイ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2・6年保護者会 ネン ホゴシャ カイ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				LaQでコマ作り！part2		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5年保護者会 ネン ホゴシャ カイ		○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ				おいしいハンバーグ		14:00-15:00														ドッチボール

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		3年保護者会 ネン ホゴシャ カイ		○		アスリート		手芸 シュゲイ				しょうぎ		フレンチメモボード		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		4年保護者会 ネン ホゴシャ カイ		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ				バルーンアート		14:00-14:50		やまださん												ドローンプログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		平常授業開始 ヘイジョウ ジュギョウ カイシ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング																				レゴ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ																				サイエンス

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ				初めてのプログラミング①		16:05-17:00														押し花チャーム オ バナ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ				しょうぎ				磯辺先生 イソベ センセイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(弁当) タンシュク ジュギョウ ベントウ		○		アート		体操 タイソウ						手作りネックレス		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				昔遊びを楽しもう！		16:00-16:50

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ				初めてのプログラミング②		16:05-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ				しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		昭和の日 ショウワ ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		国民の休日 コクミン キュウジツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。



4/5始業式（昼食なし）
2・3年／11：05下校
4・5年／10：20下校
6年／13:40下校

4/8-12短縮授業（昼食あり）
2・3年／12：55下校
4-6年／13：40下校

4/19 特別短縮(昼食なし)

4/9 2年保護者会引取時刻12:55



5月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（上半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		即位礼正殿の儀 ソクイ レイ セイデン ギ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		国民の休日 コクミン キュウジツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		憲法記念日

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		みどりの日

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		こどもの日

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日 フリカエ キュウジツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス（休講） キュウコウ		そろばん		茶道 サドウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		バルーン(1)		16:10-17:00				定員：8　ねずみ、サーベル、犬、弓、アンパンマン、リボン、（目標）ライオン、うさぎ テイイン イヌ ユミ モクヒョウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		遠足 エンソク		×

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業 タンシュクジュギョウ		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ				ミニフラワーアレンジメント		やまださん

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				けん玉・めんこ ダマ		15:30-16:20

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		三線 サンシン				国井さん クニ イ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				LaQ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		ナポリタン		永田先生 ナガタセンセイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ				磯辺先生 イソベ センセイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(造形遊びの日) タンシュク ジュギョウ ゾウケイ アソ ヒ		○		アート		体操 タイソウ						ロボット				東 ヒガシ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		父母総会／保護者会 フボ ソウカイ ホゴシャ カイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス（休講） キュウコウ		そろばん		茶道 サドウ				押し花 オ バナ		16:00-17:00@図工室？ ズコウシツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4-6英検(4・5級) ショウ エイケン キュウ		○		アート		体操 タイソウ						スポチャン		16:00-17:00＠柔道場 ジュウドウジョウ

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。



5/10  短縮授業
1-3年　12：40下校
4-6年　13：20下校

5/24 短縮授業
1-3年　12：40下校
4-6年　13：20下校



6月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（上半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5田植え ショウ タウ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業 タンシュクジュギョウ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				ポーセラーツ（お茶碗） チャワン		14:00-15:00		ダンス振替2回実施

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		(田植え予備日) タウ ヨビビ		○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		永田先生 ナガタ センセイ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		(田植え予備日) タウ ヨビビ		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				けん玉・めんこ ダマ		15:30-16:20

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		三線 サンシン		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ				磯辺先生 イソベ センセイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				LaQ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		バルーン(2)		16:10-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小2-4英検Jr. ショウ エイケン		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						やまださん

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小1サマーキャンプ説明会(引き取り下校) ショウ セツメイカイ ヒ ト ゲコウ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング								5・6年期末考査 ネン キマツ コウサ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小3サマーキャンプ説明会(引き取り下校) ショウ セツメイカイ ヒ ト ゲコウ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				カルトナージュ（キーホルダー）		16:00-17:00		5・6年期末考査 ネン キマツ コウサ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5サマーキャンプ説明会(引き取り下校) ショウ セツメイカイ ヒ ト ゲコウ		○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		カルビー		15:30-16:30

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～7/16) タンシュク ジュギョウ		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小6サマーキャンプ説明会(引き取り下校) ショウロク タンショウ セツメイカイ ヒ ト ゲコウ		○		アート		体操 タイソウ						スポーツチャンバラ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。



6/27～短縮授業
1-3年　12：55下校
4-6年　13：40下校

6/24-25　5年期末考査 13:00下校
※基本的に、定期実施。
　　家庭判断に任せる



7月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（上半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～7/16) タンシュク ジュギョウ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				花のうちわ作り ハナ ヅク		14:00-15:00		※ダンス14:30-15:30、16:00-17:00の2コマ実施 ジッシ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		バルーンアート(3)		14:10-15:00						※バルーン3回シリーズの手応えをみて、9月以降を決める カイ テゴタ ガツ イコウ キ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		七夕子ども会 タナバタ コ カイ		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		個人面談(～7/16) コジン メンダン		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ				フラッグフットボール		14:30-15:30		やまださん				※個人面談期間場所調整

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4・5水泳授業(～7/12) ショウ スイエイ ジュギョウ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング				ハーバリウム		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				けん玉・めんこ大会 ダマ タイカイ		14:40-15:30

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		お好み焼きづくり コノ ヤ		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸(休講) シュゲイ キュウコウ		1年英語D		しょうぎ		スポーツチャンバラ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理(休講) リョウリ キュウコウ				少林寺拳法 ショウリンジケンポウ		14:00‐15:00		戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		海の日 ウミ ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				トリケラトプス（LaQ）		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		終業式・下校訓練 シュウギョウシキ ゲコウ クンレン		×

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。



7/1-17　短縮授業
1-3年／12：55下校
4-6年／13：40下校



8月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（上半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		山の日 ヤマ ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式(弁当) シギョウ シキ ベントウ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				キャンディーボックス		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～8/30) タンシュク ジュギョウ		○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		夏野菜☆とうもろこし&枝豆 ナツヤサイ エダマメ		14:20-15:50

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ		スポーツチャンバラ		14:00-15:00				手芸7/11分振替15:00-16:00 シュゲイ ブン フリカエ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ						おりがみ		14:10-15:00		スポチャン？

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。



8/27　2学期始業式（昼食なし）
1-3年/11：05下校
4-6年/10：20下校

8/28-8/30  短縮授業
1-3年/12：55下校
4-6年/13：40下校



9月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（下半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		防災訓練 ボウサイ クンレン		×												始業式？ シギョウシキ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		平常授業開始 ヘイジョウ ジュギョウ カイシ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				スクラップブッキング		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		アフタヌーンティー

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ						スポーツチャンバラ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング								台風のため休校、振替・返金なし タイフウ キュウコウ フリカエ ヘンキン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				昔遊びDAY ムカシ アソ		15:30-16:20

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		ジオラマ作り ヅク		1〜2年生　15:15〜16：05／3〜6年生　16:15〜17:05

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(前日準備) タンシュク ジュギョウ ゼンジツ ジュンビ		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ				風船と空気の科学 フウセン クウキ カガク		戸叶さん トカノ		14:10～15:10（サイエンス）

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試説明会・見学会 ニュウシセツメイカイ ケンガクカイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		敬老の日 ケイロウ ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				LaQ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		ジオラマ作り ヅク		1〜2年生　15:15〜16：05／3〜6年生　16:15〜17:05

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						やまださん

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		秋分の日 シュウブン ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				サンキャッチャーストラップ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		マーラーカオ/ジオラマ作り ヅク		16:00-17:00		ジオラマ：1〜2年生　15:15〜16：05／3〜6年生　16:15〜17:05

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会) タンシュク ジュギョウ オンガクカイ		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ		おやつづくり（栗田さん） クリタ		13:30-15:00		磯辺先生

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。



9/13短縮授業
1-3年　12：55下校
4-6年　13：40下校

9/26 神奈川県私立小学校音楽会
1-3年　12：55下校
4-6年　13：40下校



10月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（下半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業 タンシュクジュギョウ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				ハロウィンバッグを作ろう ツク		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		おりがみ		16:10 -17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4-6英検 ショウ エイケン		○		アート		体操 タイソウ						スポーツチャンバラ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		運動会 ウンドウカイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日 フリカエ キュウジツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				昔遊びDAY ムカシ アソ		15:30-16:20

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		和太鼓に挑戦！ ワ ダイコ チョウセン		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ				磯辺先生 イソベ センセイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		体育の日(祝日) タイイク ヒ シュクジツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		サケのムニエルとポテトチーズ焼き ヤ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						やまださん

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業 タンシュクジュギョウ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング				ハロウィンパーティー①準備 ジュンビ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		即位礼正殿の儀 ソクイ レイ セイデン ギ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試事前準備 ニュウシ ジゼン ジュンビ																※閉室に変更 ヘイシツ ヘンコウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試前日準備 ニュウシゼンジツジュンビ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試 ニュウシ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		合格発表 ゴウカク ハッピョウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				カマキリ（LaQ）		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		おもちゃDAY

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業 タンシュクジュギョウ		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ		ハロウィンパーティー②

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。



10/1　予行演習前日準備（短縮授業）
1-3年　12：55下校
4-6年　13：40下校

10/21　小入試事前準備
1-3年　12：55下校
4-6年　13：40下校



11月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（下半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		幼小休業 ヨウショウ キュウギョウ		×

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		幼稚部入試 ヨウチブ ニュウシ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		文化の日 ブンカ ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日 フリカエ キュウジツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				おしゃれな歯ブラシスタンド ハ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		Enjoy☆ミュージック！

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		校外学習 コウガイ ガクシュウ		×

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		グリルチキンとフォカッチャ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試前日準備 ニュウシ ゼンジツ ジュンビ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		入試 ニュウシ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				ティラノザウルス（LaQ）		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		サッカー

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ		昔遊びDAY ムカシ アソ		磯辺先生 イソベ センセイ		15:30-16:20

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						やまださん

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		勤労感謝の日 キンロウ カンシャ ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				花のクリスマスカードを作ろう ハナ ツク		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		おもちゃDAY

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業 タンシュク ジュギョウ		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ		こどもサミット

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業 タンシュク ジュギョウ		○		アート		体操 タイソウ		料理(振替) リョウリ フリカエ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。

































11/27 短縮
11/28-29 5・6年期末考査 13:00下校



12月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（下半期）

						ERROR:#VALUE!												おやつWEEEEEEEEEEK!!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(～12/23） タンシュク ジュギョウ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング				おやつ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				バルーンアート（クリスマスツリー）		16:00-17:00		ママオン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		もちつき会 カイ		○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		プログラミング（東）/おりがみ ヒガシ		13:30-15:30/14:10-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ		クリスマス会準備 カイ ジュンビ				磯辺先生 イソベ センセイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5ウインターキャンプ説明会(引取下校) ショウ セツメイカイ ヒキト ゲコウ		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ				スポーツチャンバラ		やまださん		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		表現の日 ヒョウゲン ヒ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				けん玉・めんこ ダマ		14:40-15:30				※茶道2コマ（12/17分振替 15:00-16:00) サドウ ブン フリカエ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		個人面談(～12/20) コジン メンダン		○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		アロマストーン		12:40-13:40

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ		おやつ				スポチャン？

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		オリエンテーション①

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				LaQ		16:00-17:00		※ダンス振替14:30-15:30 フリカエ										宮下先生がルーマニアに出張→12/10へ振替 ミヤシタ センセイ シュッチョウ フリカエ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		永田先生 ナガタセンセイ		14:20-15:50

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		クリスマス子ども会 コ カイ		○		アート		体操 タイソウ						クリスマス会 カイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		終業式・下校訓練 シュウギョウシキ ゲコウ クンレン		×

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。























12/2
1-3年　12：55下校
4-6年　13：40下校

12/5～23?　短縮授業
1-3年　12：55下校
4-6年　13：40下校



1月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（下半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		始業式・下校訓練 シギョウシキ ゲコウ クンレン		×

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						やまださん

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		成人の日 セイジン ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ		けん玉・めんこ ダマ		15:30-16:20

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		展覧会(～1/26） テンランカイ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				LaQ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		永田先生 ナガタセンセイ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ				磯辺先生 イソベ センセイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小4～6英検 ショウ エイケン		○		アート		体操 タイソウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				一年の思い出アルバム作り イチネン オモ デ ヅク		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ						スポーツチャンバラ		16:00-17:00

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。

















2月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（下半期）

						ERROR:#VALUE!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第1回 チュウトウニュウシダイ カイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第2回 チュウトウニュウシダイ カイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		中等入試第3回 チュウトウニュウシダイ カイ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				けん玉・めんこ ダマ		15:30-16:20

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ				磯辺先生 イソベ センセイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小1-4英検Jr. ショウ エイケン		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						やまださん

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		建国記念の日 ケンコク キネン ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業 タンシュクジュギョウ		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		オリエンテーション②

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5・6キャンプ前日(短縮) ショウ ゼンジツ タンシュク		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		小5・6ウインターキャンプ(～2/21) ショウ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				LaQ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		永田先生 ナガタ センセイ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		アート		体操 タイソウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		天皇誕生日 テンノウ タンジョウビ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日 フリカエ キュウジツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				ポーセラーツ（ひな祭り角皿） マツ カド ザラ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5・6年短縮授業		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5・6年短縮授業(期末考査)		○		アート		体操 タイソウ						スポーツチャンバラ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。













2/14
1-3年　12：55下校
4-6年　13：40下校

2/17　5・6年 13:00下校

2/27-28 5・6年 13:00下校



3月

		2019年度桐蔭学園小学部アフタースクール（下半期）

						ERROR:#VALUE!												おやつWEEEEEEEEEEK!!

						行事		開校日		定期プログラム								スペシャルプログラム

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン		永田先生 ナガタセンセイ		16:00-17:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会前日準備) オンガクカイ ゼンジツ ジュンビ		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業(音楽会リハーサル) タンシュクジュギョウ オンガクカイ		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						やまださん

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		送別音楽会 ソウベツ オンガクカイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		送別音楽会 ソウベツ オンガクカイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		振替休日 フリカエ キュウジツ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		短縮授業開始(～3/23) タンシュク ジュギョウ カイシ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				けん玉・めんこ		14:40～15：30

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		1年保護者会 ネン ホゴシャカイ		○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン				3年英語18日分振替、クロス設定 ネン エイゴ ニチ ブン フリカエ セッテイ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		2年保護者会 ネン ホゴシャカイ		○		アスリート		手芸 シュゲイ		1年英語D		しょうぎ						スポチャン？

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		3年保護者会 ネン ホゴシャカイ		○		アート		体操 タイソウ		料理 リョウリ						戸叶さん トカノ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		4年保護者会 ネン ホゴシャカイ		○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング						14:50-15:50 プログラミング体験？ タイケン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		5年保護者会 ネン ホゴシャカイ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				LaQ		14:00-15:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		2年英語A ネン エイゴ		3年英語B ネン エイゴ		4年英語C ネン エイゴ		プログラミング入門 ニュウモン						3年英語B休講→振替 ネン エイゴ キュウコウ フリカエ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		卒業式 ソツギョウシキ		×

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		春分の日 シュンブン ヒ

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				○		体操 タイソウ		習字 シュウジ		プログラミング						14:50-15:50 プログラミング体験？ タイケン

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		修了式(弁当) シュウリョウシキ ベントウ		○		ダンス		そろばん		茶道 サドウ				押し花（さくらカレンダー）/スポーツチャンバラ オ バナ		14:00-15:00/15:00-16:00

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				※スケジュールは予定です。変更になることがあります。

















3/10-23
1-3年：12:55
4-6年：13:40

3/24 修了式（給食なし）
1-3年：11:05
4-6年：10:20
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