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★スペシャルプログラムのご紹介 1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★

お料理プログラム

パンダ肉まん
1/21
(火)

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】12月26日（木）19時から
※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！

LaQシリーズ

スピノサウルス
1/22
(水)

プロのマジシャンに教わる

マジック教室☆

●時間 16:00～17:15 ●定員 20名
●参加料 1,000円 材料費 550円 ●持ち物：なし
●講師：マジシャン塚原 ゆうき先生

マジックショーを見た後
に、今度はマジックを教
わります。内容は「相手
が選んだフルーツを当て
る！心を読み取るマジッ
クに挑戦！」です。使っ
た教材は持ち帰れます。

1/15
(水)

すてきな音色

カンカラ三線
1年の思い出をまとめよう

アコーディオン
ミニアルバム

1/31
(金)

1/28
(火)

毎月恒例、浅川先生の
LaQプログラム。
今回は恐竜シリーズのス
ピノサウルスを作りま
す！
作った作品はお持ち帰り
できます。

※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。

ながた先生のお料理プロ
グラム。前回大人気だっ
た「パンダ肉まん」が
帰ってくる！とても可愛
くて、とても美味しいの
です。作って食べよう♪

●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

サムライになろう

スポーツチャンバラ

護身術とチャンバラごっ
こをもとにして生まれた
「スポーツチャンバラ」。
毎回たくさん体を使い、
盛り上がっています。
初めての人も是非チャレ
ンジしにきてね。

フォトグラファー
の先生に教わり、
手のひらサイズのアルバ
ムを作ります。
持ち運んでも、飾っても
素敵です。思い出の写真
をもってきてね！

★お知らせ★
●1/8（水）は学園の下校訓練があるため、アフタースクールは閉室です。ご注意ください。
今年も1年ありがとうございました。良いお年をお迎えください。

※アフタースクールのスケジュールについては、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）

1/24
(金)

久しぶりの三線体験プロ
グラム。沖縄出身のアフ
タースクール国井先生が
教えます。
実施時間の中で、一人20
分程度レッスンします♪

幼小合同

●時間 15:30～16:35 ●定員 なし
●参加料無料 ●持ち物：なし
●講師:：中村茂樹 先生 ほか

●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

みんな集まれ！

昔遊びDAY
1/16
(木)

16:35までご利用のお子
さまは、無料で参加でき
ます。昔遊びの名人しげ
さんたちが教えてくれる
ので、初めてでも大丈
夫！コマやけん玉で遊ぼ
う♪ ※アレルギーがある方はご注意ください。

みんなで遊ぼう！

おもちゃDAY
1/29
(水)

普段使わないいろいろな
おもちゃを使って遊ぼう。
前回はプラレールで盛り
上がりました。今回は幼
稚部のお友だちも遊びに
くる予定です。みんなで
遊ぼう！

●時間 16:00～17:15 ●定員 8名
●参加料 1,600円 材料費 500円
●持ち物 ：写真5～10枚 ●講師 ：笹谷 さちこ 先生

●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

●時間 16:00～17:15 ●定員 15名
●参加料 1,000円 材料費 186円
●持ち物：体操服 ●講師 ：伊藤 紀也 先生

●時間 16:00～17:15 ●定員 6名
●参加料無料 楽器レンタル代 500円
●持ち物：なし ●講師： 国井 莉奈 先生

※写真はイメージです。



1月のスケジュール

先生が遊びに来てくれて
3年生の男の子達も嬉しそう☆

SPプログラムの作品を学園
の先生に披露して、お褒め
の言葉をいただきました♪

自由時間に学園の先生と
UNOで遊びました！

全員真剣な眼差しです！

5年生の男の子と先生は
将棋で真剣勝負★

幼稚部の皆とクリスマス会！
最後にサンタさんが
来てくれました🎅

将棋の先生とパシャリ！
将棋のメンバーは学年問わず
とても仲良しです♪

アフタースクールのようす

アフタースクール
こぼればなし

６年生のみなさんへ リクエスト募集！

6年生のみなさん、あと3か月ほどで卒業ですね。
アフタースクールは5年前、6年生のみなさんが2年生に
なった春に開校しました。どんなことが出来るかと
楽しみに来てくれたみなさんや、アフタースクールの
活動にご理解くださり温かく見守ってくださった
保護者のみなさまのお陰で、アフタースクールは
一歩一歩前に進んでこられました。

高学年になり、アフタースクールに来る機会がなくなった人も多いと思いますが、
卒業前にぜひ一度遊びにきませんか？「ありがとう」の気持ちを込めて、
6年生のみなさんのリクエストを募集します！
スペシャルプログラムやお別れ遠足等についてのアンケートを実施しますので、
「やりたいこと」と「来られる日程」を是非教えてください。お待ちしています！

アンケートURL：https://bit.ly/36HZVI1 （右のQRコードからどうぞ）

実施期間：12月26日（木）～1月13日（月）

開校初日(2015/5/11)
7人のお友だちが来てくれました！

冬本番になったこともあり、アフター2の教室では毛糸でボンボン
を作るのが流行っています。
1年生の女の子は「先生、何色が好き？」と聞き、好きな色を使っ
てボンボンのネックレスやブレスレットを作ってプレゼントして
くれました。お休みの日も使いたくなるような、素敵なプレゼン
トに心温まりました。
また一つ、大切な宝物が増えました！ありがとう！

行事 開校日 スペシャルプログラム

1 水

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水 始業式・下校訓練 ×

9 木 ○ アスリート 手芸 1年英語D しょうぎ

10 金 ○ アート 体操 料理

11 土

12 日

13 月 成人の日

14 火 ○ ダンス そろばん 茶道

15 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 マジック教室☆

16 木 ○ アスリート 手芸 1年英語D しょうぎ 昔遊びDAY

17 金 ○ アート 体操 料理

18 土

19 日

20 月 展覧会(～1/26） ○ 体操 習字 プログラミング

21 火 ○ ダンス そろばん 茶道 スピノサウルス（LaQ）

22 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 パンダ肉まん

23 木 ○ アスリート 手芸 1年英語D しょうぎ

24 金 小4～6英検 ○ アート 体操 カンカラ三線

25 土

26 日

27 月 ○ 体操 習字 プログラミング

28 火 ○ ダンス そろばん 茶道 アコーディオンミニアルバム

29 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

30 木 ○ アスリート 手芸 1年英語D しょうぎ

31 金 ○ アート 体操 スポーツチャンバラ

※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


