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★10月のスペシャルプログラムのご紹介★

10/1
(火)

＜お問い合わせ先＞【対象の方】桐蔭学園幼稚部アフタースクール入会者様
【申込開始日時】9月19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。

【申込締切日時】プログラム実施前開校日17時まで

【申込方法】会員サイト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。
※おやつ提供をご希望の方は、ご予約の際、退室時刻を「14:30」以降に設定してください。

■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。

桐蔭学園幼稚部アフタースクール

☎ 070-6406-0217（平日10:30～19:00）

✉ toin_kd@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！

10/4
(金)

10/8
(火)

10/8
(火)

※料金は全て税抜きとなります。
※参加料とは別に預かり利用料・おやつ代（14時前に退室の方はかかりません）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。

＜お知らせ＞

●おたより裏面に10月のスケジュールを記載しました。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。（http://toin.ac.jp/ek-as/）

お申し込み
方法

礼儀を学ぼう！

スポーツチャンバラ

●時間 14:45～16:00 ●定員：15名
●参加料1,000円 ●持ち物：体操服
●講師：日本スポーツチャンバラ協会 伊藤 紀也 先生

礼儀も学べる大好評のス
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」にチャ
レンジしてみよう！

響きを楽しもう

和太鼓に挑戦！
10/16
(水)

つなげて遊ぼう！

プラレールDAY
10/21
(月)

年に一度の

ハロウィン
パーティー

みんなでハロウィン
にまつわるゲームを
したり、お菓子を食
べたりして楽しみま
しょう♪
遊びにきてね！

10/31
(木)

10/9
(水)

●時間 14:45～16:00 ●定員：20名
●参加料1,500円 ●持ち物：なし
●講師：ながたよしえ 先生

お料理プログラム

サケのムニエルと
ポテトチーズ焼き

みんなで和太鼓に挑
戦しよう。バチの持
ち方と、叩く姿勢を
習ったら、気分はプ
ロの和太鼓奏者。響
きを楽しもう！

●時間 12:30～14:05 ●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 14:45～16:00 ●定員：15名
●参加料1,000円 ●持ち物：なし
●講師：リズム和太鼓教室 Tsubo先生

遊戯室の床を全部
使ったプラレール遊
びをしよう！
レールと電車をいっ
ぱい用意して待って
いるよ☆

●時間 14:45～16:00 ●定員：12名
●参加料1,000円、材料費200円
●持ち物：なし ●講師：浅川 直樹 先生

10/29
(火)

お菓子を入れる

ハロウィンバッグを
作ろう！

ハロウィンで使える、
ジャックオランタン（オレ
ンジ）のバッグを作りま
しょう。
ハロウィンが楽しみになる
こと間違いなし！

●時間 12:40～13:55 ●定員：8名
●参加料1,250円、材料費600円
●持ち物：なし ●講師：阿久津麻実 先生

想像力をひろげよう！

おはなし

10/8（火）16:30までご利
用のお子様は、無料でおは
なし会に参加できます。
絵本・素話・紙芝居・歌遊
び、何が始まるかはその日
のお楽しみ♪

●時間 16:00～16:30 ●定員：なし
●参加料 無料 ●持ち物：なし
●講師：小阪真理子 先生

幼小合同
みんな集まれ！

昔遊びDAY

10/8（火）16:30までご利
用のお子さまは無料で参加
できます。小学部のお兄さ
ん・お姉さんと一緒に、コ
マやけん玉で遊ぼう♪遊べ
ば遊ぶほど上手になるよ！

●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 ほか

作ること・食べるこ
との楽しさを教えて
くれるながた先生。
今回はサケのムニエ
ルとポテトチーズ焼
きです！

※アレルギーがある方はご注意ください。

LaQシリーズ

平面モデルを
作ろう

大人気のLaQプログ
ラム、10月は平面モ
デルの第4弾。
作り方のコツを学べ
ます。作品は持ち帰
ることができます！

●時間 12:30～14:45 ●定員：なし
●参加料 500円 ●持ち物：なし
●講師：アフタースクールスタッフ



「自由に遊ぶことができる時間」は、子どもたちにとってとても大切です。
自分自身で何をしたいのか決めて実行できる時間は、実は一日の中でそこ
まで多くありません。
自分が好きなこと・興味があることをみつけ、それに詳しくなる。
友だちと一緒に遊ぶために、お互いを公平に扱うことを学ぶ。
遊びの中には、喜びも発見もいっぱいあります！
放課後、是非遊びにきてください♪

アフタースクールのようす ～自由遊び編～

お姉さんたち優しいね小学部に遊びにいったよ！

見て！セミを捕まえたよ！ お家ごっこ楽しいね☆

アフタースクールでは『放課後はゴールデンタイム』という言葉を大切にし
ています。好きなことを好きなだけできる放課後は、時間を忘れて何かに没
頭したり、色々な友だちと思い切り遊べたり、未知なものに出会えたり…と、
たくさんの可能性にみちあふれた大切な時間です。子どもたちにとって豊か
な放課後の時間を創るため、学園や地域社会と共に取り組んでいます。

10月のスケジュール

アフタースクール
こぼればなし

プラレールも大人気！ ぼっくりで上手に歩けるよ 「次は新横浜～！」

みんなでお弁当おいしいね♪

素敵な電車を作るぞ！

行事 開校日 スペシャルプログラム

1 火 運動会予行演習前日準備（短縮保育） ○ うんどうあそび ハロウィンバッグを作ろう

2 水 運動会予行演習 ○ 英語（長）
3 木 ○ さんすう バレエ 英語（中）
4 金 ○ アート（中・長） スポーツチャンバラ
5 土
6 日 運動会
7 月 振替休日
8 火 ○ うんどうあそび 昔遊びDAY／おはなし

9 水 ○ 英語（長） 和太鼓に挑戦！
10 木 ○ さんすう バレエ 英語（中）
11 金 ○ アート（中・長） 料理
12 土
13 日
14 月 体育の日
15 火 幼稚部入試説明会のため休業

16 水 ○ 英語（長） サケのムニエルとポテトチーズ焼き

17 木 ○ さんすう バレエ 英語（中）
18 金 ○ アート（中・長） 料理 やまださん
19 土
20 日
21 月 ○ 体操 プラレールDAY
22 火 即位礼正殿の儀
23 水 小学部入試事前準備
24 木 小学部入試前日準備
25 金 小学部入試
26 土
27 日
28 月 ○ 体操
29 火 ○ うんどうあそび カマキリ（LaQ）
30 水 ○ 英語（長）
31 木 幼稚部入試前々日準備（短縮保育） ○ さんすう 英語（中） ハロウィンパーティー

※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

※6日実施予定の運動会が7日に延期実施された場合、8日が臨時休校となるため、アフター
スクールもお休みとなります。


