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★11月のスペシャルプログラムのご紹介★

11/5
(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】10月23日（水）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！

11/6
(水)

11/12
(火)

11/13
(水)

※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＞

● 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降園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

金管バンドがやってくる！

Enjoy☆ミュージック

●時間 14:45～16:00 ●定員：20名
●参加料300円 ●持ち物：なし
●講師：Brass Quintet Lundi

小学部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。みんなで素敵なハー
モニーを楽しもう！アン
ダー・ザ・シーも演奏予
定！一緒に歌って踊ろう♪

LaQシリーズ

LaQ博士が
やってくる！

11/20
(水)

みんな集まれ！

昔遊びDAY

11/21
(木)

ネイチャーゲーム

自然は友だち

五感を使って自然と
仲良く遊ぼう。見つ
めてみると木に顔が
見えてくる⁉動物や
虫の気持ちになって
みよう! お楽しみに。

11/27
(水)

11/19
(火)

●時間 14:45～16:00 ●定員：12名
●参加料1,000円 材料費500円
●持ち物：なし ●講師：浅川直樹 先生

元プロに教わる

サッカー

「ねずみくん」「ミ
ニパフェ」「魔法の
ステッキ」など、平
面遊びが楽しめる
パックに挑戦。作品
は持ち帰りできます。

●時間 年少・年中 14:40～15:35 年長 15:25～16:20

●定員：各15名 ●参加料 500円

●持ち物：体操服 ●講師：久保田健太 先生

●時間 14:45～16:00 ●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

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♪初め
てでも大丈夫です。

●時間 14:45～16:00 ●定員：8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)

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♪毎日の歯磨きを
ちょっと楽しく☆2個セット
なので、家族の分も作れま
す。作品は焼成して後日お
渡しします。

●時間 14:45～16:00 ●定員：8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

お料理プログラム

グリルチキンと
フォカッチャ

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、
イタリアの平たいパン、
フォカッチャを作ります♪
みんなでチャレンジ！

●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

想像力をひろげよう！

おはなし

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 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

元FC東京所属の先生
から教わります。遊
びも取り入れて蹴る
楽しさを学びます。
今回は年少・中クラ
スと年長クラスに分
かれて実施します。

※アレルギーがある方はご注意ください。

押し花シリーズ

花のクリスマス
カードを作ろう

押し花を使って、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
ても素敵です！

●時間 14:45～16:00 ●定員：15名
●参加料 300円 ●持ち物：なし
●講師：アフタースクールスタッフ

※雨天決行。雨天時は室内でできる活動をします。※雨天時は室内で実施します。



異年齢混合のグループ分けから始まった室内イベント「夏祭りごっこ」は、各グループが自分たちのしたい
出店をつくり、最後は出店屋さん役とお客さん役に分かれ、みんなで夏祭りを楽しむという内容でした。み
んなでアイディアを出しながら出店づくりに励む子どもたち。そんな中で突然Tくんがその言葉を発したの
です。そのグループをフォローしていたスタッフが驚いたように「どうしたの！？」と問いかけると、Tく
んは「楽しすぎて夢かと思った～！」と続けたのでした。
楽しみにしていた水遊びがなくなり、さぞかしがっかりしているだろうとスタッフ一同考えながら、子ども
たちのサポートをしていたときの出来事でしたので、それを聞いたスタッフは、Tくんの言葉がどんなに嬉
しかったことでしょうか。そのエピソードを後で共有し、スタッフ一同とてもほっこり温かい気持ちになり
ました。
子どもたちの順応性や創造性、すてきな感受性を見ることのできた一日でした。

11月のスケジュール

【SPスポーツチャンバラ】
お話を聞くときの姿勢もこ
の通り！かっこいいね！

【自由遊び・中】
かっこいい飛行機を作ったよ！

【うんどうあそび】
マット運動や跳び箱に
楽しく挑戦中です！

【自由遊び・外】
どうぞ、召し上がれ♪

【自由遊び・外】
のぼり棒にも積極的に挑戦！

【年長さんすう】
積み木などの教具も使って
楽しく取り組んでいるよ！

【年中えいご】

【SP和太鼓に挑戦！】
太鼓をたくさん叩き、最
後に皆で発表しました！

【SPプレゼントを作ろう】
おじいちゃんおばあちゃん
に手形をプレゼント♪

アフタースクール
こぼればなし

アフタースクールのようす

新しいスタッフの紹介

Q.趣味・特技を教えてください。
A.読み聞かせや絵を描くこと、音楽を演奏する
ことが得意です。

Q.子どもたちとやりたいことはなんですか。
A.なわとびを一緒にしたいです。

Q.最後にひとこと！
A.みんなと楽しく遊びたいです！

【年中えいご】
大好きな先生と英語で
ジェスチャーゲーム！

杉山典子先生
すぎやま のりこ

「これって夢かな～？」と、突然不思議なこと言うTくん。
この日は、みんながとても楽しみにしていたスペシャルプログラム「水遊び」の日
でした。
しかし、あいにくの雨で今年度最後の水遊びは中止になってしまいました。
そのため、用意していた室内イベントを実施することになりました。

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 学園創立記念日／振替休日

5 火 ○ うんどうあそび おしゃれな歯ブラシスタンド

6 水 ○ 英語（長） Enjoy☆ミュージック
7 木 校外学習 ×
8 金 ○ アート（中・長） 料理
9 土
10 日
11 月 ○ 体操
12 火 ○ うんどうあそび おはなし
13 水 ○ 英語（長） グリルチキンとフォカッチャ

14 木 小学部入試前日準備 ○ さんすう バレエ 英語（中）
15 金 小学部入試 ○ アート（中・長）

16 土
17 日
18 月 ○ 体操
19 火 ○ うんどうあそび LaQ博士がやってくる！

20 水 ○ 英語（長） サッカー
21 木 ○ さんすう バレエ 英語（中） 昔遊びDAY
22 金 ○ アート（中・長） 料理
23 土 勤労感謝の日
24 日
25 月 ○ 体操
26 火 ○ うんどうあそび 花のクリスマスカード
27 水 ○ 英語（長） 自然は友だち
28 木 ○ さんすう バレエ 英語（中）
29 金 ○ アート（中・長） 料理(振替)

30 土 保育参観

※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


