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★1月のスペシャルプログラムのご紹介★

想像力をひろげよう！

おはなし

1/8
(水)

＜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】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！

一年の遊び初め

お正月遊び大会

1/14
(火)

●時間13:00～14:05 ●定員：30名

●参加料無料 ●持ち物：なし

●講師：アフタースクールスタッフ

マジシャンがやってくる

マジックショー☆

●時間15:15～16:00 ●定員：30名

●参加料800円 ●持ち物：なし

●講師：マジシャン 塚原 ゆうき 先生

プロのマジシャンのマ
ジックショー☆
本格的なマジックを間
近で見られます。昨年
小学部に来てくださり、
大好評でした。みんな
で不思議の世界へレッ
ツゴー！

1/15
(水)

みんな集まれ！

昔遊びDAY

LaQシリーズ

スイート
コレクション

1/24
(金)

1/16
(木)

1年の思い出まとめ

アコーディオン
ミニアルバム

1/28
(火)

サムライになろう

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：伊藤 紀也 先生

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。

1/31
(金)

1/21
(火)

干支カードめくり、羽
根つき、コマ遊び、凧
揚げなど、昔ながらの
お正月の遊びをします。
12月から遊んでいる羽
根つきやカードめくり
はチャンピオンを決め
るよ！遊びにきてね。

※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。

1/14（火）16:30までご
利用のお子さまは、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14:40～16:30 ●定員：15名

●参加料無料 ●持ち物：体操服、水筒

●講師：スポーツ健康政策学部スポーツ教育学科2、3年生

節分に向けて

マスを作ろう

2月3日の節分には
豆まきをしますよ
ね！今回は豆まき
のときに使う綺麗
なマスを作ります。
おうちで豆まきを
するときに使って
ね。

オレンジを基調と
したスイーツや動
物、アクセサリー
を作れるパックを
使います。くま
ちゃんやハンバー
ガーも作れるよ。

●時間14:45～16:00 ●定員：6名

●参加料1,600円 材料費500円

●持ち物：写真5～10枚 ●講師：笹谷 先生

●時間14:45～16:00 ●定員：10名

●参加料400円 ●持ち物：なし

●講師： アフタースクールスタッフ

フォトグラ
ファーの先生に
教わるよ。
手のひらサイズ
のアルバムを作
ります。思い出
の写真をもって
きてね！

＜お知らせ＞

● 1/8(水）ご利用の方はお弁当をお持ちください。
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、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/

●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

1/16（木）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♪毎回
盛り上がっています☆

幼小合同 1/17(金)

横浜桐蔭大学の授業の
一環として、大学生が
身体をたくさん動かす
遊びを教えてくれます。
面白い道具もいろいろ
あるみたいです！
みんなで大学へ行って、
大学生と遊ぼう♪

●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

桐蔭横浜大学へ行くよ

大学生と身体を
動かして遊ぼう

小学部ASと一緒に

おもちゃDAY

小学部アフタース
クールでいろいろ
なおもちゃを使っ
て遊びます。プロ
グラムを途中で抜
けて、16:30で降
園することも可能
です。

●時間16:00～17:15 ●定員：30人

●参加料無料 ●持ち物：なし

●講師：アフタースクールスタッフ

1/29
(水)

※写真はイメージです。

お申し込み
方法

どちらか1日でもOK

ながた先生のお料
理プログラム。前
回実施時に大人気
だった「パンダ肉
まん」が帰ってき
ます。とても可愛
くて美味しいよ！

1/22
(水)

お料理プログラム

パンダ肉まん

●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

●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

※アレルギーがある方はご注意ください。

1/21(火)

※上記2日間実施しますが、
1日でも両日でもご参加可
能です。それぞれお申込
みください。



毎週アフターにきてくれるMちゃんは一学期、一人で遊ぶことが多い様子でした。自分が
したい遊びがあり、スタッフを誘いにくることはありましたが、「お友だちを誘ってみた
ら？」と提案されても、お友だちに話し掛ける勇気がなかなか出ませんでした。
初めはスタッフもMちゃんに付き添い、お友だちを誘うお手伝いをしていましたが、一進

一退を繰り返しながら、最近では自分から誘えるようになりました。今でもスタッフを誘い
にくることは多いのですが、お友だちを誘うことを提案すると、自分で相手をみつけて「一
緒にやろう」と声を掛け、カードゲームなどを楽しんでいます。
Mちゃんの変化は、お友だちとの関係ができたことの安心感や、何度も繰り返すことで次

第に勇気の種が大きくなっていったことの積み重ねかもしれません。
大人にとっては些細に思えることでも、Mちゃんにとってはとても大きな一歩だったので

はないでしょうか。子どもたちの勇気や成長に、胸がふるえる毎日です。

1月のスケジュール

【卓球】
小学部ASで小学生と対戦！

【野球盤】
新しいおもちゃでプレイボール！

【お正月遊び】
凧あげや羽つきなど季節の
遊びを楽しんでいるよ☆

【おままごと】
お家ごっこが流行っています♪

【おやつ】
一口チャレンジ頑張ってるよ!

【カルタ】
国旗カルタで国名も覚えてい
るよ！

【そりすべり】
サンタさんになったよ♪

【トランプ】
神経衰弱が得意なんだよ！

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

【ぬりえ】
今月はクリスマスの塗り
絵がたくさん♪

はじめの一歩～Mちゃんの勇気～

先日、スタッフみんなで「子ども時代どんな遊びをしていた？」という話
をしました。ごっこ遊び、ちょっぴり人に言えないことをしていた等、昔を
振り返って大盛り上がり。皆さんは秘密基地づくり、異年齢の子たちとこん
なことをしていたなど、どんな子ども時代を過ごされたでしょうか。
私たちの団体ホームページに「放課後はゴールデンタイム」という特設

ページがあります。今の子どもたちが大人になったときにも「私たちの放課
後はゴールデンタイムだった」と目を輝かせて話してもらいたい、そんな願
いが込められて開設されたページです。各分野でご活躍中の著名人へのイン
タビュー記事もありますので、お手すきの際にでもぜひご覧いただければと
思います。

放課後はゴールデンタイム https://npoafterschool.org/goldentime/

～今月の自由遊びのようす～
行事 開校日 スペシャルプログラム

1 水 元日
2 木
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水 始業式(弁当) ○ 英語（長） お正月遊び大会
9 木 ○ さんすう バレエ 英語（中）
10 金 ○ アート（中・長） 料理
11 土
12 日
13 月 成人の日
14 火 ○ うんどうあそび おはなし
15 水 ○ 英語（長） マジックショー☆
16 木 ○ さんすう バレエ 英語（中） 昔遊びDAY
17 金 ○ アート（中・長） 料理 大学プログラム
18 土
19 日
20 月 展覧会(～1/26) ○ 体操
21 火 ○ うんどうあそび LaQ/大学プログラム
22 水 ○ 英語（長） パンダ肉まん
23 木 ○ さんすう バレエ 英語（中）
24 金 ○ アート（中・長） マスを作ろう
25 土
26 日 展覧会(一般公開日)
27 月 ○ 体操
28 火 ○ うんどうあそび アコーディオンミニアルバム

29 水 ○ 英語（長） おもちゃDAY
30 木 ○ さんすう バレエ 英語（中）
31 金 ○ アート（中・長） 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


