
2019年度 定期プログラムのご案内

~ 定期プログラムの申し込み受付開始 ~

プログラム

ご案内 お申し込み方法

放課後NPOアフタースクール

スポーツ指導のプロが教える体操の基本☆

技術習得は、簡単にコツさえ掴めばできるものから、長く時間をかけ
て習得していくものなど様々です。お友だちと楽しく、競いながら進め
ていく事も、とても良い刺激となります。運動基礎の技術はもちろん、
並ぶや話を聞くといったルールやマナーも大切にしております。お友だ
ちと一緒に、レベルアップを目指そう！

前田 澄男 先生（4～7月）

Sports Community Japan。
スポルテ目黒 体操教室 講師。柔
道整復師。日本サッカー協会認
定C級ライセンス

コンラッド デイ先生

ハーラン トンプソン先生

アメリカ出身
プリンス英米学院(興学社学園)

ネイティブの先生と楽しく英語を学ぼう！

フォニックスを学びましょう。フォニックスはアルファベットの音を勉強す
る学習方法です。先生の言った英語をジェスチャーで表現するゲー
ムを通して、外国人の講師と楽しく英語を勉強しましょう。たくさん
英語のシャワーを浴びて英語耳を育てましょう。基礎から始めます。

※2018年度に引き続き、２名の講師交代でレッスンを行います。
カナダ出身
プリンス英米学院(興学社学園)

毎週月曜 14:40～15:25

15名

年長英語

6,019円

日時

期間

定員

費用

2019年 4月～ 2020年 3月

持ち物
体操服・赤白帽子・水筒・運動靴
（上靴ではない、滑りにくい運動靴を、別途ご
用意ください。）

毎週水曜 15:10～16:00

10名

6,482円

日時

期間

定員

費用

2019年 4月～ 2020年 3月

持ち物 テキスト・鉛筆・消しゴム
※別途テキスト代がかかります。

2 月 18 日 (月) 19:00受付開始

学園ホームページにあるアフタースクールブログページ
右部の「2019年度定期プログラム申込・変更」 より、
リンク先のフォームへお申し込みをお願いいたします。

★アフタースクールブログページ
http://toin.ac.jp/ek-as/

※定員に達し次第締め切らせていただきます。

桐蔭学園幼稚部アフタースクール 事務局

☎070－6406－0217
Mail: toin_kd@npoafterschool.org
（平日10:30～19:00）

桐蔭学園幼稚部アフタースクール入会者様

2019 年 4 月～ 2020 年 3 月

ご利用月の27日（土日祝日の場合は翌営業日）に
口座振替にてお支払いただきます。

プログラムには定員があります。先着順となりますのでご了承ください。
プログラムはキャンセルや空きがあれば4月以降のお申し込みも可能です。
定員となった場合、メールにてキャンセル待ちを承ります。

申込受付期間

申込方法

お問い合わせ

参加対象

実施期間

月謝お支払方法

※プログラム参加日は、別途アフタースクール利用料とおやつ代が
かかります。あらかじめご承知おきください。

※月の途中でのキャンセルの場合もその月の月謝はいただきます。
※キャンセルは必ず前月25日迄にお願いいたします。
※8月は回数調整月のためお月謝はかかりません。

新年中・年長向け

体操

※長期休暇中は、お休みとなります。

お申し込み方法

目指せ！バレリーナ♪

正しい姿勢や柔軟性を習得し、身体でリズムを感じとり、踊る喜び
を知る…バレエの動きから美しい所作や感性を育てます。年間プロ
グラムでは、1曲踊れるように振付し、それぞれが自信をもって楽しく
踊れるよう指導してくださいます。

※バレエシューズを既にお持ちの方はご相談ください。

毎週木曜 15:00～16:00

10名

6,019円

日時

期間

定員

費用

2019年 4月～ 2020年 3月

持ち物
バレエコスチューム一式・バレエシューズ(靴
下の上に履くもの) ・フェイスタオル・水筒
※別途 コスチューム一式代、バレエシューズ代、
クリアファイル代等がかかります。

高山 まなみ先生

高山まなみバレエアカデミー
代表。クラッシックバレエのワ
ガノワ派の教授法を学ぶ。こ
どもの可能性を引き出す「こど
もハートバレエ」を考案し、
1997年に高山まなみバレエ
アカデミーを開設。NHK教育
番組や教育関連イベントなど
で振付をする。

バレエ

ネイティブの先生と楽しく英語を学ぼう！

フォニックスを学びましょう。フォニックスはアルファベットの音を勉強す
る学習方法です。先生の言った英語をジェスチャーで表現するゲー
ムを通して、外国人の講師と楽しく英語を勉強しましょう。たくさん
英語のシャワーを浴びて英語耳を育てましょう。基礎から始めます。

※2018年度に引き続き、２名の講師交代でレッスンを行います。

年中英語

毎週木曜 15:10～16:00

10名

6,482円

日時

期間

定員

費用

2019年 4月～ 2020年 3月

持ち物 テキスト・色鉛筆
※別途テキスト代がかかります。

コンラッド デイ先生

ハーラン トンプソン先生

アメリカ出身
プリンス英米学院(興学社学園)

カナダ出身
プリンス英米学院(興学社学園)

角崎 晃司 先生（8～3月）

Sports Community Japan
代表取締役。スポルテ目黒 体操
教室 講師。



料理 お料理の「いろは」を学ぼう！

「食べる」ことを、目で・頭で・身体で感じましょう。材料について学び、
作ったものを最後までおいしく食べることで、食の大切さに気付くこと
を大切にしています。お友だちと一緒に作る中で、見て学んだり、教
えあう場面がたくさんうまれることでしょう。
子どもたちの「やりたい！」「さわりたい！」に応えながら、ピーラーや
包丁の扱い方を学びます。まずは道具に慣れることから始め、基礎
から丁寧に指導してくださいます。

戸叶 綾子 先生
調理師。食育スペシャリスト。
元ABC Cooking Studio
講師。

10名

3,678円＋ 材料費(926円 / 月)

日時

期間

定員

費用

2019年 4月～ 2020年 3月

持ち物 エプロン・三角巾・清潔なハンカチ・水筒

月2回金曜 14:40～15:40

アートを通じて自分を表現してみよう♪

工作と絵画制作をバランスよく取り入れ、想像力を発揮できるよう
なカリキュラムを組んでいます。手先を動かし、さまざまな素材に触
れることは、お子様の想像力と感性を育みます。上手に作ろうとす
る事よりも、感じたことを、思うままに描いたり作ることで、表現を楽
しむ時間を大切にします。

出口 藍 先生

東京造形大学デザイン学科映
画専攻 卒業。
在学中より舞台美術、映画作
品の製作など幅広いジャンルで
アート活動に専念。
現在は、障がいを持つ方の集う
アート活動専門施設で講師を
しながら、子ども向けアートイベ
ントの企画・実施に携わる。

アート

10名

6,019円+材料・道具代（200円 / 月)

日時

期間

定員

費用

2019年 4月～ 2020年 3月

持ち物 クレパス・のり・はさみ・汚れても良いスモック

毎週金曜 14:40～15:30

※プログラムは、1/28(月)現在のものです。今後、変更・追加となる可能性があります。カリキュラム概要は後日ブログページに掲載予定です。金額はすべて税抜です。

やまだ みわ 先生

こどもおかし教室BERRY

※２名の講師交代でレッスン
を行います。

※参加日は通常のおやつの提供はありません。

※各プログラムの詳細なスケジュールは、幼稚部の年間のスケジュール発表後にブログページに掲載予定です。

かずやかたちを楽しむことから始めよう！

積み木やパズルを使いながら【立体】を、さんすうトランプや数カード
を使いながら【かずの概念】を、「かず」や「かたち」にたくさん触れて、
楽しみながら考える力を育みます。さんすうが好きになる！自信に
繋がるようしっかりサポートします。
「かず・かたち検定」も受けられます。

毎週木曜 15:55～16:40

8名

6,482円+問題冊子（900円 / 月）

日時

期間

定員

費用

2019年 4月～ 2020年 3月

持ち物
はさみ・鉛筆・消しゴム
※別途テキスト代・教具レンタル代がかかりま
す。教具は購入も可能です。

かずやかたちを楽しむことから始めよう！

積み木やパズルを使いながら【立体】を、さんすうトランプや数カード
を使いながら【かずの概念】を、「かず」や「かたち」にたくさん触れて、
楽しみながら考える力を育みます。さんすうが好きになる！自信に
繋がるようしっかりサポートします。
「かず・かたち検定」も受けられます。

毎週木曜 15:15～15:50

8名

6,482円+問題冊子（900円 / 月）

日時

期間

定員

費用

2019年 4月～ 2020年 3月

持ち物 はさみ・鉛筆・消しゴム
※別途テキスト代・教具レンタル代がかかりま
す。教具は購入も可能です。

年中 さんすう 増川 寛子 先生

幼児さんすうスクール「SPICA」。
幼稚園での指導経験もある、
公益財団法人日本数学検定
協会認定幼児さんすうインスト
ラクターの方をお招きいたします。

増川 寛子 先生

幼児さんすうスクール「SPICA」。
幼稚園での指導経験もある、
公益財団法人日本数学検定
協会認定幼児さんすうインスト
ラクターの方をお招きいたします。

年長 さんすう


