
2020年度 vol.6 ★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。

●10/16(金)に運動会開催の場合、アフタースクールは閉室となります。

●水筒・マスクの予備がない場合、お子さまの希望でお水やマスクをお渡しすることがござ

います。後日、ご請求させていただきます。（お水：￥100・マスク：￥40）

10月号

★スペシャルプログラムのご紹介 芸術・スポーツの秋にぴったりなスペシャルプログラムを開催！ぜひ参加してね☆

作ってみんなで遊ぼう！

音楽の広場♪
大人気！押し花プログラム

キャンドルホルダーを
デコレーション🌸

好きなお花のシー
ルを選んで、貼っ
てオリジナルの
キャンドルホル
ダーを作ろう！
※作品は持ち帰れます。

毎月恒例！リクエスト企画

お部屋の飾付け
~ハロウィンver🎃～

●時間 16:00～17:10 ●定員:15名

●参加料:500円 材料費 600円

●持ち物:スモック ●講師:室屋 珠実先生

お申し込み
方法

＜お問い合わせ先＞【参加対象】桐蔭学園小学校アフタースクール入会者の方
【申込開始日】9月19日（土）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Platよりお申し込みください。

https://afterschool.force.com/plat/s/login/ 
※会員サイトPlatへのご登録がまだの方はご登録を済ませてからお申し込みください。
※スペシャルプログラムのお申し込みにはレギュラー利用もしくはスポット利用予約が必要です。
※スポット利用予約後、「スペシャルプログラム予約」よりお申し込みください。
※ご予約の際、退室時刻を「14:00」以前に設定された方へのおやつ提供はございません。

■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。

※料金は全て税抜きとなります。
※参加料とは別にレギュラー/スポット利用料がかかります。
※レギュラー/スポット利用予約のキャンセル・変更は、当日9:00までに
会員サイトPlatよりお願いいたします。前開室日17:00以降にご変更等が
発生した場合は、学園にも必ず連絡帳等でご連絡をお願いいたします。
キャンセルの場合でもスペシャルプログラム参加料等は頂戴いたします。

アフタースクールでの自
由遊び、プログラムの様
子をご紹介しています。

桐蔭学園小学校アフタースクール（平日10:30~19:00 ）

☎ 070-6406-0217 (アフタースクール代表電話)
☎ 070-6455-8886 (会員様向け直通電話)

✉ toin_el@npoafterschool.org
[放課後Plat] https://afterschool.force.com/plat/s/login/
[BLOG] http://toin.ac.jp/ek-as/ele-as/

※会員の方は「放課後Plat」のメニューにある『連絡帳』から、
会員以外の方はメールからお問い合わせください。

10/2
(金)

●時間 おやつ・宿題・プログラム以外の時間

●定員:なし ●参加料:無料

※当日ご利用のある方は申込み不要・参加自由

アフタースクールを素
敵に飾付けしたい！そ
んなリクエストから生
まれた企画♪テーマは
「ハロウィン🎃」ハ
ロウィンパーティーに
向けての準備をしよ
う！

ピアニストの先生
たちがやってく
る！自分で楽器を
作って、動いて、
聴いて…音で遊ん
でみよう♪

●時間16:00～17:10 ●定員：20名

●参加料: 500円 ●材料費:無料

●持ち物:はさみ ●講師:下川 明音 先生他

10/1(木)～

10/19(月)

楽しく体験しよう！！

ボッチャに挑戦

●時間 16:00～17:05 ●定員:9名
●参加料:無料
●持ち物:体操着 ●講師:田代純一先生

季節のイベントを楽しもう♪

ハロウィン
パーティー🎃
ハロウィンお楽しみ
会をします。みんな
でハロウィンを楽し
もう！
楽しいゲームや特別
なおやつを食べれる
かも✨

●時間 ①15:15～16:00 ②16:15～17:00

●定員:なし ●参加料: 無料

※当日ご利用のある方は申込み不要・参加自由

オンラインで繋がろう！

クイズで学ぶ
サステナブル

「サステナブル」な社
会とは、自然や生き物、
世界中の人たちがずっ
と暮らし続けていける
こと。
自分たちに何ができる
か、クイズで学ぼう！

●時間 16:10～17:05 ●定員:20名

●参加料:無料 材料費 無料

●持ち物:なし ●講師:ヘンケルジャパン様

大人気のLaQシリー
ズ！
今回は「クワガタム
シ」にチャレンジ
🐝

本物そっくりのクワ
ガタムシを作ろう！

10/5
(月)

10/7
(水)

10/14
(水)

10/19
(月)

10/26
(月)

10/28
(水)

10/29
(木)

東京2020パラリン
ピックで実施され
るボッチャ！
みんなで楽しく学
びながら試合をし
よう！

日本の伝統文化に
触れよう！

季節の生け花🌸

日本の伝統文化で
ある「生け花」
季節のお花を使っ
て、生け花を体験
しよう★
※作品は持ち帰れます。

●時間 16:00～17:10 ●定員:10名
●参加料:600円 材料費:800円
●持ち物:スモック ●講師:宇田川 美幸先生

色々なおもちゃで遊ぼ
う☆いつもはないおも
ちゃが登場するかも！
そして、夏休みに大盛
り上がりした企画が
返ってきました！
いろいろな記録に挑戦
しよう！

みんなで遊ぼう！

おもちゃDAY＆
ギネスに挑戦！

●時間 おやつ・宿題・プログラム以外の時間

●定員:なし ●参加料: 無料

※当日ご利用のある方は申込み不要・参加自由

LaQ博士がやってくる

クワガタムシ

●時間 16:00～17:10 ●定員:20名

●参加料:500円 材料費:600円

●持ち物:なし ●講師:浅川 直樹 先生

※作ったLaQは
お持ち帰りできます。

※非公式になります。
イラストは挑戦する
記録のヒントです。

10/6
(火)

●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

みんな集まれ！

昔遊びDAY

16:30までご利用
のお子さまは無料
で参加できます。
一緒にコマやけん
玉で遊んで昔遊び
のプロになろう☆

mailto:toin_el@npoafterschool.org
https://afterschool.force.com/plat/s/login/
http://toin.ac.jp/ek-as/ele-as/


10月スケジュール

8・9月アフタースクールの様子
～たくさん学んで、たくさん楽しみました！～

アフタースクール
こぼればなし

1年生がアフタースクールに来てから、2か月が経ちました。
段々とアフタースクールでの過ごし方にも慣れてきた様子♪
「工作のできる時間だ！アフター2に行こう！」
「プログラムの時間だね、並ぼう！」など自分のスケジュールもしっかりと把
握しています。
はじめてアフタースクールに来るお友だちには、
「アフタースクールに来るのは、はじめてだよね？わたしが、荷物を置く場所
を教えてあげるよ！」と優しい声をかけてあげる姿も素敵です。
毎日、アフタースクールではみんなの素敵な姿が輝いています☆

放課後はその名の通り「課(やるべきこと)」から解放される時間です。
子どもたちの放課後の楽しみの一つが「遊ぶ」こと。「学ぶ」ことと比べると「遊び」は軽視され
てしまうことがあります。
遊びは遊ぶこと自体が目的ですが、遊びは最高の学びとも言われるように、自分たちで考え、ルー
ルを作り、みんなが楽しめるように遊ぶためには、工夫が必要で、自然に様々な学びの要素が含ま
れています。
ボールが一つあるとして、今日はどんな遊びをするのか、したい遊びが異なるときどうするのか、
コートはどうするか、異年齢の子がいる時にハンディはつけるのか、必要に応じて大人がサポート
をしますが、子どもたちが決めていきます。
大人が決めたことをやるのではなく、やりたいことをみんなが楽しくなるように自分たちで進めて
いく。放課後ならでは学びの時間です。

※撮影の時のみ、マスクを外しています。

マジックに挑戦！
先生のマジックにみんな大興奮☆

珍しいカメラを使って
お友だちたちと撮影会📷

進化系糸電話を作って
音の不思議を学びました♪

お花屋さんのお仕事を体験！
素敵なブーケが完成しました🌸

オリジナルお星さまプレート完成★
何を食べようかな？？

バルーンで飛ぶネズミを作ったよ！
高く飛ばすことができたね☆

・・・

放課後コラム vol.1「遊びは学び」
行事 開校日 スペシャルプログラム

1 木 ○ しょうぎ アスリート

2 金 4-6年英検（2-5級） ○ 体操 押し花キャンドルホルダー

3 土

4 日

5 月 ○ 習字 音楽の広場

6 火 ○ そろばん 茶道 ダンス 昔遊びDAY

7 水 ○ 英語 プログラミング ボッチャ

8 木 ○ しょうぎ アスリート

9 金 小：運動会 ×

10 土 幼：運動会

11 日

12 月 ○ 習字

13 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

14 水 ○ 英語 プログラミング 季節の生け花

15 木 ○ しょうぎ アスリート

16 金
小：運動会予備日
※運動会開催の場合、閉室

○ 体操

17 土 幼：運動会予備日

18 日

19 月 ○ 習字 ギネス&おもちゃDAY

20 火 小学校入試関連 ×

21 水 小学校入試関連 ×

22 木 小学校入試関連 ×

23 金 小学校入試関連 ×

24 土

25 日

26 月 ○ 習字 ハロウィンパーティー

27 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

28 水 ○ 英語 プログラミング LaQ

29 木 ○ しょうぎ アスリート ドイツの企業から学ぶ３R

30 金 幼稚園入試関連 ×

31 土

※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

ハロウィン

準備🎃


