
2020年度 vol.7 ★お知らせ★

●おたより裏面に11月のスケジュールを記載しました。ご確認ください。

●11/12(木)・27(金)は閉室となります。

●9/28(月)に中止となったスペシャルプログラム『ポケットティッシュケース』が
11/13(金)に開催されます。ぜひご参加お待ちしております。
※以前ご予約いただいた方も再度お申込みが必要となりますので、ご注意ください。

11月号

★スペシャルプログラムのご紹介★ はじめて開催されるスペシャルプログラムも！ぜひ参加してね！

2週連続！
プログラミングに挑戦！

KOOV(クーブ)

夏休みに大盛り上がりの
企画が帰ってきた！！

ギネスに挑戦！

世界に沢山あるギネ
ス記録！
いろいろなギネス記
録にみんなも挑戦し
てみよう！
どんな記録に挑戦す
るかは当日のお楽し
み★

毎月恒例！リクエスト企画

お部屋の飾付け
~冬ver❄～

●日にち 11/6・13・20・27 ●定員:なし

●時間 16:00～17:00 ●参加料: 無料

※当日ご利用のある方は申込み不要・参加自由

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】10月22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】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。

毎週

（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
「冬❄」すてきな
お部屋に大変身さ
せよう！

●時間 16:00～17:10 ●定員：6名

●参加料: 無料 ●材料費：無料

●持ち物:なし ●講師：田代 純一 先生

11/5(木)～

11/30(月)

みんなで遊ぼう！

おもちゃDAY🐻

11/9(月)

11/16(月）
11/13

(金)

11/17
(火)

11/20
(金)

11/25
(水)

11/30
(月)

11/26
(木)

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☆
検定もあるよ！
ぜひ参加してね♪

みんなが大好きな縄
跳び！
縄跳びを飛ぶコツを
知っていますか？？
コツとトレーニング
の方法を楽しく学ん
でみんなも縄跳び名
人になろう☆

コツを学んで上達しよう！

なわとび名人☆
みんなで作ろう☆

カラフルくるりん

●時間 16:00～17:10 ●定員:20名

●参加料:500円 材料費:680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。

ブロックで自由な「かたち」をつくり、「プログラミング」に
よってさまざまな動きを与えて遊ぶ、ロボット・プログラミン
グ「KOOV」。
今回は初日に「ヘリコプター」をブロックで組み立てて、2日目
にプログラミングで動かして楽しもう☆
はじめてでも大歓迎！みんなで協力しよう！！

※非公式になります。

●時間 16:00～17:10 ●定員：15名

●参加料: 400円 ●持ち物:なわとび・体操着

●講師：おねだり 豊 先生

●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

LaQ博士がやってくる

ミニドラッグ
レーサー

きみのLaQが動き出
す！
タイヤがついており、
遊ぶことができます。

当日はみんなで
作ったLaQを走ら
せよう☆

特殊なリボンで、
割れないシャボン玉
のおもちゃ！
くるくる回して七変
化する様子や鈴の音
の響きなど、五感で
楽しめるおもちゃを
作ろう♪

●時間 16:00～17:10 ●定員:12名

●参加料:500円 材料費:600円

●持ち物:スモック ●講師:阿久津 麻実 先生

いろいろなおも
ちゃを使って、み
んなで遊びます。
どんなおもちゃが
登場するかは当日
のお楽しみ！
ぜひ来てね☆

●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

●時間 16:00～17:10 ●定員：12名

●参加料 500円 ●材料費 800円
●持ち物:スモック ●講師:山本 久仁子先生

カルトナージュ

ポケット
ティッシュケース

自分で生地や飾りを選ん
で、オリジナルのポケッ
トティッシュケースを作
ろう！
勤労感謝の日のプレゼン
トにもぴったりです♪

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


11月スケジュール

10月アフタースクールの様子
～自由遊びはいつも笑顔が溢れています！～

アフタースクール
こぼればなし

突然ですが、アフタースクールの自由時間の中で
不動の人気を誇る遊びなんだと思いますか？？

正解は右の写真にもある、不朽の名作おもちゃ『ＬＥＧＯ』
いつも、子どもたちが夢中になって遊んでいます。

日々、みんながお友だちと協力をしながら、
熱心にじっくり作品を作っている光景がとても微笑ましく、素敵です。

ゼロからＬＥＧＯの部品を選び、自分の頭で考え、
自分の手でオリジナルの作品を完成させる発想力。

子どもたちは毎日、簡単そうで実は難しいことにチャレンジし続けています♪

遊びの種類、分類には様々な考え方がありますが、代表的なものに「遊びと人間」を著
したロジェ・カイヨワの分類をご紹介します。「競争を伴う遊び」「運を試す遊び」「模
倣・表現をする遊び」「スリルを伴う遊び」の四つです。みなさまのお子さまはどんな遊
びが好きでしょうか。
この本では、遊ぶと文化の関係についても書いており、遊びこそ文化の元、遊びから文

化が発展したととなえています。例えば「競争を伴う遊び」はスポーツに、 「模倣・表現
をする遊び」は演劇に、といったようにです。そう考えれば、遊びは子どもにとっても、
大人にとっても、大事な時間なのかもしれません。

2人で協力して作成中！
レゴで街づくり♪

柔道場で体を動かそう！
人気な遊びは「ドッジボール★」

頭にお手玉を乗せて
どこまで長く歩けるか挑戦✨

みんな大好きすごろく☆
ゴールに辿り着けたかな？

異学年で仲良く野球盤⚾
ホームランが出ると嬉しいね！

17:30以降、人数が少ない時には
こんな遊びも！

卓球で真剣勝負🏓

・・・

放課後コラム vol.2「遊びの分類」

毎週金曜日は夏休みに大盛り上がりした企画が帰ってくる

ギネスに挑戦！
みんなで様々なギネス記録に挑戦します！

個人戦はもちろん、みんなで協力して挑戦する企画も！！
毎週楽しい企画があるので、レギュラー登録していただくととってもお得です。

沢山のご参加を心よりお待ちしております♪
※参加希望の方はスポット・レギュラー登録のみお願いいたします。

※当日の子どもたちの様子などにあわせて行う予定です。変更になる場合がございますので予めご了承ください。

行事 開校日 スペシャルプログラム

1 日

2 月 入試関連

3 火 文化の日

4 水 学園創立記念日

5 木 〇 しょうぎ アスリート

6 金 ○ 体操 ギネスに挑戦！

7 土

8 日

9 月 ○ 習字 KOOV

10 火 〇 そろばん 茶道 ダンス

11 水 ○ 英語 プログラミング

12 木 校外学習 ×

13 金 ○ 体操
ポケットティッシュケース
ギネスに挑戦！

14 土

15 日

16 月 ○ 習字 KOOV

17 火 ○ そろばん 茶道 ダンス 昔遊びDAY

18 水 ○ 英語 プログラミング

19 木 ○ しょうぎ アスリート

20 金 ○ 体操
なわとび名人
ギネスに挑戦！

21 土

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

25 水 造形遊びの日 ○ 英語 プログラミング
LaQ

～ミニドラッグレーサー～

26 木 ○ しょうぎ アスリート おもちゃDAY

27 金 ×

28 土

29 日

30 月 校内マラソン大会 ○ 習字 カラフルくるりん

※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

飾り付け

DAY♡


