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★10月のスペシャルプログラムのご紹介★ 10月は音楽・スポーツ・芸術など秋にちなんだプログラムを開催します♪

10/2
(金)

＜お問い合わせ先＞平日10:30~19:00

10/5
(月)

10/7
(水)

＜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。
●10/9(金)と10/30(金)は閉室日となります。
※小学校の運動会が延期になった場合、10/16(金)もアフタースクールは閉室日となります。

お申し込み
方法

ピアニストの先生と遊ぼう♪

音楽の広場

●時間14:45～16:00 ●定員：15名
●参加料500円 材料費無料 ●持ち物：なし
●講師：下川明音 先生 他

ピアニストの先生がやっ
てくる！自分で楽器を
作ったり、先生の演奏を
聴いて歌って踊ったり、
リトミックで音楽を楽し
く学んで遊ぼう♪

日本の伝統文化を学ぼう

季節の生け花
10/26

(月)

※「体験パック（立体）」を使用します。プログラム終了後、お持ち帰りいただきます

10/13
(火)

10/14
(水)

●時間 14:45～16:00 ●定員：30名
●参加料無料材料費200円 ●持ち物：なし
●講師アフタースクールスタッフ

トリックオアトリート！

ハロウィンパーティー

季節のお花を用いて、生
け花に挑戦します。
日本の伝統文化に触れて、
日本の美しい芸術や和の
心を感じましょう。

●時間 14:45～16:00 ●定員：8名
●参加料600円 材料費800円 ●持ち物：なし
●講師：宇田川美幸 先生

●時間 14:45～15:50 ●定員：12名
●参加料500円 材料費800円
●持ち物：なし ●講師：浅川直樹 先生

10/28
(水)

押し花で彩る☆

キャンドルホルダー

ハロウィンや、クリスマ
スなどこれからの季節に
ぴったりな、キャンドル
ホルダーを押し花でデコ
レーションします♪

●時間 14:45～16:00 ●定員：10名
●参加料500円、材料費600円
●持ち物：なし ●講師：室屋珠実 先生

パラスポーツ！

ボッチャに挑戦☆

白いボールに、赤・青の
ボールを投げたり、転が
したりして、いかに近づ
けるかを競うボッチャ。
パラリンピックスポーツ
を体験してみよう！

想像力を広げよう

おはなし

●時間 14:45～15:45 ●定員：8名
●参加料無料
●持ち物：体操服●講師：田代純一 先生

毎年恒例のアフタースクールのハロウィ
ンパーティー♪
今年もアフターでハロウィンにちなんだ
おやつを食べたり、遊びをしたりして皆
で楽しみましょう！

LaQシリーズ

LaQで立体モデル
をつくろう☆

作ったLaQの本は累計32冊！なん
でも作れるLaQ博士がコツを教えて
くれるよ。今回は、立体のモチー
フに挑戦！また、先生が作った作
品も見せていただけます♪

☎ 070-6406-0217（アフター代表電話）
070-6579-7164（会員様向・幼稚園アフター直通電話）

✉ toin_kd@npoafterschool.org（幼稚園アフタースクール）
[放課後Plat] https://afterschool.force.com/plat/s/login/
[BLOG]http://toin.ac.jp/ek-as/knd-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。

ブログのQRコードです。
アフタースクールの様子
をご紹介しています！

【対象の方】桐蔭学園幼稚園アフタースクール入会者様
【申込開始日時】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。

【申込締切日時】プログラム実施前開室日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。
※レギュラー/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。

※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。

お申し込み
方法

■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。

●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

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♪

※写真は昨年度のものになります。

※作った作品はお持ち帰りできます。

※作った作品はお持ち帰りできます。

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


アフタースクールのスケジュール

アフタースクールの持ち物
● 毎日：アフター健康管理カード/マスク2枚/ハンカチ/お水またはお茶
※マスク・ハンカチはアフター入室時に付け替えます。
●月曜日：着替え一式（汚れてもいい長そでTシャツ、ズボン、替えの下着、
靴下、濡れてもよい靴またはサンダル）
●金曜日：長そでのTシャツ一枚（汚れてもよいもの）
※レギュラーの方のお着替え：使用しなかった場合、お預かりします。
※お預かりしたお着替えは、季節ごとにお返しいたします。

●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

アフタースクールの様子

今年度は月・金曜日にテーマを設けて、自由遊びやスペシャルプログラムを開催しています！
今月号は、そんな月曜日「五感を使って遊ぼう」・金曜日「作ってみよう」の様子をお届けします♪

アフタースクールご利用にあたってのお願い
●現在アフタースクールでは、安全対策・感染症対策の関係から、30分単位でのお引き渡しをお願いしております。
※大変恐縮ではございますが、Platでのご予約の際以下のお時間でご登録をお願いいたします。
・15：00、15：30、16：00、16：30、17：00、17：30、18：00、18：30

●安全対策のため、Platのご予約日のコメント欄にお迎えにいらっしゃる方の「ご氏名」「続柄」のご入力をお願いいた
します。
●子どもたちが工作で用いる廃材を集めています。特に、ご家庭で使用しなくなった「うちわ」がございましたら、ご協
力をお願いいたします。※ご協力いただける場合は、お迎えの際にお持ちいただければと存じます。

五感（体）を使って遊ぼう♪

作ってみよう☆

SP「プレゼントを贈ろう」
では、マグカップに絵付けや、
メッセージカードを作成☆

工作好きが集まる金曜日！
毎週様々な面白工作を楽しんでいます☆

元気いっぱい体を使って遊ぶのが大好きなお友達が集まる月曜日！
ダイナミックな遊びやSPを楽しんでいます！

洗濯屋さんごっこで
は、もこもこの泡を
作ってゴシゴシ★

SP「夏祭り」では、
みんなで盆踊りを踊
りました♪

シャボン玉遊びは、風
にのって流れるシャボ
ン玉を追いかけっこ！

工作は子どもたちの
オリジナリティーが
出るよう、一工夫し
ています♪

今後は、自由遊びでもコ
マ作りや、粘土遊び・絵
の具を使ったアート等も
予定しています★

水風船はぷよぷよひんや
りで気持ちいいね♪
汚れを気にせず遊べるの
も月曜だけの特別感！

学園行事
アフタースクール

開閉室について スペシャルプログラム

1 木 ○ さんすう バレエ

2 金 ○ キャンドルホルダー

3 土

4 日

5 月 ○ 音楽の広場

6 火 ○ 体操 うんどうあそび

7 水 ○ 英語 ボッチャ

8 木 ○ さんすう バレエ

9 金 小：運動会 ×
10 土 幼：運動会

11 日

12 月 10/10振替休日

13 火 ○ 体操 うんどうあそび おはなし

14 水 芋掘り ○ 英語 生け花

15 木 幼：入試説明会

16 金 小：運動会予備日 ○
17 土 幼：運動会予備日

18 日

19 月 芋掘り予備日 ○
20 火 小：入試関連

21 水 小：入試関連

22 木 小：入試関連

23 金 小：入試関連

24 土

25 日

26 月 ○ ハロウィンパーティー

27 火 稲刈り ○ 体操 うんどうあそび

28 水 稲刈り予備日 ○ 英語 LaQ

29 木 ○ さんすう

30 金 幼：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

10月29日(木)は定期プログラム
「バレエ」はございません。


