
桐蔭学園幼稚園
アフタースクールだより

2020年度 vol.07

★11月のスペシャルプログラムのご紹介★

11/11
(水)

＜お問い合わせ先＞平日10:30~19:00

11/16
(月)

11/13
(金)

＜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。

●11/12(木)、27日(金)は閉室日となります。

お申し込み
方法

●時間14:45～16:20 ●定員：なし
●参加料無料 ●持ち物：なし
●講師：萩原和泉 先生 他

当日のメンバーや子どもたちの様子、天候などにあわせて
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。

ふわふわかわいいお友達

マスコット作り♡
11/25

(水)

勤労感謝の日

ありがとうを伝えよう

※作った作品はお持ち帰りできます。

11/18
(水)

11/20
(金)

毛糸をまきまきして、
かわいいマスコット
を作ります。キーホ
ルダーみたいにカバ
ンなどに付けられる
よ♪

●時間 14:45～16:00 ●定員：8名
●参加料無料 材料費200円 ●持ち物：なし
●講師：竹内千秋先生

●時間 14:45～15:50 ●定員：12名
●参加料500円 材料費400円
●持ち物：なし ●講師：浅川直樹 先生

11/30
(月)

プラレール好き集まれ～！

プラレールDAY

●時間 14:45～16:00 ●定員：なし
●参加料無料
●持ち物：なし ●講師：萩原和泉 先生

カルトナージュ

ポケットティッシュ
ケース

布や紙で箱などの雑貨をデコ
レーションするフランスの伝
統工芸「カルトナージュ」。
オリジナルティッシュケース
を作ろう♪
※9月より延期になった

プログラムです。

●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：阿久津麻実 先生

自由遊び
11月の月曜日・金曜日の予定

日本を知ろう

オンライン遠足

●時間 14:45~16:00 ●定員：10名
●参加料 500円 材料費800円●持ち物：なし
●講師：山本久仁子先生

安全に過ごせるよう園庭の
整備をするなど、普段学園
で見えないところで動いて
くださっている方のお仕事
を見せていただいた後、感
謝の気持ちを伝えましょう。

LaQシリーズ

コマを作って遊ぼう！

なんでも作れるLaQ博士
がコツを教えてくれるよ。
今回はコマ作りに挑戦！
自分が作ったコマで最後
はお友達と対決して遊び
ましょう♪

☎ 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】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14:15～15:30 ●定員：なし
●参加料無料 ●持ち物：なし
●講師：佐藤優子 先生

オンラインで遠足気分を
味わおう♪
今回は福島の観光名所を
オンラインで巡ったり、
おやつを実際に食べたり
して楽しみます♪

※15:30までご利用の方は無料で参加できます。お申込みは必要ございません。

※作った作品はお持ち帰りできます。

ハンドクラフト

カラフルくるりん☆

特殊なリボンを使って、
割れないシャボン玉のお
もちゃを作ります。くる
くる回して七変化する様
子が美しく、鈴の音も綺
麗に響き、五感で楽しめ
る手作りおもちゃです。

大人気企画が今年度
初登場！遊戯室いっ
ぱいにプラレールで
大きく線路を作って
ダイナミックに遊ん
じゃおう★

※作った作品はお持ち帰りできます。 ※16:30までご利用の方は無料で参加できます。お申込みは必要ございません。

五感（体）を使って遊ぼう♪
・芸術の秋！美術館ごっこ
・サンサン体操
・アフタークイズ大会

作ってみよう！
・プラネタリウムを作って鑑賞タイム
・紙粘土で造形遊び

※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

アフタースクールからのお願い
●アフタースクールでは、子どもたちが工作で用いる廃材を集めています。
季節に合わせた工作を行うため、ご家庭に「毛糸・ひも・新聞紙」がござ
いましたらご協力をお願いいたします。※お迎えの際にお持ちください。

●アフタースクールでは感染症対策として入室時にマスクとハンカチの付
替えを行っております。お子さまがスムーズな付け替えができるよう、
「替えのマスク・替えのハンカチ」をアフタースクールセットとして、一
つの袋にまとめて持たせていただけますと幸いです。

アフタースクールの様子

毎週継続的に行うことで力を身につけることができる「定期プログラム」
今月号は、定期プログラムの様子をご紹介します♪

アフタースクールこぼればなし
アフタースクールは年少～年長の異年齢の子どもたちが一緒に過ごします。秋晴れが気持ちの良いある日、大小の３つの

虫かごをめぐって、学年の異なる3人の中でこんなやりとりがありました。
お外遊びで大きい虫かごを持っていた年中さんと年長さんに、年少さんが「そっちがほしかった」と話しました。戸惑う

年中さんに、年長さんが「じゃ、一つ貸してあげて私のを一緒に使おう。」と提案します。年中さんは「はい、どうぞ。」
と声をかけて年少さんに渡してあげました。
今まで自分が年少さんだったころにどんなことをしてもらっていたのか、どうしたらみんなが楽しく遊べるのかが考えら

れるようになった年長さんがリードしてくれました。そんな頼もしい年長さんの姿を見て、年中・年少さんも自分より小さ
い子への接し方や遊び方を日々遊びの中で身につけています。

火：うんどうあそび・体操

木：バレエ

コスチュームへの
お着替えもとても
早くなりました！
足先まできれいに
踊ることは難しい
ですが、練習を積
み重ねて少しずつ
上達しています♪

年少さんは毎回様々
な動物の動きを真似
して楽しく体を動か
しています。現在は
前転にも挑戦してい
ます！

年中長さんはバランス
感覚を養う動きや鉄棒、
ボールや跳び箱などを
行っています。今まで
できなかったことが少
しずつできるように
なってきました。

ネイティブの先生と
英語の歌やゲームを
通して、楽しく学習
しています♪リスニ
ングや発音も少しず
つ上達して、英語で
のスムーズな質問や
回答ができるよう
に！

年少さんは、回を
重ねるごとに座っ
て学習することに
慣れてきました。
ヒントやコツをつ
かむと自分で答え
を出そうとする姿
も見られます。

年長さんは、パズ
ルや計算演習、数
の増減問題等に取
り組んでいます。
苦手な文章問題も
絵や実物を使いな
がら一つずつ丁寧
にクリアしていま
す。

木：さんすう

水：英語

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 日 幼：入試関連

2 月 幼：入試関連

3 火 文化の日

4 水 学園創立記念日

5 木 ○ さんすう バレエ

6 金 ○
7 土

8 日

9 月 ○
10 火 ○ 体操 うんどうあそび

11 水 ○ 英語 プラレールDAY

12 木 校外活動 ×
13 金 ○ ポケットティッシュケース

14 土

15 日

16 月 ○ ありがとうを伝えよう

17 火 ○ 体操 うんどうあそび

18 水 ○ 英語 オンライン遠足～福島～

19 木 ○ さんすう バレエ

20 金 ○ マスコット作り

21 土

22 日

23 月 勤労感謝の日

24 火 ○ 体操 うんどうあそび

25 水 造形遊びの日 ○ 英語 LaQ

26 木 ○ さんすう バレエ

27 金 ×
28 土

29 日

30 月 ○ 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


