
2020年度 vol.8 ★お知らせ★

●おたより裏面に12月のスケジュールを記載しました。12/25(金)は閉室です。ご確認ください。

●12/23(水)は定期プログラム「英語」がお休みとなります。

●ダンス・体操・英語の振替につきましては、後日メールにてお知らせいたします。

●『お部屋の飾付け・クリスマスパーティー』に参加希望の場合は、プログラムのお申し込みは不要です。
（レギュラーまたはスポット利用申込みは必要ですのでご注意ください。）

12月号

★スペシャルプログラムのご紹介★ 昨年大人気だったスペシャルプログラムも！ぜひ参加してね！

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】11月21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。

12/2
(水)

響きを楽しもう♪

和太鼓に挑戦！

みんなで和太鼓に挑戦しよう。バ
チの持ち方と、叩く姿勢を習った
ら、気分はプロの和太鼓奏者。
響きを楽しもう！

●時間 16:00～17:10 ●定員:20名

●参加料:500円

●持ち物:なし ●講師:Tsubo 先生

12/9
(水)

おしゃれに作ろう☆

ステンドグラス風写真立て
ステンドグラスとは、キラキラと反射する色
とりどりの絵画のような装飾。今回は好きな
絵を書いて、おしゃれなステンドグラス風写
真立てを作ります。大切な人へのプレゼント
やお部屋のインテリアにもおススメです！

●時間 14:00～15:10 ●定員:12名

●参加料:無料 ●材料費:200円

●持ち物:スモック ●講師:中谷 佐知子先生

12/10
(木)

●時間 14:00～15:10 ●定員:なし

●参加料:無料

●持ち物:なし ●講師:田代 純一先生

アフタースクールでは、12月に本の
寄付をみんなからつのります(くわし
くはウラ面)。寄付ってなに？寄付し
たお金はどこに行くの？寄付につい
て楽しく学びましょう！！

12/15
(火)

12/16
(水)

オシゴト図鑑シリーズ第5弾！
今回はアナウンサーのお仕事につい
て学びます。
＜サンタクロースの願い＞をテーマ
にアナウンサーの体験をしよう♪

12/23
(水)

●時間 14:00～15:10 ●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

12/24
(木)

Let‘s Enjoy!!!

クリスマスパーティー🎁

みんなで飾り付けをしたアフターの
お部屋で、ゲームをしたり、特別な
おやつを食べて、クリスマスパー
ティーを楽しもう🎅ゲームやおやつ
のリクエストも大募集☆

●時間 14:00～15:10 ●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

12/11
(金)

感謝の気持ちを伝えよう！

立体メッセージカードづくり🎁

気づけば今年も残り1か月となりました！
可愛いおりがみやかっこいいシールを使
い、立体メッセージカードを作ります！
☆今年お世話になった人にありがとうの
気持ちのお手紙を書いて届けよう♥

12/14
(月)

すぐに上達が目に見える！

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♪

●時間 14:40～15:40 ●定員:なし

●参加料:無料

●持ち物:なし ●講師:中村 茂樹 先生

羊毛フェルト作家の山西先生にお越
しいただき、羊毛フェルトを使って
「サンタクロース」を作ります。
ふわふわの手触りを楽しもう♪

モコモコふわふわ

羊毛フェルトで
サンタクロースを作ろう

※作った作品はお持ち帰りできます。

●時間14:00～15:10 ●定員:18名

●参加料:300円 材料費:1000円

●持ち物:スモック ●講師:山西 智子先生

12/21
(月)

リクエスト企画

オシゴト図鑑～アナウンサー編～

●時間14:00～15:10 ●定員:20名

●参加料:500円

●持ち物:筆記用具 ●講師:柄沢 恵子先生

LaQ博士がやってくる

オニヤンマ🐝
毎月恒例大人気のLaQプログラム。
今回は日本最大のトンボとして知られ
るオニヤンマを作ります！
持ち帰りができるオリジナルの作品を
つくって、当日は楽しく遊ぼう☆

●時間 14:00～15:10 ●定員:12名

●参加料:無料 ●材料費:200円

●持ち物:なし ●講師:赤羽 良重先生

みんな集まれ★

ドッジボール大会

みんなが大好きなドッジボール！
リクエストも多かったドッジボール
大会を開催します。
学年を分けて、思い切り楽しもう☆
ぜひ遊びに来てね！！

●時間 14:10～15:30 ●定員:なし

●参加料:無料

●持ち物:なし ●講師:金子 颯汰先生

12/4
(金)

みんなで見て体験してみよう♡

ワクワク人形劇

にこにこあおむし人形劇団の先生
に楽しい人形劇を見せてもらおう
♪最後は実際にみんなで人形劇を
作って披露しよう！！

●時間 16:00～17:10 ●定員:15名

●参加料:500円 ●材料費:200円

●持ち物:なし ●講師:森 真佐乃先生他

12/7
(月)

お家に飾ろう🎀

ニコちゃんのバルーンドール
リボンがとてもかわいいクリスマス
にぴったりのバルーンアートに挑戦
しよう！作った後はお家に飾ってク
リスマス気分を味わおう🌲

●時間 14:00～15:10 ●定員:12名

●参加料:500円 ●材料費:800円

●持ち物:なし ●講師:山内 江利香先生

※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。

みんなのちからで世界をよくしよう

寄付(きふ)について学ぶ授業

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


12月スケジュール

アフタースクールの様子
～自分たちで楽しい遊びを考える達人がたくさん☆彡～

アフタースクール
こぼればなし

12月は贈り物の季節ですね。日本では12月を「寄付月間」として広めようという活動があります。アフタース
クールは、寄付月間に賛同し、みなさんから本の寄付をつのります。いただいた本は「チャリボン」を通じて、
NGO･NPOに寄付します。寄付先も本を寄付してもらった子どもたちに選んでもらいます。保護者の皆様にも
ご協力をお願いできればと思います。子どもたちに持たせていただくか、お迎えの時などにお持ちください。ア
フタースクールを利用していなくてもお持ちいただけます。
〇募集：12月11日(金)～24日(木) 〇持参方法：スタッフに渡していただくorアフタースクール教室内のブック
ポストに入れる 〇対象となる本：ISBNコードがある本かつ 2011年以降に発行された本

想像力次第で段ボールは
何にでも進化します！

組体操もお手の物！
ポーズは自分たちで考えたよ😊

段ボールでお家を作ったよ！
本当に住めそうなお家でした♪

1年生はジェンガで
オリジナルの作品を作ったよ☆

LEGOは何通りも遊び方があるね！
アフターはLEGO名人がたくさん✌

本物のヤドカリみたい！！
実はLaQで作った作品なんです！

・・・

アフタースクールではクリスマスパーティー(12/24)に向けて、お部屋の飾り付けをしています。クリスマス
パーティーをより充実させたいという思いから、保護者の皆様にも材料提供のご協力をお願いできればと思って

おります。もしご家庭で不要なものがございましたら、ご寄付いただけますと幸いです。
お迎え時の機会にお持ちください。どうぞよろしくお願いいたします。

◆ご提供いただきたいもの

毛糸、リボン、端切れ、使用しなくなったクリスマスの飾り等
◆集め方

アフタースクール開室時間内のお迎えの際に、スタッフに直接お渡しください。
登校時の安全を守るため、お子様が持参されることはご遠慮ください。

～毎週金曜日はギネスに挑戦！&おもちゃDAY！～

～飾り付けに使える材料を大募集しています～

みんなで様々なギネス記録に挑戦します！
普段は置いていないおもちゃも登場！毎週金曜日は思いっきり遊ぼう☆

※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。

先日、アフタースクールをご利用いただいているお子さまの保護者の方からとてもうれしい
お言葉をいただきました。
「毎回、子どもがアフタースクールを楽しみにしています。プログラムなどもありますが、
遊ぶ時間に学ぶこともたくさんあると思うので、アフタースクールは、ただ遊びに夢中にな
る時間として利用させていただいています！いつも貴重な体験をたくさんさせていただき、
感謝しています。」
最近はプログラムは参加せず、自由時間のみのご利用も増えています。
子どもたちは自由に楽しんで遊んでいるうちに生きていくための様々なチカラを身につけて
いきます。アフタースクールでは、子どもたちの成長につながる”遊びに夢中になれる時間”
を大切にしています。

※12/1(火)～12/24(木)はお部屋の飾り付け~クリスマスver~となります🎀

～12月は寄付月間！本をご寄付ください～

行事 開校日 スペシャルプログラム

1 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

2 水 ○ 英語 プログラミング 和太鼓

3 木 ○ しょうぎ アスリート

4 金 ○ 体操
人形劇

ギネスに挑戦！
おもちゃDAY！

5 土

6 日

7 月 短縮時程（～12/25） ○ 習字 バルーンアート

8 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

9 水
小5ウインターキャンプ
説明会(引き取り下校)

○ 英語 プログラミング ステンドグラス風写真立て

10 木 ○ しょうぎ アスリート 寄付(きふ)について学ぶ授業

11 金 ○ 体操
メッセージカードづくり

ギネスに挑戦！
おもちゃDAY！

12 土

13 日

14 月
学校個人面談（～12/23）
2学期末考査（5・6年）

○ 習字 ドッジボール大会

15 火 2学期末考査（5・6年） ○ そろばん 茶道 ダンス 昔遊びDAY

16 水 ○ 英語 プログラミング 羊毛フェルト

17 木 ○ しょうぎ アスリート

18 金 ○ 体操
ギネスに挑戦！
おもちゃDAY！

19 土

20 日

21 月 ○ 習字
オシゴト図鑑

～アナウンサー編～

22 火 クリスマス子ども会 ○ そろばん 茶道 ダンス

23 水 ○ プログラミング LaQ

24 木 ○ しょうぎ アスリート クリスマスパーティー

25 金 ×

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

※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


