
2020年度 vol.9 ★お知らせ★

●おたより裏面に1月のスケジュールを記載しました。ご確認ください。

●1/1（金）～1/4（月）・1/8（金）は、閉室日となります。

●1/5（火）～1/7（木）は1日開室日となります。

1月号

★スペシャルプログラムのご紹介 リクエストの多いスペシャルプログラムも開催！ぜひ参加してね☆

思い出を1冊に！

スクラップブッキング
からだを温めよう☀

ヨガ
一緒に色々なヨガのポーズに挑戦して、からだ
を動かして温めましょう☀
いろいろな動物や乗り物が出てくるかも！
どんなポーズをするかは当日のお楽しみ！！
ぜひ参加してね！

毎月恒例！リクエスト企画

お部屋の飾付け~お正月編～

●時間 15:30～16:10 ●定員:10名

●参加料:無料 ●講師:栗田 真奈 先生

●持ち物: 体操着・すべり止め付きのラグor 

大きめのバスタオル

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】12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。

1/13
(水)

●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「お正月」みんなの力で素敵なお部
屋に大変身させよう！

●時間16:00～17:10 ●定員：10名
●参加料: 500円 ●材料費:600円
●持ち物:写真●講師: 笹谷さちこ先生

1/12(火)～

1/29(金)

リクエスト企画！優勝はだれの手に！？

卓球大会

毎週金曜日のおもちゃDAYで大人気の卓
球！今回みんなの待望の卓球大会を開催
します☆ぜひ毎週金曜日のおもちゃDAY
で練習して、大会で優勝しよう♪

●時間①15:15～16:00 ②16:15～17:00
●定員:なし ●参加料: 無料
●持ち物:なし

思いっきり遊ぼう！

ギネスに挑戦&おもちゃDAY
毎週金曜日に定着している「ギネス
に挑戦&おもちゃDAY」
いろいろな記録や、普段登場しない
おもちゃを使って思う存分遊ぼう☆

●日にち 1/15・22・29 ●定員:なし
●時間 おやつ・宿題・プログラム以外の時間
●参加料:無料
※当日ご利用のある方は申込み不要・参加自由

大人気のLaQシリーズ！
今回は「ミニステゴサウルス」にチャ
レンジ🦕本物そっくりのミニステゴサ
ウルスを作ろう！

1/15
(金)

1/19
(火)

1/20
(水)

1/25
(月)

1/27
(水)

毎週
(金)

LEGO好きのみんな集まれ！

LEGO

●時間 16:00～17:10 ●定員:20名
●参加料:500円 材料費:800円
●持ち物:なし●講師:相原 崇史先生

LaQ博士がやってくる

ミニステゴサウルス

●時間 16:00～17:10 ●定員:20名
●参加料:500円 ●材料費:820円
●持ち物:なし●講師:浅川直樹 先生

※作った作品はお持ち帰りできます。

1/18
(月)

●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

昔遊びのプロになろう！

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のコツを知って昔遊
びのプロになろう☆検定もあるよ！

●時間16:00～17:10 ●定員：30名
●参加料：500円 材料費：500円
●持ち物:なし ●講師:塚原 ゆうき先生

プロのマジシャンに教わる

マジック教室☆
プロのマジックショーが見れるよ！
その後は「2枚のトランプ予言マジック」に挑
戦☆プロマジシャンがよくやる本格的なマ
ジックを教わって、みんなに披露しよう！！

※使用したキットはお持ち帰りできます。

1/29
(金)

●時間16:00～17:10 ●定員：20名
●参加料:300円 ●材料費:1300円
●持ち物:スモック●講師:福村裕子先生

おしゃれに作ろう♡

アロマストーン
石膏で作ったハートのアロマストー
ンに好きな香りをつけ、飾りつけま
す♡おうちに飾ってリラックスしよ
う♡※作ったLaQはお持ち帰りできます。

アフタースクールで1番人気なおもちゃ
のLEGOがスペシャルプログラムとして
登場☆
今回はブロックで動くオニを作ろう！

ページが増やせるミニアルバムを作ろう☆
たくさんのお写真を貼ることができます。
飾っても可愛く、 持ち運びにも便利で
す！写真を5~10枚持ってきてね！

※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/


1月スケジュール

アフタースクールの様子
～定期プログラムはみんな全集中で取り組んでいます！～

アフタースクール
こぼればなし

プロのダンサーの先生をお手本に
みんなでLet‘sダンス✨

みんなで声をそろえて
ネイティブな英語を学ぼう！

習字の作品は納得のいくまで
とことん書き続けよう🖌

寒さに負けず
グラウンドでアスリート☆

茶道の細かいお作法も
みんなお手のもの！

<アフタースクールでの学習について>

気づけば12月中旬、、、2020年があと少しで終わりますね。コロナウイルス蔓延、東京オリンピック
延期など、例年にない年となった気がします。
そのような中、保護者の皆さまにたくさんのご理解をいただき、今年も無事アフタースクールではお子
さまたちに沢山の経験を積むきっかけを作ることできました！
そして、アフタースクールでは、11/24～12/1に初めて保護者面談（オンライン）を行いました！
コロナ禍でなかなか学園に入ることができず、アフタースクールの様子を直接見ていただくことが難し
い状況ですが、面談があったことにより、少しでもアフタースクールの様子をお伝えできていれば幸い
です。面談の際には「アフタースクールがあり、とても感謝しています。定期プログラムに楽しく参加
させていただています。」など、嬉しいお言葉をいただきました。
また、お子さまたちのご自宅での様子なども知ることができ、大変有意義な時間となりました。
アフタースクールでは、お子さまたちが行きたい！そして、保護者の皆さまが行かせたい！と思ってい
ただけるよう、さらにスタッフ一同サポートして参ります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

しょうぎは学年問わず大人気！
学年を超えて真剣勝負★

冬休みは、夏休みと同じく幼稚園アフタースクールと合同で、1月5日（火）～7日（木）で1日
開室の予定です。詳細につきましては、別途ご案内いたします。夏休み同様楽しい企画も準備し
ておりますので、お楽しみに♪
利用意向のアンケートにお答えいただいたみなさま、まことにありがとうございました！

～冬休みのご利用について～
アフタースクールでは、入室後にすぐ学習・読書の時間を設けています(すぐにプログラ
ムがある場合はプログラムの後)。ドリルやプリントのほか、タブレットでの宿題も増え
ており、アフタースクールでもタブレットを使えるようになりました。
この時間は学校の宿題に取り組むことを基本としていますが、塾の宿題や家庭で用意し
ていただいた学習に取り組む子もいます。
スタッフも声かけをしていますが、ぜひご家庭でもアフタースクールの学習の時間に何
を取り組むか、どう過ごすかお子さまとお話しいただければと思います。必要なサポー
トなどあれば、遠慮なくご連絡ください。

※定期プログラムの様子はアフタースクールブログでも紹介されています！
ぜひ表面のURLまたはQRコードからご覧ください。

行事 開校日 スペシャルプログラム

1 金 元日(冬休み～1/7）

2 土

3 日

4 月 ×

5 火 1日開室 〇

6 水 1日開室 〇

7 木 1日開室 〇

8 金 幼小：朝会、下校訓練 ×

9 土

10 日

11 月 成人の日

12 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

13 水 ○ 英語 プログラミング ヨガ

14 木 ○ しょうぎ アスリート

15 金 ○ 体操
スクラップブッキング

ギネスに挑戦&おもちゃDAY

16 土

17 日

18 月 ○ 習字 マジック教室

19 火 ○ そろばん 茶道 ダンス 昔遊びDAY

20 水 ○ 英語 プログラミング LEGO

21 木 ○ しょうぎ アスリート

22 金 4-6年英検（4・5級） ○ 体操 ギネスに挑戦&おもちゃDAY

23 土

24 日

25 月 ○ 習字 卓球大会

26 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

27 水 ○ 英語 プログラミング LaQ

28 木 ○ しょうぎ アスリート

29 金 ○ 体操
アロマストーン

ギネスに挑戦&おもちゃDAY

30 土

31 日

※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

お正月

飾り付け♡


