
2020年度 vol.10 ★お知らせ★
●おたより裏面に2月のスケジュールを記載しました。ご確認ください。
●緊急事態宣言期間中は、17:30までのご利用とさせていただきます。
子どもたちの安全のため、ご理解・ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。

●2月1日,2日,10日の小学校アフタースクールは閉室となります。
●2月12日は短縮時程ですが、下校後そのままご利用いただけます。

2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☆

毎月恒例！リクエスト企画

お部屋の飾付け~バレンタインver～

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】1月20日（水）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。

全定期プログラムの様子
や先生からのメッセージ
を掲載しました♪

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。

●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「バレンタイン♡」みんなの力で素敵なお部屋に大変
身させよう！

2/1(月)～

2/26(金)

おたのしみ新企画

うごくおもちゃ工作★
アフタースクールでは工作が大流行！
そこで今月は新企画として作成後にお持ち帰りができる「うご
くおもちゃ工作」をします！ 何を作るかは当日のお楽しみ★
ぜひ遊びに来てね！ ※イラストは工作のヒントです♪

2/5(金)

2/19(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

みんなが大好きなおもちゃDAY！普段登場しないおもちゃを
使って思う存分遊ぼう☆
新しいおもちゃも仲間入り！乞うご期待！！

2/12(金)

2/26(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

2/8
(月)

●時間16:00～17:10 ●定員：12名
●参加料：500円 材料費：700円
●持ち物：ハンドタオル ●講師：花岡 瑞恵先生

大人気！ポーセラーツシリーズ

ひなまつり角皿☆
人気シリーズポーセラーツ！
昨年度も実施したひなまつり柄の角皿を2021年度
verで作ろう！
去年作った人もお揃いにして楽しめるよ🌸

※作品は焼成して後日お子様にお渡しいたします。

思いきり遊ぼう

おもちゃDAY♪

2/17
(水)

●時間16:00～17:10 ●定員：15名
●参加料：500円 材料費：300円
●持ち物：スモック ●講師：岡村 晃江先生

愛用すること間違いなし

桜のトレー🌸

元アフタースクールスタッフの岡村先生がスペシャ
ルプログラムを開催してくれます！
フェルトベースにコットンを貼り合わせて桜の模様
桜の模様を描き、小物をおけるトレーを作ろう♪

※作品はお持ち帰りできます。

2/26
(金)

●時間15:30～17:10 ●定員：5名
●参加料：無料 楽器レンタル代：300円
●持ち物：なし ●講師：国井 莉奈先生

大好評の三線体験プログラムです。
今回は【海の声・幸せなら手をたたこう・ふるさと】
の中から自分の好きな曲を選んで、演奏します♪
綺麗な音で癒されよう♪

素敵な音を奏でよう

三線🎸

2/12
(金)

●時間16:00～17:10 ●定員：12名

●参加料：無料 材料費：300円 ●講師：栗田 真奈先生

●持ち物：汚れてもいい洋服上下

お湯に入れるとシュワシュワと発泡する固形タイプ
の入浴剤の「バスボム」づくりに挑戦♡
作ったバスボムでお家のお風呂タイムを思いきり楽
しもう♪

しゅわしゅわを楽しもう

バスボムづくり♡

※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/


アフタースクールの様子
～冬休みは寒さに負けず元気に過ごしました！～

アフタースクール
こぼればなし

お正月遊び「福笑い」に挑戦！
どんなお顔ができたかな？

幼稚園のお友だちと協力して
ジャンボかるたを作ったよ☆

リクエスト企画！
本物そっくりのスクイーズづくり！

園庭の滑り台は
大きくてたのしいね☆

お正月クイズ大会！
みんな正解して大喜び♪

お餅を食べて
お正月気分を味わいました🌸

皆さま、あけましておめでとうございます。
今年も子どもたちの元気な挨拶で、新しい年がスタートしました。
年の始まりの挨拶も素敵でしたが、年内最後のアフタースクールでも素敵なことがあ
りました。
年内最後(12/24(木)）のアフタースクールではクリスマスパーティーを開催し、とて
も盛り上がりました！仮装をする子がいたりと、すっかりクリスマス一色に染まりま
した。
そんな中、帰りの支度をする1年生の男の子が「先生、来年もよろしくね！」と声を
かけてくれました☆
年内最後のアフタースクールだと知ってくれていたこと、男の子自ら声をかけてくれ
たことがとてもうれしく、心が温かくなりました。
とても些細なことですが、挨拶の大切さを改めて気づかせてくれた気がします！
今年も子どもたちが有意義な時間を過ごせるよう、スタッフ一同サポートして参りま
す。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

スペシャルプログラムの中でも、アフタースクールのスタッフが
行うプログラムのことを「アフターズアクティビティ」として、
今月から右上のイラストのマークで表示していきます！
子どもたちのことを普段からよく見ているからこそ行えるアフ
ターズアクティビティ★ みんな是非参加してみてね♪

「アフターズアクティビティ」とは？

放課後コラム vol.3「放課後にできる学び」

12月12日から24日まで、「ブックチャリティ」活動を
行い皆様に本の寄付のご協力をいただき、100冊を超え
る本を寄付していただきました。ありがとうございまし
た。保護者の方がお迎えの時に持ってきてくださったり、
利用日でないお子さまがわざわざ持ってきてくれたり、
自らポスターを教室に貼ってくれたりと沢山の嬉しいこ
とがありました。
放課後の時間は楽しく遊べる時間でもあり、また学校

とはまた違う学びができる時間でもあります。これから
も社会と子どもたちがつながる機会をつくっていきます。

行事 開校日 スペシャルプログラム

1 月 幼・小休業 ×

2 火 幼・小休業 ×

3 水 ○ 英語 プログラミング

4 木 ○ しょうぎ アスリート

5 金 1-4年英検Jr ○ 体操 動くおもちゃ工作

6 土

7 日

8 月 ○ 習字 ひなまつり角皿

9 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

10 水 ×

11 木 建国記念の日

12 金 短縮時程 ○ 体操
バスボム作り
おもちゃDAY

13 土

14 日

15 月 ○ 習字

16 火 ○ そろばん 茶道 ダンス

17 水 ○ 英語 プログラミング 桜のトレー

18 木 ○ しょうぎ アスリート

19 金 ○ 体操 動くおもちゃ工作

20 土

21 日

22 月 ○ 習字

23 火 天皇誕生日

24 水 ○ 英語 プログラミング

25 木 ○ しょうぎ アスリート

26 金 ○ 体操
三線

おもちゃDAY

27 土

28 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

バレンタイン

飾り付け♡

アフタースクールのスケジュール2月


