
ニードルと呼ばれる専門の道具を
使って、羊毛フェルトで自分だけ
のかわいいオリジナルサンタク
ロースを作ろう！

桐蔭学園幼稚園
アフタースクールだより

2020年度 vol.08

★12月のスペシャルプログラムのご紹介★ 初めて開催のプログラムから人気のプログラムまで盛り沢山です♪

12/2
(水)

＜お問い合わせ先＞平日10:30~19:00

12/4
(金)

12/7
(月)

＜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。
●アフタースクールは短縮時程の場合でも、降園後そのままご利用い
ただけます。
●12/25(金)ご利用の方は、お弁当をお持ちください。

お申し込み
方法

●時間16:00～16:30 ●定員：なし
●参加料無料
●講師：小阪真理子先生

オシゴト図鑑シリーズ

アナウンサー

12/16
(水)

想像力を広げよう

おはなし

※作った作品はお持ち帰りできます。

12/11
(金)

12/15
(火)

オシゴト図鑑第3弾は、アナウ
ンサー体験♪「サンタクロース
の願い」をテーマにリポート番
組をつくろう！

●時間 12:30～13:45 ●定員：20名
●参加料500円
●講師：柄沢恵子先生他⋆LLPことば屋

●時間 12:45～14:00 ●定員：12名
●参加料500円 材料費550円
●講師：浅川直樹 先生

12/21
(月)

魂込めて演奏しよう！

和太鼓教室

●時間 14:45～16:00 ●定員15名
●参加料500円
●講師：Tsubo先生⋆リズム和太鼓教室

バルーンアートで作る★

クリスマスリース
バルーンアートでクリスマス
リース作りに挑戦しよう♪お家
に飾ってクリスマス気分を盛り
上げちゃおう！

●時間 14:45～16:00 ●定員10名
●参加料 500円 材料費200円
●講師：森真佐乃先生 他

羊毛フェルトで作る

ふわふわサンタさん

●時間 12:45～14:00 ●定員10名
●参加料 500円 材料費500円
●講師：山内江利香先生

絵本や紙芝居、パネルシアター
など、どんなおはなしが始まる
かは当日のお楽しみ♪

LaQシリーズ

スイートコレクション
なんでも作れるLaQ博士がコツ
を教えてくれるよ。今回はピン
クを基調としたキットを使って
立体の作品作りに挑戦します！

☎ 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】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。

■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12:30～13:45 ●定員10名
●参加料無料材料費200円
●講師：赤羽良重 先生

今年も残りわずか。立体メッセー
ジカードを作って、今年お世話に
なった人にありがとうの気持ちを
カードをかいて届けよう♥

※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。

年賀状をお届け♪

郵便屋さんごっこ

大中小さまざまな和太鼓に触れ
て、演奏します。全身を使って
太鼓をたたいて、太鼓の達人に
なっちゃおう★

※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。

※作った作品はお持ち帰りできます。

12/8
(火)

12/9
(水)

人形劇を体験しよう

ワクワク人形劇
ステンドグラス風

写真立て作り
自分の好きな絵を書いて、クリ
スマスにぴったりなステンドグ
ラス風のキラキラ写真立てを作
りましょう★

にこにこあおむし人形劇団の先
生に人形劇を見せてもらおう！
後半は、好きな人形を使って人
形劇を体験するよ☆

●時間 12:30～14:00 ●定員：なし
●参加料無料
●講師：アフタースクールスタッフ

みんな大好き♪

クリスマスパーティー

●時間12:45～14:00 ●定員：30名
●参加料無料材料費200円
●講師：アフタースクールスタッフ

●時間12:30～13:45 ●定員8名
●参加料無料材料費200円
●講師：中谷佐知子先生

12/25
(金)

12/18
(金)

12/23
(水)

飛び出してくる！？

メッセージカード

※作った作品はお持ち帰りできます。

今年最後の！

プラレールDAY
大切な人に向けて新年のごあい
さつを書いたら、郵便屋さんに
なりきって遊んじゃおう☆

遊戯室いっぱいにレールをつな
げてダイナミックに遊べる、プ
ラレール好きにはたまらない特
別な日！みんな遊びに来てね♪

毎年恒例の楽しいクリスマス
パーティー★今年もアフタース
クールのみんなと素敵なクリス
マスを過ごそう！

●時間 12:30～13:45 ●定員：10名
●参加料300円 材料費 1000円
●講師：山西智子先生

●時間 12:45～14:00 ●定員：30名
●参加料無料
●講師：萩原和泉先生

※14:00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。

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

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

おままごとをして遊ぶことが好きなアフターっ子たち。お店屋さんごっこをするときは、「いらっしゃいま
せ。」「ご注文は何にしますか？」「はい、どうぞ。」などと遊びの中で様々な言葉や仕草が表れます。
年長さんになると、ウエイトレスさん・コックさん・お客さんなど自分たちで役割を決めています。年少さん
や年中さんも、年長さんと一緒に遊ぶことで遊び方を自然と学んでいます。
普段生活している中で、子どもたちは私たち大人の様子や言葉をよく見聞きし、自然と学んでいます。遊び

の中で子どもたちが日々経験していることを楽しく再現できるよう、これからも見守っていきます。

12月の自由あそびは、いつもよりお楽しみがいっぱい!?

12月は短縮保育の日が多く、子どもたちがアフタースクールで過ごす時間が通常月より長くなります。
そんな長い時間を過ごす子どもたちが、毎日心躍るような充実した時間を過ごせるよう、様々な準備をして
お待ちしております♪

★毎日もっと！ワクワク・ハッピーDAY★
◆わくわくランドに出かけよう ◆サンタさんにお手紙をかこう
◆クリスマスオーナメント作り ◆ペープサートで紙人形劇
◆クリスマスBINGOゲーム、すごろく など

アフタースクールのようす

アフタースクールこぼればなし保護者のみなさまへお願い

●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。

▲ネイチャーゲーム！
宝物見つけたよ！

▲ハロウィンパーティーの
準備をしたよ✎

▼ハロウィンパーティー楽しかったね♪

▲アフタークイズ大会開催☆

スライム作り・
工作・紙粘土
どれも楽しいね♪

いつもご協力
いただき
ありがとう
ございます！

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 火 ○ 体操 うんどうあそび

2 水 ○ 英語 和太鼓教室

3 木 ○ さんすう バレエ

4 金 ○ ワクワク人形劇

5 土

6 日

7 月 12:10降園 ○ クリスマスリース

8 火 12:10降園 ○ 体操 うんどうあそび おはなし

9 水 12:10降園 ○ 英語 写真立て作り

10 木 12:10降園 ○ さんすう バレエ

11 金 12:10降園 ○ メッセージカード

12 土

13 日

14 月 12:10降園 ○
15 火 12:10降園 ○ 体操 うんどうあそび 郵便屋さんごっこ

16 水 12:10降園 ○ 英語 ふわふわサンタさん

17 木 12:10降園 ○ さんすう バレエ

18 金 12:10降園 ○ プラレールDAY

19 土 新入園児オリエンテーション①

20 日

21 月 12:10降園 ○ アナウンサー

22 火 12:10降園 ○ 体操 うんどうあそび

23 水 12:10降園 ○ LaQ

24 木 クリスマス子ども会／12:10降園 ○ さんすう バレエ

25 金 11:50降園(お弁当あり） ○ クリスマスパーティー

26 土 冬休み開始

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


