
桐蔭学園幼稚園
アフタースクールだより

2020年度 vol.09

★1月のスペシャルプログラムのご紹介★

1/8
(金)

＜お問い合わせ先＞平日10:30~19:00

1/12
(火)

1/15
(金)

＜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。
●1/1（金）～1/4（月）は、閉室日となります。
●1/5（火）～1/7（木）は1日開室日（冬休みアフター）となります。
●1/8（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

想像力を広げよう

おはなし

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

16:30までご利用のお子さまは、無料でおはな
し会に参加できます。絵本・素話・紙芝居・歌
遊び…何が始まるかはその日のお楽しみ♪季
節のおはなしを楽しみましょう。

LEGOマスターと一緒に

LEGOでオニを作ろう！

1/27
(水)

※「体験パック（立体）」を使用します。プログラム終了後、お持ち帰りいただきます

1/18
(月)

1/20
(水)

●時間 14:45～16:00 ●定員：12名
●参加料500円 材料費680円 ●持ち物：なし
●講師：浅川 直樹先生

LaQシリーズ

ミニプロペラ飛行機
TVにも出演されたことのあるLEGOマスター
と一緒にLEGOでオニを作ろう！
どんなオニが出来上がるかな？？

●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：相原崇史先生

●時間 14:45～16:00 ●定員：12名
●参加料300円 材料費1300円
●持ち物：なし ●講師：福村裕子先生

1/29
(金)

みんなで遊ぼう

お正月遊び大会

干支カードめくりや、はねつき、カルタなど
お正月遊びのチャンピオンを決めよう！
※お正月遊びは12月から自由遊びの時間内で
実施しています。

●時間 12:45～14:00 ●定員：なし
●参加料無料
●持ち物：なし●講師：アフタースクールスタッフ

スクラップブッキング

ミニアルバム
ページが増やせるミニアルバムを作ります。ペー
ジがたくさんあるのでたくさんのお写真を貼るこ
とができます！飾ってもかわいい&持ち運びもで
きるよ☆メッセージカードも入れられるよ♪

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♪

マジシャンの仲間入り☆

マジック教室

●時間 14:45～15:45 ●定員：8名
●参加料500円材料費600円●持ち物：写真（5~10枚）
●講師：笹谷さちこ先生（snip-snap) 

作ったLaQの本は累計32冊！なんでも作れるLaQ
博士がコツを教えてくれるよ。
今回はミニプロペラ飛行機作りに挑戦！
また、先生が作った作品も見せていただけます♪

ハート型でかわいい♡

アロマストーンサシェ
サシェとは、フランス語で香料や乾燥させたハー
ブを入れた小袋を指します。素敵な香りのアロマ
ストーンのサシェを作ります♪ハート形でバレン
タインにもピッタリです♡

☎ 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】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14:45～16:00 ●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

マジシャンのマジックをリアルで体験しよう！
前半はマジックショーを見て、後半は、先生に
スポーン曲げのマジックを教えてもらって、み
んなに披露するよ★

※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。

※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。※お申込みは必要ございません。

アフターズ
アクティビティ

※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 アフタースクールの様子

●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。

12月の自由遊びの時間の
様子をお届けします★

いつもご協力
いただきあり
がとうござい

ます！

お正月遊びもスター
ト！羽根つきや福笑い、
干支カードめくりを楽
しんでいます↓

←わくわくランドは
いつ行っても
楽しいね☆

保護者のみなさまへお願い アフタースクールこぼればなし

冬休みのご利用について

冬休みは、小学校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♪
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。

11月のある日、いつも学園の整備等をしてくださっている職員の方々のお仕事を見学させていただき、さ
らにお仕事を体験させていただくという勤労感謝の日プログラムを行いました。（詳細はブログをご覧くだ
さい。）その数日後、お外遊びに行った子どもたちは、偶然花壇で作業をされている職員の方々とお会いし
ました。先日のことを覚えていた子どもたちは、「僕に任せて！」「水あげておくね。」と張り切ってお手
伝いを行いました。その後も何度か水やりのお手伝いをしています。
一度教えていただいたことを大切にして、感謝の気持ちをもって行動をし続けられるアフターっ子たちを

スタッフ一同誇りに思います。子どもたちの良さを伸ばしていけるよう、引き続き見守っていきます。

↑アフター展覧会開催♪

サンタさんにお手紙を
書いてポストにイン！→

↑クリスマスオーナメントを作って
パーティー当日までツリーに飾ります♪ ↑クリスマスビンゴも大盛り上がり♪

ペープサート
もしました！→

今年も大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします！

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 金 元日

2 土

3 日

4 月

5 火 1日開室

6 水 1日開室

7 木 冬休み終了 1日開室

8 金 朝会 ○ お正月遊び大会

9 土

10 日

11 月 成人の日

12 火 ○ 体操 うんどうあそび おはなし

13 水 ○ 英語

14 木 ○ さんすう バレエ

15 金 ○ ミニアルバム

16 土

17 日

18 月 ○ マジック教室

19 火 ○ 体操 うんどうあそび

20 水 ○ 英語 LEGO

21 木 ○ さんすう バレエ

22 金 ○
23 土

24 日

25 月 ○
26 火 ○ 体操 うんどうあそび

27 水 ○ 英語 LaQ

28 木 ○ さんすう バレエ

29 金 ○ アロマストーンサシェ

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


