
11月のお便り

11月のスケジュール

継続は力なり！目標に向かって成長する子どもたち

定期プログラム空手の希望者が、10/6（日）第69回世田谷区民体育大会空手道競技大会、

10/20（日）第54回世田谷区民スポーツ祭りに参加してきました。

5月からスタートして約半年間、月3回という限られた時間の中でいつも真剣に練習に取り組んできた子どもたち。

プログラムでは、空手の技だけではなく、礼儀や空手をするうえでの心構えも教えてもらいます。はじめは道衣を着

るのも、大きな声であいさつすることも苦手だった子どもたちが、練習を重ねるごとに姿勢よく、あいさつも大きな声

を出せるようになっていきました。

今回の大会やスポーツフェスティバルの演武では、初めての大舞台ということもあり、子どもたちはとても緊張して

いましたが、日頃の練習の成果を堂々と発揮することができました。大会では、勝って嬉しい思いをした人も、負け

て悔しい思いをした人もいました。また、演武では大きなステージに立ち、演武を成功させたことが子どもたちにとっ

て大きな自信となりました。大会・演武の翌日には、今回得た経験をもとに、更に練習に励む子どもたちの姿が見

られました。

何かに継続して打ち込むことで、できなかったことができるようになり、そしてそれが子どもたちの自信になります。

今回の大会・演武を通して、楽しいだけではなく、大変だったり、悔しい思いをしたりしながらも継続することの大切

さをスタッフも改めて実感しました。

月 火 水 木 金

1日

終日開室日
鉄道博物館　遠足

※学校への立ち入りは禁止となります
※事前申込は締め切りました。急遽参加希望の方

はメールにてご連絡ください
※キッズアイでの申込は不要です

4日 5日 6日 7日 8日

15:20～16:50 15:30～16:30 駄菓子準備日 駄菓子準備日

文化の日　振替休日
旅するスイーツクッキング
～スペイン　ポルボロン～

フェンシングに挑戦 子ども会議
よっしーと一緒に絵を描こう！

～4コマ漫画に挑戦～

参加費　1000円　
定員　12名

参加費　無料（お試しのため）
定員　10名

サッカー STEM・ピアノ

11日 12日 13日 14日 15日

駄菓子DAY

16:00～17:00
17:00～18:00

16:00～17:00 15:20～16:50

どんぐりリースをつくろう！
ベースボール型

ボールゲームを楽しもう！
「和」日本の伝統クッキング

～さつまいもの蒸しパンづくり～

参加費　800円　
定員　各10名

参加費　700円　
定員　16名

参加費　1000円　
定員　12名

空手・そろばん サッカー・ピアノ ピアノ 　　STEM・ダンス・ピアノ

18日 19日 20日 21日 22日

15:30～16:30 16:00～17:00

フェンシングに挑戦
プチミュージカル

～ライオンキングに挑戦～

参加費　無料（お試しのため）
定員　10名

参加費　7００円
定員　10名

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM・ピアノ 　　STEM・ダンス・ピアノ

25日 26日 27日 28日 29日

LaQWEEK
LaQフランプリ

15:20～16:35 よっしーお別れ会

16:45～18:00

LaQに挑戦！
～ロボットをつくろう～

手押し車づくり

参加費　900円　
定員　20名

参加費　1200円　
定員　各10名

そろばん ピアノ STEM 　　STEM・ダンス・ピアノ

　　　　　　アフター参加者みんなで行います（プログラムのため参加できない子は除く）

                 　スペシャルプログラム（事前に申込をした子が参加します）

　　　　　　定期プログラム（事前に申込をした子が参加します）

　　　　　　参加したい子が自由に参加します

　　
　　
　　

15:20～16:45

11月でよっしーが
アフタースクールを卒業します。
最後によっしーとたくさん遊んで

思い出をつくりましょう！

みんなで協力！巨大アートを楽しもう
～折り紙でみんなの街をつくろう～

みんなで協力！巨大アートを楽しもう
～紙コップアート～

※入学試験前日のため、小学校内地下1階のみで
活動を行います。また、保護者の方の小学校内へ

の立ち入りは禁止となります。
※お迎えの際は、校門につきましたら農大稲花ア
フタースクール「080-3089-9448」までお電
話ください。スタッフがお子様を校門までお連れ

いたします。
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10月のベストショット
９月からスタートした「スペシャルWEEK」

一定期間、子どもたちが好きなことに継続して熱中できる環境を作っています。

9月は「工作WEEK」「プラレールWEEK」
10月は「工作WEEK」「ハロウィンWEEK」

好きなことや得意なことに熱中している子ども達の姿がこれまで以上に見られるようになりました。

その中の「ハロウィンWEEK」では、
10/30(水)のハロウィンパーティーに向けて仮装づくりや装飾づくりなど、とってもユニークな作品を作っています。

子ども達のこんなことをしたら楽しそう！面白そう！と次々と生まれてくるアイディア。
ひとつの目標や目的に向けて、自分達で考えて何かを創りだす目はいつもの何倍も輝いています。

ハロウィンWEEK内の「駄菓子おやつDAYハロウィン.ver」のお店屋さんの中には
いつもの看板をハロウィン仕様にしたり、バスケットを用意したり、置物などの装飾もありました。

中には、お店の人が仮装しているチームも。

この期間、やってみたらおもしろいかも！こんなことも考えた！
といった子ども達自身でハロウィンを楽しもうとする姿が多く見られました！

「ハロウィンWEEK」はまだ1週間続きます。
10/28（月）29（火）「ハロウィン飾りづくり」では、

お家で飾れるガーランドやカボチャのバスケットを作成します。
10/30（水）はお待ちかねの「ハロウィンパーティー」です。

自分たちで作った仮装グッズで変身したら、小学校内を巡ってハロウィンなぞ解きに挑戦します！
最後のBOSSまでたどり着けるかな…？

10/31（木）「ハロウィンおやつ」では、手作りおやつを楽しむ予定です。

※ハロウィンパーティーの際の仮装グッズは、ハロウィンWEEK中にアフターで作ったものを使います。
ご家庭から私物の持ち込みは禁止となりますのでご注意ください。



11月のスペシャルプログラム
≪お申込方法≫
・11月のスペシャルプログラムは、10月28日（月）12:30よりWeb申込開始です。

KidsAIの「スペシャルプログラムPG」よりお申込みください。
・定員があるプログラムは先着順の受付となります。

定員を超えた場合は、キャンセル待ちを承りますので、メールにてご連絡ください。
定員に達していないプログラムは、前開室日17:00までお申込みいただけます。

・一度お申込いただいたスペシャルプログラムはキャンセルできません。
当日の参加がない場合でも参加費はいただきます。やむを得ない事情の場合は事前にご相談ください。

※スペシャルプログラムのお申込は、アフタースクールへのご入会が必要です。
※スペシャルプログラムに参加する日は、レギュラー利用またはスポット利用とセットでお申込ください。

料金はすべて税別

11月の花 シクラメン 花言葉 はにかみ

お知らせ
≪利用者アンケートについて≫
アフタースクールについての利用者アンケートを実施致します。
期間：11月11日（月）～11月25日（月） 予定
アンケートの回答方法など、詳細は後日メールにてご連絡致します。
※調査内には保護者さま、お子さまそれぞれにお答えいただく項目がございます。お子さまへの質問は、お子さまにお聞きいただき、ご回答をお
願いいたします。
皆さまの忌憚のないご意見を頂戴し、アフタースクールの今後の運営に活かしていきたいと考えております。ご協力の程よろしくお願いいたします。

≪電話連絡時の保護者確認について≫
首都圏の学童施設にて、保護者になりすまして帰宅時間変更の電話を行い、児童を帰してしまうという事案が発生しました。
放課後NPOアフタースクール運営の施設ではありませんが、アフタースクールでも同様のことが発生する可能性がありますので、子どもたちの安
全管理の観点から、アフタースクールに電話をする際は「クラス」「児童名」「担任名」をスタッフにお伝えいただきますようお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、子どもたちの安全を守るための対策ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

≪災害時のアフタースクール開室・閉室について≫
今年の9・10月は台風が多く、河川の氾濫や交通機関の乱れなどが多く発生しました。
災害時のアフタースクールの開室ついては、原則下記のようになります。
①安全が確保できる場合は、学校と協議のうえ、基本的に開室します。
②警報が発令している場合は、子どもだけでの帰宅は危険に遭遇する可能性があるため、保護者の方の送迎が必要になります。
※通常の開室と異なる場合は、その都度メール等にてご連絡いたします。

≪冬休みについて≫
◆開室日
12月26日（木）、27日（金）、1月6日（月）、7日（火） ※12月28日（土）～1月5日（日）はお休みとなります。
◆利用時間
8:30~18:30(延長19:00）

世界を旅するスイーツクッキング
～スペイン ポルボロン～

【参加費】1000円
【定員】12名

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

11/5（火）
15:20～16:50

世界を旅するスイーツクッキング、今月はスペイン生まれの「ポルボロン」です。スペインの中でもアンダルシア
地方の伝統的なお菓子であるポルボロンは、アーモンドがたっぷりと使われた、ホロホロとした食感が特徴で
す。スペインでは昔から、「溶けてなくなってしまう前に『ポルボロン』と3回唱えることができると、幸せが訪れ
る」と言い伝えられています。ぜひお試しを！
使用予定の食材：アーモンドプール・バター・砂糖・薄力粉
※上記食材で配慮が必要な場合はご連絡ください。
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル

ベースボール型
ボールゲームを楽しもう

【参加費】700円
【定員】16名

講師：東京農業大学 応用生物科学部 スポーツ科学 准教授 勝亦陽一

11/14（木）
16:00～17:00

２回目となったベースボール型ボールゲーム、前回はボールを打ったり、捕ったり、ベースボールの基本と
なる動きを練習しました。今回は遠くまで飛ばせるように打ったり、打たれたボールをキャッチする練習を
したり、前回より少しレベルアップした内容で楽しみます。打つのは難しいですが、ティーバッティングを使
うので、止まっているボールを打つ練習から始めることができます。
一緒にベールボールを楽しみましょう！
【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル

「和」日本の伝統クッキング
～さつまいもの米粉蒸しパン～

【参加費】1000円
【定員】12名

講師：調理師 ABC Cooking元講師食育スペシャシャリスト 戸叶綾子

1１/15（金）
15:20～16:50

LaQに挑戦！
～ロボットをつくろう～

【参加費】900円
【定員】20名

講師：LaQマスター 浅川直樹

11/25（月）
15:20～16:45

今月はLaQグランプリを開催します。（左ページ参照）初めてのLaQグランプリのテーマ「ロボット」を先生
と一緒に作ります。LaQでロボット…難しそうですが、ロボットの基本形のつくり方を教えてくれるので、あとは
そこに自分のオリジナルを加えることで、自分だけの作品を作ることができます。
色やデザインを工夫したり、動いたり変形したりする仕組みを作るのも面白いですね。
グランプリを目指してロボット作りに挑戦しよう！
※プロうグラム後一週間、先生からたくさんのLaQをお借りして、めいっぱいLaQを楽しみます。

フェンシングに挑戦

【参加費】無料（お試しのため）
【定員】各10名

講師：東京農業大学 名誉教授 東京農業大学フェンシング部監督 髙橋英一

11/6 （水）
15:30～16:30
11/20（水）

15:30～16:30

前月初めて実施し、大人気だったフェンシング、今月も２回開催します。
子どもでも痛くないように柔らかいですが、本物のフェンシングのように相手に当たるとピピッっと反応する
本格的な道具も使います。小さい的にねらいを定めて付く、これがなかなか難しいのですが、じっくり練
習して少しずつ上達していきましょう。また、２人で対戦して練習の成果を試したり、足の使い方を練
習したり、フェンシングを存分に楽しみましょう！
【持ち物】長袖（実習着または運動できる私服）、水筒、タオル

プチミュージカル
～ライオンキングに挑戦～

【参加費】700円
【定員】10名

講師：農大稲花小学校音楽科教諭 増當美里亜

11/21（木）
16:00～17:00

農大稲花の子どもたちは歌うことが本当に大好き。音楽を流すとアフターでも歌ってくれます。
いつも大人気の増當先生による音楽プログラム、今回は今年実写版映画の公開で話題になった「ラ
イオンキング」の曲を歌い、踊ります。歌と共にダンスもつけて、ミュージカルの一部を表現します。
リズムをとることも、歌うこともいつもより少しレベルアップしたミュージカル調の曲「ライオンキング」を一緒
に楽しみましょう！

電車デザイナー体験！
～プラレールの電車をつくろう～

【参加費】1200円
【定員】各10名

講師：公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 東日本ブロック ブロック長 高橋翼

11/26（火）
15:20～16:35
16:45～18:00

子どもたちが大好きなプラレール！なんと木製電車を作っちゃいます！
木を選んで、組み立てて、色を塗ったら、世界にひとつだけのオリジナル電車の完成です🚃。
東京から出た廃材を再利用して、ほっこりかわいい木材で出来た電車を作成します。作った電車はプ
ラレールと同じサイズ。手押し車としても、プラレールにつなげて電動で走らせても楽しめます。
最後はアフターにあるプラレールセットでみんなで走らせましょう！
※作った電車はお持ち帰りいただけます。

スペシャルWEEK
一定期間、テーマに合わせて子どもたちが好きなことに熱中できる環境をつくります。
アフターにいる時間ならいつでも、いつもよりパワーアップした場所や物で、いつもより特別な遊びができます。
今月は、≪みんなで協力！巨大アートを楽しもう≫≪LaQグランプリ開催！LaQ WEEK≫ を予定しています。

≪みんなで協力！巨大アートを楽しもう≫ 
11（月）12（火） 折り紙でみんなの街をつくろう

18（月）19（火） 紙コップアート

小学校教諭歴32年のさっちーさん。これまで教育現場で様々な造形表現を実践してきたさっちーと一緒に子どもたちが協力してひとつのも
のを作り上げる創作活動を行います。
子どもたちは、工作が大好き！普段、個人個人で作っているものもお友達と協力することで、「もっと大きなものが作れること」「お友達の新た
な発想や表現に気づくこと」「話し合いをしながら作り上げる面白さ」などを感じてもらえるといいなと思っています。

≪LaQグランプリ開催！LaQ WEEK≫
25（月) スペシャルプログラム LaQに挑戦！～ロボットをつくろう～
26（火）～29(金) 「LaQグランプリ」に向けて、たくさんのLaQでロボットを作ろう

今月の「LaQ WEEK」は浅川先生のたくさんのLaQをお借りして「第一回LaQグランプリ」を開催します。
今回のテーマは「LaQでロボットをつくろう！」
25（月）のスペシャルプログラムでロボットづくりを教えてもらった人も、自分のオリジナルロボットを作りたい人も、浅川先生のたくさんのLaQ
を使って、ロボットを作ろう！
LaQグランプリに参加する人は、25（月）～29（金）に作ったロボットをスタッフが写真を撮ります。グランプリに参加する写真を浅川先生
に見ていただき、色やデザイン、工夫した点をもとに審査いただき、グランプリを決定します！グランプリに選ばれた子には、先生からプレゼント
があるかも！？
もちろん、今までのLaQ WEEK同様、ロボットに限らず、たくさんのLaQで自由に遊ぶこともできるので、LaQ好き集まれ～！！

今月は「さつまいもの米粉蒸しパン」づくりを行います。蒸し器をつかって、旬の食材であるサツマイモをたっ
ぷりいれた蒸しパン作りにチャレンジします！クッキングでは初めて使う蒸し器の使い方も学びながら、サツ
マイモの甘味を感じられる蒸しパンづくりに挑戦です！
使用予定の食材：さつまいも、米粉、卵、豆乳、砂糖
※上記食材に配慮が必要な場合はご連絡ください。
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル

どんぐりリースをつくろう！

【参加費】800円
【定員】各10名

講師：農大稲花アフタースクール 小林果緒 宮崎珠未

11/13（水）
16:00～17:00
17:00～18:00

ようやく秋らしい季節が訪れ、秋の植物が顔をだし、どんぐりを拾ってくる子どもたちも見られるようになりまし
た。どんぐりでやじろべえやコマを作ったことがある人は多いと思いますが、今回の自然工作では、「どんぐり」
を使ったリースを作ります。どんぐりに顔や模様を描き、ツルでできたリースに装飾していきます。
どんぐりだけではなく、松ぼっくりや他の秋らしい植物を飾ることで、素敵なリースが完成すること間違いな
し！クリスマスの時期まで飾れるおしゃれなリースを一緒に作りましょう。
※前半16:00～17:00の回はプログラム参加後単独下校が可能です

ハロウィン駄菓子準備

プログラム
遊びの様子

フェンシング ダンボールドラム 本物のドラムにも挑戦


