
５月のお便り
学校生活が始まり、2週間がたちました。

子どもたちは、毎日6限、7限まで頑張って授業を受けた後
アフターまで元気いっぱいに来てくれます。

「今日は校庭で遊べる～？」
「プログラム楽しみなんだ！」

「あれぇ今日はたまちゃんいないの？」（いろいろなスタッフの名前を言ってくれます）
「一緒に新しいボードゲームしようよ！」

いろいろなことを楽しみにアフターに来てくれているようです。

子どもたちにとって、放課後、自分の好きなことがお友達と一緒にできる居場所になるように
これからも子どもたちの様子を見ながら、子どもたちとたくさん話しながら

アフタースクールを作っていきます。

今月の一枚

スタッフ紹介≪追加≫

高杉忠男（すぎさん）
息子３人、孫４人。工作大好き

4人 5人 全員男の子！
すぎさんの昔遊びに夢中の子どもたち

アフタースクールではこんなメンバーが待ってます★
アフタースクールは子どもたちのワクワク♪♪やこれやりたい！！を見つけて、好きなことを続けられる場所です。

先生と子どもの関係ではなく、そんな子どもたちをサポートするスタッフでありたいと思っています。なので、みんなには愛称で呼んでもらっています。

4/10（水）アフタースクールに集まった子どもたちで、第一回子ども会議を行いました。
この日のテーマは「アフタースクールにいれるおもちゃを話し合おう！」

実はその前の週に、子どもたちが「ギザギザのハサミが欲しい」「LaQのこのパーツが欲しい」と言っていたので、
だったらみんなで話し合って、子どもたちが欲しいおもちゃを増やしていこうと思ったのです。

「トミカ」「プラレール」「カードゲーム・色んなゲーム」「ポケモンカード」「おままごとセット」から、
「ピアノ」や「ジャングルジム」「すべり台」「鉄棒」といった大物も！

なかには、「スイッチ（Switch)」、出るよなー、出たら大人が困るおもちゃだなーというものも。

そんな中、子ども会議を楽しみにしていながら、先に帰ってしまったお友達の意見「秘密基地を作りたい」にみんな大盛り上がり！
「秘密基地作りたーい！」「秘密基地を地下に掘ってその中にすべり台作ったらいいんじゃない！？」
そんな子どもたちが楽しみにしてくれている「秘密基地づくり」は少し先のお楽しみにする予定です★

出てきた意見の中で、「パズル」「ポケモンパズル」は早速３Dのピカチュウパズルとドラえもんパズルを導入しました。
1年生とは思えない集中力とみんなの協力で、わずか2日で完成！

「ぬりえ」「ドラゴンボールのぬりえ」はスタッフよっしーが作ったものにみんな大喜び！
「ピアノ」は近々、音楽室で順番に練習できるようにする予定です。

これからも子どもたちのやりたい！を大切に
「子どもたちが自分で考えて、考えを発表する」そしてそれが実現するアフターでありたいと思います。

訂正

柴田義仁（よっしー）
絵を描くのが大好き＆とっても上手

アフターのぬりえはみんなのリクエスト
に応えてよっしーが作ってます！

NEW

川島幸子（さっちー）
小学校教諭歴23年！2児の母

小学校教諭・養護学校教諭免許有

NEW

月 火 水 木 金

1日 2日 3日

6日 7日 8日 9日 10日

♪子ども会議♪ よっしーと絵を描こう

15:30～16:45 15:50～16:50 15:30～16:30

「和」日本の伝統クッキング
～季節のいなり寿司～

LaQで遊ぼう！
～こままわし大会～

運動能力向上講座
～運動競技会に向けて「走る！」～

参加費　1000円（持ち帰りあり）
定員　16名

参加費　1500円（持ち帰りあり）
定員　30名

参加費　700円
定員　16名

13日 14日 15日 16日 17日

すぎさんの昔遊びDAY
★好きなおやつを選ぼう★

駄菓子おやつDAY

15:30～16:30 15:30～16:30

お花のバスボムづくり
運動能力向上講座

～運動競技会に向けて「走る！」～

参加費　800円（持ち帰りあり）
定員　12名

参加費　700円
定員　16名

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM ダンス・ピアノ

20日 21日 22日 23日 24日

♪子ども会議♪ すぎさんの昔遊びDAY

15:30～16:45 15:30～16:30

世界を旅するスイーツクッキング
～エッグタルト（ポルトガル）～

レジンでヘアアクセサリーづくり

参加費　1000円（持ち帰りあり）
定員　18名

参加費　1000円（持ち帰りあり）
定員　15名

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM ダンス・ピアノ

27日 28日 29日 30日 31日

よっしーと絵を描こう

15:30～16:30 16:00～16:55

ケーキでHappyBirthday
ポップアップカードづくり

みんなで歌って踊ろう！
曲はお楽しみ♪

参加費　800円（持ち帰りあり）
定員　18名

参加費　400円
定員　20名

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM ダンス・ピアノ

　　　　　　アフターに集まった子の中で、参加したい子が参加します

                 　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）

5月の予定表
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5月のスペシャルプログラム
≪お申込方法≫
・5月のスペシャルプログラムは、4月22日（月）12:30よりWeb申込開始予定です。

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。
ただし、現在受講が確定していない定期プログラム【そろばん】【STEM】【ピアノ】にお申込み中の方で、
定期プログラムの受講確定のためのキャンセルは承ります。

※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

世界を旅するスイーツクッキング
～エッグタルト（ポルトガル）～

世界を旅するスイーツクッキング、第２回目はポルトガルのエッグタルトづくりに挑戦します。
エッグタルトは中国？と思われますが、実はポルトガルのパステル・デ・ナタが発祥のパイ生地のサクサク
食感とカスタードの優しい甘さが美味しいお菓子です。
今回は中に入れるクリームをみんなで作ります。生クリーム、卵を混ぜて、おいしくて甘～いエッグタルト
を作りましょう。

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

5/20（月）
15:30～16:45

【参加費】1000円
【定員】18名

「和」日本の伝統クッキング
～季節のいなり寿司～

【参加費】1000円
【定員】16名

講師：放課後NPOの売れっ子クッキング講師 戸叶綾子

5/7（火）
15:30～16:45

運動能力向上講座
～運動競技会に向けて「走る！」～

5/10（金）・15（水）
15:30～16:30

【参加費】700円
【定員】16名

みんなで歌って踊ろう！
曲はお楽しみ♪

子どもたちは歌を歌うのも体を動かすのもだーいすき。5月は子どもたちのリクエスト曲で歌って踊ろうと
思います。
みんなのリクエスト大募集中！
※曲が決まりましたら、メールにてお知らせします。

5/30（木）
16:00～16:55

【参加費】400円
【定員】20名

講師：農大稲花小学校 音楽科 非常勤講師 オペラ＜カルメン＞カルメン役など多数出演 増當 美里亜

アフタースクールでの様子

スペシャルプログラムが始まりました！

春の花
ポップアップカード
誰にプレゼントしたのかな？

「和」日本の伝統クッキング
～三色団子～

苺・抹茶のモチモチ団子おいしいね

LaQで平面モデルを作ろう
こんなたくさんのLaQに大興奮！

目指せ浅川先生！！

「和」日本の伝統クッキング、第２回目は「季節のいなり寿司」づくりにチャレンジします。
いなり寿司は農耕を司る神「稲荷神」のお供え物に由来する日本の伝統的な料理です。
お寿司には欠かせない子どもが大好きな甘いすし酢。今回は講師手作りのすし酢をなめて材料当て
ゲームを通して、子どもたちに素材を考えてもらおうと思います。子どもたちが作る初夏をイメージした
青い柴漬けのお稲荷さんをお楽しみに！

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

4月のプログラムで、すぐに満席キャンセル待ちのご連絡をいただいた「運動能力向上講座」。
6月の運動競技会に向けて、5月は2回開催します。
勝亦先生が研究している「スポーツ科学に基づいた体の動かし方」に基づいて、小学生向けにオリジナ
ルプログラムを作ってくれています。子どもたちが楽しむことが一番！楽しみながらコツを習得できるように
工夫して教えてくれます。4月の1回、5月の2回とすべて少しずつ内容が異なりますので、1回だけの
参加でも3回すべての参加でも飽きることなく参加できます。
全ての運動競技につながる「走る！」。運動大好きっこ集まれ～！

レジンでヘアアクセサリーづくり

≪女の子が大好き、透明でキラキラのヘアアクセサリーを作っちゃいます！≫
レジンを知っていますか？レジンは接着などに使われる材料の樹脂ですが、最近はUVレジンという光
をあてて固めて様々なものをつくるレジン工作が話題となっています。
そんなUVレジンを使って、キラキラオリジナルヘアアクセサリーを作ります。
※レジンを使う際は手袋を着用しますが、肌荒れを起こす場合もございますので、お肌の弱い方はあ
らかじめご相談いただきますようお願い致します。

講師：農大稲花小学校 図工科 小山ひより

5/22（水）
15:30～16:30

【参加費】1000円
【定員】15名

ケーキでHappyBirthday
ポップアップカードづくり

4月のお花のポップアップカードづくりでは、子どもたちが夢中になってカードを作っていました。こっちはお
母さんにプレゼントでこっちはお父さんにプレゼントと表と裏にメッセージを書く子も。
さてさて今回はどんなカードができるかな？5月はショートケーキのポップアップカードを作ります。4月より
少し難しくなりますが、きっと稲花小の子どもたちは素敵なカードを作ってくれると思います！お楽しみ
に！

講師：手作り絵本＆ポップアップカード 絵本クリエーター 桑原妙子

5/28（火）
15:30～16:30

【参加費】800円
【定員】18名

LaQで遊ぼう！
～こままわし大会開催～

5/8（水）
15:50～16:50

【参加費】1500円
【定員】30名

4月に来ていただいたLaQマスター浅川先生のLaQ作品に、子どもたちは目を輝かせていました。そん
な子供たちの様子を見て、LaQで遊ぼうシリーズ、月1回開催決定いたしました！
5月は「こままわし大会」。自分で作ったLaQこまで、どれだけ長くまわせるか、みんなで大会を開きま
す！前回楽しかった子も！前回は参加できなかった子も！浅川先生が分かりやすく教えてくれるので、
ぜひ参加してください。自分で作ったLaQこまはお持ち帰りしていただきます。

講師：LaQマスター 浅川直樹

お花のバスボムづくり

5/13（月）
15:30～16:30

【参加費】800円
【定員】12名

講師：農大稲花アフタースクールスタッフ 小林果緒 宮崎珠未

子どもたちに大好評だった4月の桜のしおりづくりも、実はアフタースタッフの農大生かおちゃん（小林
果緒）、たまちゃん（宮崎珠未）が企画実施してくれました。
2人は檜原村という東京（本州内）で唯一の村で、開墾や作物づくり、作った作物を使った商品の
販売といった地域活性に携わっています。そんな2人は自然のものを使ったものづくりが大好き。これか
らも月1回くらい子どもたちとものづくりをしようと思います。
5月は、お風呂に入れるとシュワシュワしながら溶けていく入浴剤のバスボム。中にお花を入れて、お風
呂に入れるとお花が浮かんでくる！自分だけのオリジナルのバスボムで、お風呂の時間が楽しみに♪

みんなの動物園
手作りおやつ

小さなシェフがいっぱい♡

ジェームズ先生が
英語のゲームを持って遊びに

来てくれたよ


