
月 火 水 木 金

3日 4日 5日 6日 7日　小学校運動会振替休日

15:20～16:35 15:30～16:30 16:00～17:00

世界を旅するスイーツクッキング
～ポンデケージョ（ブラジル）～

キッズヨガで体も心も健康に！
「和」日本の伝統クッキング

～梅ジュース＆しそふりかけ～
10:00～11:00

♪子ども会議♪

参加費　1000円（持ち帰りあり）
定員　16名

参加費　700円
定員　20名

参加費　1000円（持ち帰りあり）
定員　16名

13:30～14:30

みんなで楽しむ百人一首

空手・そろばん サッカー・ピアノ ピアノ
15:00～16:00

手作りおやつ

10日 11日 12日 13日 14日

15:20～16:20 15:20～16:20

★好きなおやつを選ぼう★
駄菓子おやつDAY

野菜煮込み編 ハンカチ染め編

ジャグリングサークル ゆびあみサークル

空手・そろばん サッカー STEM・ピアノ 　　STEM・ダンス・ピアノ

17日 18日 19日 20日 21日

15:20～16:20 16:00～17:00

ハーバリウムを作ろう！ カルビーお菓子コンテスト
運動能力向上講座

～カラダとボールを操ろう～

参加費　1200円（持ち帰りあり）
定員　16名

参加費　700円
定員　16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

24日 25日 26日 27日 28日

15:50～16:50 15:30～16:30

LaQで遊ぼう！
～オリジナルメガネを作ろう～

スラックライン ♪子ども会議♪

参加費　1700円（持ち帰りあり）
定員　20名

参加費　500円
定員　16名

ジャグリングサークル ゆびあみサークル

空手 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

6月の予定表

参加費　800円（持ち帰りあり）
定員　16名

野菜で染物づくり
～オリジナルハンカチをつくろう！～

開室時間
8:30～18:30（延長～19:00）
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子ども会議でリクエストが
あったプラレール。
アフター利用のご家庭が
寄付してくださいました。
ありがとうございます！
子どもに大人気おもちゃ
です！

６月のお便り
今月の一枚

5月16日(木)アフタースクールにやってきた子どもたちは、いつもと違ったおやつの時間を過ごしました。
この日は、「★好きなおやつを選ぼう★ 駄菓子おやつDAY」。

１００円を渡して、自分の好きなおやつを選んで買ってもらいました！
おつりの計算など、お金の使い方を簡単に説明しましたが、実践あるのみ！！！

ということで、実際にお買い物をしてもらいました☆彡

「すいませーん、これくださーい」とほしいおやつを買っていきます。
実際にやってみると面白いもので、

好きなおやつを２つも３つも買いそろえる子
色々な種類を買えるだけ買う子

など十人十色。
中には、「５円じゃだめ～？」と値切りの交渉を申し込んでくる、お買い物上手な子もいました。
お金の使い方に戸惑っていた子も、最後には「はい！おつり２０円ください！」と立派なお客さんに。

みんな買い物を終えると嬉しそうに
「何買ったの？」「ぼくはこれだよー」「この間これ食べておいしかったんだー」
といつものおやつの時間とは違ったお友達との会話が生まれていました。

いつもは決まったおやつを食べていますが、今日は「自分で選ぶ」おやつだったので
残さず、楽しく、そしておいしそうに食べていました。

何気ないおやつの時間も自分達の工夫次第で大切な時間に変わる、そんな一日でした。
来月以降も、楽しいおやつの時間を子ども達と一緒に創っていきたいと思います。

これからも子どもたちのやりたい！を大切に
「子どもたち自らで選び、進んでやってみる！」を実現できるアフターでありたいと思います。

定期プログラムが始まりました

自由遊び

こちらも子ども会議でリク
エストがあったブロック。
レゴブロックを増やした途
端、次々と超大作が出
来上がってきました！

すぎさんの昔遊びは、自
分でおもちゃを作ってみん
なで遊んで、子どもたちが
夢中になる遊びです！

木とコルクがあるだけで、
熱中して自分の世界を
表現する姿が！



ゆびあみサークル

子どもたちはものづくりが大好き。そして、1年生とは思えないほど発想力・創
造力が豊かで、指先も器用です。そんな子どもたちが熱中してしてくれるか
な？ゆびあみサークルが発足しました。
何を作るかは、子どもたち次第。
自分の娘と一緒にたくさんの編み物をしてきた農大稲花
アフタースクールスタッフ中間祐子が子どもたちと一緒に楽
しみながら教えます。

みんなで楽しむ百人一首
百人一首は日本語の美しさを感じたり、575のリズム感を養ったり、日本の伝統を知ったり、小さいうちから触れてもらいたい日本の文化です。
農大稲花アフタースクールでは、子どもたちにそんな百人一首を身近に感じてもらいたい、そう考えて、6月から定期的に百人一首の活動をしていきたいと思っていま
す。
難しそう、覚えるのが大変そう・・・そんなイメージが強い百人一首ですが、大丈夫、はじめてでも気軽に楽しめる遊びがあります。今回は百人一首を初め、風呂敷
の使い方や食事の際の作法など、日本文化に精通した宮島先生に、初心者でも楽しめる「チラシとり」と「ぼうずめくり」を教えてもらいます。

講師：ゆるりと百人一首 代表 宮島 ともえ

６月のスペシャルプログラム
≪お申込方法≫
・６月のスペシャルプログラムは、５月27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。

※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

運動能力向上講座
～カラダとボールを操ろう～

毎月すぐに定員になってしまう、「運動能力向上講座」。５月までは運動競技会に向けて「走る」を
テーマにプログラムを実施しましたが、その成果は発揮できましたでしょうか。
６月は「カラダとボールを操ろう」、ボール運動を楽しみながら、手と目の協調能力を高めるプログラム
を実施します。ボール投げ、キャッチ、アタックなど、いろいろなスポーツに繋がる基礎的な動き方を練習
します。今月は１回のみ実施です。お申し込みはお早めにお願いします。
★持ち物：実習着又は動きやすい私服、水筒、タオル

講師：東京農業大学 応用生物科学部准教授（スポーツ科学）勝亦陽一

6/20（木）
16:00～17:00

【参加費】700円
【定員】16名

「和」日本の伝統クッキング
～梅ジュース＆しそふりかけ～

梅がおいしい季節になりました。今月の「和」日本の伝統クッキングでは、梅ジュースとしそふりかけをつ
くります。梅ジュースは毎日瓶を振って、寝かせ、１か月かけて作ります。毎日アフターに来なくても大
丈夫、来室しない日はお友達が手伝ってくれます。しそふりかけは、オーブンを使い、蒸し暑く食欲のな
いこれからの季節にもピッタリの、さっぱりとしたごはんによく合うふりかけをつくります。
持ち帰りは梅ジュース：1か月後、しそふりかけ：当日となります。
★持ち物：エプロン、マスク、三角巾、ハンドタオル

講師：放課後NPOの売れっ子クッキング講師 戸叶綾子

6/6（木）
16:00～17:00

【参加費】1000円
【定員】16名

世界を旅するスイーツクッキング
～ポンデケージョ ～

【参加費】1000円
【定員】16名

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

6/4（火）
15:20～16:35

大人気の「世界を旅するスイーツクッキング」、６月は『ポン・デ・ケージョ』を作ります。
ポンデケージョはブラジルのお菓子、日本では「チーズパン」とも呼ばれています。ブラジルでは18世紀に
は存在したといわれるほど、古くからあるお菓子で、現在ではお店や家庭でなどで広く親しまれています。
外はサクサク、中は柔らかくもっちりとした独特の食感を味わいます。５～６個作るので、ご家族で是
非味見してみてください。
★持ち物：エプロン、マスク、三角巾、ハンドタオル

スラックラインにチャレンジ！

4月にも開催し人気だった「スラックライン」プログラム、６月も開催が決まりました！
スラックラインはゴム状のベルトを綱渡りのように進んだり、上達するとその上で技を披露したりと、今大
注目のNEWスポーツです。バランス感覚や体幹のトレーニングにもなり、いろんなスポーツをするうえで、
カラダの基礎をつくることができます。まずは立つところから！先生が優しく楽しく教えてくれます。
※マットをひいて安全を確保した上でプログラムを実施しますが、一般のスポーツ同様、骨折、捻挫と
いった怪我の可能性があります。あらかじめご了承ください。
★持ち物：実習着又は動きやすい私服、水筒

6/25（火）
15:30～16:30

【参加費】500円
【定員】16名

講師：スターキッズたいそうくらぶ・エンジェルキッズ代表 名執典子

LaQで遊ぼう！
~オリジナルメガネを作ろう！～

４月「平面モデルを作ろう」、５月「コマをつくろう」と大好評だったLaQプログラム、自由遊びでもたくさ
んの作品が生まれ、子どもたちのLaQ技術がどんどん上達しています。今月はさらにレベルアップをして
「オリジナルメガネ」づくりに挑戦します。折りたたみ式や、カラフルなメガネなど、個性豊かなメガネを作
ります。ちょっと難しそう…という方も大丈夫、浅川先生が優しく教えてくれます。今回も作った作品は
持ち帰ることができます。

講師：LaQマスター 浅川直樹

6/24（月）
15:50～16:50

【参加費】1700円
【定員】20名

講師：東京農業大学稲花小学校図工科 小山ひより

野菜で染物づくり
～オリジナルハンカチをつくろう！～

6/11（火）・12（水）連続
15:20～16:20

※一日のみの参加も可能

【参加費】800円
【定員】16名

野菜を煮込んでハンカチの染め物づくりに挑戦します。１日目は玉ねぎと紫大根をグツグツ煮込んで、
染めるための液体をつくります。紫大根、玉ねぎはそれぞれ何色になるかな～？また、どんな風に染め
るか、デザインも１日目に考えます！２日目はいよいよハンカチを染めていきます。デザイン通りに染め
ることができるかな？さあ、自然な優しい色でオリジナルハンカチを作りましょう！
※原則２日間参加のプログラムとなりますが、１日のみの参加も可能です。１日のみの参加でも参
加費は変わりませんのであらかじめご了承ください。
★持ち物：エプロン

キッズヨガで体も心も健康に！

6/５（水）
15:30～16:30

【参加費】700円
【定員】20名

講師：luanayoga主宰 kanami

キッズヨガは、ヨガのプログラムを通して、「子供の健やかな成長を促進させること」を目的にアメリカで生
み出された教育プログラムです。
ヨガのポーズをとることで、普段よく使う筋肉も、そうでない筋肉も、隅々まで働かせるので、身体能力
の向上が期待できます。さらに、ポーズを維持することで集中力が身につき、呼吸を通してリラクゼー
ション効果や感情のコントロールなど、心の成長にもつながると言われています。子どもたちが楽しみな
がら体も心も元気いっぱいになれますように♪
晴れていて、気温が上がりすぎなければ、気持ちいい青空の下校庭で行う予定です。
★持ち物：実習着又は動きやすい私服、バスタオル、水筒

ハーバリウムをつくろう！

6/17（月）
15:20～16:20

【参加費】1200円
【定員】16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

月１回の農大生スタッフによる自然工作、今月は「ハーバリウム」を作ります。ハーバリウムは植物標
本のことで、押し花などより色あせしづらく、長く生花を楽しむことができます。最近では、おしゃれでか
わいいデザインから、インテリアとしても大人気です。そのハーバリウムを今回は手作りします。自分好
みの素敵なデザインを作ることができます。お家に飾るのも、だれかにプレゼントするのもいいですね。

6/7（金）
13:30～14:30

アフター参加者みんなで楽しみます

子ども会議
5月の子ども会議では「作品展示のルールを決めよう」「夏休みにやりたいことを決めよう」について話し合いました。

「作品展示のルール」は、作ったものをみんなに見てほしい！今日の続きを明日やりたい！を尊重して、今まで特にルールを決めずに展示していましたが、どんどん
作品が溜まっていく、新しいものを作りたい子はパーツが少なくて作れない問題が発生していました。
そこで、子どもたちが一番遊びやすい、見てもらいやすいように、展示のルールを話し合って決めてもらいました。
みんな、元気に手を挙げて、そしてじっくり考えながら、たくさんの意見を出してくれました。最後は多数決で
「レゴやLaQは毎週金曜日に片づけよう」「折り紙やお絵描きは1週間で持ち帰ろう」「他の人のものを触るときは、お友達に聞いてから」
というルールが決まりました。
自分の意見を考えて発信することから始まる。ルールは自分たちで決められる。自分たちで決めたことは、きちんと守る。ということが子どもたちに伝わるといいなと
思っています。

「夏休みにやりたいこと」は、ここには書ききれないくらいたくさーんの楽しい♪遊びが出てきました。
普段は、15時頃にアフターに帰ってきて、すぐにプログラムに参加して帰宅してしまう子もいますし、おやつ学習タイム後の自由遊びをめいっぱい遊んでもまだまだ遊
び足りない！もっと遊びたかったという子がたくさんいます。
遊びからたくさんのことを吸収して成長する今の年齢だからこそ、いつも一緒にいるお友達と一緒に、時間を忘れて好きな遊びに熱中できるそんな夏休みになるよ
う、子どもたちのやりたい！を叶える夏休み企画をお届けします。
夏休みのお便りは6月20日前後に配布予定です。ぜひ子どもたちのやりたい！が詰まった内容をご覧ください。

6月の子ども会議のお題はまだ未定です。その時々、子どもたちが話し合いたそうなことをテーマに、「自分の考えを伝える」大切さや「伝えることでその場が作られて
いく」経験を積んでいってほしいと思います。

6/7（金）
10:00～11:00

6/27（木）
15:30～16:00

カルビー第9回お菓子コンテスト
みんなが考えたお菓子が、本当のお菓子になっちゃうかも！？？
この日は、カルビー社員の方が農大稲花アフタースクールにやってきます。当日発表されるテーマに合わせて、こんなお菓子があったらいいな！を絵と文章で表現して
もらいます。
カルビー従業員700人の審査を経て、1位～3位・優秀賞7作品・特別賞2作品・入選（作品数未定）に選ばれると、表彰式で表彰されます。さらに上位1位
～3位に選ばれると、自分の考えたお菓子が実際のお菓子になるんですって！
今年のテーマは何かな？参加してくれた子には、お菓子のお土産があります。
※当日のコンテスト参加風景の写真がカルビーの広報用に使用される可能性があります。撮影不可の方は事前にご連絡をお願いいたします。
※子どもたちの作品はカルビーにお渡しし、表彰式や広報等に使われる可能性があります。ご協力いただけない場合は事前にご連絡をお願いいたします。

6/19（水）
15:30～16:30

ジャグリングサークル

中学高校とジャグリング部だった農大稲花アフタースクールスタッフ佐藤桃香が
教える＆子どもたちと一緒に楽しむサークルが発足しました。
公園などで大道芸をやっていると、つい足が止まっ
てしまいます。あんな大技ムリムリと思いますが、小
学生でもできるジャグリングもあるんです！
楽しみながら、技獲得を目指して、子どもたちと
一緒に楽しめればと思います。

参加したい子が自由に楽しみます


