5月のお便り
ようこそ！アフタースクールへ！

いよいよ新学期がスタートしました！
新しい場所、新しいクラス、新しいお友達、新しいお勉強・・・

アフタースクールにも新しい仲間が増え、1年生のことを優しくお手伝いする２・３年生の姿、

学年の枠を超えて、皆で協力しながら一緒に遊ぶ姿が多く見られるようになりました。
初めは緊張した様子で過ごしていた１年生も、少しずつ表情が柔らかくなってきたように思い
ます。

たくさんの「新しい」にあふれた毎日のなか、アフタースクールが少しでも心落ち着ける場所
となり、自分の好きなことに夢中になれる場所となるよう、引き続き、スタッフ一同努めてま
いります。
5月もどうぞよろしくお願いいたします。

5月のスケジュール
月
3日

火
4日

憲法記念日

水

木

5日

6日

みどりの日

スラックライン
16:00～17:00

こどもの日

定
10日

11日

12日

STEM・空手
ピアノ・そろばん

17日

定

STEM・サッカー
ピアノ・ミュージカル

18日

定

STEM・そろばん・ピアノ

19日

15:30～17:00

24日

定

サッカー・ダンス・ピアノ

14日

定

STEM・学習支援

定

サッカー・ダンス・ピアノ

21日

マニアッククイズ選手権！
16:00～17:00

〈コンピューターゲームのしくみ〉

STEM・空手
ピアノ・そろばん

クラフトカード作ろう♪
～母の日Ver～
16:00～17:00

パントマイムを
やってみよう！
16:00～17:00

20日

電子工作

定

STEM・学習支援

13日

プログラミングに挑戦！
15:30～17:00

定

金
7日

定

STEM・サッカー
ピアノ・ミュージカル

25日

定

STEM・そろばん
ピアノ・フェンシング

26日

定
定

STEM・学習支援

27日

定

サッカー・ダンス・ピアノ

28日

工作WEEK
カエルぴょんぴょんゲーム

手作りロケット

直感でアート♪
～雨のガラス絵を描こう～
直感でアート♪
～雨のガラス絵を描こう～
15:30～17:00

定

STEM・空手
ピアノ・そろばん

定

STEM・サッカー
ピアノ・ミュージカル

定

メッセージカード作り 父の日Ver

スポーツスタッキング
16:00～17:00

STEM・そろばん
ピアノ・フェンシング

31日
駄菓子おやつDAY

フリマ

定
アフターにきた子は皆で参加します
参加したい子が参加します
スペシャルプログラム（先着順事前申込制。締切は前開室日17時）

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、
プログラム・イベント等が中止となる可能性があります。

失敗する機会を
大人になるまでにどれくらいの失敗をしてきたでしょうか。
私は数えきれないほどの失敗をしてきました。小さなことから、大きなことまで、覚えていないものもたくさんあ
ります。多くの失敗から色々なことを学び、失敗を乗り越える方法を学んできました。
しかし大人になり、子どもたちに「失敗する機会」を与えることができているか考えることがあります。
アフタースクールには失敗することを避ける、失敗することを恐れる子がたくさんいます。また、初めてのことに
なかなか挑戦できない子も多いです。それは大人が【成功した結果だけを褒める】【成功するための方法を教え
る】ことばかりをしているからかもしれません。もちろん、成功体験は子どもの自信に繋がる大切な経験です。
しかし、成功することばかりに目が向けられ、成功するまでの過程をないがしろにしてしまっては、子どもたちは
目標に向かって進むための方法や、失敗したときの起き上がり方、乗り越え方を知らないまま大人になってしまい
ます。
そばで見守る大人にとって失敗すること、させることは勇気のいることです。しかし大人になり何かにつまずい
たとき、自分で起き上がる方法を知らないと、つまずいたままになってしまうでしょう。アフタースクールでは
「失敗してもいい。失敗してもいいから、失敗したときに次どうするか考えよう」と子どもたちに伝えています。
例えば、駄菓子おやつDAYのお店担当の子どもたちには「売上が出なくても、売れ残ってもいいから、その時は、
どうしたら次は売れるか、売上がでるか考えればいいよ」とスタッフはいつも伝えています。そうすることで子ど
もたちの挑戦する心のハードルが下がるのです。失敗を乗り越えるためには時間がかかりますが、どれだけ時間が
かかったとしてもアフタースクールは子どもたちと向き合いながら少しずつ成長を見守っていきます。
アフタースクール 小林咲

スペシャルWEEK
スペシャルWEEKでは、約１週間、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。
アフタースクール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、いつもより少し特別な遊びができます。
アフタースクールに来ていれば誰でも参加できます。ぜひご参加ください。
※当日予定していた内容が変更となることがございます。予めご了承ください。

工作WEEK 5月24日(月)～28日(金)
今月は、作るだけでなくゲームとして遊べるおもちゃやプレゼントしたくなるものを作ります！
5月24日(月)・5月25日(火)は、雨の季節が近づいているので、折り紙でカエルを作ってオリジナルゲームで遊びます♪さら
に、再利用できる素材を使ってロケットのおもちゃを作ります。どこまで高く飛ばせるかな？
5月27日(木)・5月28日(金)は、父の日に贈りたいメッセージカードを作ります。自分でデザインしたカードに、心込めた
メッセージを添えて、大切な人へプレゼントしましょう♪
5月24日(月)
5月25日(火)
5月26日(水)
5月27日(木)
5月28日(金)
5月31日(月)

カエルぴょんぴょんゲーム
手作りロケット
スぺシャルプログラム 「直感でアート♪～雨のガラス絵を描こう～」
メッセージカード作り 父の日Ver
メッセージカード作り 父の日Ver
フリマ

映像WEEKについて
毎月決められた１週間の中で、子どもたちが自由に映像を製作する「映像WEEK」を実施してまいりましたが、期間に関係
なく、子どもたちが好きなタイミングで、アイデアを思い付いたときに映像を製作している姿が多くみられるようになりま
した。
そのため、この度「映像WEEK」として期間を設けず、スタッフに相談すれば、撮影に必要なiPadを借りて、
子どもたちが好きな時に、いつでも映像製作ができる体制に変更いたします。
これまで、ラジオ番組やクイズ番組、ドッキリ企画やホラー映画など、子どもたちのアイデアでたくさんの素敵な作品が生
まれてきました。
引き続き、子どもたちのアイデアや「好き」が表現された作品をYoutubeチャンネルで配信してまいりますので、
ぜひご覧ください！

お知らせ
6/4(金)の利用について (学校休校日)
開

室

時

間

：8:30～18:30（延長19:00まで）

レギュラー利用の方 ：8:30～13:00をご利用される場合、入室時間によって料金が発生します。
入室時間 8:30～10:59 ：2900円/11:00～12:59：1500円
利用される方は「入室時間」の変更、お休みされる方は「欠席登録」をPlatより
ご登録ください。
スポット利用の方 ：Platの「スポット利用」より通常通りお申込ください。
お 弁 当 注 文

：お弁当の注文が可能です。献立・成分表は確定次第メールにてお知らせいたします。
注文される方はPlatの「予約内容変更・確認」よりお申込みください。
注文締切 ６月3日（木）17:00
※12:00～13:00の時間帯をご利用の方のみ、注文のお弁当を食べることができます。
衛生上、注文弁当の持ち帰りや上記時間外に食べることはできませんのでご了承ください。

持

ち

物

：お弁当（注文以外の方）、水筒、私服、上履き、学習道具（必要な方）、
マスク（予備1枚）、ハンカチ、ティッシュ

登

下

校

：制服、制靴、制帽、個人バッグ（ランドセル以外）

自由学習スぺ―スについて
現在、16:00～17:00の時間帯に、図工室を自由学習スペースとして開放しています。
学校の宿題、ご家庭で使用されているテキストや読書など、静かに取り組める場所としてご活用ください。
※申込等は不要です。アフタースクールに来室していれば、どなたでもご利用いただけます。
※学習支援プログラムとは異なり、採点等は行ないません。
※実施時間は前後することがございます。

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26日（月）12:30よりWeb申込開始です。
Platの「スペシャルプログラム予約」（右記QRコード）よりお申込ください。
【PlatURL】https://afterschool.force.com/plat/s/specialprogramreservepage
・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、自動的にキャンセル待ちとなります。
キャンセル待ちの方へは、参加できる場合のみご連絡致します。
スペシャルプログラム
定員に達していないプログラムは、前開室日の17:00までお申込いただけます。
申込QRコード
・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。
Platで欠席登録をした場合、こちらで解約をさせていただき、キャンセル待ちの方・これからお申込みの方
を優先させていただきます。
※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併せてお申込ください。
※プログラム料金の表示を全て税込価格に変更いたしました。以前と表記が異なるため、お手数ですがご確認ください。

5/6(木)
16:00～17:00

スラックライン

ゆらゆらと揺れる、不安定なラインの上に長い時間立ったり、しゃ
がんだりとスラックライン検定をもとにいろいろな技に挑戦するプ
ログラムです。初めて参加する人も大丈夫！自分のペースで練習す
ることができるので、先生が基本から楽しく教えてくれます。バラ
ンス感覚、体幹を養ってカラダの使い方を身につけよう！
【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル
【参加費】 770円（税込）
【定員】
12名 【対象】 1,2,3年生
【講師】
hug-luma 二河 等

5/12(水)
15:30～17:00

プログラミングに挑戦！

iPadを使ったプログラミングにチャレンジして、簡単なオリジナル
ゲームを作ります！まずはキャラクターやルール、デザインなどを
自分で考えて、内容を決めます。次は、どの素材にどんな指示を出
したら、どのように動くのか、指で直感的に操作して試しながら、
プログラミングを楽しみましょう♪
【参加費】 550円（税込）
【定員】
10名 【対象】 1年生
【講師】
Panasonic 松井賢司

5/17(月)
15:30～17:00

ペーパーでできたフレームに、好きなパーツや持ってきた写真を
自由に貼って、かわいく素敵に飾り付けます。
手書きのミニカードも添えて、母の日のプレゼントにぴったりな
クラフトカードを作りましょう！
【持ち物】カット可能な写真１枚（Lサイズ 89 mm × 127
mm）、持ち帰り用手提げ袋
【参加費】 1,320円（税込）
【定員】 15名 【対象】 1,2,3年生
【講師】
アトリエmilkyway 星合和枝

5/13(木)
16:00～17:00

パントマイムを
やってみよう！

子どもたちからのリクエストを受け、今回初めての実施です！
教えてくれるのは、クラウンのポニィ。クラウンとは、色々なパ
フォーマンスを通してみんなを楽しませ、笑顔にさせてくれる人の
総称です。今回は、パントマイムを基礎から教えてもらって、透明
な壁のパフォーマンスをみんなに披露しよう！
【持ち物】500mlペットボトル(ふた付き)
※パフォーマンス練習で使用します。
【参加費】 880円（税込） 【定員】 10名
【対象】 1,2,3年生 【講師】 クラウン ポニィ

電子工作
〈コンピューターゲームのしくみ〉

テレビゲームのキャラクターが動く仕組みはどうなっているのか
な？今回の電子工作は、身近な疑問に迫りながら、コンピューター
ゲームのプログラミングをします。
自分でコンピューターにプログラムして、映像の中のキャラクター
を実際に動かしながら、オリジナルのゲーム作りにチャレンジしま
しょう！
【参加費】 2,750円（税込）
【定員】
10名 【対象】 2,3年生
【講師】
スタディPCネット経堂 斎藤賢司

5/26(水)
15:30～17:00

クラフトカードを作ろう♪
5/7(金)
16:00～17:00
～母の日Ver～

直感でアート♪
～雨のガラス絵を描こう～

大人気のアートプログラム！今回は、プラ板を使った雨のガラス絵
を作ります。スポンジを使って、プラ板にぽんぽんと色を塗って、
割りばしで雨のように模様をかき、また色をのせると…不思議な雨
の絵の出来上がり♪季節を感じながら、自分だけの雨の色を描こ
う！
【参加費】 1,100円（税込） 【定員】 10名
【対象】 1,2,3年生
【講師】 臨床美術士 藤原直美

5/20(木)
マニアッククイズ選手権！
16:00～17:00
知ってる人なら知っているマニアックなクイズ選手権を行います！
チームにわかれて、優勝を目指します。今回のクイズのテーマは、
電車・歴史・地理・宇宙・動物の５つです。優勝チームには、
TOKA COINの賞金と賞状が贈られます。参加賞も用意しています
ので、皆さんのチャレンジをお待ちしています！
【参加費】 無料
【定員】
20名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 放課後NPOアフタースクール ぐっでぃ＆なってぃー

5/27(木)
16:00～17:00

スポーツスタッキング

スポーツスタッキングは、プラスチック製のコップを決められた
形に積み上げ、崩すまでの時間を競う競技です。スピードかつ丁寧
さも求められる、他のスポーツにはない感覚の競技です。今では、
日本大会や世界大会も開催されているほど、人気のスポーツとなっ
ています。練習すればするほど、どんどん早く
なるので、ぜひチャレンジしてみましょう！
【参加費】 990円（税込）
【定員】
15名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 スポーツスタッキング元世界チャンピオン 瀬尾剛(SEOPPI)

