
11月のおたより
農大稲花アフタースクール

少しずつ寒くなり、長袖を着ることが増えてきましたね。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
さて、10月は芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋ということ
で、様々なプログラムを通して季節を感じてきました。特に芸
術面では、アートや工作WEEKを通して、たくさんの個性豊かな
素敵な作品が生まれ、私たちスタッフもたくさん感動させられ
ました。また、フリマ運営ではアフター初の銀行も誕生し、子
どもたちがお金(TOKACOIN)の管理を始めています。止まるこ
となく成長しつづける子どもの生命力をそばにいてとても感じ
ます。
今年もあっという間に残り2か月となりましたが、夏にたまった
疲れや激しい寒暖差で、心と体のバランスを崩さぬよう、そし
てやり残しがないよう1日1日を大切に過ごしたいと思います
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３Dプリンター
〈3・4年生〉
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手ごねハニワで
一輪挿しづくり
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卓球を楽しもう！
15:20~16:50

スラックライン
15:55~16:50

電子工作〈1・2年生〉
15:20~16:50

秋の公園で思いっきり遊ぼう！
9:30~16:30

１１月のスケジュール

※感染予防の観点から、やむを得ずプログラム・イベント・アフターズアクティビティを中止させて
　いただく場合がございます。
　その場合、レギュラー利用料の返金はいたしませんのでご了承ください。
※①：1年生　②：2年生　③：3年生　④：4年生　の表記となります。ご注意ください。
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羽根木公園でプチアウトドア
9:30~16:00

おでかけアフタースクール！
9:30~17:00

入試期間 入試期間 入試期間

※11/1(火)・11/2(水)は、入試期間により変則的な開室となります。
詳細は、お知らせをご覧ください。 ※閉室となります。

ぬいぬいDAY
〈3・4年生〉
15:30~16:50

ぬいぬいDAY
〈1・2年生〉
15:30~16:50

スペシャルプログラム

アフターズアクティビティ　※お申込なしでご参加いただけます。

イベント　※お申込なしでご参加いただけます。

駄菓子
おやつDAY



◆①②アフタースクール開室について 
入室・退室は以下の時間に限らせていただきます。また入試期間の為、交流室とサブグラウンドの利
用のみと、施設に利用制限がかかりますので、ご理解の上ご検討ください。
ご利用される方は、必ずPlatにて入室・退室時間の変更をお願いいたします。

【入室時間】
10:00のみと限らせていただきます。アフタースクールを利用する場合はPlatを「10:00」に登録を
お願いいたします。この時間以外の入室は入試特別対応のため入校ができませんのでご注意くださ
い。早めに着く、遅刻などがないように10:00ちょうどのご登校をお願いいたします。 

【退室時間】
以下からご選択ができます。 
①13:00～14:00（半日午前スポットご利用の方は、12:50～12:59の時間帯のみ退室できます） 
②15:45～17:00 
③17:45～（お迎えのみの対応） 
 
上記の時間以外は、学校との取り決めで退室できませんので、上記のお時間の中でPlatの登録をして
いただくようお願いいたします。また、随伴は実施いたしませんのでご了承くださいませ。
お出かけプログラム参加の後、アフタースクールの利用も可能です。

◆持ち物
私服、上履き、お弁当(※必須)、学習道具(必要な方のみ)、水筒、マスク(予備)、ハンカチ
※お弁当の発注は2日間共にありません。ご自宅よりお弁当をお持ちいただくようお願いいたします。

◆登下校
制服、制靴、制帽、個人バッグ(リュック等) 

◆利用登録 
レギュラー利用：Plat より入退室時間のご登録をお願いします。
スポット利用登録：利用前開室日の 17:00 までに Plat よりご登録ください。
※利用前開室日 17:00 以降の利用登録には直前予約手数料がかかります。

◆利用料金 
レギュラー利用の方：午前中の前延長料金(3630円)がプラスでかかります。
スポット利用の方：利用時間によって、半日スポット料金、全日スポット料金がかかります。 

11月1日(火)～4日(金)ですが、学校の入試期間に伴いアフタースクールの利用が変則
的となっています。下記詳細をご確認の上、ご利用をお願いいたします。

入試期間の利用について

開室スケジュール 
①11/1(火) アフタースクール開室、お出かけプログラム開催（※募集は終了） 
②11/2(水) アフタースクール開室、お出かけプログラム開催 （※募集は終了）
③11/4(金)　お出かけプログラムのみ開催（アフタースクールは閉室です） 



　　　　　　　　　　　　　　　　　”つながる”をテーマに、当日は6名の保護者(4年生1名、2年生2名
　　　　　　　　　　　　　　　　　1年生3名)の方にご参加いただき、サイコロゲームで緊張をほぐし
　　　　　　　　　　　　　　　　　つつ…お子様の日常のお話しやご本人のプライベートのことなどをお伺
いしたり、ご要望やご提案、鋭い質問をいただいたりと、とても充実した時間を過ごすことができました。
ご参加いただいた保護者の皆様、お忙しい合間をぬってお越しいただき本当にありがとうございました。
2年生の保護者の方から高学年の利用の質問があった時には、4年生の保護者の方に回答していただけた場面
もあったりと、座談会の目的であった”つながり”も感じられ、継続してこのような場を設けていけたらなとい
う思いを強くしました。また年末あたりにと思っております。お時間がありましたらぜひご参加ください。
皆様にお会いできますことを、楽しみにしております。

【当日出た要望や質問】
◆人数を限定したり工夫してアフタースクールでの子どもの様子を見学したい
→学校とも調整中。コロナで難しいところではあるが、アフターとしてもぜひ子どもたちの様子を
　見てほしいと思っているので、実現できるよう努めてまいります。
◆スペシャルプログラムをいくつも取りたいと思うが、曜日がばらばらになり利用料金がかなり高くなる
→収支の関係ですぐにはお答えできないのとご期待に添えるかが未定ですが、検討していこうと思います。
　早めにスペシャルプログラムのスケジュールを出すなどは出来るので、そこは改善してまいります。
◆高学年になるとどんな利用の仕方をしているのか、勉強も忙しくなりそうで不安
→（4年生の保護者の方が答えてくれました）サッカープログラムをとても楽しみに通っている。
　体力もついてくるので、宿題などプラスαの勉強は土日に、平日は子どもの好きを尊重し
　最低限の宿題とアフターの他に空手(外部)に通ったり、とできるかぎり子どもの好きな
　ように時間をデザインするようにしている。

11月のオンライン面談
夏休みが明けまして、少しずつリズムを取り戻してきた頃かと思います。
学校生活や習い事などで子どもたちも自信を深めるとともに、思ったようにうまくいかなかったり、今後にむ
けて悩ましいところも感じる時期かもしれません。アフタースクールでは、プログラムや様々なプロジェクト
等に参加する機会もありますが、人間形成に繋がるような他者との繋がりを育む、自由な時間も大事にしてい
ます。
スタッフメンバーも、農大の留学生のベトナム人スタッフ2名が新たに加わり、20歳から60歳までの多様な
バックグラウンドを持ったスタッフが在籍しています。クラスメイト以外の異学年との交流もアフタースクー
ルならではだと思います。
アフタースクールでのお子様の様子やご利用方法など気になることをシェアさせて頂く、保護者の皆さまとの
お時間を持てればと思います。ご都合を幅広く調整しやすくする為に、11月も日付の設定はいたしません。
ご希望の方は、Platの連絡帳にてご連絡をいただき日程を調整いたしますので、お気軽にエントリー頂ければ
幸いです。

◆開催日時　　平日の11:00~13:00の間で30分ほど

お知らせ
（事前予約制）

10/18のアフタースクール
オンライン座談会を終えて…



以前から４年生の子どもたちと相談して進めていた高学年スペース

「ぐだぐだスペース」がついに10月から始動しました！

交流室では、下級生にリーダシップを発揮して遊びをまとめてくれていたり、

同じ学年の子とボードゲームなどをして過ごしていた４年生ですが、学年が

上がり遊び方も変わってきていて、「ただお友だちとのんびり過ごしたい」

「自分たちの場所が欲しい」という声をよく聞くようになりました。

そんな４年生たちと相談し、ゆったり過ごせる場所として「高学年スペース」

を設置することになりました。

どんな部屋にしたいかな？どんなルールにしたら快適に過ごせるかな？など、４年生同士で話し合い、置きた

い家具や本なども自分たちで決めました。

初めて設置したときは、ふかふかのカーペットにぬいぐるみクッションを置いて、好きなマンガを読んだりイ

ラストを描いたり、お友だちとゆったりお話ししたり、リラックスして過ごしている様子がみられました。

子どもたちが自分たちで過ごし方を決めて、スタッフと相談・交渉し実現している姿に、改めて放課後は子ど

もたちが自由に選んで過ごす場所だと実感しました。

これからも高学年スペースに限らず、子どもたちが自分で過ごし方を決めて放課後をデザインできるようにサ

ポートしていきたいと考えています。

高学年スペース毎日稼働しています！

アフターズアクティビティ

毎月、人気のぬいぬいDAY！今までは、3,4年生限定の活動でしたが、子どもたちのリクエストから、
全学年が参加できるようになりました。（開催日時によって、対象学年を分けます。）
1,2年生は、初めての子は布用ボンドやフェルトを使った作品づくりを中心に体験します。慣れてきたら
針と糸を使った裁縫にチャレンジします！
3,4年生は、初めてミシンに挑戦し、『刺�ポーチ』をつくります。
ぜひご参加ください♪

11/16(水)15:30～16:50【1,2年生】
　　　　　※続きをやりたい3,4年生も参加できます。
11/21(月)15:30～16:50【3,4年生】

※1,2年生対象の日に、
　部屋の一角に３,４年生対象のスペースを設けます。
　作品づくりの続きをしたい子は、進めることができます。

スペシャルぬいぬいDAY

１・２年生

お
花

の
刺繍ポーチ

３・４年生

ビ
ー

ズ
チャーム 



フリマ＆フリマWEEK

子どもたちが作った作品を自由に出品し、お買い物を楽しむイベントです。
日々の遊びの中で生まれる素敵な作品を出品したり、フリマに向けて商品づくりをすることもできます。

当日、アフタースクールに来ている皆さんが参加できるイベントで、TOKA COIN200円が配られるので、
初めて来る子でもお買い物を楽しむことができます♪
出品する方法をご紹介します！

【お店の種類】
オーナーショップ：作品を作って、一人でお店を開きます。
フレンドショップ：作品を作って、お友だちと一緒にお店を開きます。
TOKAマーケット：TOKAマーケットスペースで作った作品を個別で出品する
　　　　　　　　　ことができます。

お友だちとお店を開きたい！作品が上手にできたからマーケットで売ってみたい！など、その子のスタイルに
合わせて作品を売ることができますので、お気軽にご参加ください♪

11月14日(月)　モールで動物づくり
11月15日(火)　ねんどマグネット
11月17日(木)　おもちゃ工作
11月18日(金)　葉っぱでものづくり

工作WEEKスケジュール
工作WEEK

フリマスケジュール
11月7日(月)　作品づくり開始！
11月18日(金)　 お店募集締切
11月21日（月）
 ～11月25日(金)
11月28日(月)　 フリマ開催！！

※お店を出したい方は、
アフタースクールのスタッフに声をかけて、
出店申込書を記入してください。

フリマWEEK

フリマWEEKとは…

フリマとは…

11月28日(月)のフリマに向けて、少し特別な材
料を使い、自由に作品をつくれる期間です。
TOKA BASEに、布・ビーズ・フェルトなどの特
別な材料が並び、好きなものを選んで作品を作る
ことができます。
ラッピングをして、値札を作って商品にするとこ
ろまで行いますので、フリマに出したい皆さんは
ぜひご参加ください！

工作WEEKでは、普段の工作よりも特別な材料を使
って、スタッフと一緒に作品づくりを楽しみます。
テーマに沿った作品づくりも行いますが、いつもよ
り特別な材料を使って自由な工作も楽しめます！そ
の日アフタースクールに来ていれば誰でも参加でき
ます。

今月は、紙粘土を好きな形にして色を塗って作るか
わいいマグネットや、動物や虫をモールで作って楽
しみます。



TOKA BASE
トウカ　　 ベース

TOKA BASEを担当しているスタッフを紹介！

アフタースクールの事務所のお知らせ掲示板やぬり
え用のイラストなど、アフターのビジュアル面も担
当してくれているアーティスト的スタッフです！
イラストDAYで子どもたちにイラストのコツを教え
ています。
バトミントンも強くて、好きな食べ物はモンブラ
ン、はまっていることはオンラインゲームです。

あみものひろば　11/29(火)15:15～16:45

けん玉が得意なスタッフと一緒に、色んな技にチャレンジします！

絵を描くのが得意なスタッフと一緒にテクニックも教えてもらいながら、
好きな絵をたくさん描いてみましょう！

クイズ大会や謎解きを楽しみます。少しずつ問題の難易度が上がっているかも..？！

かわいい雑貨や寒い季節をあたたかく過ごせる作品を作ります。
自分が作りたいものをゆったり作ることもできます。

子どもたちがより好きなことを楽しめるようにTOKA BASEの活動を広げてまいります。
11月は、以下の内容で実施いたします。
※事前のお申込などは必要なく、アフタースクールに来ている方がご参加いただけます。

電車が好きな子たちで集まって、電車のクイズや好きな電車の紹介、
プラレールで遊んだりなどなど...内容はみんなと相談しながら決めていこうと思います！

チェスが得意なスタッフと一緒にルールを教えてもらったり、対戦して楽しみます。

電車同好会　11/8(火)15:15~16:45

チェスを楽しもう！　11/10(木)15:55~16:50

イラストDAY！　11/14(月)15:15~16:45

けん玉検定　11/15(火)15:15～16:45

なぞとき＆クイズ大会　11/18(金)15:55~16:50

けん玉の腕はピカイチ！剣道で鍛えた精神力も相まって
けん玉の”もしかめ”の技は永遠にやりつづける事ができ
るそう！毎日子どもたちがけん玉検定に挑んでいます。
子どもと一緒になって思いっきり楽しんでくれる元気い
っぱいのお姉さん、いつもまるちゃんの周りは盛り上が
っています！
好きな食べ物は豚骨ラーメンと肉うどん。
子どもの頃は缶蹴りや秘密基地作りが好きでした！

しんちゃん 〈イラストDAY担当〉

まるちゃん 〈けん玉検定担当〉

けん玉検定表

しんちゃんが描いたイラスト



電子工作（1・2先生）
〈こどもコンピューターでゲームを作ってみよう！〉

11/16(月)
15:20~16:50

【参加費】2,530円(税込) 【定員】10名 
【対象】1,2年生【講師】スタディPCネット経堂　斎藤賢司

みなさんはゲームは好きですか？自分ですきなゲームが作れたらと
ても楽しいと思います。今回は、サンプルプログラムを打ちこんで
ゲームを作り、自分の好きなように改造してみましょう。合わせ
て、コンピュータの仕組みについても勉強します！
今回のプログラミングは世の中で一般的にプログラミングに使われ
るJava,python などともとても近いものです。
よい体験になるものと思います。ご参加をお待ちしております。

スペシャルプログラム

今回のフラワーアレンジは、一足早いクリスマス気分が
楽しめる作品を作ります♪
ツリー部分はワイヤーの土台にプリザーブドフラワーの
ヒムロスギをつけて形を作ります。好きな木の実などの
飾りを選んでつけたら、自分だけのツリーの完成です！
【持ち物】持ち替える用の袋（マチあり）

11/14(月) 
15:20~16:50

フラワーアレンジ
〈クリスマスツリー〉スポーツスタッキング

11/10(木)
15:55~16:50

【参加費】1,000円(税込) 【定員】15名 【対象】全学年
【講師】スポーツスタッキング元世界チャンピオン　SEOPPI

プラスチック製のコップを決められた形に積み上げて、崩すま
での速さを競うスポーツです。現在では、日本大会や世界大会
も行われています。
初めてでも練習すればどんどん早くなります！今回は本格的な
タイマーとマットを使って練習をします。
みんなで世界記録にチャレンジしながら、タイムを競って楽し
もう♪

【参加費】2,700円（税込）【定員】15名 【対象】全学年
【講師】Lino rino flower design　福村裕子

【参加費】2,200円（税込）【定員】15名 【対象】全学年
【講師】アートセラピスト　原田望由

ハニワ用粘土で、オリジナルの一輪挿しをを作るプログラム
です！
土台は先生が作ってくれるので、どんな顔にするのか、どん
な飾りをつけるのかは自由♪作るパーツによって、個性が出
るので自分だけのハニワが作れます。
完成後は、フェイクフラワーなどを飾って楽しみましょう！
【持ち物】汚れてもいい服（エプロン・スモック等）

手ごねハニワの
一輪挿しづくり

11/25(金) 
15:55~16:50

卓球を楽しもう！

11/28(月)
15:20~16:50

【参加費】1,400円(税込) 【定員】20名 【対象】全学年
【講師】日本卓球協会公認卓球五段　国広哲弥
　　　　※スケジュールにより講師が変更になる場合があります。

自由遊びでも人気があり、子どもたちからもリクエストが多い
卓球を今月も実施！先生との練習を通じてだいぶラリーが続く
ようになってきた子どもたち。最後は簡単な試合を行いいルー
ルを覚えたり勝負する楽しさも味わえるプログラムです！
【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル
                ラケット（持っている人のみ）

【参加費】800円（税込） 【定員】10名　
【対象】全学年        【講師】hug-luma　二河 等

スラックライン

11/24(木)
15:55~16:50

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。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



スペシャルプログラム

スポーツ鬼ごっこ

11/29(火) 
15:55~16:50

スポーツ鬼ごっことは、スポーツ競技と遊びの要素が共存した
新しい鬼ごっこです！２チームに分かれて、勝ち負けを競う鬼
ごっこなので、チームワークが重要になります。お友達と一緒
にコミュニケーションをとりながら競技に挑戦しましょう！
【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル

【参加費】880円（税込）【定員】14名  【対象】全学年
【講師】東村山市スポーツ鬼ごっこ愛好会代表 三輪耕太

◆11月のスペシャルプログラムは、10月24日(月)12:30より申込開始です。
　Platの「スペシャルプログラム予約」よりお申込ください。 
   〈Plat URL〉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。
前日までに繰り上がった場合、参加できる旨を事前にご連絡差し上げます。
当日に空きが出た場合はアフタースクールで直接お子さまにお声がけし「参加希望」の確認が取れましたら、ご参加いた
だくようにいたします。その際は、特に保護者の方にご連絡は致しませんので、あらかじめご了承くださいませ。

　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。

◆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。 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・これからお申込の方を優先させていただきます。

※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。
※学校行事などで参加が遅れる・欠席する場合も返金はいたしかねますので、ご了承ください。

プログラム当日のキャンセル待ちの対応について
現在、スペシャルプログラムは先着順となっており（※一部該当しないものもあり）募集人数を上回る場合は「キャンセル待
ち」でお申込いただいております。
現在、プログラム当日にキャンセル待ちが繰り上がる場合は、保護者の方に承諾を得てからのご参加としていますが、10月よ
りアフタースクールで直接お子様にお声がけし「参加希望」の確認が取れましたら、ご参加いただくようにいたします。その
際は、特に保護者の方にご連絡は致しませんので、あらかじめご了承くださいませ。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたし
ます。

スペシャルプログラムお申込方法

※プログラムのお申し込みの際は、必ずお子さまとお話しをして、
お子さまの意思のご確認をお願いいたします。

11/28(月)
15:20~16:50

【参加費】2,200円(税込) 【定員】8名 【対象】３．４年生
【講師】東京農工大学　工学部機械システム工学科在学
　　　　小山莉生

大人気の３Dプリンターのプログラムです！
前回実施した際はiPadを使用しましたが、今回はパソコンを使
って、本格的なモデリングを学びます。
作るものはネームプレートですが、自分でどんな飾りをつける
のかも自由です！犬や猫などの動物など、自分の好きな形のモ
デリングに挑戦し、３Dプリンターならではのモノづくりを体
験しましょう♪
※作品は完成次第、後日のお渡しとなります。

３Dプリンターで
                      モノづくり！

〈３・４年生〉

https://afterschool.force.com/plat/s/specialprogramreservepage

