
１2月のスケジュール

12月のお便り

子どもたちの創造力は無限大！

12月が旬の食べ物はかぼちゃです。

冬休みの利用について

冬休み（12月25日、1月4日、5日、6日、7日）は終日開室日となります。

◆開室時間
8:30～18:30（延長 19:00）

◆利用登録
レギュラー利用：8:30～13:00をご利用される場合、半日スポットもしくは延長料金が発生します。
Platより利用される方は「入室時間」、お休みされる方は「欠席」の登録をお願いいたします。
スポット利用：Platの「スポット利用」より通常通りお申込みください。

PlatログインURL：https://afterschool.force.com/plat/s/login/

※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。
※利用時間・下校方法等の変更は当日8:00までにPlatより変更をお願い致します。

◆登下校
制服、制靴、制帽、個人バッグ（ランドセル以外）、マスク着用
※アフタースクールに着き次第、私服に着替えます。

◆持ち物
マスク（予備1枚）、私服、水筒、学習道具、ハンカチ、ティッシュ、プログラム道具、タオル、お弁当、上履き
※新型コロナウイルス感染防止のため、麦茶の提供はありません。

◆お弁当注文
冬休み期間はお弁当の注文ができます。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。(利用前開室日の17:00まで)

今月の表紙は、創作意欲溢れるシーンをお届けします。
子どもたちは、ドミノやカプラを使って、お友達と協力して大作を作り上げたり、オリ
ジナルの可愛い小物を作ったりと、想像したものをどんどん形にしながら、遊んでいま
す。右上の写真は、駄菓子おやつDAYにむけて、お菓子の陳列棚を作っている写真です。
ただ並べるだけでなく、道具にもこだわってお店の工夫をしている姿がみられました。
中には、大きな鉄砲や剣を数日かけて、作り上げている子もいました。子どもたちの発
想力・創造力には、いつも驚かされています！
アフタースクールでは、子どもたちの創造力をできる限り発揮できるよう、環境設定や
声かけを通してサポートしていきます。

月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日

だっきーと野球をしよう！
15:30～16:30

BGS(雑誌作り)活動日

　　サッカー・ピアノ・
ミュージカル

　　　　そろばん・フェンシング・
STEM

STEM 　　ダンス・ピアノ・STEM

7日 8日 9日 10日 11日

フラワーアレンジメント
～クリスマスver～

15:30～17:00

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

子どもかいぎ

BGS(雑誌作り)活動日

　　空手・ピアノ・そろばん
　　サッカー・ピアノ

ミュージカル
　　　　そろばん・ピアノ・STEM STEM

　　　サッカー・ダンス
　　ピアノ・STEM

14日 15日 16日 17日 18日

オーナメント リース・クリスマスカード クリスマステーブル装飾

プログラミングで
イルミネーション！

15:30～17:00

まほうのめがねを体験！
15:30～16:30

スラックライン
16:00～17:00

めざせ！
ドッジボールの達人！

15:30～17:00

BGS(雑誌作り)活動日

　　空手・ピアノ・そろばん
　サッカー・ピアノ

ミュージカル
　そろばん・フェンシング

　STEM
STEM 　　　　ダンス・ピアノ・STEM

21日 22日 23日 24日 25日　　　終日開室日

終業式

クリスマス装飾 リース・クリスマスカード ステンドグラス風フレーム
クリスマスマーケット

(フリマ)
クリスマスパーティー

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

駄菓子おやつDAY
クリスマスver

クリスマスソングを
歌おう♪

10:30～12:00

はんこで
年賀状をつくろう！

15:30～17:00

BGS(雑誌作り)活動日

　　空手・ピアノ・そろばん
　サッカー・ピアノ

ミュージカル
　　ピアノ 　　サッカー『アフター大会』

4日　　　終日開室日 5日　　　　終日開室日 6日　　　終日開室日 7日　　　終日開室日

昔遊びDAY
10:30～12:00

オンライン
スポーツスタッキング大会

11:00～12:00

紅白対抗歌合戦！
13:30～15:30

科学実験
～針を刺したら！？膨らむ風船～

13:30～15:00

ふくぶくろの
ポップアップカード作り♪

13:30～15:00

BGS(雑誌作り)活動日

　STEM『アフターカップ』

映像WEEK
～紅白歌合戦の番組を作ろう！～

クリスマスWEEK

クリスマスWEEK

参加したい子が参加できるクリスマスイベントです

               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）
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定

定定

定

定
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12月のスペシャルプログラム

【お申込方法】
・12月・１月(冬休み)のスペシャルプログラムは、11月24日（火）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。
キャンセル待ちは、参加できる場合のみ前日までにご連絡致します。
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。
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。

スペシャルプログラム
申込QRコード

フェンシング
12/9(水)・12/23(水)

15:30～16:30

【参加費】 各500円
【定員】 各10名 【対象】 1年生
【講師】 東京農業大学フェンシング部監督 高橋英一

昨年度人気で、今年から定期プログラムになったフェンシング。
１年生を対象に実施します！
本格的だけど、痛くない道具を使って練習します。基礎的な動きを
練習した後は、試合も行います。先生が丁寧に教えてくれますので、
安心してご参加ください！ ※片日の参加も可能です。
【持ち物】長袖（実習着または運動できる私服）、水筒、タオル

めざせ！
ドッジボールの達人！

12/18(金)
15:30～17:00

【参加費】 700円
【定員】 20 名 【対象】 1,2年生
【講師】 ドッジボール日本代表総監督 吉田隼也

回数を重ねてきたドッジボールプログラム。遊びの中でも、上達し
た姿が見られるようになりました。ドッジボールは継続することで
上達し、どんどん楽しくなるスポーツです。ボールの基本的な投げ
方やキャッチの仕方を丁寧に教えてもらい、最後には試合を行いま
す。ぜひ皆さん参加してみて下さい♪今回は元日本代表選手が教え
てくれます！
【持ち物】実着または運動できる私服、水筒、タオル

クリスマスソングを
歌おう♪

12/25(金)
10:30～12:00

【参加費】 500円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 農大稲花小学校音楽講師 増當美里亜

ピアノ生演奏に合わせて、楽しいクリスマスソングをみんなで歌い
ます。練習後は、午後に行われるクリスマスパーティーで発表しま
す！どんな曲を歌うかは当日のお楽しみ♪増當先生、お休み前最後
のプログラムです。
クリスマスの日に、みんなで歌って踊って素敵な思い出を作りま
しょう♪

1月(冬休み)のスペシャルプログラム

定期プログラム大会開催のお知らせ

【参加費】 700円
【定員】 12名 【対象】 1,2年生
【講師】 hug-luma 二河 等

ゆらゆらと揺れる、不安定なゴム状の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基本から先生が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

スラックライン
12/17(木)

16:00～17:00

フラワーアレンジメント
～クリスマスver～

12/8(火)
15:30～17:00

【参加費】 2,000円
【定員】 10 名 【対象】 1,2年生
【講師】 日本フルールスタイル協会代表木島尚見

前回、大人気だったフラワーアレンジメント。今回は、ツリーの形を
した土台にフラワーアレンジを施して、壁に掛けられるかわいい飾り
を作ります！
パーツの雪だるまは、自分の好きなように色付けが
できるようになっています。自分オリジナルの
飾りを作って、今年のクリスマスをもっと楽しもう♪

まほうのめがねを体験！
12/16(水)

15:30～16:30

めがねの製造販売を行っている会社『Zoff』さんが、目の大切さと
ブルーライトについて、楽しみながら学べる、スペシャルプログラ
ムを届けてくれます！目ってどんな仕組みなんだろう？目が悪くな
るってどういうこと？というクイズから、正しい目の守り方をZoff
メガネ博士から教えてもらいます。ブルーライトカットメガネを実
際にかけてみて、見え方の違いも体験できます。
ブルライトーカットメガネのプレゼントもあります！

【参加費】 無料
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 Zoffメガネ博士

はんこで年賀状を
つくろう！

12/23(水)
15:30～17:00

【参加費】 1,000円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 スタンプマイスター 星合和枝

たくさんの可愛いはんこを使って、オリジナルの年賀状を作るプロ
グラムです。教えてくれるのは、スタンプマイスターの資格を持つ
星合さん。インクのつけ方や、押し方も教えてもらいながら、自分
の好きなデザインに仕上げます。
実は奥深いハンコの世界を体験しながら、あたたかみのある手作り
年賀状をぜひ作りましょう♪

科学実験
～針を刺したら！？膨らむ風船～

ふくぶくろの
ポップアップカード作り♪

1/5(火)
13:30～15:00

1/6(水)
13:30～15:00

【参加費】 1,000円
【定員】 12名 【対象】 1,2年生
【講師】 絵本クリエーター 桑原妙子

【参加費】 1,700円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 わくわくキッズ代表 阿部麻里

大人気のあべまり先生の科学実験プログラムです！
今回は、化学の力で、針を刺すと膨らむ風船の謎に迫ります。
先生が実際に風船に針を刺してどうなるのか見せてくれますので、
参加する皆さんはペットボトルと風船を使って安全に実験を行い
ます。先生に教えてもらいながら、科学の世界を楽しく学びま
しょう♪

年の初めにぴったりなかわいい福袋をイメージした、ポップアッ
プカードを作ります。開くと絵が飛び出してくる仕組みになって
います！内側には、お菓子のチラシや色々なイラストを貼ったり、
自分オリジナルの楽しい福袋を作れます。人に贈るのも、飾りと
して置いておくのも、かわいいカードです♪

プログラミングで
イルミネーション！

12/14(月)
15:30～17:00

クリスマス限定イベント開催！子どもコンピューターichigojamとカラフルな
アイロンビーズを使って、キラキライルミネーションつくります。プログラミ
ングで自分だけのオリジナルイルミネーション作りに挑戦してみよう！プログ
ラミングに興味がある子、キレイな飾りをつくりたい子も先生が丁寧にサポー
トしてくれるので安心です。
作成したアイロンビーズを光らせるための装置は、ご希望の方のみつ以下で持
ち帰ることができます。(別途2,000円)
ご希望の方は、12/10(木)までにアフタースクールへ
ご連絡をお願いいたします。

【参加費】 2,300円
【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

定期プログラム【サッカー】では年内最後のプログラム日の12/25(金)、アフター内でサッカー大会を行います！
初めての大会となりますが、是非ご参加ください。チーム分けを行うため、事前にお申込をお願いします。
※12/25(金)の大会日のみ、レギュラー又はスポットでの利用が可能です。
※詳細については、お申込いただいた方に後日メールにてお送りいたします。

定期プログラム【サッカー】アフター大会
12/25(金)15：30～17：00

【参加費】 無料 【持ち物】 運動着・水筒・タオル
【対象】 定期プログラムサッカーを受講の1,2年生
【申込方法】 Platのスペシャルプログラム申込よりお申し込みください。

欠席の方はPlatより当日の欠席変更をお願いいたします。
【申込期間】 11/24(火)～12/14(月)

定期プログラム【STEM】受講の方を対象に大会を行います！1年生部門、2年生部門に分かれて戦います。
当日出されたコースを見て、これまでのレッスンで習った内容を使い、その場でプログラミングを行います。大会の優勝者
だけでなく、先生からのMVP賞も用意しています！ご参加の方は事前にお申込みお願いします。
※12/25(金)の大会日のみ、レギュラー又はスポットでの利用が可能です。
※詳細については、お申込いただいた方に後日メールにてお送りいたします。

【参加費】 無料 【持ち物】 iPad ※レンタルの方は当日お貸しします。
【対象】 定期プログラム【STEM】を受講の1,2年生
【申込方法】 Platのスペシャルプログラム申込よりお申し込みください。

申込の際、レギュラー利用またはスポット利用登録をお願いいたします。
【申込期間】 11/24(火)～12/14(月)

定期プログラム【STEM】アフターカップ
1/5(火)〈1年生〉10:30～12:00〈2年生〉13:00～16:00

要申込

要申込

フラワーアレンジメント
～ハロウィンver～

スペシャルプログラムの様子

Nゲージで
ミニジオラマづくり

生き物に触れてみよう！ お箏を演奏しよう

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


昨年度、大盛り上がりだった紅白対抗歌合戦を今年は動画配信で実施します！
歌・ダンス・演奏など、音楽に関する動画でしたら、ジャンルは問いません。アフタースクール内で、ま
たはお家で撮影していただき、当日にみんなで鑑賞します。 (後日、まとめた動画はメールで配信いたしま
す。)
エントリー部門は、「子ども部門」「大人部門」「ミックス部門」の三つです。部門ごとに投票して表彰
を行います！
保護者の皆さまも、ぜひ大人部門・ミックス部門へのエントリーをお待ちしております！
子どもたち、大人たちみんなで作り上げる、農大稲花アフタースクールだけの紅白対抗歌合戦です。
詳細は以下に記載いたしますので、ご確認いただけますと幸いです。

〈日時〉
1月7日(木) 13:30～15:30
※アフタースクール内での鑑賞・会場投票・会場結果発表を行います。

〈募集部門〉
子ども部門：お子さまのみの部門です。(例：お友達同士・ごきょうだい…)
大人部門：大人のみの部門です。(例：ご夫婦・お父さま・お母さま…)
ミックス部門：大人・お子さまが一緒に参加する部門です。(例：親子・スタッフと子ども…)

〈エントリー方法〉
エントリー方法は、下記の２つです。

①アフタースクール内で撮影する。
②お家で撮影して、応募する。募集期間 11月20日(金)～1月3日(日)

※応募方法：メールにて、エントリー名・動画タイトル・応募部門を記載の上、ご家庭で撮影された動画を添付
し、農大稲花アフタースクール(nodai_toka@npoafterschool.org)まで、お送りください。
(容量が大きい場合は、ギガファイル便をご利用ください。)

〈投票方法〉
当日参加した全員で投票を行います。また後日、歌合戦の様子を動画配信いたしますので、当日来られなかった方
や保護者の皆さまは、ぜひ動画をご覧いただき、投票いただきますようお願いいたします。
(投票フォームは、動画配信メールに添付いたします。)
配信日：1月12日(火) / 投票期間：1月12日(火)～1月15日(金)

〈結果発表〉
1月21日(木)にアフタースクール内で発表と表彰を行います。結果については、メールでもお知らせいたします。

皆さまのご参加お待ちしております！！

スペシャルWEEK

スペシャルWEEK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。

クリスマスWEEK 12月16日(水)～12月25日(金)

映像WEEK 12月14日(月)～18日(金)

前回の映像WEEKでは、子どもたちが撮りたいもの・やりたい企画を募り個性豊かな映像作品をつくりました。
どっきりの企画を考えて、小道具も作って撮影したり、アフタースクール初のドラマ撮影に挑戦した子もいました。
今回はガラッと雰囲気を変えて、紅白対抗歌合戦に向けた動画を作成します！テレビ番組を作るイメージで、歌合
戦の間に流れる、コマーシャルやニュース、バラエティ番組を作ります。映像を作って、紅白対抗歌合戦を一緒に
盛り上げましょう！
※すべての回に参加できなくても大丈夫です。申込は必要ありません。

12月14日(月) みんなで企画会議！(どんな動画を作るか相談します。)
12月15日(火)～18日(金) 撮影と編集をして動画を完成させよう！
1月7日(木) 完成した作品を紅白対抗歌合戦の中で、発表します！

今月は、毎月行っている「フリマ」をクリスマスバージョンに大変身させた「クリスマスマーケット」
を実施します！
24日(木)のクリスマスマーケット(フリマ)に向けて工作WEEKを行います。
クリスマスマーケットまでの工作WEEKでは、クリスマスマーケット販売用として作成いたしますので、
持ち帰りは24日のみとなります。作成してくれた子にはマーケット当日にお買い物できるTOKACOIN
をお渡しいたします。※TOKA COINとは、アフタースクールの通貨です。

12月16日(水) オーナメント
12月17日(木) リース・クリスマスカード
12月18日(金) クリスマステーブル装飾
12月21日(月) クリスマス装飾
12月22日(火) リース・クリスマスカード
12月23日(水) クリスマスステンドグラス風フレーム
12月24日(木) 駄菓子おやつDAYクリスマスver/クリスマスマーケット(フリマ)
12月25日(金) クリスマスパーティー

工作ワゴンもおこないます！
風船やスパンコール、きれいな包装紙などいつもの工作がグレードアップするものを販売します。
工作WEEKで、ぜひ活用してみてください！

紅白対抗歌合戦

イベントのお知らせ

12月・1月(冬休み)に行われるイベントのお知らせです。
お申し込みの必要はなく、アフタースクールに来ていれば誰でもご参加いただけます。
気になるイベントがありましたら、ぜひアフタースクールにお越しください！

だっきーと野球をしよう！
12/3(木) 15:30～16:30

昔遊びDAY♪
1/4(月) 10:30～12:00

オンライン
スポーツスタッキング大会
1/6(水) 11:00～12:00

野球が得意なスタッフ、だっきー
と一緒に野球を楽しむイベントで
す！だっきーのお友達の野球部の
お兄さんも遊びに来て、キャッチ
ボールやバッティングなどを教え
てくれます。丁寧に教えてくれる
ので、初めてでも大丈夫です。一
緒に楽しみましょう！
持ち物：実着または運動できる私服、
水筒、タオル

お正月にいろいろな昔遊びをして
みましょう！
コマ回し・めんこ・凧揚げなどを
して楽しみます。凧は、どんな形
や材料で飛ぶのか考えて手作りし
ます。コマ回し・めんこは大会を
開催します！

４回目のオンラインスポーツス
タッキング大会です！他の学校の
アフタースクールのみんなと勝負
して優勝を決めます。
スポーツスタッキングは、年齢性
別関係なく、練習した分だけ速く
なるスポーツです。優勝目指して、
みんなで頑張りましょう！

昨年の様子


