
9月のお便り

９月のスケジュール

アフター雑誌活動“BGS”

7月から活動を始めた雑誌活動。
記念すべき最初の8月号が発行されました。
一つ一つお友達に手で配り、見どころを紹介する姿も見られました。
“男の子も女の子も楽しく”という意味が込められた“BGS”(Boys&Girls)
という雑誌の名前のように、「ファッション、食べ物、漫画、占い」どの分野
も、たくさんの工夫が施された内容に仕上がっています。

売られている雑誌をお手本に、
子どもたちが、雑誌の内容、アンケート調査、撮影、編集を行いました。
夏休み期間も、次回9月号の発行に向けて既に活動中です。お楽しみに！

悔しさをバネに！

8/19.20は農大稲花アフタースクール初のスポーツ大会を実施しました。移動玉入れや巨大
なカルタ、ドッヂボール、リレーなどの種目を実施しました。今回のスポーツ大会では各チー
ムでリーダーを決め、リレーの準備を決めたり、ドッヂボールでは戦術を話し合ったりとチー
ムをまとめてくれました。どの種目も盛り上がりましたが、特に印象的だったのが閉会式での
リーダーの一言でした。

閉会式、各チームのリーダーから一言ずつお話してもらった際、残念ながら負けてしまった
チームのリーダーが『負けたことは悔しいけど、負けることは悪いことじゃない。悔しい気持
ちを忘れないでほしい』と言ってくれました。
つい結果を求め、負けたことに目を向けてしまいますがこれまで頑張ったこと、良かったこと、
悪かったことを振り返ることが大切なのだとスタッフも子どもたちも気づかされました。そし
て、悔しい気持ちを忘れずに次に向かって頑張ること。これから子どもたちは様々な場面で悔
しい気持ちをします。その時にこの言葉を思い出し、前に進んでほしいと思います。

農大稲花アフタースクール 小林

月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

子ども会議

BGS(雑誌作り)活動日

サッカー そろばん・STEM STEM
　　　サッカー・ダンス・ピアノ・

STEM

7日 8日 9日 10日 11日

ドッジボール
16:00～17:00

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
　　フェンシング・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

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

スラックライン
16:00～17:00

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・STEM STEM 　　ダンス・ピアノ・STEM

21日 22日 23日 24日 25日

ティッシュカバーケース作り 新聞紙チャンバラ大会

敬老の日 秋分の日
生き物に触れてみよう！

16:00～17:00
お琴にチャレンジ♪

16:00～17:00

BGS(雑誌作り)活動日
フラワーアレンジ

16:00～17:00

　　フェンシング・そろばん・
　ピアノ・STEM

STEM STEM

28日 29日 30日

Nゲージでミニジオラマ作り
15:30～17:00

フリマ
駄菓子おやつDAY

　　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

アクセサリー作り with 貴和製作所

                 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。締切は全開室日17時）
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工作WEEK

工作WEEK
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スペシャルWEEK ９月のスペシャルプログラム

【お申込方法】
・９月のスペシャルプログラムは、8月24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。

※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
めざせ！

ドッジボール達人！

フラワーアレンジメント お琴を演奏しよう

Nゲージで
ミニジオラマ作り

生き物に触れてみよう！

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。

工作WEEK＆フリマ ９月２４日(木)～３０日(水)

映像製作WEEK ９月１４日(月)～１８日(金)

前回の映像WEEKでは、夏休みの思い出を撮影し、いくつかの動画にまとめて、最後に上映会をしました。
今月の映像WEEKは、子どもたちが撮りたいもの・やりたい企画を募って、作品を制作します！どんなアイデアでも大歓
迎ですので、映像や動画に興味がある皆さん、ぜひ参加してみてください♪
※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。

９月１４日(月) みんなで企画会議！(作品の内容や役割分担をします)
９月１５日(火)～１７日(木) 撮影と編集をやってみよう！
９月１８日(金) 上映会♪(プロジェクターに映して、みんなで作品を見ます)

9/28(月)
15:30～17:00

スラックラインに挑戦！

9/2(水)・9/16(水)
15:30～16:30

9/10(木)
16:00～17:00

9/17(木)
16:00～17:00

9/24(木)
16:00～17:00

9/25(金)
16:00～17:00

9/25(金)
16:00～17:00

【参加費】 1,500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

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

【参加費】 1,800円
【定員】 8名 【対象】 1,2年生
【講師】 箏/二十五絃箏/薩摩琵琶奏者多田彩子

【参加費】 2,700円
【定員】 15 名 【対象】 1,2年生
【講師】 O.MORO DESIGN 諸星昭弘

【参加費】 1,000円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 生き物カメラマン 松橋利光

【参加費】 700円
【定員】 20 名 【対象】 1,2年生
【講師】 経堂ドッジボールクラブ 本田頼徳

【参加費】 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

新スタッフ紹介！
この度、新しいスタッフ仲間入りをしました！
さらに賑やかになった農大稲花アフタースクールを引き続き、
よろしくお願いいたします！！

なおくん まいまい はるちゃん なべちゃん

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を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！
【持ち物】長袖（実習着または運動できる私服）、
水筒、タオル

ゆらゆらと揺れる、不安定なゴム状のベルト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

アフターの遊びで、大人気のドッジボールを先生に教えてもらっ
て、もっと強くなろう！
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、
最後には成果を発揮するために試合を行います。
ドッジボールが大好きな皆さん、ぜひ参加してみて下さい！
【持ち物】実習着または運動できる私服、

水筒、タオル

Nゲージとは、縮尺1/150サイズの鉄道模型のことです。今回
は、Nゲージ鉄道模型を使った本格的なミニジオラマを作りま
す！そして、最後にみんなが作ったものをつなげて、電車を走ら
せます。電車や工作が好きな子、細かい作業が好きだったり
ジオラマに興味がある子も大歓迎です♪
作ったジオラマは持ち帰ることができます。

本物のお琴に触れて、簡単な演奏にチャレンジするプログラムで
す。プロの和楽器演奏者多田先生が教えてくれます。２人で１つ
の箏を順番に触れて、音の出し方から音階などを学び、１曲演奏
を目指します！子どもたちにとって、普段触れることのない和楽
器を演奏できる貴重な機会にぜひご参加ください。

農大稲花アフタースクールでは、初めての生き物のスペシャルプ
ログラムです。スペシャルゲストで、トカゲ・カメ・カエル・カ
ブトムシ・クワガタ・サソリなどたくさんの生き物たちが来てく
れます。生き物も傷つかず、人もケガをしない正しい生き物の持
ち方を教えてもらい、触れ合います！このプログラムを通して、
生き物に詳しくなろう！

秋にぴったりのフラワーアレンジメント教室を実施します！
ハロウィンをモチーフに、プリザーブドフラワーや
アートフラワーを使って、かわいい作品を作ります。
生花ではない長持ちするお花を使うので、
ハロウィンまで、お家で飾ることができます。

今月の工作WEEKはちょっと特別です！なんとアクセサリーパーツ専門店『貴和製作所』さん全面協力で、オリジ
ナルのアクセサリー作りを行います！！
『貴和製作所』さんから頂いた、アクセサリーパーツとレシピを元に本格的なアクセサリーを作ります。
そして、最終日には作ったものをみんなで売ったり買ったりできる「フリマ」を行います！お金は、子どもたちがデ
ザインしたTOKA COINを使います。すべて手作りのフリーマーケット、楽しみにしていて下さい！

９月２４日(木) ティッシュカバーケース作り
９月２５日(金) 新聞紙チャンバラ大会！
９月２８日(月)～２９日(火) アクセサリー作り witn貴和製作所
9月３０日(水) フリマ

工作ワゴン復活♪
昨年度好評だった、特別な工作材料をTOKA COINで購入できる『工作ワゴン』が復活します！
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！

外遊びや体育館遊び大好き
サッカーが得意な農大生

バスケとピアノが得意
みんなを元気にします！

特技はウクレレと造形！
心理学を学ぶ大学生

優しく子どもたちに
寄り添う２児の母

夏休みの思い出！

水遊び！
全力で遊んで、

びしょ濡れになりました！

スポーツ大会では、
チームごとに円陣を組んで、

気合を入れました！

チームの旗も、
自分たちで作りました♪

段ボールをたくさん使って、
秘密基地づくり！

9月が旬の食べ物は柿です。

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

