
１1月のスケジュール

11月のお便り

ハロウィンパーティー準備

昨年度も大盛り上がりだった『ハロウィンパーティー』ですが、今回はなんと２年生が企画から準備、

当日の進行も行います！

準備に参加している２年生は、「楽しいハロウィンパーティーを作るにはどうしたらいいか」を考え、

話し合い、おばけの的あてや魔女の帽子輪投げなど、ハロウィンにちなんだゲームコーナーを作って

います。

また、イベントマップやスタッフ用のバッジ、ハロウィンの雰囲気を出すためのグッズづくりも頑

張っています！

子どもたちの想いがいっぱい詰まった手作りのハロウィンパーティーになりそうです。

準備や当日の様子は、動画にて配信予定ですので、お楽しみに！

11月が旬の食べ物はりんごです。

新スタッフ紹介
この度、新しいスタッフが仲間入りしました！
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。

きまちゃん
1児の母
季節に合わせた
造形が得意

なこちゃん
元ピアノの先生
子どもたちと音楽を
楽しみます！

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！
3チームに分かれて戦います。初めての大会となりますが、
是非ご参加ください。

※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。
※詳細については後日メールにてお知らせします。

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年生部門で戦います。
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。
自由参加となりますので、是非ご参加ください。

【持ち物】iPad ※レンタルの方は当日お貸しします。
※詳細については後日メールにてお知らせいたします。

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

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

イベント予告

月 火 水 木 金

2日　　    終日開室 3日 4日 5日 6日

東京農業大学
グリーンアカデミー

コマ回しに挑戦！
16:00～17:00

子どもかいぎ

※詳細は、メールをご確認ください。
※校内は立ち入り禁止となります。

文化の日 ※13:15下校後～

BGS(雑誌作り)活動日

　　　　そろばん・フェンシング・
ピアノ・STEM

STEM

9日 10日 11日 12日 13日

子どもカメラマン♪
15:30～17:00

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

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・ピアノ

　　　サッカー・ダンス・
　ピアノ・STEM

16日 17日 18日 19日 20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・そろばん

・STEM
STEM

　　サッカー・ダンス・
ピアノ・STEM

23日 24日 25日 26日 27日

勤労感謝の日
アクセサリー作り
with貴和製作所

エコバッグ作り フリマ 迷路づくり

クリスマスサンタ
キャンドルをつくろう

15:30～16:30
駄菓子おやつDAY

BGS(雑誌作り)活動日

　サッカー・ピアノ・
ミュージカル

　　ピアノ・フェンシング
・STEM

STEM
　　サッカー・ダンス・ピアノ

・STEM

30日

テーマパークダンスを
楽しもう♪

15:30～17:00

　　空手・ピアノ・そろばん

　　　           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）

工作WEEK

映像WEEK
～好きな映像作品を作ろう！～

                 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
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スペシャルWEEK
11月のスペシャルプログラム

【お申込方法】
・11月のスペシャルプログラムは、10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

子どもカメラマン♪

スラックライン

クリスマスサンタ
キャンドルをつくろう

めざせ！
ドッジボールの達人！

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 11月24日(火)～11月27日(金)

映像WEEK 11月9日(月)～13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短い映画作品をつくりました。ストーリーを考えて、
コマドリ動画を撮ったり、絵をたくさん書いてアニメーションに挑戦した子もいました！回数を重ねるごとに、子どもたちから
湧き出るアイディアや編集テクニックも磨かれています。
今回は、そんな子どもたちのアイディアをとにかく形にしたいと考え、テーマやジャンルは指定せず、自由に映像を作ります！
※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。

11月9日(月) みんなで企画会議！(ストーリーを考えたり、どのように撮影するか決めます)
11月10日(火)～13日(金) 撮影と編集をして動画を完成させよう！
11月16日(月)～ 完成した作品をYouTUBEチャンネルにて順次配信します！

11/19(木)
16:00～17:00

フェンシング

11/9(月)
15:30～17:00

11/11(水)・11/18(水)
15:30～16:30

11/12(木)
15:30～17:00

11/25(水)
15:30～16:30

【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】 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】 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

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

３回目となる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！
【持ち物】実着または運動できる私服、水筒、タオル

今月の工作WEEKは9月に大人気だったアクセサリーづくりを行います！
『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。
また、25日に作成したエコバックを使って「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！
最終日は、つくって遊ぶ「迷路づくり」です。今月は小さなものからスタート、来月以降は巨大迷路をつくる予定です！

11月24日(火) アクセサリー作り with貴和製作所
11月25日(水) エコバックづくり
11月26日(木) フリマ
11月27日(金) 迷路づくり

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！

お知らせ

プロの写真家の方と一緒に写真撮影を楽しむプログラムです！
スマートフォンやipadで写真を撮る機会が多くなっていますが、今
回はデジタルカメラで本格的な撮影にチャレンジします。最後には、
お気に入りの１枚をプリントしてお持ち帰りいただけます！
カメラに触れて、本格的な写真撮影を楽しみましょう！

【持ち物】デジタルカメラ・SDカード
※レンタルのご用意もございますが、数に限りがございますので、ご希望の方
は11/1(日)までにアフタースクールへご相談ください。(レンタルには別途料
金がかかります。)

※デジタルカメラを持参される際は、学校で出さないようお家でもお声掛けを
お願いいたします。
また、デジタルカメラの紛失・破損については責任を負いかねますので、ご理
解いただけますと幸いです。
※SDカードのデータについても紛失の可能性がございますので、参加される
際は事前にデータの整理や確認をお願いいたします。

【参加費】 800円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 こまのたけちゃん

【参加費】 1,200円
【定員】 10名 【対象】 1,2年生
【講師】 写真家 橘田龍馬

アフターの中でも、レゴでオリジナルのコマを作って回すのが人気
ですが、このプログラムでは、ひもとコマを使った昔遊びでおなじ
みのコマ回しを教わります！
教えてくれるのは、全日本こま技選手権で４連覇している、たけ
ちゃん先生。コマを回すだけではない、パフォーマンス技にもチャ
レンジします！コマ好きの子も、気になる子も
ぜひ参加してみて下さい！

コマ回しに挑戦！
11/5(木)

16:00～17:00

テーマパークダンスを
楽しもう♪

利用者アンケートのお願い

アフタースクールについての利用者アンケートを実施致します。

期間：11月13日（金）～11月29日（日）予定

アンケートの回答方法など、詳細は後日メールにてご連絡致します。

※調査内には保護者さま、お子さまそれぞれにお答えいただく項目がございます。お子さまへの質問は、お子さまに

お聞きいただき、ご回答をお願いいたします。

皆さまの忌憚のないご意見を頂戴し、アフタースクールの今後の運営に活かしていきたいと考えております。

ご協力の程よろしくお願いいたします。

11/30(月)
15:30～17:00

冬休みの開室について

開室期間：12月25日(金)、1月4日(月)～1月7日(木)

※12月26日(土)～1月3日(日)は閉室となります。

開室時間：8:30～18:30（延長 19:00）

イベント：12月25日（金） クリスマスイベント

1月7日（木） 新春紅白対抗歌合戦
今年は感染症対策のため、配信での開催を予定しています。
詳細は来月のおたより・メールにてお知らせします。

保護者面談を実施します

アフタースクールでは、希望された保護者の方との保護者面談を随時行っています。
今年度は、ZOOMを使用して実施します。
アフタースクールでのお子様の様子、利用方法の相談など、内容は問いません。
ご希望の方は、Plat連絡帳にてご連絡をお願い致します。

【参加費】 1,700円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 Rin＊Tsubaki 古我知洋子

【参加費】 700円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 もりたく☆彡。(森三由貴・中村彩)

このプログラムでは、テーマパークダンスに挑戦します！テーマ
パークダンスとは、遊園地やテーマパークのショーで踊られている
ダンスのことです。教えてくれるのは、YouTubeで主にダンス動画
を配信して活動している、２人組ユニットのもりたく☆彡。
今回は、クリスマスのパレード曲を練習して、最後にプチ発表会を
行います。なかなか体験できないテーマパークダンス！ぜひ見てい
る人も巻き込んで、一緒に楽しみましょう♪

オリジナルのサンタキャンドルを作るプログラムです！ベースの
キャンドルに、着色したロウで色付けをしたあと、クレヨンやろう
のかけらを使って、サンタの顔や服をデコレーションします。可愛
らしいサンタさんのキャンドルで、一足早いクリスマスをお家で楽
しみましょう♪
※作ったキャンドルはお持ち帰りいただけます。

昨年度の紅白対抗歌合戦の様子

保護者の方の参加も
お待ちしています！

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

