
7月のお便り

6月28日（月）からアフタースクールの自由遊びが変わります。

普段過ごしている部屋に新しく4つのスペースが誕生します。

より好きなことに夢中になれる環境が整い、成長に合わせた自由時間の過ごし方ができるようになります。

自由遊びが変わります！

工作スペース
自由に使える工作道具、材料が
増え、子どもたちの創造力が発
揮できるような場所になります。

ICTスペース
子どもが使えるiPadを増やし、
プログラミングや動画づくり、
絵を描くこともできるようにな
ります。子どもたちと使い方を
考え、一緒にルールを決めなが
ら正しい使い方を学びます。

のんびりスペース
子どもたちのリクエストから
新しい本や漫画を追加し、
ひとりで本を読んだり、お友達
とおしゃべりしたりと、ゆった
りと過ごすことができます。

高学年スペース
学年が上がると何をするかより「誰と
するか」が大切になります。そこで今
年度から高学年の子たちが自分たちら
しく楽しく過ごせるよう、高学年ス
ペースを設けます。どんな場所にする
か、何を置くかは3年生が自分たちで
考え、創り上げていきます。



7月(終業式まで)のスケジュール

※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。

月 火 水 木 金

1日 2日

夏のフラワーリース✿

16:00～17:00

子ども会議
夏のイベント企画＆

メンバー募集！

　　STEM・学習支援 　　　サッカー・ダンス・ピアノ

5日 6日 7日 8日 9日

光の箱をつくろう
15:30～17:00

　　　STEM・空手
　　　ピアノ・そろばん

　STEM・サッカー
　ピアノ・ミュージカル

　　STEM・そろばん
　　ピアノ・フェンシング

　　STEM・学習支援 　　　サッカー・ダンス・ピアノ

12日 13日 14日 15日 16日

フェンシング
15:30～16:30

スラックライン
16:00～17:00

　　STEM・空手
　　ピアノ・そろばん

　　　STEM・サッカー
　　　ピアノ・ミュージカル

　　STEM・そろばん・ピアノ 　　STEM・学習支援 　　　サッカー・ダンス・ピアノ

19日 20日 21日 22日 23日

海の日 スポーツの日

うちわづくり 的あてであそぼう！
直感でアート♪

〈夏のカフェをつくろう〉

電子工作
〈ミニ扇風機をコンピューターで

  機能アップしよう！〉

15:30～17:00

直感でアート♪
〈夏のパフェをつくろう〉

15:30～17:00

　　STEM・空手
　　ピアノ・そろばん

　　　STEM・サッカー
　　　ピアノ・ミュージカル

　　STEM・そろばん
　　ピアノ・フェンシング

26日 27日 28日 29日 30日

駄菓子おやつDAY

フリマ

アソブロックを楽しもう！
スラックライン

夏のキャンドルづくり
フェンシング

水遊び（３年生） 水遊び（２年生） 水遊び（１年生）

　　　           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

                 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

工作WEEK

ガラスタイルコースター

ブレイクダンスにチャレンジ！
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終業式

※夏休みのスペシャルプログラム・イベントの詳細は、

7/2(金)に配布する『夏休みのおたより』でお知らせいたします。



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。

スペシャルWEEK

先月の工作WEEKでは、七夕かざりを作って短冊にお願い
事を書いたり、筒に絵を描いて自分だけの七夕ライトを
作って楽しみました。

今月は、トイレットペーパーの芯で弓矢と的あてを作って、
遊べるおもちゃを作ります。
さらに、ガラスタイルを使ったコースターや、開くときれ
いな折り紙うちわを作って、夏を楽しみましょう♪

7月19日(月) うちわづくり
7月20日(火) 的あてであそぼう！
7月21日(水) スぺシャルプログラム

「直感でアート♪
～夏のパフェをつくろう～」

7月26日(月) ガラスタイルコースター
7月27日(火) ガラスタイルコースター

工作WEEK 7月19日(月)～27日(火)

お知らせ

夏休みの利用について

【開室時間】
8:30～18:30（延長19：00まで）
※8/9(月)～8/13(金)は閉室となります。

【持ち物 】
上履き、マスク（予備1枚）、私服、水筒、学習道具
（必要な方）、ハンカチ、ティッシュ、プログラム道具、
タオル、つば付きの帽子(外遊びの際に使用）、お弁当
（保冷剤をお願いします）
※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。

【登下校】
制服、制靴、制帽、個人バッグ（ランドセル以外）
※アフタースクールに到着後、私服に着替えます。

【利用登録】
レギュラー利用登録：7月25日(日)までにご登録くださ
い。
※8月レギュラー料金となります。
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。

【利用変更】
利用時間、下校方法等の変更は当日8:00までにPlatより
変更をお願いいたします。
それ以降の変更についてはPlat内「連絡帳」よりご連絡
をお願いいたします。
また、緊急の場合はアフタースクールにお電話をお願い
いたします。

工作WEEKの様子

【お弁当について】
夏休み期間中は、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
込ください。注文された日は、お箸をご持参ください。

※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。

【定期プログラム】
STEM以外は8月も定期プログラムを実施いたします。
実施予定日はPlatまたは7/2（金）に配布する「夏休み
のお便り」をご確認ください。
※レギュラー利用登録が必要となります。

【注意点】
入室の際、8:00近くにすでに到着しているお子さまが
いらっしゃいます。
8:30まで入校できませんので、8:30以降に正門に到着
するよう、お願いいたします。

〈七夕ライトづくり〉

〈コーヒーフィルターでにじみ絵〉



おやつ業者変更のお知らせ

7月よりおやつの主要注文業者が変更となります。変更内

容は下記の通りとなります。ご確認ください。

--------------------

新しい業者：「コープデリ」

おやつ献立表：2週間ごとにお知らせいたします。

---------------------

今後は、感染症対策を行った上で、徐々に、冷菓や焼き菓

子、果物など、できる限り体によいおやつを提供していく

予定です。

また、4月より農大生協のお惣菜の提供を行っています。

7月からは、農大MUJICOパンの提供も開始いたします。

※大学生協では独自の「食品添加物基準」を基に取り扱い食材・
商品を選定し販売しております。
参照URL：https://www.univ.coop/business/business_111.html

定期プログラムについて

定期プログラム夏の募集を行います。

【プログラム新規受講について】※受講開始は8月です

募集期間：6/18(金)～7/4(日)

申込方法：6/18(金)に配信するメールのアンケートフォーム

URLよりご回答をお願いいたします。

【プログラム辞退について】※７月いっぱいの受講となります。

現在受講されているプログラムを辞退される方は、以下2点を

お願いいたします。

①7/25(日)までに 連絡帳よりアフタースクールに辞退の旨を

連絡

②7/25(日)までに Platにてプログラムの解約登録

※定期プログラムは基本的に1年間を通しての受講をお願いし

ています。

詳細は7/1配信の

メールをご確認ください

お知らせ

学校でめいっぱい頑張ってきた子どもたちにとって、

アフタースクールのおやつの時間は、とても大切な時間

です。

エネルギーチャージはもちろんのこと、ホッと一息つ

ける瞬間でもあります。

また、どのおやつを食べるか、いつおやつを食べるか、

子どもたちが自分自身で「選択」できる時間でもありま

す。

日常生活の中で、子どもたちが自分自身で選んで行動

する機会は決して多くはありません。

アフタースクールでは、最低限のルールはありつつも、

その中で子どもたちが自由に選択できるような環境設計

を行っています。

おやつの時間もその大切な機会の一つとして、子ども

たちが自主的に、楽しく参加できるよう、今後も様々な

取り組みを行ってまいります。

アフタースクールとおやつ

駄菓子おやつDAYについて

駄菓子おやつDAYでは、子ども達に「たくさんの失敗」

をしてほしいと考えています。何か新しいことに取り組

むとき、正解を求めて動けなくなる子ども達ですが、

「まずはやってみよう！」の声掛けから体験しながら考

えて次に活かすことを繰り返しています。

お店の人として、準備をしたりお店を運営するのは楽し

いことばかりではありませんが、楽しみにしてくれてい

るお客さんのために今月も準備に励みます。

ABCレース

チューリップ

ガールズ×だがしや

コスモスのストーリー どうぶつやさん

おやつへの思い

【お知らせ】
3年生有志メンバーを中心に、「TOKAカフェ（仮）」企画がス
タートしました。7月に初イベントを実施する予定です！
日程は、7/2配布のおたよりをご確認ください。

今年度からの新しいお店を紹介します！

https://www.univ.coop/business/business_111.html


7月(終業式まで)のスペシャルプログラム

【お申込方法】
・7月のスペシャルプログラムは、6月21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。
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。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。

スペシャルプログラム
申込QRコード

スラックライン
7/15(木)

16:00～17:00

【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

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

今回のアートプログラムは、夏のイメージを表現したアート
なパフェを作ります。カップは、夏の夕立をイメージして絵
の具で色付けをし、入道雲をイメージした粘土でできたク
リームを添えます。最後は、夏のイメージを描いた紙を好き
な形に切って、飾り付けたら完成です♪
自分だけの芸術的な夏のパフェを作りましょう！
【持ち物】エプロンまたは汚れてもいい私服

【参加費】 880円（税込）
【定員】 13名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 臨床美術士 藤原直美

直感でアート♪
〈夏のパフェを作ろう〉

7/21(水)
15:30～17:00

夏のフラワーリース✿
7/1(木)

16:00～17:00

【参加費】 1,980円（税込）
【定員】 15名
【対象】 1,2,3年生
【講師】 Lino rino flower design

福村裕子

大人気のフラワープログラム。今回は、夏にぴったりなフラ
ワーリースを作ります。
様々な色のお花を使って、白いリースを飾り付けていきます。
海を感じるような涼しげなリースを作って、お部屋やドアに
飾って、夏をもっと楽しみましょう♪

フェンシング
(１年生)

7/14(水)
15:30～16:30

人気があり、定期プログラムにもなったフェンシングを１年
生対象に実施します！本格的ですが、当たっても痛くない道
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

【参加費】 550円（税込）
【定員】 10名 【対象】 1年生
【講師】 東京農業大学フェンシング部監督

髙橋英一

光の箱をつくろう！
7/7(水)

15:30～17:00

【参加費】 550円（税込）
【定員】 15名
【対象】 1,2,3年生
【講師】 アフタースクールスタッフ 森悠歌

太陽や光にかざすと、キラキラといろいろな色に光って見え
る不思議な箱づくりにチャレンジします。アルミホイルを丸
やハートなど好きな形にしたら箱につめて、最後にカラーセ
ロファンを貼り付けたら、ステンドグラスのような光る箱の
出来上がりです！
ライトの近くに置いたり、太陽にかざしながら楽しみましょ
う♪

電子工作
〈ミニ扇風機をコンピューターで

機能アップしよう！〉

7/19(月)
15:30～17:00

【参加費】 2,750円（税込）
【定員】 10名
【対象】 1,2,3年生
【講師】 スタディPCネット経堂 斎藤賢司

100円ショップで売っているミニ扇風機を、コンピューター
を使って回転速度を変えたり、センサーで制御する実験に
チャレンジします！
身近なものの仕組みを考え、機能アップするにはどのような
工夫をしたらいいのかを試しながら学びます。夏に欠かせな
い扇風機で、プログラミングを楽しみましょう♪

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

