
2月のスケジュール

2月のお便り

紅白対抗歌合戦

１月７日(木)は、第二回紅白対抗歌合戦でした。

ご応募いただいた皆さま、動画配信でご覧いただいた皆さま、ありがとうございました！

今年は動画鑑賞という形で実施しましたが、動画ならではの楽しさがありました。自由度が高いからこそ、

子どもたちの個性ややりたいことが実現していると作品を見ながら感じました。

お友達と大好きな曲を歌って踊ったり、ご家族の方と一緒に練習してお家で撮影してくれたり、衣装を用

意して演出も自分で考えたりと、子どもたちの意欲とアイディアは無限大です。

学校の先生の出場もあったり、学校の先生方も動画を見てくださいました。夏秋校長先生からは、特別賞

を頂きました！

新型コロナウイルスの影響で大きな声で歌ったり表現することが制限される日々ですが、だからこそ、動

画という手段を通して、子どもたちの想いが全力で表現できていたように思います。

これからも、子どもたちの思い描くものを形にし、発表できる機会を大切にしていきたいと考えておりま

すので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

2月が旬の食べ物はふきのとうです。

お知らせ

2021年度定期プログラム申込開始

来年度の定期プログラム申込を開始します。
来年度実施するプログラムについては、右記QRコードまたは下記URLより
ご確認をお願いいたします。
URL：https://afterschool.force.com/plat/s/information/a0x2x000001XA79

定期プログラムの詳細については、1/23（土）学校保護者会でご説明します。

≪定期プログラム申込スケジュール≫

◆1/23（土）～2/21（日）定期プログラム申込期間

2021年度定期プログラムをお申込の方は、下記URLまたは
右記QRコードの申込フォームよりお申込をお願いします。

URL：https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a
WyQPWH_LUW8ifhPBGt5Ybi8sasnNpHnbVkIRQ3cldUQ1o1Mk
U4WjI1SkdLUVFCN0dCUVpNTFZSTi4u

◆3/1（月）定期プログラム受講者決定メール配信
◆3/1（月）～3/14（日）定期プログラムplat登録期間

定期プログラム
申込フォームQRコード

※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　　　　　節分 3日 4日 5日

子どもかいぎ

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・ミュージカル
　　そろばん・フェンシング

ピアノ・STEM
STEM 　　　サッカー・ピアノ・STEM

8日 9日 10日 11日 12日

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

建国記念の日

しんちゃんと絵を描こう！
15:30～17:00

　　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

15日 16日 17日 18日 19日

フラワーアレンジメント
～ひな祭りver～
15:30～17:00

アナウンサー直伝！
インタビューに挑戦してみよう！

15:30～16:30

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

ピアノ・STEM
STEM

　　サッカー・ダンス・
ピアノ・STEM

22日 23日 24日 25日 26日

工作WEEK

フェルトでミサンガ作り 天皇誕生日 フリマ
つくって遊ぶ

～パラシュート・ロケット～

電子工作
～「センサー」で遊ぼう！～

15:30～17:00

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

駄菓子おやつDAY

直感でアート♪
～自分だけのリンゴを作ろう～

15:30～17:00
BGS(雑誌作り)活動日

　　空手・ピアノ・そろばん STEM STEM ダンス・STEM

映像WEEK
～ミュージックビデオを作ろう～

                 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

　　　           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）

定 定

定 定

定

定定

定

定

定

定

定 定

定

定 定

定定

定

定

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a


アフターズアクティビティ

2月のスペシャルプログラム

【お申込方法】
・2月のスペシャルプログラムは、1月25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

直感でアート♪
～自分だけのリンゴを作ろう～

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 2月22日(月)～26日(金)

映像WEEK 2月15日(月)～19日(金)

前回の映像WEEKでは、自由に好きなテーマで撮影しました。お友達と一緒にラジオ番組を作ったり、クイズ番組を作ったり
している子もいました。
今回は、みんなの好きな音楽を募集して、ミュージックビデオを製作します。俳優さんになりきったり、素敵な景色を撮影して
オリジナルの映像を作りましょう！
※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。

2月15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)
2月16日(火)～19日(金) 撮影と編集をして動画を完成させよう！
2月22日(月)～ 完成した作品をYouTUBEチャンネルにて順次配信します。

2/24(水)
15:30～17:00

スラックライン
2/4(木)

16:00～17:00

【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

今回の工作WEEKでは、22日にフリマで販売するためのミサンガづくりを行います。たくさん作った子は持ち帰りも可能で
す。24日には、いつも工作WEEKを担当してくれるきまちゃんのスペシャルプログラム「直感でアート♪～自分だけのリン
ゴを作ろう～」も予定しています！
26日はつくって遊ぶ～パラシュート・ロケット～です。自分でパラシュートやロケットをつくり飛ばしてみましょう。

2月22日(月) フェルトでミサンガづくり
2月24日(水) スペシャルプログラム「直感でアート♪～自分だけのリンゴを作ろう～」
2月25日(木) フリマ
2月26日(金) つくって遊ぶ～ パラシュート・ロケット～

【参加費】 1,100円
【定員】 10名
【対象】 1,2年生
【講師】 臨床美術士 藤原直美

【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 髙橋英一

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

フェンシング(１年生)2/10(水)・2/24(水)
15:30～16:30

フラワーアレンジメント
～ひな祭りver～

2/16(火)
15:30～17:00

【参加費】 2,200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

大人気のフラワーアレンジメントのプログラムです。今回は、アート
フラワーを使ったひな祭りにぴったりな可愛らしい作品を作ります。
そして、和紙で器の飾りつけにもチャレンジします！
フラワーアレンジを通して、華やかなひな祭りを
楽しみましょう♪

初めてのアートプログラムです！今回は、アルミホイルや障子紙を
使ってリンゴのオブジェを作ります。リンゴの構造を学んだ上で、
造形のポイントを考えながら形を作ります。そして本物のリンゴの
匂いや肌触りなどを感じたままに、オイルパステルで色を塗り、個
性豊かな作品に仕上げます。五感をフルに使って楽しみましょう！

電子工作
～「センサー」で遊ぼう！～

2/22(月)
15:30～17:00

【参加費】 2,500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

スペシャルWEEK

アフターズアクティビティとは、アフタースクール内で行われるイベントのことです。参加費や申込は必要ありません。アフタースクールに
来ている子たちが参加できます。

当初、zoomでの保護者会を予定していましたが、今年度の振り返りと来年度の運営等については、youtube
で配信し、2/13（土）は希望者のみzoom個別相談会を実施いたします。

2/13(土) zoom相談会

日 時

申込方法

『しんちゃんと一緒に絵を描こう！』 2/10(水)15:30～17:00

フリマでいつも素敵な塗り絵を出品してくれている、絵が得意なスタッフしんちゃんと一緒に絵を描くプログラム
です。
今回は、オリジナルのキャラクターを作って、描いてみましょう！基本的な絵の描き方やポイントを教えてもらい、
実際にお手本のキャラクターたちの特徴を観察して、自分のイメージを元に絵を描いていきます。最後はみんなで
できたキャラクターたちを見せ合います。どんなキャラクターたちが生まれるのか、私たちスタッフも楽しみで
す！

『アナウンサー直伝！インタビューに挑戦しよう！』 2/18(木)16:00～17:00

2月13日（土）10:00～12:00   ※1人20分程度

下記URLまたは右記申込フォームよりお申込ください。
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aWyQPWH_
LUW8ifhPBGt5b5GUqeqcDZMqe9txM4Aqx5URElETFc3Vk5ORktS
SUZJRURWNkFOM0oyUi4u

今回の電子工作プログラムは、センサーを使ったプログラミングを
行います。
「自動ドアは、なぜドアのまえに立つと開くの？」「自動車の自動
ブレーキは、どうして前の車が停まったことがわかるの？」その仕
組みがわかる「センサー」と「コンピューター」の関係について、
実際に繋げて遊びながら学びます。
※機器の持ち帰りはございません。

これまで行ってきたBGS(アフター雑誌)作成の新たな挑戦として、インタビュー記事の作成に取り組みます。
インタビュー初挑戦の子ども達にアナウンサーの方からインタビューのコツを教えてもらいます！
発声練習などの基礎練習から、実際にインタビュー内容の質問を作成し、実践練習を行います。
BGSの活動に興味がある人！新規メンバーも募集中です！

日時：2/18(木) 15:30～17:00
対象：BGSメンバーを中心に当日参加したい人が参加できます
内容：発声練習・インタビュー内容・インタビュー実践

※BGS活動の内容に合わせて実施します。

BGSメンバー要チェック！

工作WEEKの様子

《締切 2/9(火)》

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

