
12月のおたより
農大稲花アフタースクール

2学期が終わると、クリスマス、冬休み、お正月とイベントが重な
る時期になります。
今年は皆さまにとってどんな一年だったでしょうか。

アフタースクールでみる子どもたちは、心身ともにそれぞれに大き
く成長した一年でした。１・２年生は、自分のやりたいことを見つ
けて行動できるようになり、お友だちと一緒に協力したり誘い合っ
て遊ぶ姿がみられました。３・４年生は、下級生の子たちが増えた
分、最初は戸惑いながらも遊びやプログラムを通して関わることの
楽しさを知り、リードやサポートをしている姿が日常的に見られる
ようになりました。

保護者の皆さまと一緒に子どもたちを見守り育めました一年に感謝
を申し上げます。
2023年もどうぞよろしくお願いいたします。
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１２月のスケジュール

※感染予防の観点から、やむを得ずプログラム・イベント・アフターズアクティビティを中止させていただく場合がございます。
　その場合、レギュラー利用料の返金はいたしませんのでご了承ください。
※①：1年生　②：2年生　③：3年生　④：4年生　の表記となります。ご注意ください。
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アフターズアクティビティ　※お申込なしでご参加いただけます。

イベント　※お申込なしでご参加いただけます。
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【開室日】

12/26(月)～28(水)・1/5(木)・6(金)
※12/29(木)～1/4(水)は閉室となります。

【開室時間】
　8:30～18:30（延長19：00まで）　

 【持ち物】
　お弁当（注文以外の方）、水筒、私服、上履き、学習道具（必要な方）、 マスク（予備1枚）、
　ハンカチ、ティッシュ 　
　※登下校は制服、制靴、制帽、個人バッグ（ランドセル以外）でお願いします。

 【ご利用される方】
　レギュラー・スポット利用の場合ともに、8：30～18：30の間で「入室時間」と「退室時間」の
　登録をお願いいたします。またすでにレギュラー登録をしていてお休みされる方は、必ず
　「欠席」へ登録変更をお願いいたします。

　▶レギュラー利用登録：11/25(金)までにご登録ください。
　　　　　　　　　　　　料金は12月と1月のレギュラー料金となります（ご利用のしおり参照）
　▶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。
　▶フリー利用について：長期休み時は入室管理をさせていただきます。
　　　　　　　　　　　　もし利用がない場合は問い合わせをいたしますので、欠席の場合は
　　　　　　　　　　　必ずPlatより欠席登録をお願いいたします。

 【お弁当注文】
　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。
 　注文される方は前々開室日の10:00までにPlatの「予約内容変更・確認」よりお申込みください。
　※1/5(木)の注文は12/27(火)の10:00、1/6(水)の注文は12/28(水)の10:00が締め切りと
　　なります。 
　※当日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】
　各プログラム、開催日が不定期となりますので、おたよりのスケジュールをご確認の上ご参加
　くださいますようお願い致します。

 【冬休みの注意点】
　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。

今年もあと残すところ1か月ほどになりました。
冬休み期間中、アフタースクールは5日間開室します。下記日程をご確認の上、ご利用ください。

冬休みのご利用について



今年も、早くもあと一か月で終わりとなりますね。進級も少し先のこととして、現実感も

増してくる頃ではないでしょうか。来年度はどういう放課後を過ごそうかと、親子で相談を

する機会もちょっとずつされる時期かもしれません。

先日のオンライン座談会では、異学年の親御さん同士で、どういう過ごし方をアフタースク

ールでされているかのやり取りも活発にされていました。

ぜひ今後にむけて、放課後の過ごし方の材料となるお話も

共有させて頂ければと思いますのでぜひご気軽にお申込ください。

ご都合を幅広く調整しやすくする為に、12月も日付の設定はいたしません。

ご希望の方は、Platの連絡帳にてご連絡をいただき日程を調整いたします。

◆開催日時 　平日の11:00~13:00の間で30分ほど

1２月のオンライン面談

お知らせ
（事前予約制）

アフタースクールスタッフも
保護者会へ参加いたします
12/1(木)・12/2(金)・12/5(月)・6日(火)に実施されるの保護者会にて、アフタースクール

スタッフも参加しお話しする機会を頂戴することになりました。

改めてですが、現体制スタッフで初めてお会いできる方も多くいらっしゃると思いますの

で、皆さまへのご挨拶を兼ねて参加させて頂きます。

学年ごとに日にちが分かれているということもあり、私たちも各学年ごとのアフタスクール

でのエピソードや過ごし方の違い、成長を簡単な動画と共にお伝えする予定です。

もし時間が許すようであれば、質問なども受け付けようと思っておりますので、皆様と充実

した時間を過ごしたいと考えております。

ここ数年のコロナウイルス感染症拡大の影響により、リアルでのコミュニケーションが制限

されてきましたが徐々に機会を増やし、保護者の皆様がアフタースクールでの子どもたちの

様子が見れるなど、様々なコミュニケーションを大切に活動していきたいと考えております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。



子どもたちのようす
おでかけプログラムで、子どもたちの色々な姿が見られました！

11月の入試期間でお出かけに行ってきました！
いつもと違う場所で、いつもと違うメンバーだからこそ、子どもた
ちの新たな一面をたくさん見られた3日間でした。
 上級生はグループのリーダーとして人数確認や、移動のマナーを声
かけたり
遊びで１年生の体力差を気にかけて優しいルールを作っていたり
外で思い切り遊んでいた子が美術館ではじーっくり鑑賞していたり
水族館に図鑑を持ち込んで魚を観察している子がいたり…
自由にのびのび過ごす姿に、嬉しくなりました。
今後もお出かけの機会を作っていきたいと考えております。

11月29日(火)
※2~4年生のお店出店

 

12月27日(火)
※1年生のお店出店

1年生のみなさん、お待たせしました！
今までお客さんとして参加していた駄菓子おやつDAYです
が、12月は１年生のお試し出店を行います！
子どもたち自身がお店屋さんとなって、おやつの仕入れか
ら、値段の設定、お店の装飾に販売、売り上げの計算など店
舗運営に関わることをすべて行います。
興味のある方は募集期間中にアフタースクールで
スタッフに話を聞き、エントリーシートを書いて提出
してください。
※事前に学校外にスタッフと一緒に買い出しに行く日を設けます。
※駄菓子おやつDAY当日はお店の出店に関係なく、
アフタースクールに来室している全員が参加できます。

お知らせ

駄菓子おやつDAY

子どもたちのエピソード
2日の羽根木公園へのお出かけでは、マシュマロを�火で焼いて食べた
のですが、その場にたまたま来ていた小さい女の子が、羨ましそうに
見ていました。
それに気づいたアフターの子が「食べる？」と誘い一緒に�火を囲む
ということがありました。女の子はとても嬉しそうで、その子のお父
さんからも感謝の言葉をもらいました。
知らない人に話しかけるのも勇気がいると思いますが、人に優しくで
きる心、とても素敵だと感じました。

1年生でお試し出店メンバーを募集します！

11/29(火)～12/6(火)

駄菓子おやつDAY

出店募集期間



クリスマスWEEK＆クリスマスマーケット
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12月15日(木)　てづくりランタン
12月16日(金)　てづくりランタン
12月19日(月)　コットンボール
12月20日(火)　オーナメント
12月21日(水)　雪の結晶づくり

12月22日(木)　クリスマスマーケット

クリスマスWEEKスケジュール

アフターズアクティビティ

クリスマスパーティー 紅白対抗歌合戦

今月の工作WEEKは、クリスマスWEEKとしてクリ
スマスがもっと楽しくなる作品づくりを行います。
12/22(木)には、作った作品を並べて、TOKA
COINで売り買いできるクリスマスマーケットを開
催します♪

牛乳パックや小さいペットボトルで作る「てづく
りランタン」や、大人気の「コットンボール」を
アレンジして雪だるまの形にして楽しみます！

てづくりなクリスマスを楽しみましょう♪

今年のクリスマスパーティーは、みんなで「クリ
スマスナゾトキ」にチャレンジして、そのあとカ
フェで特別なおやつタイムを楽しみます♪

「クリスマスナゾトキ」は、各部屋を回りながら
謎を解き、クリアを目指すイベントです。

イベントの後は、３・４年生の子たちがメンバー
を募り、当日までのメニュー決めや準備も当日の
運営も全部自分たちで担当する、カフェ「ペルシ
ャ」が開店します！
（メニューは、ミニパンケーキ・ミニクレープな
どを出す予定で、一生懸命準備中です♪）

みんなで楽しむクリスマス！ぜひ楽しみにしてい
てください。

【日時】12/26(月)13:30~14:30
　　　　　　※カフェは16:30まで

毎年恒例の紅白対抗歌合戦を今年も開催します！

紅白対抗歌合戦とは…
歌・ダンス・演奏など、音楽に関するパフォーマ
ンスを行い、みんなで楽しみながら、最後は投票
によって優勝を決めるイベントです。

昨年は、その場でパフォーマンスを行う「ステー
ジ部門」、動画を撮影して表現する「映像部門」
に分かれて、各部門１０組ほどがエントリーし、
個性豊かに表現していました！

今年の詳細は、後日メールにてお知らせいたしま
す。
ぜひ皆さまのご参加、お待ちしております！

【日時】1/6(金)13:30~15:30



毎月、人気のぬいぬいDAY！今までは、3,4年生限定の活動でしたが、子どもたちのリクエストから、
全学年が参加できるようになりました。（開催日時によって、対象学年を分けます。）
1,2年生は、初めての子は布用ボンドやフェルトを使った作品づくりを中心に体験します。慣れてきたら
針と糸を使った裁縫にチャレンジします！

3,4年生は、初めてミシンに挑戦し、『刺�ポーチ』をつくります。
ぜひご参加ください♪

12/9(金)15:30～16:50【3,4年生】

12/12(月)15:30～16:50【1,2年生】
　　※続きをやりたい3,4年生も参加できます。

※1,2年生対象の日に、
　部屋の一角に３,４年生対象のスペースを設けます。
　作品づくりの続きをしたい子は、進めることができます。

スペシャルぬいぬいDAY

１・２年生

TOKA BASEを担当しているスタッフを紹介！

いけちゃん 〈工作WEEK担当〉

あきちゃん 〈謎解き担当〉
みんなのお姉さん的存在！いつも優しく話を聞いてく
れたり、みんなのことを温かく見守ってくれるスタッ
フ。そんな包容力に吸い込まれるように、子どもたち
も心を開いて、色んなことを相談している姿もよく見
られます。
他にも校内を使った謎解きやクイズ大会など、みんな
が楽しめる企画を考えてくれています！最近は
SPY×FAMILYを見ることにはまっているそうです！

お
花

の
刺繍ポーチ

３・４年生

ビ
ー

ズ
チャーム 

運動、工作、なんでもござれ！池ちゃんの周りにはい
つも子どもたちがいっぱい集まってきます★
3人のお子さんを育てているお母さんでもあり、近隣
の中高のバレーボールチームのコーチをしているなど
指導者の一面も。スタッフからも頼りにされているア
フタスクールの大黒柱です。



12/16(金)
15:20~16:50

①12/19(月)15:20~16:50
②12/26(月)10:30~12:00

③1/5(木)15:20~16:50
※今回は３回連続のプログラムになります。

【参加費】1,200円(税込) 【定員】15名 
【対象】全学年【講師】アトリエ milkyway　星合和枝

スペシャルプログラム
12/9(金) 

15:20~16:50
3Dプリンターでものづくり！

〈3・4年生〉
3Dプリンターでものづくり！

〈１・２年生〉

12/5(月)
15:20~16:50

【参加費】2,500円(税込) 【定員】5名 【対象】1,2年生
【講師】東京農工大学工学部機械システム工学科在学　小山莉生

１～２年生対象の大人気の３Dプリンターのプログラムです！
パソコンを使って、本格的なモデリングを学びながら、作品
づくりを楽しみます。
今回は、クリスマスツリーや壁に飾れるオーナメントづくりに挑
戦します。自分オリジナルのデザインを考えて、３Dプリンター
ならではのモノづくりを体験しましょう♪
※作品は後日お渡しいたします。
※こちらのプログラムは、抽選でのお申込となります。抽選結果
は、11/30(水)にお知らせします。
抽選お申込期間：11/28(月)まで

【参加費】2,500円(税込) 【定員】8名 【対象】3,4年生
【講師】東京農工大学工学部機械システム工学科在学　小山莉生

12/22(木)
15:55~16:50
スラックライン

【参加費】800円(税込) 【定員】10名 【対象】全学年
【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。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

３～４年生対象の大人気の３Dプリンターのプログラムです！
パソコンを使って、本格的なモデリングを学びながら、作品づくり
を楽しみます。
今回は、クリスマスオーナメントづくりに挑戦します。少し凝った
デザインに挑戦します♪３Dプリンターならではのモノづくりを体
験しましょう！
※作品は後日お渡しいたします。
※こちらのプログラムは、抽選でのお申込となります。抽選結果
は、11/30(水)にお知らせします。
抽選お申込期間：11/28(月)まで

スクラップブッキングで
年賀状づくり♪

　　　　　　　　　　　スクラップブッキングとは、思い出の
　　　　　　　　　　　写真を使ったクラフトのことです！写
　　　　　　　　　　　真に加えて、フェルトや紙のかざりを使
って、自分だけの年賀状を作ります。
お気に入りの写真を使うことで、さらに思い出や心のこもった作
品になります♪お正月が楽しみになるプログラムです！
【持ち物】写真（4x4cmにカットして使います。使いたい写真
を3枚以上お持ちください。）

※ツリーはお持ち帰りできます
【参加費】5,500円（税込） 【定員】10名　【対象】全学年  【講師】スタディPCネット経堂　斎藤賢司

電子工作

今回は冬休みスペシャルということで、3日間の連続プログラムです！1日目は”はんだ”を使ってクリスマスツリーを制作。
2日目は、こどもコンピュータでプログラミングをしてクリスマスツリーにイルミネーションを光らせます。
年が明けた3日目は、そのイルミネーション技術を応用して、光るアクセサリーを制作します。
毎回やったことを応用しながら難しいことにも挑戦しようと思っていますので、ぜひご参加ください！

※必ず3回すべて出席できることが参加条件となります。
※Platお申込の際は、全日程への申し込みをお願いします。

 〈はんだ付けで
　　　　プログラミングで光るクリスマスツリーを作ろう!〉



マジックスクール！
 〈コインの瞬間移動〉

1/5(木) 
〈１・２年生〉13:30~14:30
〈３・４年生〉15:00~16:00

冬休みのスペシャルプログラム

12/26(月) 
10:00~11:30

Nゲージで
ミニジオラマづくり

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、『スキー場』のジオラマを作ります！
雪にみえる綿や小さい木の模型を土台に接着して自分だけのジ
オラマづくりを楽しみましょう。
 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♪
 ※作ったジオラマは持ち帰ることができます。

【参加費】3,200円（税込）【定員】15名  【対象】全学年
【講師】O.MORO DESIGN　諸星昭弘

12/28(水)
10:00~11:30

【参加費】1,300円（税込）【定員】15名 【対象】全学年
【講師】スポーツスタッキング元世界チャンピオン　SEOPPI

12/27(火) 
10:30~12:00

スポーツスタッキング
プラスチック製のコップを決められた形に積み上げて、崩す
までの速さを競う競技です。スピードかつ丁寧さという、他
のスポーツにはない感覚を求められる競技です。
 みんなで練習した後は、本格的なタイマーを使ってお友だち
とタイムを競います。日本記録にみんなで挑戦しましょう！

毎回大人気のマジックを教えてもらうプログラムです！
今回は、手で持っていたコインが一瞬でケースの中に移動し
てしまうというマジックを習得します。
講師に教えてもらいながら練習をして、最後にはみんなの前
で披露します！
※コインとケースのキットは、お持ち帰りいただけます。

【参加費】1,300円（税込）【定員】10名 
【対象】1,2年生 / 3,4年生　【講師】パフォーマー Tento

マンガを描こう！

12/27(火)・28(水)
13:30~15:30

【参加費】2,500円(税込) 【定員】10名 【対象】3,4年生
【講師】もち工房アシスタント　風屋ロッサリ

バスケットボール
大人気バスケットボールを今月も実施します！
普段手にするボールとは一回りほど大きさが違うため、最
初はボールに慣れる運動から始めます。その後パスやシュ
ートなど、徐々に本格的な動きを練習して、試合にもチャ
レンジします！
【持ち物】実習着または運動できる私服、 水筒、タオル
【参加費】880円（税込）【定員】20名  【対象】全学年
【講師】BLITZ BASKETBALL ACADEMY代表  千葉 司

　　　　　　　　　　　こちらのプログラムでは、２日間かけ
　　　　　　　　　　　て本格的なマンガ作品を完成させます！
　　　　　　　　　　　教えてくれるのは、アシスタントとして　
　　　　　　　　　　　実際にマンガを描いているロッサリ先生。
１日目は、マンガの基礎と道具を学び、アイデアを出しながら
ストーリーを考えます。２日目は、実際にプロットからネーム、
ペン入れを体験して完成させます！
※両日のお申込とご参加をお願いいたします。
【持ち物】鉛筆・消しゴム・透明な30cm定規

12/26(月) 
15:20~16:50

目指せラリー20回‼
だいぶ卓球のラケットや玉に慣れてきた子どもたち。ここからは
卓球のテクニックにも挑戦していこうと思います。今回は”フォア
ハンドとバックハンド”。基本テクニックを身に着けて確実にラリ
ーを続けられるようになれば、もっと卓球が楽しくなる！
 【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル、ラケッ
ト（持っている人のみ）
【参加費】1,400円（税込）【定員】20名  【対象】全学年
【講師】日本卓球協会公認卓球五段  国広哲弥

卓球を楽しもう！
 〈フォアハンドと

バックハンドをマスター！！〉



現在、スペシャルプログラムは先着順となっており（※一部該当しないものもあり）募集人数を上回る場合は
「キャンセル待ち」でお申込いただいております。
プログラム当日にキャンセル待ちが繰り上がる場合は、アフタースクールで直接お子様にお声がけし「参加希
望」の確認が取れましたら、ご参加いただくようにしています。その際は、特に保護者の方にご連絡は致しませ
んので、あらかじめご了承くださいませ。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

プログラム当日のキャンセル待ちの対応について

◆12月のスペシャルプログラムは、11月21日(月)12:30より申込開始です。
　Platの「スペシャルプログラム予約」よりお申込ください。 
  〈Plat URL〉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。
　前日までに繰り上がった場合、参加できる旨を事前にご連絡差し上げます。
　当日に空きが出た場合はアフタースクールで直接お子さまにお声がけし「参加希望」の確認が取れましたら、
　ご参加いただくようにいたします。
　その際は、特に保護者の方にご連絡は致しませんので、あらかじめご了承くださいませ。

　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。 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。
※学校行事などで参加が遅れる・欠席する場合も返金はいたしかねますので、ご了承ください。

スペシャルプログラムお申込方法

※プログラムのお申し込みの際は、必ずお子さまとお話しをして
お子さまの意思のご確認をお願いいたします。

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

