
4月のお便り
ご入学 号

東京農業大学稲花小学校にご入学の皆さま
ご入学おめでとうございます。

いよいよ始まる小学校生活の中で
「子どもたち自身が作る子どもたちの心地よい居場所」

を目指して
子どもたちの放課後の時間を豊かなものにしていきたいと思っています。

ワクワクドキドキ、できた！やった！がいっぱいの場所
自分が好きなことを見つけられる、そして続けられる場所

自分で考えて、友達と一緒に実現していく場所

大きくなった時に
「あそこが原点だったね」と思える小学校生活になるように

小学校と協力したアフタースクールにしていきます。

4月第1週の様子

4/1（月）アフタースクール初日
開校式をしました。

テープカットは、ほとんどの子がやりたい！
と元気よく言ってくれたので

じゃんけんで児童代表を選びました。

4/２（火）アフタースクール2日目
天気も良く、ちょっと寒いけどお花見日和。

農大校内で桜の花びらを拾って
桜の花びらのしおりを作りました。

桜の種類の勉強も興味津々に聞いていました。

外で思いっきり体を動かしたり
室内で思い思いに遊んだり
お友達と一緒に遊ぶのが
大好きな様子です。

スタッフ紹介

正村絵理（えりさん）
小２と２歳児の母

保育士免許有

小林咲（こばちゃん）
サッカー経験者

幼小中学校教員免許有

荒井麻里子（あられちゃん）
運動だいすき！

小学校教員免許有

中間祐子（ゆうこさん）
大学生の娘さんの母
幼稚園教諭免許有

佐藤桃花（もかちゃん）
演劇・ジャグリング大好き

高杉忠男（すぎさん）
息子３人、孫４人。工作大好き

今野翔太（こんちゃん）
永遠の野球少年農大生
目指せ中高学校の先生

森悠歌（もりちゃん）
農大一中一高出身

目指せ小学校の先生

宮崎珠未（たまちゃん）
センス溢れる器用な農大生

小林果緒（かおちゃん）
地域活性を頑張る農大生
目指せ中高学校の先生

アフタースクールではこんなメンバーが待ってます★
アフタースクールは子どもたちのワクワク♪♪やこれやりたい！！を見つけて、好きなことを続けられる場所です。

先生生徒の関係ではなく、そんな子どもたちをサポートするスタッフでありたいと思っています。なので、みんなには愛称で呼んでもらっています。

月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日 5日

農大稲花アフタースクール
開校式

桜を拾いに行こう！
桜のしおりを作ろう！

★みんなで手作りおやつ★
ふりかけを選べるおにぎり

ボードゲーム大会
★みんなで手作りおやつ★

ホットケーキにデコレーション

8日 9日 10日 11日 12日

★みんなで手作りおやつ★
具を選べるおにぎり

♪子ども会議♪
自分たちのほしいおもちゃを

話し合おう！

床一面の紙に
みんなで絵を描こう！

15日 16日 17日 18日 19日

15:30～16:30 15:00～16:45 15:30～16:30 15:30～16:30

春の花
ポップアップカードづくり

「和」日本の伝統クッキング
～三色団子～

LaQで平面モデルを作ろう！
運動能力向上講座

～運動競技会に向けて「走る！」～

参加費　500円（持ち帰りあり）
定員　25名

参加費　900円（持ち帰りあり）
定員　16名

参加費　1200円（持ち帰りあり）
定員　15名

参加費　700円
定員　20名

22日 23日 24日 25日 26日

15:30～16:30 15:30～16:30 15:00～16:45 15:30～16:30

みんなで
「パプリカ」を歌って踊ろう！

科学実験
～自転車を科学的に見てみよう～

世界を旅するスイーツクッキング
～レアチーズケーキ（ギリシャ）～

綱渡りでトランポリン！？
スラックラインを体験しよう！

参加費　３00円
定員　30名

参加費　1000円（持ち帰りあり）
定員　20名

参加費　900円（持ち帰りあり）
定員　18名

参加費　500円
定員　20名

                 　スペシャルプログラム（事前に申込をした子が参加します）

　表示なし　アフターに来た子の中で、参加したい子が参加します

4月のプログラム
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4月のスペシャルプログラム

≪お申込方法≫
・4月のスペシャルプログラムは、4月８日（月）17:00より申込開始予定です。

KidsAIの「スペシャルプログラムPG」よりお申込みください。
・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、キャンセル待ちを承りますので、メールにてご連絡をください。
定員に達していないプログラムは、前日17:00までお申込みいただけます。

・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セットでお申込ください。

≪お申込方法≫
・５月からのスペシャルプログラムは、4月８日（月）17:00より申込開始、4月15日（月）申込締切予定です。
KidsAIの「レギュラー申込」よりお申込みください。 ※ピアノのみ別フォームになります。
・定員を超えたプログラムは抽選にて受講者決定となります。受講の可否、受講者への持ち物等は、4月19日（金）
までにメールにてご連絡いたします。

※定期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。
※定期プログラムに参加する曜日は、レギュラー利用とセットでお申込ください。

≪プログラム日程≫

・受講決定者へ受講プログラムの実施日程を広報いたします。8月はお休みになります。

料金はすべて税別

世界を旅するスイーツクッキング
～レアチーズケーキ（ギリシャ）～

『世界を旅するスイーツクッキング』では、毎月1回、色々な国のお菓子にチャレンジしていきます。
第一回目は、古代ギリシャで生まれたと言われるお菓子「レアチーズケーキ」。紀元前776年、第一
回古代オリンピックにて、スタミナ源としてアスリートたちにチーズケーキが振る舞われていたそうです。
今回は牛乳パックを使ってレアチーズケーキを作ります。甘酸っぱいラズベリーの赤色とチーズケーキの
白色で春らしいさわやかなチーズケーキづくりを楽しみます。

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

4/24（水）
15:30～16:45

【参加費】900円
【定員】18名

科学実験
～自転車を科学的に見てみよう～

子どもたちにとって身近な自転車。「わーい、乗れるようになったよ―！お友達と競争だ！」「今頑張っ
て練習中だよ～」
あれ、自転車ってどうして走っているとき倒れないんだろう？自転車のライトってどうしてウィーンって鳴っ
てるんだろう？どうやって光ってるんだろう？
子どもたちに馴染みのある自転車を題材に、色々な科学技術を体験します。最後には、科学技術
を使って、オリジナルキーホルダーづくりにも挑戦します。

4/23（火）
15:30～16:30

【参加費】1000円
【定員】20名

講師：ワオ・コーポレーション 松木和也

春の花
ポップアップカードづくり

【参加費】500円
【定員】25名

講師：手作り絵本＆ポップアップカード 絵本クリエーター 桑原妙子

農大稲花アフタースクールスペシャルプログラム第一弾は、春の花のポップアップカードづくりです。
大好きなお母さんお父さんへ、仲良くなってきたお友達へ、ちょっとしたときでも手作りカードで自分の
気持ちを伝えられたらいいな。そんな願いも込めて。
4月は、春の花をモチーフにお花のポップアップカードを作ります。
子どもたちのオリジナルカード、楽しみにしていてください！

4/15（月）
15:30～16:30

「和」日本の伝統クッキング
～三色団子～

『「和」日本の伝統クッキング』では、毎月1回、日本に伝わる伝統料理や、手作りならではの味わいに
こだわったメニューにチャレンジしていきます。
その昔、身分の高い者たちの神聖な行事だったお花見。それを一般にも広げ1300人を招いた醍醐
の花見を催した際に、豊臣秀吉が考案したとされる三色団子。今となっては、お花見には欠かせない
お菓子となりました。今回は、緑には抹茶を、ピンクには苺を混ぜて、春を象徴する草芽吹く大地、春
霞の空、春の陽光の季節をイメージしながら、楽しくおいしいお団子を作ります。

4/16（火）
15:30～16:45

【参加費】900円
【定員】16名

講師：放課後NPOの売れっ子クッキング講師 戸叶綾子

LaQで平面モデルを作ろう！

LaQというおもちゃを知っていますか？小さいパーツを組み合わせて、恐竜やメガネ、上級者になると
可動式の立体を作ることもできます。LaQのスペシャルプログラム１回目は初級編、平面モデルづく
りに挑戦します。今回は特別に作ったLaQ作品をお持ち帰りできます！
講師には、LaQの本を出版している浅川先生をお迎えします。丁寧かつ、子どもたちの創造性を引
き出してくれる先生です。
初めてLaQを触るという人も、LaQのレベルアップをしたいという人も、ぜひお楽しみください。

4/17（水）
15:30～16:30

【参加費】1200円
【定員】15名

講師：LaQマスター 浅川直樹

運動能力向上講座
～運動競技会に向けて「走る！」～

講師：東京農業大学 応用生物科学部 スポーツ科学 准教授 勝亦陽一

2月2日に実施した農大稲花アフタースクール体験会で大好評だった勝亦先生の運動能力向上講
座。
6月1日の運動競技会に向けて、勝亦先生に「速く走るための体の使い方のコツ」を教えてもらいま
す。全ての運動のベースとなる「走る！」。「ただ力いっぱい全力で走る」から脱却して、楽しく速く走
るを目指そう！

4/19（金）
15:30～16:30

【参加費】700円
【定員】20名

綱渡りでトランポリン！？
スラックラインを体験しよう！

テレビでも話題のスラックラインは、細いベルト状のラインの上で歩いたり跳んだりする綱渡りスポーツで
す。体幹やバランス感覚、集中力などを鍛えることができるため、プロスポーツ選手やオリンピック選手な
ど、他のスポーツでもトレーニングの一環として取り入れられています。子どもが大好きな線状歩行や綱
渡り、そしてピョンピョン飛び跳ねるトランポリンが組み合わさったようなスラックラインを一度体験してみて
は！？
※マットをひいて安全を確保した上で実施しますが、一般のスポーツ同様、骨折、捻挫といった怪我の可能性がありま
すので、ご理解ください。

4/26（金）
15:15～16:15

【参加費】500円
【定員】20名

講師：スターキッズたいそうくらぶ・エンジェルキッズ代表 名執典子

STEM

そろばん

サッカー

HIP HOPダンス

空手

ピアノ

水火

月

レベル・個性に合わせた個人レッスン

講師：studio LOOP 代表 濱田三賀
玉川大学文学部芸術学科演劇専攻卒 。幼少よりバレエ、ジャズダンス、声楽を学ぶ。 ４児の母
としての子育て経験を生かし、発達段階での表現の必要性を研究中。

体のバランスや柔軟性を高める基礎運動、ステップの習得を通して
チームみんなで楽しみながらHIP HOPのダンスを完成させていきます。
バレエやジャズダンス、リズミックの要素を取り入れ、リズム感はもちろん、
年齢に合わせた表現としてのダンスが身につきます。
年度末に発表会の実施を予定しています。

【月額】6,000円
※発表会参加費等別途

【定員】20名
月3回 1回60分
15:30～16:30

【月額】7,500円
※楽譜代別途（レベルに合わせてご案内します）
※発表会参加費等別途

【定員】5名×2日

月3回 1回30分
15:30～18:00

講師：木谷総合学園 東京支部長 山田千賀子
理事長が公益社団法人 全国珠算教育連盟 常任理事の木谷総合学園にて、そろばん指導歴
20年。3児の母。4児の祖母。

身体バランスも表現もチームワークも身についちゃう

【月額】5,000円
※テキスト代別途（級により異なる）
※そろばん代 4,400～45,000円
（すでにお持ちの方はあるものをお持ちいただいて結構です。お持ちでない
方は、市販のものでもご案内のものでもご購入をお願いいたします。）

※検定代等別途

【定員】10名×2コマ

月3回 1回40分
16:00～16:40
17:00～17:40

学習の基礎となる暗算力と集中力を身につけよう

金 金

【月額】6,000円
※ユニフォーム代等別途
（大会参加など必要なタイミングでの購入を予定しています）

【定員】なし

【月額】6,000円
※道衣代 6,300～6,400円/苗字刺繍 1文字200円（上着・ズボン）

帯代 1,100円
※大会・昇級審査会参加費等別途

【定員】なし

そろばんは、子どもの学習能力の基礎を築きます。指を動かしてそろばん
を操作することが脳の発達・活性化を促します。
全国に2万人の生徒がいる木谷総合学園内での月1回の検定試験、
さらに文科省管轄の全国珠算教育連盟認定講師のため、定期的に検
定試験を受験でき、より高い級に挑戦しながら、そろばんを続けることが
できます。

講師：東京農業大学農友会サッカー部監督 三浦佑介
日本サッカー協会公認S級コーチ、中学・高校教諭 専修免許（保健体育）
東京ヴェルディ普及部コーチ、FC東京スクールコーチなどトップレベルの選手から幼児まで経験豊富な
指導者。指導歴15年

講師：東京農業大学農友会サッカー部コーチ 児玉宗土
日本サッカー協会公認C級コーチ
U15日本代表、東京ヴェルディやブラジル・イタリアなどの海外のサッカーチームにて活躍後、2016年よ
り指導開始。

護身術と心身の鍛錬と礼儀作法を身につけよう

放課後は友達と一緒に思う存分体を動かそう チームで「仮説⇔検証」試行錯誤を通してやり切る力を育てる

月3回 1回60分
15:30～16:30

超一流の指導者がこれまでの指導経験を存分に活かして指導します。
サッカーの技術アップを目指しつつ、初めての子どもも楽しくプレーできる
よう丁寧に教えます。交流試合等も予定しています。

月3回 1回60分
15:30～16:30

講師：和道流成武 支部長 成武護国学院 代表 冨髙勝久
和道流空手道連盟 四段、全日本空手道連盟 三段
空手道歴: 1987年～。第59回全ハワイ州2018ホノルル国際空手道選手権大会金メダル4個と
銀メダル1個など大会での入賞多数。武舞台にて脚本・演出・殺陣指導・主演・監督など。

東京オリンピックで新種目として採用され注目の「スポーツ空手」。和道流
空手道連盟世界大会メダリストが直接指導します。
体育館での型の練習と合わせて、校庭にて珍しい道具を使った基礎体力
トレーニングも行います。護身術が身につくことはもちろん、体が丈夫になり、
精神も鍛えられます。また礼儀作法を重視して指導を行うので、目上の
人を敬う姿勢やあいさつの習慣も身につきます。
希望者は10月の世田谷区空手道選手権大会への参加や区民スポー
ツ祭りにて演武の披露、昇級審査会に挑戦できます。

料金はすべて税別

【月額】9,000円
※iPadレンタル費2,000円/月

ご自身のiPadご持参の場合はかかりません

※教材費（初回） 15,000円
※大会参加費等別途

【定員】10名

「子どもの好きを学びにつなげる」ことを大切に、全国100教室を展開する「ロボ団」のプログラムを実
施。教育用レゴ・マインドストームEV３を用いたロボット作成とプログラミングを組みあわせ、算数・理
科・社会科目と関連性を持たせた内容で学習。5年間のカリキュラムでビジュアル言語から始め、
Pythonによる制御まで習得。専用アプリで個人の進捗確認、自宅学習が可能。希望者はロボコン
への出場もできます。

月3回 1回90分
15:20～16:50

(Science・Technology・Engineering・Math)

ピアノを初めて習われるお子様、楽譜が読めないお子様から、お子様
のレベルに合わせてレッスンを行います。
年度末に発表会の実施を予定しています。

講師：杉森繪里（火曜日）
国立音楽大学演奏学科ピアノ専攻卒業、同大学院器楽専攻伴奏コース修了。国内外コンクー
ルで多数入賞。また演奏会にも多数出演。

講師：小出晴菜（金曜日）
3歳よりピアノを始める。北鎌倉女子学園高等学校音楽科、桐朋学園大学音楽学部音楽学科
ピアノ専攻卒業。国内のコンクールで多数入賞。

https://robo-done.com/

火

月

みんなで
「パプリカ」を歌って踊ろう！

アフタースクールではときどき、どこからか「パプリカ」の歌が聞こえてきます。すると部屋にいるみんなで大
合唱が始まります。なかには踊っている子もいます。
そんな子どもたちに大人気の2020応援ソング「パプリカ」を増富先生が教えてくれます。オペラに多数
出演していた増當先生。みんなで「パプリカ」の歌とダンスをマスターしよう！
最後には、増當先生のピアノ伴奏に合わせて、みんなで歌って踊る予定です。

4/22（月）
15:30～16:30

【参加費】300円
【定員】30名

講師：農大稲花小学校 音楽課 非常勤講師 オペラ＜カルメン＞カルメン役など多数出演 増當 美里亜

前回広
報より
追加

講師：釘村綾子
元システム会社にてシステム開発を担当。2児の母。世界を旅するスイーツクッキングプログラムも担
当。

５月からの定期プログラム


