
4月のお便り

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
「子どもたち自身が創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！やりたい！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

大きくなった時に小学校生活で培ったものが支えとなるよう、
小学校と協力したアフタースクールとなるよう努めてまいります。

ご入学おめでとうございます



4月のスケジュール

お知らせ

4/1～4/5 , 4/3０の利用について

◆開室時間
8:30～18:30（延長 19:00）

◆登下校について
4/1（木）～5（月）は保護者の方の送迎が必要となります。
入学式前の送迎の際はPlat内お知らせに記載している「仮入校証」を警備にご提示ください。
入学式以降はひとり帰りが可能です。

◆利用料金
レギュラー利用：Platより利用される方は「入室時間」、お休みされる方は「欠席」の登録をお願いいたします。
スポット利用：Platの「スポット利用」よりお申込ください。

◆持ち物
マスク（予備1枚）、私服、水筒、学習道具（必要な方のみ）、ハンカチ、ティッシュ、プログラム道具、タオ
ル、上履き、下足袋、昼食

※上履きについて 4/1(木)～4/5(月)：上履きをお持ちいただき、下校の際にお持ち帰りください。
4/30(金)：下駄箱をご利用ください。

◆お弁当注文
お弁当の注文ができます。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。(利用前開室日の17:00まで)

※4/1(木)～4/5(金)の登下校については、
詳しくは3/5(月)にお送りしたメールをご確認ください。

フリマ
子どもたちが手作りの
作品を出品するマー
ケットです。アクセサ
リーや雑貨など、工作
WEEKで作ったものや
お家で準備したものを
みんなに売ることがで
きます！

駄菓子おやつDAY
子どもたちがオリジナ
ルの駄菓子屋さんを出
して、お客さんの子ど
もたちはお店で好きな
駄菓子を買うことがで
きる特別なおやつの日
です！※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

スペシャルプログラム体験
13:30～15:00

『フェンシング』
『フラワーアレンジメント』

『Nゲージでミニジオラマづくり』

スペシャルプログラム体験
13:30～15:00

『科学実験』

『生き物に触れてみよう』
『めざせ！ドッジボールの達人』

5日 6日 7日 8日 9日

花のジェルキャンドルを作ろう
10:30～12:00

フェンシング
15:30～16:30

仲間と協力！
宝さがしゲーム
13:30～15:00

STEM体験会
学習支援プログラム

　　　サッカー・ダンス・ピアノ

12日 13日 14日 15日 16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体験会

19日 20日 21日 22日 23日

電子工作
15:30～17:00

フェンシング
15:30～16:30

スラックライン
16:00～17:00

26日 27日 28日 29日 30日

オリジナルキラキラフレーム
フリマ実行委員企画

～パタパタストロー鳥～

直感でアート♪
～和紙ペンスタンドを作ろう～

15:30～17:00
昭和の日 フリマ

駄菓子おやつDAY

ミュージカル体験
10:30～12:00

バスケットボールに挑戦！
13:30～15:00

　　　           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）

定期プログラム体験・見学会

定期プログラム体験・見学会

映像WEEK
～好きな映像作品を作ろう！～

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

定

入学式 始業式

健康診断

終日開室

終日開室

終日開室

終日開室

定定

定 定 定 定



▼定期プログラムの詳細について
2021年度の定期プログラムについて、講師紹介、大切にしていること、身に着けてほしいこと、今後の目標について
詳細が記載されています。 定期プログラム申込前に必ず以下の『定期プログラム ビジョンシート』をご確認ください。

2021年度 定期プログラム ビジョンシートURL
https://afterschool.force.com/plat/s/information/a0x2x000001XA79

※注意事項※
・年度途中の申込は7月10月の年2回とします。募集期間以外でのお申込は受け付けません。
・【STEM】は体験が必須です。下記詳細をご確認の上体験にご参加ください。
・【フェンシング】は9月まではスぺシャルプログラムとして実施いたします。

10月から定期プログラムとして実施いたします。募集については追ってご連絡いたします。
・受講は新2・3年生の継続者が優先となります。
・定員に達した場合は抽選となります。
・記載の料金は全て税別となります。
・定期プログラムの受講には、定期プログラム開催曜日のレギュラー利用登録が必要です。

▼お申込の流れ
①【4月8日(木)～15日(木)】定期プログラム体験会・見学会への参加

見学：空手、ピアノ、そろばん、サッカー、ミュージカル、ダンス、フェンシング
体験：STEM
※Platにて見学・体験日のレギュラーまたはスポット利用登録をお願いいたします。
※STEM以外のプログラム見学のお申込は不要です。
※保護者の方の見学は実施いたしません。

②【4月8日(木)～18日(日)】定期プログラム申込
後日メールにてお送りする申込フォームよりお申込をお願いいたします。
※定員を超えた場合は抽選となります。後日、抽選結果は受講者決定メールにてご確認ください。

③【4月20日(火)】定期プログラム受講者決定メール
【4月20日(火)～25日(日)】定期プログラムPlat登録
受講者決定メールをご確認のうえ、レギュラー利用と併せて定期プログラムのご登録をPlatよりお願いいたします。
※プログラムは５月からスタートします。

STEMの受講をご希望の方は、お子様の体験が必要です。

【4月8日(木)・15日(木)】STEM体験会
15:20～16:05/16:10～16:55 1回45分の体験会にどちらかの回でご参加ください。

▼体験会のお申込について≪申込期間：3月22日(月)12:30～4月4日(日)23:59≫
Plat「スぺシャルプログラム予約」より、希望の体験日時をお申込ください。
その際、Platにて体験日のレギュラーまたはスポットの利用登録をお願いします。
※体験日のお申込は先着順です。
※持ち物は特にございません。

Platログイン
QRコード

来年度、定期プログラムの1つとして学習支援プログラムを実施します。
学習支援プログラムについての詳細は下記URLまたはPlat内のお知らせよりご確認ください。

https://afterschool.force.com/plat/s/information/a0x2x000001IlO1 

▼トライアルについて
日時：3/8(木)16:10～16:55
定員：10名 ※先着順
料金：無料
申込：Plat「スペシャルプログラム」より利用登録と共にお申込ください。

≪申込開始：3月22日(月)12:30～4月7日(水)17:00≫
持ち物：筆記用具、テキスト

※テキストはご家庭で用意していただくか学校の宿題を使用します。
アフタースクールでテキストの準備や案内は行いません。

定期プログラムについて

STEM体験会について

学習支援プログラムについて

※トライアルに参加していない方も、プログラムのお申込ができます。

https://afterschool.force.com/plat/s/information/a0x2x000001XA79


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。

映像WEEK 4月5日(月)～9日(金)

映像WEEKとは、ユーチューバーになり切ったり、誰かに密着したドキュメンタリー、ボードゲーム実況や、オリジナルCMづ
くり、映画撮影などの映像活動です。企画、撮影、編集などの制作はすべて子ども達が行います。
今月は、好きなテーマで自由に子どもたちの好きな作品を作ります。
※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。

4月5日(月) ～9日(金) 作りたい作品をイメージして、撮影と編集をして動画を完成させよう！
4月12日(月)～ 完成した作品をYouTUBEチャンネルにて順次配信します。

スペシャルWEEK

農大稲花アフタースクール
スタッフ紹介♪

アフタースクールでは、様々な経験を持った幅広い年齢層のスタッフが子どもたちを見守ります。
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、子どもたちをサポートするスタッフでありたいという思いから、みんなには愛称で呼んでもらっています。

責任者 副責任者 常勤職員常勤職員

こばちゃん あられちゃん もかちゃん かんちゃん まいまい

はるちゃん もりちゃんなおくん いけちゃんしんちゃん

なこちゃんきまちゃんあこちゃんあきちゃん

工作WEEKとは、工作大好きな子ども達と様々なテーマで工作を実施します。
今月は子ども達一人ひとりのアイディアを活かしたオリジナル作品を作成します。
26(月)は「キラキラフレーム」づくりや、27日(火)は毎月フリマを盛り上げるために取り組んでくれているメンバーの実行委
員と、フリマで販売するための商品づくりを企画しました。今回は「パタパタストロー鳥」です。たくさん作った人は自分用
として持ち帰りも可能です。
30日(金)は「フリマ」を行います。お金は、アフタースクールオリジナルのお金「TOKA COIN」を使います。初めての1年
生にも、ひとり100円の予算を準備してお渡しいたします。
すべて手作りのフリーマーケット、ぜひ楽しみにしていて下さい！

4月26日(月) オリジナルキラキラフレーム
4月27日(火) フリマ実行委員企画～パタパタストロー鳥～
4月28日(水) スぺシャルプログラム 「直感でアート♪～和紙ペンスタンドを作ろう～」
4月30日(金) フリマ

工作WEEK 4月26日(月)～30日(金)



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、３月22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

アフターズアクティビティ

『仲間と協力！宝探しゲーム』 4/5(月) 13:30～15:00

花のジェルキャンドルを
つくろう

4/5(月)
10:30～12:00

【参加費】 1,700円
【定員】 15名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 Rin＊Tsubaki 古我知洋子

フェンシング
(１年生)

4/7(水)・4/21(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

【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

電子工作
〈ゲームコントローラーの

仕組みを知ろう！〉

4/19(月)
15:30～17:00

【参加費】 2,500円
【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

スラックライン
4/22(木)

16:00～17:00

【参加費】 700円
【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

大人気のアートプログラム！今回は、大きめの紙コップを粘土で
覆って、最後に好きな色や柄を描いた和紙を張りつけて、オリジナ
ルのペンスタンドを作ります。和紙の風合いがあたたかな世界で一
つしかない、自分だけの春らしいペンスタンドを感覚のままに作っ
てみましょう♪

【参加費】 1,000円
【定員】 10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♪
～和紙ペンスタンドをつくろう～

4/28(水)
15:30～17:00 バスケットボールに挑戦！

4/30(金)
13:30～15:00

【参加費】 700円
【定員】 20名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 BLITZ BASKETBALL ACADEMY代表 千葉 司

アフタースクールの体育館遊びで人気のバスケットボール。このプ
ログラムでは、プロの方にルールやボールの扱い方など、丁寧に基
礎から教えてもらいます。ほとんどが初めての人ですので、ボール
に慣れることから始めます。
新しいスポーツと出会って、みんなで楽しもう♪
【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル

ミュージカル体験
～みんなのエネルギー集結！

新しい自分に出会おう～

4/30(金)
10:30～12:00

【参加費】 700円
【定員】 15名 【対象】 1,2,3年生
【講師】 パフォーマンスグループ わお！代表 シャイク穂波

（https://waow0wwao.wixsite.com/waow0wwao）

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。

校内の部屋を使って、宝探しゲームをします！大切なのは、チームワークです。
仲間と協力して、謎解きに挑戦したり、試練に挑みます。一番早く見つけた
チームがお宝をゲットできます！
何が隠されているかは、当日のお楽しみ♪ぜひ楽しみにしていてください！

テレビの中のキャラクターがゲームコントローラー（ジョイス
ティック）で操れるのはなんでだろう？今回の電子工作は、ゲーム
機などでなじみのあるコントローラーの動きがコンピューターへ伝
わる仕組みを解明します！一人一つ本格的な機材とキーボードを
使って打ち込みながらプログラミングにチャレンジします。

ミュージカルに大切なダンス、芝居（セリフ）をプロの方と体験す
るプログラムです。教えてくれるのは、元劇団四季で現在はボイス
トレーナーなどで活動しているシャイク穂波さん。お友達と一緒に
ミュージカルを創り上げる喜びを感じよう！

ガラス瓶の中にドライフラワーやアロマオイルを閉じ込めた、華
やかなジェルキャンドルを作ります。芯は木のチップを使うので、
灯すと焚き火のような小さな音が鳴る楽しいキャンドルです！好
きな花や香りを選んで、
自分だけの作品を作りましょう♪
【持ち物】持ち帰り用手提げ袋

https://afterschool.force.com/plat/s/specialprogramreservepage
https://waow0wwao.wixsite.com/waow0wwao

