
アフターでは、夏休み前から男の子も女の子も色々な子ども達による図鑑づくりが行われています。

その中でも、一人の電車好きの男の子が作り始めた「電車図鑑」では、
電車への熱い想いが様々な形で表現されていました。

12月のお便り

12月のスケジュール

お知らせ
≪新システムplatの導入について≫
これまで利用申し込みやプログラム登録等で「キッズアイ」を利用しておりましたが、4月より新システム「plat」に移行することになりました。
移行に際して、保護者の皆様には登録作業等でお手数をおかけいたします。詳細は１月に改めてお知らせさせていただきます。
保護者の皆様がより利用しやすいシステムとなりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。

≪冬休みの昼食について≫
4月より利用しておりましたお弁当業者ですが、諸事情により、冬休みから新しいお弁当業者「すくすく弁当」に変更いたします。
https://www.sukusuku-bento.com/

こちらの変更に伴い、料金が580円（税別）から540円（税別）に変更となります。
ご注文方法はこれまで同様、キッズアイの「スポット利用」のランチにチェックを入れていただきますようお願い致します。

≪料金改定について≫
消費税増税、最低賃金の改定に伴い、2020年4月よりアフタースクール一部料金を改定させていただきます。
詳細は1月に改めてお知らせ致します。今後とも、より良いアフタースクールにしてまいりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

さらに、他の電車好きなお友達が集まり、
それぞれに持ち合わせた知識で電車の名前や、説明書きを加えていくようになりました。

複数の子ども達が協力して作成していることもあり、自分のイメージをお友達に伝え、理解してもらう。
相手の思いを聞き、尊重する。

そうしたコミュニケーションの場にもなっています。
時には意見がすれ違い、喧嘩になってしまうこともありますが、

共に図鑑をつくる仲間として、お互いの想いを尊重しながら製作に励んでいます。

電車図鑑以外にも、昆虫図鑑や、鳥図鑑、魚図鑑など
様々な子ども達の“好き”が詰まった1冊がアフタースクールでは生まれています。

作り方や、内容に正解はありません。
だからこそ、子ども達から生まれてくる発想や、

知ってほしいという想いであふれた1冊を大切にしたいと思います。
同時に、同じものの“好き”で集まったお友達との

新たなコミュニケーションや関係性を大切にしていきたいと思います。

冬休み（12月26日、27日、1月6日、7日）は終日開室日となります。
◆レギュラー利用の方
8:30～13:00をご利用される場合、半日スポットもしくは延長料金が発生します。
備考欄に【利用される方は「入室時間」、お休みされる方は「お休み」】の記入をお願い
いたします。

◆スポット利用の方
キッズアイの「スポット利用」より通常通りお申込みください。

◆ご利用される方全員
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。
注文される方はキッズアイの「スポット利用」よりお申込みください。

12月の花 ポインセチア 花言葉 幸運を祈る

月 火 水 木 金

2日 3日 4日 5日 6日

クリスマス工作WEEK

折り紙リースづくり ツリーの置物づくり クリスマスオーナメントづくり クリスマスオーナメントづくり

15:30～16:30

フェンシングに挑戦

参加費　無料（お試しのため）
定員　10名

子ども会議

15:30～16:30
17:00～18:00

スノードームをつくろう

参加費　1000円
定員　各10名

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM・ピアノ 　　STEM・ダンス・ピアノ

9日 10日 11日 12日 13日

駄菓子準備日 駄菓子準備日 15:30～16:50
紅白歌合戦特別レッスン

講師：増當美里亜

飛び出すカードをつくろう
～クリスマスカード～

16:00～17:00

参加費　900円
定員　15名

スラックライン

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM・ピアノ
参加費　700円　

定員　16名
　　STEM・ダンス・ピアノ

16日 17日 18日 19日 20日

15:20～16:50 15:30～16:30
紅白歌合戦特別レッスン

講師：増當美里亜

旅するスイーツクッキング
～ジンジャークッキー～

フェンシングに挑戦 16:00～17:00

参加費　1000円　
定員　12名

参加費　無料（お試しのため）
定員　10名

バスケットボール型
ボールゲームを楽しもう

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM・ピアノ
参加費　700円　

定員　16名
　　STEM・ダンス・ピアノ

23日 24日 25日　　　　終業式 26日　　　終日開室日 27日　　　終日開室日

15:30～16:30 15:30～16:30 15:30～16:30 11:00～12:00 11:00～12:00

ミュージカルに挑戦 ミュージカルに挑戦 ミュージカルに挑戦 ミュージカルに挑戦 ミュージカルに挑戦

参加費　4000円
定員　10名 駄菓子DAY ミニクリスマスパーティー 13:30～15:30

「和」日本の伝統クッキング
～おせちづくりに挑戦～

参加費　1500円　
定員　8名

※紅白歌合戦内でミュージカルの
発表を行います。

空手・そろばん
※出場者数によって終了時間が変更になる

場合がございます。

2020年1月

6日　　　終日開室日 7日　　　終日開室日

お正月あそびDAY
お兄さんお姉さんと

思いっきり遊ぼうDAY

13:30～15:30

旅するスイーツクッキング
～カナダ風アップルクランブル～

参加費　1200円　
定員　12名

　　　　　　アフター参加者みんなで行います（プログラムのため参加できない子は除く）

                 　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）

　　　　　　定期プログラム（事前に申込をした子が参加します）

　　　　　　参加したい子が自由に参加します

手作りおやつとプレゼントをかけた
レクリエーションゲームを

行います。

13:00～16:00（仮）
紅白対抗歌合戦

～子どもvs大人の真剣バトル～
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12月・冬休みのスペシャルプログラム
≪お申込方法≫
・11月のスペシャルプログラムは、11月25日（月）12:30よりWeb申込開始です。

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、メールにてご連絡ください。
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。

料金はすべて税別

スラックライン

【参加費】700円
【定員】16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

12/12（木）
16:00～17:00

今月もスラックラインプログラムを開催します。ゆらゆらと揺れる、不安定なゴム状のベルトの上を進むス
ラックライン。スラックライン検定がスタートして、5秒間乗れるか、５歩進むことができるかなどなど、順番
に課題をクリアしていきます。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
※プログラム終了後の単独下校が可能です。

旅するスイーツクッキング
～ ジンジャークッキー～

【参加費】1000円
【定員】12名

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

12/17（火）
15:20～16:50

ミュージカルに挑戦！

【参加費】4000円
【定員】10名

講師：農大稲花小学校音楽科教諭 増當美里亜

12/23(月)~25(水)
15:30～16:30

夏休み、大成功で終わった５日間にわたるミュージカルプログラム。冬休みもたっぷり５日間、増當先生と
本格的なミュージカルに挑戦します。踊り、歌、演技あり、曲に合わせて、役になりきって表現する楽しさを
味わいます。個人パート、全員のパート、心を合わせてミュージカルを成功させましょう！
※参加者が決定次第、増當先生と相談の上、演目を決定致します。
※最終日、子どもたちのミュージカルの動画を撮影し、今後の広報等に使用する可能性がございます。
動画撮影不可の場合は事前にご連絡をお願い致します。
※そろばんで参加できない方は、そろばんの時間変更が可能ですのでご相談ください。

スノードームをつくろう

【参加費】1000円
【定員】各10名

講師：農大生スタッフ 宮崎珠未 小林果緒

12/4（水）
15:30～16:30
17:00～18:00

12月は子どものリクエストでスノードームを作ります。スノードームは1878年のパリ万博で、中にエッフェ
ル塔が入ったスノードームのお土産が話題となったことから、人気が広まったといわれています。
日本ではクリスマスや冬の置物として定番となっています。
今回はビンの中に雪だるまやサンタクロースなど、クリスマスらいし物を入れて、自分の好きなスノードー
ムを作ります。冬の間、ぜひお家に飾って楽しんでください。

バスケットボール型
ボールゲームを楽しもう

【参加費】700円
【定員】16名

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

12/19（木）
16:00～17:00

自由遊びで大人気のバスケットボール、体育館あそびではよくバスケで遊ぶ姿が見られます。
今月はバスケットボール型のボールゲームを楽しみます。ボールを自分が投げたい場所に投げるのはな
かなか難しいです。今回はボールを投げたい場所に正確に投げる練習をし。ゴールにボールを入れるこ
とができるよう、勝亦先生が丁寧に、楽しく、ボールの使い方を教えてくれます。ゴールに入れる楽しさ
を一緒に味わいましょう！
【持ち物】実習着または運動できる私服、水筒、タオル

「和」日本の伝統クッキング
～おせちづくりに挑戦～

【参加費】1500円
【定員】各8名

講師：調理師ABC Cooking元講師食育 スペシャリスト 戸叶綾子

12/26（木）
13:30～15:30

今月は「3種のおせちづくり」を行います。冬休みにたっぷり時間を使い、お正月にいただくお説料理の中
でも子どもたちに大人気な「栗きんとん」「伊達巻」に加え、「かまぼこの飾り切り」に挑戦します！それぞ
れ「財産、富を得る縁起物」「学問や習い事の成熟」「紅は魔除け、白は清浄」を意味します。ふかし
て、つぶして、焼いて、巻いて、更には切って、ねじって・・・と盛りだくさんなおせち作りに挑戦しましょう！
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル
使用予定の食材：栗、サツマイモ、くちなし、卵、はんぺん、だし、醤油、酒、みりん、かまぼこ
※食材に配慮が必要な場合はご連絡ください。

世界を旅するスイーツクッキング、今月はスウェーデンでよく食べられている「ジンジャークッキー」です。
今回はクッキーを焼くだけではなく、クリスマスまで飾って楽しめるよう、アイシングに初挑戦します！
ジンジャークッキーはスウェーデン語でペッパルカーカといい、ペッパルは胡椒、カーカはクッキーなどの焼き菓子
を意味し、生姜、シナモン、クローブ、カルダモンなどのスパイスが使われたジンジャークッキーを楽しみましょ
う！【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル
使用予定の食材：バター・三温糖・はちみつ・牛乳・生姜・薄力粉・シナモン・卵白・レモン汁
※食材で配慮が必要な場合はご連絡ください。

飛び出すカードをつくろう
～クリスマスカード～

【参加費】900円
【定員】15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

12/11（水）
15:30～16:50

10月はハロウィンのポップアップカードを作りました。12月はクリスマスツリーが飛び出すクリスマスカードを作
ります。画用紙で星やオーナメントの形に切り抜いて、さらにクリスマスらしいかわいいシールも貼って、オリジ
ナルカードを作っていきます。自分で作るので、ツリーが飛び出す仕掛けも知ることができます。
クリスマスパーティーの招待状にしたり、インテリアとして飾ったり、いろんな使い方を楽しめる、自分だけのオ
リジナルカードを一緒に作りましょう！

ウィンターイベント
アフターに行けば誰でも自由に参加できるイベントです。短い冬休みを存分に楽しみましょう！

≪12/27(金) 13:00~16:00  農大稲花アフター 紅白対抗歌合戦 ~子どもvs大人の真剣バトル～≫
※出場者数によって終了時間が変更になる場合がございます。

歌やダンス、音楽が大好きな農大稲花のみんなで、2019年最後のアフター開室日に紅白対抗歌合戦を開催します！
子どもチームと大人チームに分かれ、歌やダンス、楽器の演奏など、音楽に関係あることなら演目は問いません。
グループまたは個人で出場し、どんなことをするかは子どもたちが自分たちで考えます。
もちろん出場はせず、応援や観覧、裏方をやりたいという人も大歓迎です。

◇出場申込み
申込期間：11/25（月）～12/6（金）
申込方法：出場者（子ども）がアフタースクールで申込み用紙を記入して提出してください。グループの場合は代表者が提出します。

◇練習日
練習はアフタースクールの活動中いつでも練習が可能です。加えて、増當先生による特別レッスン日を設けました。
日時：12/12（木）、12/19（木） 16: 00~17:00
※練習当日アフタースクールを利用の方はどなたでもレッスンを受けることができます。

◇保護者の方の出場・観覧について
当日は保護者の方の観覧・出場が可能です。
観覧の方は当日、13:15から入場できますので、保護者証をお持ちのうえ体育館にお越しください。
保護者の方で出場される方は、12/6（金）までに氏名・連絡先・出場者・発表する内容をメールにてご連絡ください。

2019年最後のアフタースクール、一緒に盛り上がりましょう！

≪1/6（月）お正月遊びDAY≫
凧揚げ実験
凧を作るところから、子どもたちが挑戦します。今回は発砲スチロールや紙、ビニール、布などを用意して、いろんな凧を作りながら、
広い校庭でどの凧が一番飛ぶかを実験します。バランスや骨組みを工夫することも大切です。子どもたちが自分で考え、実験しながらお
気に入りの凧を作りましょう！

福笑いをつくろう
福笑いもお正月定番の遊びです。今回は凧同様、福笑いも自分たちで作ります。
大きな模造紙に作ったり、小さい福笑いで難しくしたり、干支や自分の好きな絵を描いたりと、オリジナル福笑いを作ります。
完成した福笑いは、みんなで遊んで楽しみます。

≪1/7（火） お兄さんお姉さんと思いっきり遊ぼうDAY≫
普段のアフタースクールは農大稲花小１年生だけですが、この１日は違います！放課後NPOアフタースクールスタッフの主に小学生の
子どもたちが農大稲花小に来て、１日中思いっきり一緒に遊びます。4月から1年生だけで過ごしてきた子どもたちにとって、異年齢の子
どもたちとの交流、集団遊びは、貴重な経験となると思います。

◇当日スケジュール
9:30 お兄さんお姉さんにみんなの小学校を案内しよう
10:00 全員でレク大会！
12:00 お昼ごはん
12:30 学習・読書
13:00 手作りおやつ みんなでパンを作って食べよう！
16:00 自由遊び

フェンシングに挑戦

【参加費】無料（お試し価格のため）
【定員】各10名

講師：東京農業大学 名誉教授 東京農業大学フェンシング部監督 髙橋英一

12/4（水）
15:30～16:30

人気のフェンシング、今月も２回開催します。
本格的だけど、痛くない道具を使って練習します。止まった状態で的をねらうだけではなく、動きながら的を
ねらうなど、レベアップした練習に挑戦してます。また、2人で対戦したり、足の使い方を練習したりと、フェン
シングの面白さを存分に楽しみます。継続して続けている人も、初めて挑戦する人も、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

12/18（水）
15:30～16:30

旅するスイーツクッキング
～ カナダ風アップルクランブル・メープルクッキー～

【参加費】1200円
【定員】12名

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

1/6(月）
13:30～15:30

世界を旅するスイーツクッキング、今月はカナダ定番の「アップルクランブル」と「メープルクッキー」です。
スライスしたりんごに、バターや砂糖、シナモン、更にはカナダで有名な食材のメープルシロップを使用した
暖かいスイーツづくりに挑戦します！カナダでは家庭でよく食べられ、温かいうちにアイスを乗せて食べるの
がカナダ風なんだそうです。更に今回は、メープルクッキーづくりにも挑戦します。砂糖ではなく、メープルを
使用したクッキーづくりを楽しみましょう！ 【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル
使用予定の食材：りんご・三温糖・バター・メープルシロップ・薄力粉・シナモン・菜種油・塩
※食材で配慮が必要な場合はご連絡ください。

12/26(木)27(金)
11:00～12:00

12/27(金)

紅白歌合戦内で発表

スペシャルWEEK

≪12/2（月）～12/6（金）クリスマス工作WEEK≫
クリスマスにちなんだ工作を楽しむ一週間です。

12/2（月）折り紙リースづくり
12/3（火）ツリーの置物づくり
12/5（木）6（金）オーナメントづくり

冬休み（終日開室日）の服装・持ち物について
<服装>
登下校は、制服・個人バック（ランドセル以外）となります。

<持ち物>
・私服
※汗をかいたり汚れたりするため、アフタースクール入室後全員私服に着替え、アフター内では私服にて活動します。動きやすい汚れてもよい服装をお願いいたします。

・水筒（水かお茶。カバー付きペットボトル可） ・つば付きの帽子（制帽以外。外遊びの際に使用） ・タオル
・ハンカチ ・ティッシュ ・学習道具（宿題・ドリルなど） ・筆記用具 ・プログラムの持ち物（受講の場合）
・校内靴 ・運動靴 ・お弁当（冬休み期間中はお弁当の注文が可能です。KidsAIシステムよりお申込みください）
※すべてのものに、必ずお名前のご記入をお願いします。
※遊び道具、お菓子の持ち込みは禁止です。必要な持ち物以外の紛失・盗難については責任を負いかねます。


