
2月のお便り

2月のスケジュール

1/7(火)、アフタースクールに放課後NPOアフタースクールスタッフの15人の子ども達がやってきました。
普段は農大稲花小1年生のみのアフタースクールも、この日ばかりは様々な学年の

お兄さんお姉さんがやってきて、いつも以上ににぎやかな声がアフタースクールに響き渡りました。

遊びを通して色々な学年の人と関わることで
いつもより周りを見て動いてみたり、

お兄さんお姉さんに優しくされてうれしくなったり、
本気の勝負に負けて悔しい思いをして涙を流したり。

普段のアフターとはまた違った1日を過ごすことができました。
後日、「〇○ちゃん（お姉さん）にまた来てほしい！いつ来る？」

「●●くん（お兄さん）とまたドッヂしたいな！」という声が色々な子から聞こえてきました。

これから新1年生を迎える上級生としての姿を知ることができたのではないでしょうか。
来年はみんなも2年生！お兄さんお姉さんのように、優しく、かっこよく新1年生を迎えましょう。

正解を探すのか、課題を見つけるのか

中学高校大学と受験勉強を勝ち抜いてきた私が、社会人になって一番大きな壁にぶつかったのが「課題は与えられるものではない」ということだった。社会の
役に立ちたいと思って社会人の仲間入りをしたが、「すぐに見つけられる課題に対して苦労して正解と思われるところにたどり着いたとしても、大きな成果は上げ
られない」ということに社会人7,8年目になってやっと気がついた。
同じ頃、子どもが生まれ、モンテッソーリ教育の子ども園に通い始めた。乳幼児であっても興味のあることに対して驚異的な集中力を発揮し、ものすごい勢いで
吸収していくことを目の当たりにし、子どもが本来持っている力を見せつけられた。そして子ども同士の関わりがお互いに刺激し合い、成長を後押ししていること
も感じた。同時に大人の子どもを信じる心、子どもを主語にした環境設計の大切さを痛感した。

今の子どもたちが、これから15年後社会に出て活躍するのに、必要な力は何になるだろう。「21世紀型スキル」「生きる力」と言われるけれど、子どものうちにど
のような経験・体験、どのような学習をさせるのがいいのだろう。親だったら、どうしても考えてしまう。
この問いに対して、正解はないし、多種多様な考え方があるのが当然だと思うが、ひとつ私の中で確信していることは、「私自身が歩んできたような受験戦争
に勝ち抜くことで21世紀型スキルも生きる力も身につけることは難しいだろう」ということだ。なので「自分自身の成功体験は通用しない。子どもにはそもそも
持って生まれた素晴らしい力がある。大人の役目は子どもが自分がもっている素晴らしい力を自分自身で見つけるための環境を整えること」だと思ってい
る。大人が正解を持っているわけでもなく、導こうともしない。

それでは、大人は具体的に何をすればいいのだろうか。これまた社会人の時の話になるが、「ここからここまでがフェアウェイ。その中で自分の権限で自分の好き
にしていいんだよ。」と言われたときに、私は一番生き生きとそしてパフォーマンスも出せたと思っている。まさに気持ちの良いだだっ広いゴルフ場でどっちの方向へ
も走っていっていいんだよと言われたような心地よさを感じた。
これはきっと子どもも同じなのではないだろうか。「最低限のルールがあって（そのルールはその子自身と一緒に作ったのであればなお良いと思うが）、その
ルールを守れば、あとは自由に走っていっていいんだよ」と伝えること、そしてその環境を整えること。その中で、色々なことにぶつかりながら、そして自分とは
生まれも育ちも考えも違った友達同士の関りの中で、自分の得意なこと・没頭できることを見つけ、葛藤や違和感を感じ、協力することや役に立つことの心地
よさを学び、そうして世の中や自分の人生をより良くするための課題を発見できるようになるのではないかと思っている。
ただ考えることはできても実践はとても難しい。自由とルールのはざまで悩み、大人の固定概念を押し付けてしまったと反省をしながら、それでも子どもと向き合
うことで、子どもたちの足元にも及ばないが、自分も少しでも成長できればと願って日々過ごしている。 （農大稲花アフタースタッフ 正村）

2月の花 梅 花言葉 不屈の精神

お兄さんお姉さんの為に作った名札を照
れながらも渡しました！

6年生のお兄さんとパン作り！
優しく丁寧に教えてくれました。

サッカーにドッジに鬼ごっこ、
同時に3種類の遊びができました！

ボードゲームでも一緒に遊びました。

月 火 水 木 金

3日 4日 5日 6日 7日

子ども会議 ゆうゆうお別れ会 15:30～16:30

15:30～16:30
17:00~18:00

世界を旅するスイーツクッキング
～ハンガリー　コークスゴヨー～

参加費　1500円　
定員　12名

てづくりせっけん 15:30～16:30

参加費　800円　
定員　各10名

カードゲームで化学を学ぼう！
参加費　800円(お試し価格)　

定員　15名

空手 サッカー・ピアノ STEM・ピアノ 　　STEM・ダンス・ピアノ

10日 11日 12日 13日 14日

15:20～16:50 駄菓子準備日 15:30～16:30

建国記念の日
LaQに挑戦

～恐竜をつくろう～
16:00～17:00 フェンシングに挑戦

参加費　800円
定員　20名

スラックライン
参加費　500円

定員　10名

参加費　700円　
定員　16名

空手・そろばん ピアノ 　ダンス・ピアノ

17日 18日 19日 20日 21日

15:20～16:50 15:30～16:30
工作WEEK

エコ木工工作
工作WEEK

ミサンガづくり

初挑戦！日本舞踊① フェンシングに挑戦 駄菓子準備日

参加費　4000円
定員　20名

参加費　500円
定員　10名

16:00～17:00

「和」日本の伝統クッキング
～いちご大福～
参加費　900円

定員　10名

16:00～17:00

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM・ピアノ

ボールゲームを楽しもう
～総復習編～

参加費　700円
定員　16名

　　STEM・ダンス・ピアノ

24日 25日 26日 27日 28日

工作WEEK
ゆびあみ

工作WEEK 工作WEEK

15:20～16:50
農大稲花サーカス団

～ジャグリングに挑戦～
フリマ

振替休日 初挑戦！日本舞踊② 駄菓子おやつDAY

サッカー・ピアノ STEM・ピアノ 　　STEM・ダンス・ピアノ

　　　　　　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

2月でゆうゆうが
アフタースクールを卒業します。
最後にゆうゆうとたくさん遊んで

思い出をつくりましょう！
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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27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。
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

スペシャルWEEK
≪2/20(木) ～2/27（木） 工作WEEK≫
１月の工作WEEKで行ったミサンガづくり、ゆびあみは、男の子にも女の子にも大人気で、夢中で作っている姿が見
られました。
初めてのフリマでは、出品数は少なかったものの「またやりたい！」の声がたくさん聞かれました。
今月も工作WEEKを開催します。今月は東京農業大学の教授からいただいた木材を使っての工作に挑戦します。

★2/27(木) フリマ！(アフター内のおもちゃのお金を使います)
先月に引き続き、アフタースクールでフリマを開催します。工作WEEK中に作った作品や、これまで作ってきた作品を販
売します。また、お友達が作った作品も買うことができます。当日は販売したい！購入したい！どちらでも大歓迎です。

★工作販売
フリマで販売する作品を作ったり、いつもは作れない作品を作ったりできるよう１週間毎日工作販売を実施予定です。

★工作WEEK スケジュール
2/20 (木）エコ木工工作：廃材を使って自由に工作をします。
2/21（金）ミサンガづくり：刺繍糸でオリジナルミサンガを作ります。
2/25（火）ゆびあみ：リクエストが多かったため２月も開催します！
2/27（木）フリマ

フェンシングに挑戦

【参加費】 500円
【定員】 10名

2/14 (金)
15:30～16:30

毎月人気のフェンシング、今月も２回開催します！
フェンシングでは本格的だけど、痛くない道具を使って練習しています。道具の使い方や持ち方、姿
勢や足の使い方など基本練習をしっかりと行い、何度も何度も試合を重ね、対戦の中で基本の技
術を定着させていきます。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

お知らせ
≪ゆうゆうお別れ会について≫
今月、これまで一緒に子ども達と過ごしてくれていたスタッフのゆうゆうが、アフタースクールを卒業することにな
りました。それに伴い、ゆうゆうお別れ会を2/4(火)に行います！
ゆうゆうの得意なサッカー大会やドッジボール大会を行いたいと思います。
最後にゆうゆうとたくさん遊んで思い出をつくりましょう！

冬休み・１月の様子

2/19 (水)
15:30～16:30

今月は「いちご大福づくり」を行います。いちご大福のモチモチした求肥は、白玉粉と片栗粉でつくられ
食感はまるでお餅のよう。そんな求肥づくりは、時間勝負でいちご大福の中でも最難関。簡単ではあ
りませんが、優しく丁寧に先生に教えてもらうので大丈夫です。「いちご大福づくり」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：白玉粉・片栗粉・こしあん・いちご・砂糖
※食材に配慮が必要な場合はご連絡ください。
※プログラム終了後の単独下校が可能です。

講師：調理師 ABC Cooking元講師 戸叶綾子

「和」日本の伝統クッキング
～いちご大福～

【参加費】 900円
【定員】 10名

2/20（木）
16:00～17:00

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

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。毎回、スラックライン検定をもとにいろいろな技に挑戦する様子が見られます。
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。

スラックライン

【参加費】 700円
【定員】 16名2/13（木）

16:00～17:00

世界を旅するスイーツクッキング
～ コークスゴヨー～

【参加費】 1500円
【定員】 12名

2/6（木）
15:30~16:30

2月といえばバレンタインデー。今月はハンガリーで有名な「コークスゴヨー」づくりに挑戦します。
チョコレートを砕いたビスケットを絡めて丸め、仕上げにココナッツをトッピングしたハンガリーでは定番の
お菓子。今回は作るだけでなく、バレンタインに向けてラッピングまで行います！逆チョコレートを作りた
い子も大歓迎！ 【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル
使用予定の食材：ビスケット、ココア、カシスジャム、牛乳、粉糖、ココナッツ
※食材で配慮が必要な場合はご連絡ください。

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

2/20（木）
16:00～17:00

ボールゲームを楽しもう
～総復習編～

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

これまでベースボール型、バスケットボール型と、様々な種類のボールゲームを楽しく練習してきました。
２月はその総復習編、野球、バスケットボール、ラグビー、ドッヂボールなど、ボールを使っていろんな種
目に挑戦します。ボールを投げる、キャッチする、パスをする、ドリブルする等、ボールの操り方も色々、
これからの遊び・スポーツに繋がるボールゲームを一緒に楽しましょう！
【持ち物】実習着または運動できる私服、タオル、水筒
※プログラム終了後の単独下校が可能です。

【参加費】 700円
【定員】 16名

燃えた！スポーツスタッキング 駄菓子DAY準備
仕入れに出かけたよ！

ミサンガづくりも夢中

冬休み
校庭でキレイな氷を見つけたよ

紅白対抗歌合戦
モアナを堂々披露

木のコースターづくり

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

カードゲームで化学を学ぼう！

【参加費】 800円(お試し価格)
【定員】 15名

遊んでいたら学んでいる！？歴史、算数、化学、物理、、、あらゆる科目の入り口をボードゲーム
で楽しみ、気づいたら自ら学んでいる。そんな新感覚のワークショップ「タンキュウクエスト」。
家に帰った時「ママ、今日二酸化炭素作ったんだよ！」「あ、炭酸ってさ・・・」というセリフが出てくるこ
と間違いなし！！「勉強しなさい！」と言わなくても、自ら学びたくなる興味づけを！
子ども同士が協力したり、議論をしながらゲームを進めます。協働の学びを体験してみませんか？

タンキュウクエスト https://www.tanqfamily.com/

講師：tanQ株式会社 森本佑紀

2/6 (木)
15:30~16:30

4月から社会人になる為、少し早いですが、2月上旬で農大稲花アフタースクールのスタッフを
卒業します。11月中旬頃からお世話になり、短い期間でしたがやりがいのある職場で楽しく働く
ことができました。4月から新2年生になる子ども達を見られないのは寂しいですが、新1年生の
先輩としてより成長してくれていると期待しています。これまでありがとうございました。

講師：農大生スタッフ 宮崎珠未・小林果緒

たまかお工作
～てづくりせっけん～

【参加費】 800円
【定員】 各10名

2/5（水）
15:30~16:30
17:00~18:00

大人気、たまちゃんかおちゃんの自然工作、今月はとうめい石鹸をつくります。
グリセリンに色をつけ、型に流し込みます。3層に色を重ねたり、お花やほしの飾りを入れて自分だけ
のオリジナル石鹸に仕上げます。光にあてるとよりきれいに見え、置いているだけでもおしゃれなとうめ
いせっけんをつくりましょう！
今回も1日２回実施します。ご都合に合わせてご参加ください。

農大稲花サーカス団
～ジャグリングに挑戦～

今回、以前から人気のあったジャグリングを本格的に行います！
教えてくれるのは農大大道芸サークルJugAriのお兄さんお姉さん。

お兄さんたちのパフォーマンスを見たあとは、けん玉、シガーボックス、
バルーン、皿回し、ディアボロといったジャグリング道具を使って

実際に挑戦します。
目指せ！農大稲花サーカス団！

2/26（水）
15:30～

2/18、25(火)
3/3、10、17(火)
15:20～16:50 初挑戦！日本舞踊

【参加費】 4000円
【定員】 20名

農大稲花アフタースクールで初めて日本舞踊に挑戦します。
お友達と日本舞踊や邦楽の魅力を共有し楽しみながら、日本舞踊１曲をみんなで
順番に踊れるよう練習します。ただ振りを覚えるだけではなく、「ここはどんな情景なの
か」「美しく見せるにはどうしたらいいか」など、主体的に考える時間も大切にします。最
終日には発表会も予定しています。男の子も女の子も日本舞踊を楽しみましょう！
【持ち物】浴衣、足袋（ソックス足袋も可）、腰ひも、帯、ヘアゴム（髪の長い方のみ）
※最終日、子どもたちの動画を撮影し、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。

講師：日本舞踊 坂東流師範 有馬和歌子

先生の子ども舞踊教室
の紹介です。

ぜひご覧ください。

2/12 (水)
15:20~16:50

今月のLaQプログラムは恐竜をつくります。LaQはただ楽しいだけではなく、子どもの想像力・思考
力を養うおもちゃです。ティラノサウルス、トリケラトプスなど、いろんな恐竜づくりに挑戦します。顔・身
体の形、足、バランスを考え、イメージを膨らませながら作っていく、いつもより少しレベルアップした内
容です。かっこいい恐竜、小さなかわいい恐竜、空飛ぶ恐竜…どんな恐竜が完成するか、お友達の
作品も共有しながら、一緒に楽しみましょう！

講師：LaQマスター 浅川直樹

LaQに挑戦
～恐竜をつくろう～

【参加費】 800円
【定員】 20名

参加したい子、当日集まれ！(事前申込は必要ありません)

5日連続

https://www.tanqfamily.com/

