
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にしていきます。

スタッフ紹介

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、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。

4月のお便り

号

こばちゃん
サッカー経験者

幼小中教員免許有

あられちゃん
運動だいすき！

小学校教員免許有

ゆうこさん
大学生の娘さん母
幼稚園教諭免許有

もりちゃん
東京農大一中一高出身

教員志望

たまちゃん
センス溢れる器用な

東京農大生
自然工作だいすき

かおちゃん
地域活性に取組む

東京農大生
教員免許取得中

さとりん
男女２人の母

工作・裁縫大好き

だっきー
野球一筋

教員志望の東京農大生

もかちゃん
特技は

演劇・ジャグリング

しんちゃん
教員志望の農大生

いけちゃん
3児の母

今でもバレーボール週3

責任者 副責任者 常勤

えりさん
本部マネージャー

4月のスケジュール

≪4/1(水)～4/3(金)春季休業期間、4/30(木)～5/1(金)終日開室日について≫
<開室時間>

4/1  （水）～4/3（金）9:30～17:00
4/30（木）～5/1（金）8:30～17:00

<服装>

4/1 （水）～4/3（金）私服、運動靴、個人バッグでお越しください。
4/30（木）～5/1（金）制服、制靴、個人バッグでお越しください。

<持ち物>
・私服 ※4/1（水）～4/3（金）は不要 ※動きやすく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 ・プログラムの持物（受講の場合）
・校内靴 ・運動靴 ・お弁当
※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。

4月の旬の食べ物 タケノコ
４月のおやつにはタケノコ！？が登場します！お楽しみに！

※5 /1(金)のスペシャルプログラムの申込は、4月末にplatよりご登録お願いします。
プログラムの詳細は4月末に配布する5月のお便りをご確認ください。

駄菓子おやつDAYとは？
TOKACOINを使って子ども達が出店した駄菓子屋さんから、好きなおやつを購入します。

4/1~4/3は保護者の方の送迎が必要となります。
正門で警備の方に児童の名前を伝え、地下1F 交流室までお越しください。

月 火 水 木 金

1日     　　  終日開室日 2日     　　  終日開室日 3日     　　  終日開室日

6日　　入学式・2年生終日開室日 7日 8日 9日 10日

15:30～16:30
17:00～18:00

子ども会議(TOKACOINについて)

手芸部屋　ちくちく工房
～ししゅうバッヂをつくろう！～

参加費  300円
定員　各6名

対象　1,2年生

13日 14日 15日 16日 17日

1年生定期プログラム体験会 1年生定期プログラム体験会 1年生定期プログラム体験会 1年生定期プログラム体験会 1年生定期プログラム体験会

1年生定期プログラム申込 1年生定期プログラム申込 1年生定期プログラム申込 1年生定期プログラム申込
1年生定期プログラム申込
≪締切　4月19日（日）≫

空手・そろばん・ピアノ
　　　サッカー・ピアノ・ミュージカル

STEM(体験日)
　　　　そろばん・ピアノ・STEM(見学日) STEM(体験日)

　　　　サッカー・ダンス・ピアノ
STEM(見学日)

20日 21日 22日 23日 24日

駄菓子準備日
工作WEEK
ミサンガ

工作WEEK
キラキラ反射材キーホルダーづくり

15:20～16:50 駄菓子準備日

LaQに挑戦
～コマまわし大会 ～

参加費　800円

　定員　 20名

  　対象   1,2年生

27日 28日 29日 30日　　　　終日開室日 1日　　　　終日開室日

工作WEEK
プラバン

工作WEEK
消しゴムはんこのメッセージカード

工作WEEK(フリマ)
駄菓子おやつDAY

子ども会議

春分の日 10:00～11:00 10:30～12:00

科学実験
～宝物DEアート～
参加費　1500円

定員　　15名
対象　1,2年生

11:15～12:15

　　　ダンス

　　　　　　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

16:00～17:00

世界を旅するスイーツクッキングvol,2

～香港　ラウリンバンギ－榴槤班戟－～

参加費　1000円　
定員　12名

　対象　1,2年生

おいしさを科学するクッキング
～味覚レッスン「総論、甘味、塩味」～

参加費　5000円(全6回)
定員　12名

　対象　1,2年生

スラックライン
参加費　700円　

定員　16名
対象　1,2年生

※子ども会議とは、子ども達みんなで
アフタースクールを造ることを目的と
し、アフターで行いたいことや、ルー
ルなどを話し合い決定する機会にして

います。
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4月のスペシャルプログラム
≪お申込について≫
①【4月13日（月）～17日（金）】定期プログラム体験会・見学会への参加 ※保護者の見学も可能です。

見学：空手、ピアノ、そろばん、サッカー 体験：ミュージカル、ダンス、STEM
※Platにて見学・体験日レギュラーまたはスポットの利用登録をお願いします。
※STEM以外のプログラム見学・体験のお申込は不要です。
※体験は一部の参加となりますので、特に持ち物等は必要ありません。

②【4月13日（月）～19日（日）】定期プログラム申込
右記QRコードまたはメールにてお送りするURLよりお申込をお願いします。
※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22日（水）】定期プログラム受講者決定メールと【4月22日（水）～24日（金）】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よりご登録ください。

料金はすべて税別 料金はすべて税別
５月からの定期プログラム

※新型コロナウイルス感染症の影響でスペシャルプログラムが急遽中止となる場合があります。
その場合、参加費はいただきません。

≪お申込方法≫
・4月のスペシャルプログラムは、3月27日（金）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」よりお申込ください。
・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、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。

※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。

手芸部屋 ちくちく工房
～ししゅうバッヂをつくろう！～

講師：アフタースクールスタッフ 佐藤倫子

4/7（火）
15:30～16:30
17:00~18:00

【参加費】 300円(お試し価格)
【定員】 各６名
【対象】 1,2年生

LaQに挑戦
～コマまわし大会～

【参加費】 800円
【定員】 20名
【対象】 1,2年生

講師：LaQマスター 浅川直樹

4/20 (月)
15:20～16:50

みんな大好きなLaQを、LaQマスターの浅川先生をお呼びして、プログラムを行います。
記念すべき第1回は「こままわし大会」。自分で作ったLaQこまで、どれだけ長くまわせ
るか、みんなで大会を開き競い合います。
LaQが初めての子でも、浅川先生が分かりやすく教えてくれるので大丈夫です！
LaQこままわし大会にぜひご参加ください！

世界を旅するスイーツクッキングvol.2
～ ラウリンバンギ－榴槤班戟－～

【参加費】 1000円
【定員】 12名
【対象】 1,2年生

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

4/23 (木)
16:00～17:00

科学実験
～宝物DEアート～

【参加費】 1500円
【定員】 15名
【対象】 １,2年生

講師：わくわくキッズ 代表 阿部麻里

4/30 (木)
10:00~11:00

楽しみながらが学べる科学実験プログラム、今回は「宝物DEアート」を行います。
みんなに用意された4種類の宝物箱。みんなで宝物箱を開け、中身を観察したり、分
類したり…。最後はその宝物(ビーズ・パスタ・キャップ・ボタン)を使用してオリジナルオブ
ジェをつくります。
楽しみながら、算数の基礎を育てられる、「宝物DEアート」にぜひご参加ください。

スラックライン

【参加費】 700円
【定員】 16名
【対象】 1,2年生

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

4/30 (木)
11:15～12:15

体験会でも行った、スラックラインプログラムを4月も行います！ゆらゆらと揺れる、不安
定なゴム状のベルト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します！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

【月額】5,000円 【定員】なし
※道衣代等別途 ※大会・昇級審査会参加費等別途

護身術と心身の鍛錬と礼儀作法を身につけよう

空手

月

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 冨髙勝久先生
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。

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。技を身に着けるだけではなく、
礼儀作法や心構えも重視した指導で人を敬う姿勢
やあいさつの習慣も身につきます。
希望者は大会や昇級審査会に参加できます。

そろばん

講師：木谷総合学園 東京支部長 山田千賀子先生
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。

【月額】 週１回 4,000円 週２回 5,000円
※テキスト代・そろばん代・検定代等別途

【定員】 各8名
※1.2年生を含めた定員です月3・6回 1回40分

15:20~16:00
16:00~16:40
16:40~17:20

暗算力と集中力を身につけよう

そろばんは、子どもの学習の基礎を築き、指を動かすこ
とが脳の発達・活性化を促します。ひとりひとりに合わせ、
自分のペースで問題を解いていくため、身につくまで問
題に取り組むことができます。
週1,２回コースから選択できますので、お子様とご相
談のうえお申込ください。

月 水

月6回 1回60分
16:00～17:00

サッカー

火
【月額】7,000円 【定員】なし
※ユニフォーム代等別途

講師：東京農業大学農友会サッカー部監督 三浦佑介先生
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 児玉宗土先生
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。

放課後は友達と一緒に思う存分体を動かそう

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。チームスポーツならではのチーム
ワーク、仲間を頑張る楽しさを味わいます。

金

STEM

プログラミングを楽しくまなぶ

【月額】9,000円 【定員】各8名
※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

※教材費等（初回）15,000円
※大会参加費等別途

「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を用いたロボットとプ
ログラミングを組みあわせ、自分で考え、試行錯誤しな
がら課題をクリアしていきます。

月3回 1回90分
15:20～16:50

木

講師：釘村綾子先生
元システム会社にてシステム開発を担当。アフタースクールではスイーツ
クッキングも担当。

ピアノ

個性に合わせた個人レッスン

【月額】7,500円
※楽譜代別途 ※発表会参加費等別途

月3回 1回30分
15:30~16:00~

16:30~17:00~17:30～

金

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た個人
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：乙顔有希先生（月曜日）
桐朋学園大学音楽学部声楽科卒業、近年では、古楽アンサンブル アントネッロ オペラ「オル
フェオ物語」 木の精及びバッカスの巫女役で出演。
講師：杉森繪里先生（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。
講師：大坪多美子先生（水曜日）
東京音楽大学音楽教育専攻卒業。NHK全国合唱コンクールの伴奏等も担当。
講師：小出晴菜先生（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。

火 水月

HIP HOPダンス

講師：studio LOOP 代表 濱田三賀先生
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】５,000円
※衣装代等別途 ※発表会参加費等別途

【定員】なし月3回 1回60分
16:00～17:00

身体バランスも表現もチームワークも身についちゃう金

≪STEMの体験会について≫
STEMの受講をご希望の方は、お子様の体験と保護者の方の見学が必須です。
※Platにて見学・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。
【4月14日（火）・16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いただきます。
ご希望日を右記QRコードまたはメールにてお送りするURLよりお申込をお願いします。

≪4/23（木）～4/30（木） 工作WEEK≫
★4/30（木） フリマ！(アフター内で利用できるTOKACOINを使います)
作った作品を○○屋さんとしてお店を出します。折り紙屋さん、おもちゃ屋さんなど、好きなものを作って売ります。
もちろんお友達のお店でたくさんお買い物するのも大歓迎です。

★工作販売
いつもはない少し特別な工作材料を販売します。ビーズやリボン、モール、風船など、好きな材料をゲットして
素敵な作品を作りましょう！

★工作WEEK スケジュール
4/23（木）ミサンガ
4/24（金）キラキラ反射材キーホルダーづくり
4/27（月）プラバン
4/28（火）消しゴムはんこのメッセージカード
4/30（木）フリマ

スペシャルWEEK

スペシャルWEEKとは
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れば誰でも参加できます。

消しゴムはんこ本
「はなうた はんこ」を

出版していた、
アフタースタッフのさとりん

お手製はんこを使います

世界を旅するスイーツクッキング！いろんな国々のスイーツをつくります。今月は薄いクレー
プ生地に果物を包んだ甘い香港のスイーツ、「ラウリンバンギ-榴槤班戟-」です。
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、手拭き
使用予定食材：バター、粉糖、塩、卵、牛乳、薄力粉、生クリーム、バナナ、レモン汁、
マンゴー缶、いちご ※食材に配慮が必要な人はあらかじめご連絡ください。
※プログラム終了後17時単独下校が可能です。

4月から始まるさとりんの手芸部屋、ちくちく工房が始まります！記念すべき第1回目は
「ししゅうバッチづくり」です。好きなデザインを選んで、刺繍用クロスステッチにししゅう針と
いう先の丸い針を使ってバッヂをつくります。バックや服にもつけられるししゅうバッヂづくり
に挑戦しよう！
２回にわけて実施します。ご都合に合わせてご参加ください。

STEM体験会申込フォーム

②定期プログラム申込


