
1月のスケジュール

2021年1月のお便り

2020年もありがとうございました！

2020年はできなかったことも多くありましたが、新しくできるようになったことも多くあった１年

だったと感じています。

新しく１年生が入ってきたことで、アフタースクールも大きくなり、異学年交流も生まれました。

はじめの頃はそわそわしていた様子でしたが、いまでは元気いっぱいに学年関係なく一緒に遊んだり、

駄菓子DAYにも協力しながら取り組んでいます！

また、２年生が中心となって、ハロウィンパーティーの準備や運営を行ってくれました。

そんな２年生を見て、クリスマスなどのイベントで１年生も積極的に準備を進めてくれています。

子どもたち１人１人の力や成長を感じられる１年となり、来年も子どもたちの「やりたい！」という

気持ちを大切に、その気持ちを形にできるように環境を整えてまいります。

2020年も大変お世話になりました。2021年もどうぞよろしくお願いいたします！

1月が旬の食べ物は小松菜です。

離れているからこそ、他者を理解し、共感できる人に

今年1年間で世界は大きく変化しました。直接会わなくても仕事ができ、会議ができ、会食ができるよう

になりました。少し前までは、「いつ、以前の生活に戻るんだろう」と考えていましたが、今はもう「世

界が変わっていく、その真っただ中にいるんだ」と思うようになりました。

この状況の中でアフターはどのような場所であるべきなのか、大きく変化していく社会の中で子どもた

ちに必要なことは何か、改めて考えることが多くなりました。

今の子どもたちが大人になるころには、ほとんどの仕事が在宅でできるようになり、旅行もバーチャル

世界でできるようになるかもしれません。しかし、そのような社会だからこそ他者の気持ちを想像し、他

者の気持ちを理解、共感する力はより一層大切だと考えます。直接人と関わる機会が減っていくと、画面

越しに見る人が何を考えているのか、何を思っているのか想像し、理解することが難しくなるため、子ど

もの頃に色んな人と関わり、時には喧嘩をしながら、少しずつ自分とは違う人の気持ちを理解し、関わり

方を学んでいく必要があると考えます。

だからこそアフターでは、PCやiPadを使ったクリエイティブな活動と共に、人との関わりを大切にして

います。何か嫌なことがあったとき、スタッフにすぐ言いに来てくれる子もいます。スタッフを頼ってく

れることは嬉しいことですが、その時はすぐにスタッフが入るのではなく、まずは自分で伝えてみるよう

促します。それでもうまくいかない時は、スタッフが一緒に考え、サポートしています。仲のいいお友達

と遊ぶだけではなく、様々な人と関わることで、自分の気持ちを伝える難しさや相手を理解し、上手に付

き合っていく難しさを感じることもありますが、お友達と向き合うことを諦めず、少しずつ相手を受け入

れたり、自分を表現していく方法を見つけることができるよう、スタッフも子どもたちと向き合っていき

ます。 アフタースクール 小林

※新型コロナウィ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
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昔遊びDAY
10:30～12:00

オンライン
スポーツスタッキング大会

11:00～12:00

紅白対抗歌合戦！
13:30～15:30

科学実験
～針を刺したら！？膨らむ風船～

13:30～15:00

ふくぶくろの
ポップアップカード作り♪

13:30～15:00
子どもかいぎ

LaQを楽しもう
16:00～17:00

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

BGS(雑誌作り)活動日

　　　STEM『アフターカップ』 サッカー

11日 12日 13日 14日 15日

成人の日
コマ回しに挑戦！
16:00～17:00

BGS(雑誌作り)活動日

　　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

STEM
　　　サッカー・ダンス・

　ピアノ・STEM

18日 19日 20日 21日 22日

電子工作で信号機を作ろう！
15:30～17:00

子どもカメラマン♪
15:30～17:00

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

スラックライン
16:00～17:00

BGS(雑誌作り)活動日

　　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・ピアノ

STEM
STEM

　　サッカー・ダンス・
ピアノ・STEM

25日 26日 27日 28日 29日

迷路づくり～パート２～
ドールハウスづくり

迷路づくり～パート２～
ドールハウスづくり

エコバッグづくり フリマ バレンタインカードづくり

アロマストーンの
フラワーサシェを作ろう♪

16:00～17:00
駄菓子おやつDAY

BGS(雑誌作り)活動日

　　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
STEM 　　ダンス・ピアノ・STEM

                 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

　　　           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）

映像WEEK
～自由に映像作品を作ってみよう！～

工作WEEK
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定

定

定定
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スペシャルWEEK
1月のスペシャルプログラム

【お申込方法】
・1月のスペシャルプログラムは、12月21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

子どもカメラマン♪

スラックライン

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。

工作WEEK 1月25日(月)～1月29日(金)

映像WEEK 1月18日(月)～22日(金)

前回の映像WEEKでは、紅白対抗歌合戦で流すCMやテレビ番組を作りました。アナウンサーになりきったり、CMの俳優さん
になりきって、みんな元気いっぱいに撮影していたのが印象的でした！
今回は、テーマを自由に動画製作をします。紅白対抗歌合戦や今までの映像WEEKの作品を見て、色々なアイディアが浮かん
できた子も多いと思いますので、そのアイディアを存分に形にしてみましょう！
※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。

1月18日(月) みんなで企画会議！(ストーリーを考えたり、どのように撮影するか決めます)
1月19日(火)～22日(金) 撮影と編集をして動画を完成させよう！
1月25日(月)～ 完成した作品をYouTUBEチャンネルにて順次配信します。

※配信した１週間後に再生数ランキングを発表します！

1/19(火)
15:30～17:00

11/21(木)
16:00～17:00

【参加費】 700円
【定員】 12名 【対象】 1,2年生
【講師】 hug-luma 二河 等

【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

昨年度人気で、今年から定期プログラムになったフェンシング、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

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

今月の工作WEEKは、子ども達に大人気だったつくって遊ぶ「迷路づくり」を行います！今回は２階建てにも挑戦できるよう
に２日間実施します。
同時に、「ドールハウス」づくりも行います。自分だけのオリジナルドールハウスをつくりましょう！
また、27日に作成したエコバックを使って「フリマ」を行います。お金は、子どもたちがデザインしたTOKA COINを使い
ます。すべて手作りのフリーマーケット、楽しみにしていて下さい！
最終日は、翌月のバレンタインに向けて「バレンタインカード」づくりを行います。大好きなあの子に送るバレンタインカー
ドを一緒につくりましょう！

1月25日(月) 迷路づくり～パート２～ / ドールハウスづくり
1月26日(火) 迷路づくり～パート２～ / ドールハウスづくり
1月27日(水) エコバッグづくり
1月28日(木) フリマ
1月29日(金) バレンタインカードづくり

工作ワゴンもおこないます！
風船やスパンコール、きれいな包装紙などいつもの工作がグレードアップするものを販売します。
工作WEEKで、ぜひ活用してみてください！

お知らせ
【参加費】 1,200円
【定員】 10名
【対象】 1,2年生
【講師】 写真家 橘田龍馬

フェンシング1/6(水)・1/20(水)
15:30～16:30

アロマストーンの
フラワーサシェを作ろう♪

1/26(火)
16:00～17:00

【参加費】 1,700円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 Lino rino flower design 福村裕子

アロマストーンとは、素焼きの陶器や石膏に、エッセンシャルオイル
を垂らして香りを楽しむでディフューザーの一つ。今回はアロマス
トーンに可愛くお花で飾りつけをして、オリジナルのフラワーサシェ
を作ります！
飾っても可愛いですし、お洋服のタンスに入れて香りを楽しむのも素
敵です。ぜひ香りつけも飾りつけも楽しみましょう♪

2/13（土）zoom保護者会実施のお知らせ

今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、保護者の皆様にアフタースクールの様子を見学したり、
お伝えしたりする機会が少なくなっていました。
そこで今年度のアフタースクールの活動と来年度のアフタースクールについてお伝えする、zoom
保護者会を実施いたします。

日 時：2月13日（土）10:00～11:00
内 容：今年度のアフタースクール振り返り

来年度のアフタースクールについて（方針、利用方法、利用料金、定期プログラム等）

Zoom URL等の参加方法は、メールにてお伝えいたします。
任意での参加となりますが、皆さまのご参加お待ちしています。

zoom面談実施します

アフタースクールでは、ご希望の方と面談を実施しています。アフタースクールでの様子や、今後
の利用についてなど、内容は問いません。
面談をご希望の方はplat「連絡帳」よりご連絡をお願いいたします。

今回で、２回目の実施です！プロの写真家の方と一緒に写真撮影を
楽しむプログラムです。スマートフォンやipadで写真を撮る機会が
多くなっていますが、今回はデジタルカメラで本格的な撮影にチャ
レンジします。最後には、お気に入りの１枚をプリントしてお持ち
帰りいただけます！
カメラに触れて、本格的な写真撮影を楽しみましょう！

【持ち物】デジタルカメラ・SDカード
※レンタルのご用意もございますが、数に限りがございますので、ご希望の方
は1/11(月)までにアフタースクールへご相談ください。(レンタルには別途料
金がかかります。)

※デジタルカメラを持参される際は、学校で出さないようお家でもお声掛けを
お願いいたします。
また、デジタルカメラの紛失・破損については責任を負いかねますので、ご理
解いただけますと幸いです。
※SDカードのデータについても紛失の可能性がございますので、参加される
際は事前にデータの整理や確認をお願いいたします。

コマ回しに挑戦！

【参加費】 800円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 日本こままわし協会 東京支部代表 重原武夫

前回大人気だったコマ回しのプログラムです！
アフターの中でも、レゴでオリジナルのコマを作って回すのが人気
ですが、このプログラムでは、ひもとコマを使った昔遊びでおなじ
みのコマ回しを教わります！さらに、コマ検定を行いながら、技の
習得にもチャレンジします。コマ好きの子も、気になる子もぜひ参
加してみて下さい！

1/14(水)
16:00～17:00

LaQを楽しもう
～ヘラクレスオオカブト～

1/8(金)
16:00～17:00

昨年度も人気だったLaQマスター浅川先生のLaQプログラム！
LaQとは、7種類のパーツを組みたてることで、想像力と思考力が
養われるブロックパズルです。
今回は、『インセクトワールド』のキットを使って、作品を作りま
す！かっこいいヘラクレスオオカブトが作れます。ぜひご参加くだ
さい。
※今回は、LaQのキットを購入し、作品を持ち帰ります。

【参加費】 1,200円(キット料込)
【定員】 20名 【対象】 1,2年生
【講師】 LaQマスター 浅川直樹

電子工作で
信号機を作ろう！

1/18(月)
15:30～17:00

人気の電子工作のプログラムです！LED や電子部品を基板にハンダ
付けして、信号機を作ります。
作った信号機を、子供コンピュータIchigoJamにつないで、プログ
ラムでLEDを光らせます。本物の信号機のように動かせるかな？
※写真は作成例になります。都合により教材形状が変わる場合があ
ります。

【参加費】 2,500円
【定員】 5名 【対象】 1,2年生
【講師】 スタディPCネット経堂 斎藤賢司

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

