
3月のスケジュール

3月のお便り

激動の1年間ありがとうございました。

新型コロナウイルスの感染者が出始め、学校が休校になった時からちょうど1年が経とうとしています。

アフタースクール=学童保育（就労しているご家庭が利用する場所）というイメージが強かったと思います。

もちろん保護者の皆様が安心して働けるお手伝いをすることもアフタースクールの大きな役割の1つです。

しかし、この状況になり在宅でお仕事をする方が増えたことで、アフタースクールの役割はそれだけではない

と改めて気づかされました。

同学年、異学年のお友達と遊ぶこと、人とのかかわり方、学校施設を最大限活用した多様な体験・・・・

色々なところに出かけることができない今だからこそ、いつも通っている学校内のアフタースクールでめいっ

ぱい遊び、心や体を動かしながら放課後や長期休みを過ごすこと、これが現在のアフタースクールの大きな役

割だと思います。

来年、再来年と、学年が上がり、子どもたちが成長するとともにアフタースクールの役割や利用する目的は変

化してきます。今の子どもたちの成長に何が必要か、アフタースクールは常に考えながら来年度も活動してい

きます。4月からもどうぞよろしくお願いいたします。

３月が旬の食べ物はかぶです。

※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。

お知らせ

春休みの利用について

◆開室時間
8:30～18:30（延長 19:00）
※4/6（火）入学式の日は入室時間などの制限を設けての開室となります。

学校の入学式概要が決まり次第、メールにてご連絡いたします。

◆利用料金
レギュラー利用：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。

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」より通常通りお申込ください。

◆持ち物
マスク（予備1枚）、私服、水筒、学習道具、ハンカチ、ティッシュ、プログラム道具、タオル、上
履き、昼食
※新型コロナウイルス感染防止のため、麦茶の提供はありません。

◆お弁当注文
春休み期間は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)

月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日 5日

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・フェンシング

ピアノ・STEM
STEM

　　　サッカー・ダンス
　　ピアノ・STEM

8日 9日 10日 11日 12日

だっきーと野球をしよう！
15:30～16:30

BGS(雑誌作り)活動日

　　空手（１年生昇級審査）
ピアノ・そろばん

　　サッカー・ピアノ
ミュージカル

　　フェンシング大会
　　そろばん・ピアノ・STEM

STEM
　　　サッカー・ダンス

　　ピアノ・STEM

15日 16日 17日 18日　　　　終業式 19日　　　春休み開始

名札づくり
Wellcomeボードづくり

フリマ実行委員企画
～ストローコースター～

スペシャルプログラム
『直感でアート♪～桜の木を描こう～』

フリマ つくって遊ぶ～パズル～

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

コマ回しに挑戦！
16:00～17:00

駄菓子おやつDAY

直感でアート♪
～桜の木を描こう～

15:30～17:00

BGS(雑誌作り)活動日

　　空手（２年生昇級審査）
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 　　　　ダンス・ピアノ・STEM

22日 23日 24日 25日 26日

電子工作
～サーボモーターを知ろう～

15:30～17:00

プログラミングに挑戦！
①10:30～12:00
②13:30～15:00

フェンシング(１年生)
15:30～16:30

ドッジボール大会
10:00～11:00

食品サンプルを作ろう
10:30～12:00

サッカー大会・ピアノ

29日 30日 31日 4月1日 4月2日

LaQを楽しもう
13:30～15:00

めざせ！
ドッジボールの達人！

10:30～12:00

春のスワッグづくり
13:30～15:00

フラワーアレンジメント
～母の日Ver♪～
15:30～17:00

生き物に触れてみよう！
15:30～17:00

しかけ絵本を作ろう
13:30～15:00

ダンボールドラムで
演奏しよう

15:30～17:00

Nゲージで
ミニジオラマづくり

15:30～17:00

科学実験～塩のサイエンス～

スーパーボールを作ろう
15:30～17:00

オンライン
スポーツスタッキング大会

10:00～11:00
BGS(雑誌作り)活動日

STEM大会

　　　          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）

2020年度 アフタースクール発表会

映像WEEK
～映画の予告編を作ろう～

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

★午前中は、新一年生とレクリエーションを楽しみます！
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アフターズアクティビティ

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 3月15日(月)～19日(金)

映像WEEK 3月8日(月)～12日(金)

前回の映像WEEKでは、ミュージックビデオを作りました。自分で歌って、映像を他の人に依頼したりと、自分で交渉してお
友達と協力して作っている姿が見られて、できることが広がっているように感じました。
今回は、映画の予告編をつくります！自分の撮りたい映画のイメージをふくらませて、撮影と編集をします。
※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。

3月8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)
3月9日(火)～12日(金) 撮影と編集をして動画を完成させよう！
3月15日(月)～ 完成した作品をYouTUBEチャンネルにて順次配信します。

今月の工作WEEKは、4月から農大稲花小学校に入学する、新1年生のお友達を迎える準備を行います！
新1年生のお友達の名前がすぐに覚えられるように、名札をつくりましょう。
また、16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を実行委員として集め、フリマで販売するた
めの商品づくりを行います。今回は～ストローコースター～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。
18日(木)は「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、ぜひ楽しみにしていて下さい！
最終日は、つくって遊ぶ～パズル～です。好きな絵柄を自分で作成し、ピースの形や大きさも自分好みに作成します。

3月15日(月) 新1年生を迎える準備 ～ 名札づくり・Wellcomeボードづくり ～
3月16日(火) フリマ実行委員企画 ～ ストローコースター～
3月17日(水) スぺシャルプログラム 「直感でアート♪ ～桜の木を描こう～」
3月18日(木) フリマ
3月19日(金) つくって遊ぶ ～ パズル ～

スペシャルWEEK

３月で卒業するスタッフ

定期プログラム大会のお知らせ

日 付 ：３月２５日(木)、２６日(金)
午前：各プログラム練習

※各プログラム発表者は午前中の練習時間までに来室をお願いいたします。
※【ピアノ】の事前練習は各曜日の決められた時間内の 15分/人 受講いただきます。

午後：発表会
※発表会途中の下校も可能です。

時 間 ：3月25日(木) 発表会は12:30～15:40
3月26日(金) 発表会は12:30～16:00
※当日のスケジュールは先日お送りしたメールをご確認ください。

詳細な内容については、追ってメールにてご連絡いたします。

利用登録：発表会当日は、3月レギュラー利用登録またはスポット利用登録をお願いいたします。
プログラムによっては、通常のプログラム実施曜日とは異なることがございます。予めご了承ください。

その他 ：①当日発表予定の方で当日参加が難しい方は、アフタースクールまでご連絡をお願いいたします。
②各プログラムでの発表衣装や、準備物については決まり次第、メールにてご連絡いたします。

【ピアノ】通常の私服で発表予定
【空手】通常のプログラム時に着用の道衣で発表予定
【ミュージカル】【ダンス】衣装での発表予定

③発表会の様子は動画で配信いたします。

2020年度
農大稲花アフタースクール発表会

1年間のまとめとして、定期プログラム【STEM】受講の方を対象に大会を行います！1年生部門、2年生部門に分かれて戦
います。前回のアフターカップ同様、当日出されたコースを見て、これまでのレッスンで習った内容を使い、その場でプロ
グラミングを行います。ご参加の方は事前にお申込お願いします。
※3/29(金)の大会日のみ、レギュラー又はスポットでの利用が可能です。
※詳細については、お申込いただいた方に後日メールにてお送りいたします。

保護者見学については、社会状況を鑑み、学校と協議の上ご連絡いたします。

【参加費】 無料 【持ち物】 iPad ※レンタルの方は当日お貸しします。
【対象】 定期プログラム【STEM】を受講の1,2年生
【申込方法】 Platのスペシャルプログラム申込よりお申込ください。

申込の際、レギュラー利用またはスポット利用登録をお願いいたします。
【申込期間】 2/19(金)～3/7(日)

定期プログラム【STEM】アフターカップ
3/29(月)〈1年生〉10:30～12:00〈2年生〉13:00～16:00

定期プログラム【サッカー】では年度内最後のプログラム日3/23(火)、アフター内でサッカー大会を行います！
2度目の大会となりますが、1年間の練習の成果を発揮する機会として、是非ご参加ください。
チーム分けを行うため、事前にお申込をお願いします。
※3/23(火)の大会日のみ、レギュラー又はスポットでの利用が可能です。
※詳細については、お申込いただいた方に後日メールにてお送りいたします。

保護者見学については、社会状況を鑑み、学校と協議の上ご連絡いたします。

定期プログラム【サッカー】アフター大会
3/23(火)15：30～17：00

【参加費】 無料 【持ち物】 運動着・水筒・タオル 【対象】 定期プログラムサッカーを受講の1,2年生
【申込方法】 Platのスペシャルプログラム申込よりお申込ください。

欠席の方はPlatより当日の欠席変更をお願いいたします。
【申込期間】 2/19(金)～3/7(日)

要申込

1年間のまとめとして、3/25(木)・3/26(金)にアフタースクールで発表会を行います。
発表会では、子ども達がアフタースクールで過ごす日々の中で、できるようになったこと、好きになったこと、お友達と協
力して取り組んでいることを、自分で表現して伝える機会にしたいと考えています。
定期プログラムの発表に加え、子どもたちが「やりたい！」！と企画した内容も発表する予定です。
初めての発表会となりますが、子どもたちのこの1年間をまとめた集大成として、子どもたちにとっても見ている人たちに
とっても思い出に残る発表会にしたいと考えています。

アフターズアクティビティ

『だっきーと一緒に野球をしよう！』 3/11(木)15:30～16:30

野球が得意なスタッフ、だっきーと一緒に野球を楽しみます！キャッチボールやバッティングなどを教えてく
れます。だっきーと野球ができる最後の機会です。
前回は、ボールは相手が捕りやすい位置に投げること、バッティングも危険が伴うから道具を大切に扱うこと
など、野球を通して、相手を思いやることが大切なことも教えてくれました。野球が初めての子も習っている
子も、みんなで楽しみましょう！

これまで一緒に子どもたちと過ごしてくれていたスタッフのかおちゃんとだっきーが
今月で大学卒業とともにアフタースクールを卒業します。

みんな、今までありがとう！
みんなと過ごした時間は僕に
とってかけがえのない宝物です。
これからも、仲良く元気よく楽
しい学校生活を過ごしてくださ
い。
本当にありがとうございまし
た！

だっきーかおちゃん

『オンラインスポーツスタッキング大会』 3/31(水)10:00～11:00

今回で５回目となるオンラインスポーツスタッキング大会。全部で４拠点のアフタースクールの子どもたちが
競いあいます。前回は、農大稲花アフタースクールチームが見事優勝しました！
スポーツスタッキングとは、12個のカップを決められた形に積み上げたり崩したりするスピード競うスポー
ツです。現在、日本大会や世界大会まで開かれるほど人気のスポーツです。
春休みに練習を重ねて、また優勝目指してがんばりましょう！

要申込

今まで、かおちゃんとたくさん
遊んでくれてありがとう。
いつもみんなが楽しいお話をた
くさん聞かせてくれて、嬉し
かったです！一緒に過ごせてと
ても幸せでした。
遊びに行くので、その時はまた
一緒に遊んでね！



3月のスペシャルプログラム

フェンシング
(１年生)

3/17(水)・3/24(水)
15:30～16:30

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

【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

食品サンプルを作ろう！
3/24(水)

10:30～12:00

【参加費】 1,200円
【定員】 10名
【対象】 1,2年生
【講師】 東京農業大学学生小林果緒（非常勤スタッフ）

飲食店のディスプレイだけでなく、キーホルダーやアクセサリーと
しても人気の食品サンプル。このプログラムでは、専用のキットを
使ってかわいい食品サンプルを作ります。トッピングや飾りはオリ
ジナルなので、自分だけのアイスキャンディー
を作って楽しもう♪

電子工作
～サーボモーターを知ろう～

3/22(月)
15:30～17:00

【参加費】 2,500円
【定員】 10名 【対象】 1,2年生
【講師】 スタディPCネット経堂 斎藤賢司

直感でアート♪
～桜の木を描こう～

3/17(水)
15:30～17:00

【参加費】 1,100円
【定員】 10名 【対象】 1,2年生
【講師】 臨床美術士 藤原直美

前回大人気だったアートプログラム。今回は、画用紙いっぱいに広
がる桜の絵を描きます！墨汁で描いた迫力のある枝や幹に、自分で
絵の具を混ぜて色を作って、ポンポンと思い思いに花をつけていき
ます。感じたままに自分の桜を思いっきり描いてみましょう♪
【持ち物】汚れてもいい服装

コマ回しに挑戦！3/18(木)
16:00～17:00

アフターの中でも、人気の遊びとなったコマ回し！今回は３回目の
実施です。検定表を見ながら、技を練習してコマの腕を磨くプログ
ラムです。
教えてくれるのは、全日本こま技選手権で４連覇している、たけ
ちゃん先生。コマ好きの子も、気になる子も
ぜひ参加してみて下さい！

【参加費】 800円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 こまのたけちゃん

プログラミングに挑戦！
①電車を走らせよう
②買い物をしよう

3/23(火)
①10:30～12:00
②13:30～15:00

小学校で必修化されたプログラミングを、遊び感覚で楽しく体験し
ます。午前は「電車を走らせる」、午後は「スーパーでお買物」を
テーマに、プログラムを完成させます。
ブロックを組合せて簡単にプログラムできるScratchを使います。
コンピューターが初めての子も、ぜひこの機会にプログラミングに
触れてみてください。

【参加費】 無料 〈お試し価格〉
【定員】 各10名 【対象】 1,2年生
【講師】 株式会社アルク

LaQを楽しもう
3/29(月)

13:30～15:00

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、『フリースタイル100』の
キットを使います。好きな色を選んで、浅川先生にアドバイスをも
らいながら自由に作品を作りましょう。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。
お申込されましたら、キットの希望の色を利用予約のコメント欄に記入をお
願いいたします。色の詳細は下記URLからご確認ください。（全１２色）
http://www.laq.co.jp/product/fs100_grey/?key=.freestyle

【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

スラックライン
3/4(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

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

フラワーアレンジメント
～母の日Ver♪～

4/1(木)
15:30～17:00

めざせ！
ドッジボールの達人！

3/30(火)
10:30～12:00

回数を重ねてきたドッジボールプログラム。遊びの中でも、上達し
た姿が見られるようになりました。ドッジボールは継続することで
上達し、どんどん楽しくなるスポーツです。ボールの基本的な投げ
方やキャッチの仕方を丁寧に教えてもらい、最後には試合を行いま
す。ぜひ皆さん参加してみて下さい♪
【持ち物】運動できる服操、水筒、タオル

【参加費】 700円
【定員】 20 名 【対象】 1,2年生
【講師】 ドッジボール日本代表総監督 吉田隼也

【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

ダンボールドラムで
演奏しよう

3/31(水)
15:30～17:00

【参加費】 900円
【定員】 15名 【対象】 1,2年生
【講師】 UNIQUE PROJECT Drumer 鎌田朗

普段ドラマーとして活躍している鎌田さんに、段ボールでできた本
格的なドラム「ダンボールドラム」を教えてもらいます。そして、
鎌田さんのドラム、ピアノが得意なスタッフなこちゃんの伴奏と一
緒に演奏にチャレンジします。
最後には、鎌田先生の本物のドラムを体験して、リズムや音楽をめ
いっぱい楽しみましょう！

【お申込方法】
・３月のスペシャルプログラムは、2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

春休みのスペシャルプログラム

春のスワッグづくり
3/31(水)

13:30～15:00

前回はアロマストーンのフラワーサシェを作った、福村先生のフラ
ワープログラムです。今回は、プリザーブドフラワーを使った春の
スワッグを作ります！カスミ草や猫じゃらしを使って、春らしい色
合いの可愛らしいスワッグを作って、壁にかけ
たり、棚に置いて、春を楽しみましょう♪

大人気のフラワーアレンジメントのプログラムです！今回は、
カーネーションのアートフラワーを使って、一足早い母の日のア
レンジを作ります。カーネーションで春を感じつつ、お母さんに
「ありがとう」の気持ちを贈るフラワーアレンジを
楽しみましょう♪

【参加費】 2,000円
【定員】 12名 【対象】 新2,3年生
【講師】 日本フルールスタイル協会代表 木島尚見

しかけ絵本を作ろう

【参加費】 1,000円
【定員】 12名 【対象】 1,2年生
【講師】 絵本クリエーター 桑原妙子

3/30(火)
13:30～15:00

絵本クリエーター桑原さんの人気プログラムです！今回は「きょ
うりゅうのくに」と「ねこの親子」をテーマにオリジナルのミニ
しかけ絵本を作ります。好きなテーマを選んで仕掛けを作り、好
きな背景にしたり、ストーリーを考えます。全部で４ページある
絵本を完成させましょう！

Nゲージで
ミニジオラマづくり

4/1(木)
15:30～17:00

Nゲージとは、縮尺1/150サイズの鉄道模型のことです。今回
は、Nゲージ鉄道模型を使った本格的なミニジオラマを作りま
す！そして、最後にみんなが作ったものをつなげて、電車を走ら
せます。電車や工作が好きな子、細かい作業が好きだったり
ジオラマに興味がある子も大歓迎です♪
作ったジオラマは持ち帰ることができます。

【参加費】 2,700円
【定員】 15 名 【対象】 新2,3年生
【講師】 O.MORO DESIGN 諸星昭弘

生き物に触れてみよう！
4/2(金)

15:30～17:00

前回大人気だった生き物のスペシャルプログラムです！スペシャ
ルゲストで、トカゲ・ウサギ・カメ・カエル・昆虫などたくさん
の生き物たちが来てくれます。生き物も傷つかず、人もケガをし
ない正しい生き物の持ち方を教えてもらい、触れ合います。
プログラムに参加して生き物に詳しくなろう！

※動物アレルギーがご心配な方は、
Plat「連絡帳」より事前にご相談ください。

【参加費】 1,000円
【定員】 15名 【対象】 新2,3年生
【講師】 生き物カメラマン 松橋利光

科学実験～塩のサイエンス～

スーパーボールを作ろう
4/2(金)

15:30～17:00

大人気のあべまり先生の科学実験プログラムです！
今回は、塩を使った実験に挑戦します！塩は身近な調味料の１つ。
今回は、実験を通して、その塩の力にせまっていきます。最後は
その塩の効果を使って、スーパーボールを作ります。先生に教え
てもらいながら、科学の世界を楽しく学びましょう♪
作ったスーパーボールは、お土産として持ち
帰りできます。

【参加費】 1500円
【定員】 15名 【対象】 新2,3年生
【講師】 わくわくキッズ代表 阿部麻里

※4/5(月)以降のスペシャルプログラムについては、
「４月のおたより」でお知らせいたします。

ロボットたちは、どのように手を握ったり、足を動かしているの
だろう？今回の電子工作は、その疑問に向き合います。
ロボットの腕や足を動かすには「サーボモーター」という部品を
使います。「コンピューター」を使って「サーボモーター」を動
かしてみましょう！

http://www.laq.co.jp/product/fs100_grey/?key=.freestyle
https://afterschool.force.com/plat/s/specialprogramreservepage

