
3月のお便り

3月のスケジュール

今月子どもたちの中で流行した「人狼ゲーム」を紹介します。

「人狼ゲーム」とは、プレイヤー全員が初めにカードを引き、プレイヤー1人1人に役割が振られ、
その役割の特性を生かしながらプレイヤー同士の中から“人狼”を見つけ出すという心理戦カードゲーム。

大人でも難しい人狼ゲームを行う子ども達。
初めは1人の男の子がやりたい！とリクエストしてアフターに取り入れたゲームですが、

ほとんどの子が、複雑なルールの人狼ゲームを知りませんでした。

はじめはルールを知っているスタッフが入り一緒に行っていましたが、
徐々に知っている子が中心となって他の子にルールを説明し、

楽しそうに遊んでいる様子をみて、「わたしもやりたい！」「ぼくもやりたい！」と
新たなメンバーが集まり始め、今では子ども達だけで人狼ゲームを楽しめるようになりました。

次第に、いつもは一緒に遊ぶことの少ないお友達同士でも、
１つのゲームを通して一緒に遊ぶ姿も見られるようになりました。

何をするのか、誰とするのか、何人でやるのか、どんなルールでやるのか、
その時々で子ども達自身が遊び方を工夫していく中で

子ども達はお互いを尊重し、お友達と過ごす時間や、楽しいと感じる気持ちの共有を行っています。

この1年間、アフターで自由な時間を過ごし、子ども達は様々な感情と向き合いながら
お友達と共に時間を過ごす中で少しずつ成長してきまた。

これからも子ども達に寄り添い、子ども達の「やりたい！」を大切に、
子どもたちの成長を見守ってまいります。

去年の今ごろ、まだ年長さんだった子どもたち。4月から真新しい制服に身を包みランドセルを背負って小学校に通うのをワクワクドキドキ心待ちにしていたことと思います。初めの頃は、
毎日の登下校も心配しながら送り出していたご家庭もあったのではないでしょうか。アフターでも、電車やバスに1人で乗っての下校に涙してしまったり、急遽保護者の方にお迎えをお願い
する子もいました。自分の気持ちを伝えることが難しく、ただ泣いてしまう子もいました。
それから早いもので1年が経ちました。子どもたちも、もうすっかりお兄さん、お姉さん。登下校ひとつとっても、自分で時計を見ながら帰る時間を意識して遊び、友達同士一緒に帰ろうと
誘い合い、元気に楽しんで帰っていっています。毎日のことなので、ついつい当たり前だと思ってしまいますが、6歳7歳の子どもが1人でしっかり登下校できる！1年間でこれだけ成長して
いるということは実はとてもすごいことだと思います。

最近、子どもたちから「毎日なにかしら習い事があって…本当はもっと遊びたいんだ！」「大人はやれやれと言って、嫌なことをやらせてくる」「親にこれをやってほしいって言われるから、
本当は疲れちゃうんだけどやってるんだ」というような言葉を聞くことがあります。親として、我が子の可能性を広げるかもしれない、将来役に立つかもしれない、才能が開花するかもしれ
ない、一度始めたものをそう簡単にやめてしまって忍耐力が欠如してしまうかもしれない、今嫌だと言っても少し経ったら楽しい！と思えるかもしれない、色々な想いがあって、純粋に子ど
ものことを愛し考えてのことだと、確信しています。子どもは将来のことが見えないし、発達段階として将来のことを考えられません。その分親が考えて伝えていくことは必要だと思います。
一方で、今この時間を一生懸命生きている子どもたちの様子を毎日見ながら、子どもたちと話をしていると、「自分の気持ちを一番大好きなお父さんお母さんに伝えられない、わかっ
てもらえない。決めつけて話をされる」ということと「大好きなお父さん、お母さんの期待に応えたい」という葛藤に子どもたちは苦しんでいるのではないかと感じます。プログラムに参加
し、スキルを身につけたり、達成感を感じるのはわかりやすく見える上達です。好きなものにとことん取り組むことや新しいことを色々体験をすることは、子どもにとって大切なことだと思います。
ただこれは、子ども自身が好きなもの、やりたいことについて言えることではないでしょうか。さらにプログラムという大人が決めた枠組み以外でも、外で自由に遊ぶ中でも、友達と一緒に工
作やレゴで遊ぶ中でも、友達との協力や衝突があり、優越感や劣等感を感じ、嬉しいことや悲しいことがあり、人生にとってとても大切なことを学んでいると感じます。

週5日、決まった時間に学校に行って、きちんと授業を受けて、決められた時間に決められたことを行う毎日。せめて放課後の2時間3時間は子どもが好きなことを自分で選んで、自分
が好きなように過ごしてもらいたい。我が子に将来どんな大人になってもらいたいだろう？と考えたときに、「指示待ち人間になってほしい」という親はあまりいないと思います。「自分で考え
て、自分で判断をして、自分で人生を切り開いていってほしい」そう願う親が多いのではないでしょうか？そのために必要な時間はどんな時間でしょうか？今、目の前ではスキルとして
見えなくても、10年後20年後を考えて、今どのような時間を過ごしてもらいたいでしょうか？
正解のない問いだと思います。ただひとつ言えるのは、ぜひご家庭で子どもの声を聞いてほしいということです。そしてもし何か違和感があったり、後ろ向きなことがあったら、ぜひアフター
に子どもの様子を見に来ていただきたいです。子どもはお父さんお母さんが大好きです。もし今苦しんでいる子がいるとすれば、お父さん、お母さんが自分のありのままを見てくれた、
自分の話を聞いてくれた、自分のことを受け止めてくれた、一緒に考えてくれたというだけで安心して、前向きに過ごせるのではないでしょうか。（農大稲花アフタースタッフ 正村）

※4 /2(木)のスペシャルプログラム申込は、
3月末に新システムplatよりご登録お願いします。
3月末にお配りする4月のお便りにてプログラム詳細をお伝えいたします。

3月の花 チューリップ 花言葉 思いやり

月 火 水 木 金

2日 3日 4日 5日 6日     　　  終日開室日

15:20～16:50 15:30～16:30 駄菓子準備日 子ども会議(セス歓迎会準備)

初挑戦！日本舞踊③
フェンシングに挑戦

参加費　500円
定員　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

Seth(セス)歓迎会 15:20～16:50 15:30～16:30 16:00～17:00 駄菓子準備日

初挑戦！日本舞踊④
スラックライン
参加費　700円　

定員　16名

ボールゲームを楽しもう

～総復習編～
参加費　700円

定員　16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

16日 17日 18日 19日　　　3学期終業式 20日

15:20～16:50 15:30～16:30 子ども会議

初挑戦！日本舞踊⑤ フェンシングに挑戦 春分の日

参加費　500円
定員　10名

空手・そろばん サッカー・ピアノ STEM・ピアノ

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

工作WEEK
レジン

工作WEEK
ミサンガ

工作WEEK
プラバン

工作WEEK 工作WEEK

10:00～11:30 11:00～13:00 10:00～11:30

LaQに挑戦
～水族館をつくろう～

参加費　800円
定員　20名

クッキングスペシャルver
～生地からつくろうピザづくり～

参加費　1200円
定員　12名

世界を旅するスイーツクッキング
～パイナップルケーキ～

参加費　1500円　
定員　12名

14:00～15:00
STEM(発表会練習)

15:00～16:00
STEM(発表会練習)

そろばん
14:00～15:00

ダンス(発表会練習)
※27日STEMを発表したい方は練習の
どちらかに参加ください。（申込不要）

30日　　　　終日開室日 31日　　　　終日開室日 1日　　　　終日開室日 2日　　　　終日開室日 3日　　　　終日開室日

新1年生歓迎準備 よっしーお別れ会 新1年生歓迎会 10:00～11:00

スラックライン

参加費　700円
定員　　16名

　　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

13:00～17:00
アフター発表会

駄菓子おやつDAY
フリマ

皆で新1年生の歓迎会を行います！4/1からやってくる新1年生を迎える準
備を皆で行います！

10:00～11:00
ミュージカル

～ライオンキング～
参加費　4000円

定員　10名

10:00～11:00
ミュージカル

～ライオンキング～
Day2

10:00～11:00
ミュージカル

～ライオンキング～
Day3

10:00～11:00
ミュージカル

～ライオンキング～
Day4

10:00～11:00
ミュージカル

～ライオンキング～
Day5

3月でよっしーが
アフタースクールを卒業します。
最後によっしーとたくさん遊んで

思い出をつくりましょう！

新１年生を迎えるために何をするか
みんなで考えます。
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3月のスペシャルプログラム
≪お申込方法≫
・3月のスペシャルプログラムは、2月25日（火）12:30よりWeb申込開始です。

KidsAIの「スペシャルプログラムPG」よりお申込ください。※ミュージカルのみフォーム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。※ミュージカルのみ抽選

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みください。

料金はすべて税別

スペシャルWEEK
≪3/23(月)～3/27（金） 工作WEEK≫
今月も工作WEEKを開催します。毎月人気のミサンガづくり、ゆびあみだけでなく、1月からスタートした
フリマも引き続き行います。

★３/27 (金) フリマ！(アフター内のおもちゃのお金「TOKACOIN」を使用します！)
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。
また、今回は定期プログラム発表会が行われる27日に行います。保護者の方の購入、出品もお待ちしています。

★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
3/23（月） レジン
3/24（火） ミサンガ
3/25（水） プラバン
3/27（金） フリマ

お知らせ
≪よっしーお別れ会について≫
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よっしーが、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、よっしーお別れ会を3/31(火)に行います！

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

毎月恒例のスラックラインプログラムを今月も行います！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

スラックライン

【参加費】 700円
【定員】 16名3/11（水）

15:30～16:30

3/12（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。3月は2月に引き続き、総復習編です。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。これまで習ってきたことを基に行います。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

1年間、たくさんの思い出をありがとう！
みんなと過ごす時間はいつも気持ちをやわらかくしてくれました。
今までのように会えなくなっても、みんなのすてきな学校生活をいつも祈っています。
最後の最後まで楽しい時間を一緒につくろうね！

3/23 (月)
10:00~11:30

講師：LaQマスター 浅川直樹

LaQに挑戦
～水族館をつくろう～

【参加費】 800円
【定員】 20名

≪3/6(金) ・春休みの服装・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（春休み期間中はお弁当の注文が可能です。KidsAI、4月以降はPlat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。

3/4 (水)
15:30～16:30

フェンシングに挑戦
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

3/18 (水)
15:30～16:30

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

【参加費】 500円
【定員】 10名

春休みのクッキングでは「ピザづくり」を行います。今回のピザづくりではピザ生地の材料を混ぜて、こね
て、発酵させて、伸ばして、いちからつくります。更に、ピザソースも市販のものではなく、トマト缶を使っ
て作っていきます。トッピングの具材を包丁で切ることにも挑戦します！
使用予定の食材：ピザ生地(強力粉、薄力粉、ドライイースト、塩、砂糖、オリーブオイル、水)、
トマトソース(トマト水煮缶、玉ねぎ、にんにく、塩、オリーブオイル、ドライオレガノ)、
トッピング(チーズ、ウインナー、ベーコン、コーン、ピーマン、ツナ、じゃがいも)
※食材に配慮が必要な場合はご連絡ください。 【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、タオル
※直径10cmのものをお昼ごはんとして食べますのでお昼ごはんの調整をお願いします。
※コロナウイルス感染予防の為、中止となる場合がございます。予めご了承ください。

講師：調理師 ABC Cooking元講師 戸叶綾子

クッキングスペシャルver
～生地からつくろうピザづくり～

【参加費】 1200円
【定員】 12名

3/24（火）
11:00～13:00

これまで動物園や恐竜パークを作ってきました。継続して参加している子たちはどんどん上達し、たく
さんの大作が生まれています。3月のLaQプログラムはみんなで水族館をつくります。クジラ、サメ、イ
カなど、水族館で見るたくさんの生き物をLaQでつくります。海の生き物の複雑な形や綺麗な色を表
現するために、創造性を膨らませながら小さいパーツを工夫して組み合わせます。
小さい魚から大きな魚まで、いろんな魚を作って大きな水族館を完成させよう！

2月の
様子

3/27(金) 第１回農大稲花アフタースクール発表会

農大稲花アフタースクールが開校して間もなく１年が経ちます。この１年間、アフタースクールで頑張ってきたこと、楽しんだ
こと、夢中になって取り組んだことを発表します。保護者の皆様もお越しいただけます。ぜひ子どもたちの１年間の成果をご覧
ください。

日時：3月27日（金）13:00～17:00 ※時間は変更になる可能性がございます。
内容：◆1年間続けて頑張ってきた定期プログラムの発表

空手、ダンス、STEM、ピアノ
◆３月スペシャルプログラムの発表

ミュージカル、日本舞踊の発表
◆子どもたちが継続して取り組み楽しんでいる活動

駄菓子屋、フリマ
※保護者の皆様にもTOKACOIN（農大稲花アフター銀行発行のお金）をお渡しし、活動にご参加いただきます。

場所：体育館、特別教室、交流室（予定）

練習：定期プログラムの発表に伴い、春休みに発表会のための練習を行います。
ダンス：3月24日（火）14:00～15:00
STEM：3月26日（木）14:00～15:00・15:00～16:00 どちらからに参加
ピアノ：2日、5日、9日、12日、16日、23日～26日 （午後のみ）アフタースクール開室時間に自主練習ができます。

世界を旅するスイーツクッキング
～ パイナップルケーキ～

【参加費】 1500円
【定員】 12名

3/26（木）
10:00~11:30

今月のスイーツクッキングでは台湾のお土産としても有名な「パイナップルケーキ」づくりに挑戦しま
す。パイナップルジャムを小麦粉、卵、バターなどで包み込み、焼いた、台湾伝統のお菓子です。
そんなパイナップルケーキは100年前から台湾で作られていたとか。みんなで甘くておいしいパイナッ
プルケーキをつくりましょう！【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、粉糖、塩、卵黄、アーモンドプードル、薄力粉、パイナップル缶
※食材で配慮が必要な場合はご連絡ください。
※コロナウイルス感染予防の為、直前で中止となる事があります。予めご了承ください

講師：ひりあ菓子工房 元オッジパティシエ 釘村綾子

3/23(月)～27(金)
10:00～11:00

発表会 3/27（金）
14:00~を予定

ミュージカル
～ライオンキング～

【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

大人気のミュージカルプログラム、春休みも実施します。冬休みは学級閉鎖で参加できなかった人も
多くいたため、今回は冬休みと同じ演目「ライオンキング」を行います。歌、ダンス、演技、役になりきっ
てミュージカルに挑戦します。
今回は①12月のプログラムにインフルエンザによる学級閉鎖等で参加できなかった方、②来年度の
定期プログラムで落選した方を優先させていただきます。人数を超えた場合は抽選とさせていただきま
す。お申込の方は右記フォームをご入力ください。≪申込締切 3月1日≫

外国人インターン生 Seth(セス)歓迎会

3/9(月) 15：00～

3/9（月）から約３か月間、Sethさんが
インターンとしてアメリカからやってきます！

遊びやプログラムを通して、
アメリカや日本の文化を、伝えあいましょう。

チア部のお姉さんにお手紙を渡しました ゆうゆうのお別れ会 バレンタインクッキング

5日連続

トウカコイン


