
　税込

21,600円

　税込

5

10

15

20

　税込

280円

　税込

2,200円

 3,700円

5,000円

5,000円

8,700円

400円 各500円

②5日間・10日間・15日間・20日間コースでの申込みとなります。夏休みプログラムスケジュールにて、プログラム内容をご確認ください。

③定員になり次第、締め切りとなりますので、お早めにお申し込みください。

④参加申込書と費用をご用意の上、放課後クラブ北浦和にお持ちください。必ず事前に電話連絡をお願いします。

⑤遠足にかかる交通費はお客様負担となります。詳細はプログラムスケジュールをご確認ください。

⑥小学校へのお迎えおよびプール送迎は行っておりません。直接、放課後クラブにお越しください。

⑦利用開始時間にお越しください。開始時間の10分以上前にお越しいただく場合は、前延長料金がかかります。

⑧前延長は前日19:00までにご連絡ください。後延長（最大21:00まで）は当日でもお電話いただければ対応します。

①参加される日時に○をつけてください。（前延長をご希望される場合は、必ずチェックしてください）

≪準レギュラー生・外部生≫２０１8年度　夏休みプログラムのお知らせ

◆申し込み方法・注意事項◆

⑩夏季休暇期間(8月11日～8月15日)、放課後クラブはお休みです。

□【入会金】

入会金(初回のみ)

【期間】2018年7月23日（月）～　8月27日（月）

⑨夏休み期間中の受付終了時間は19:00までとなります。

□【夏休み費用】お預かり・宿題サポート・お迎え・おやつ代含む

80,000円

25,000円

46,000円

69,000円

回数

午前のみ

(9:00～13:00)

4h

18,500円

□ 安心カード 　　 □ 上履き　　□ コップ（うがい用）   □ 筆記用具
□ 昼食（保冷剤入り）・水筒（必要に応じて）　　　　　 □ 連絡帳
□歯磨きセット（必要に応じて）                                 □ ハンカチ、ティッシュ
□ 宿題・自宅学習教材（放課後クラブでも学習コンテンツの用意がございます）
□ リュックサック・交通費（遠足時のみ）
※初めて参加される生徒の安心カード・連絡帳は、初回のお預かりの際にお渡しします。

□【保険料】

□【Eeそろばん】　                                                   　※午前のみコース以外は、必須科目です

午後のみ（13:00～19:00）

※延長利用時間は、前延長8:30～9:00、後延長19:00～21:00までとなります。
※前延長は前日19:00までに、後延長は当日お電話いただければ対応します。
※昼食は前日19:00までに、夕食は当日17:00までに予約が必要となります。
※お支払いは現金となります。お釣りがでないようにご協力お願い致します。

【準備するもの】※すべての持ち物にお子様のお名前を記入してください。

1日（9:00～19:00）

□【オプション料金】

　　　延長料金(30分単位) 昼食代／夕食代

午前のみ（9:00～13:00）

ミディアム（9:00～15:00）

□【1日追加料金】

80,000円

午前＋午後

（9:00～19:00）

10h

43,500円

82,000円

123,000円

148,000円

午後のみ

保険料

そろばん受講代（教材費・そろばん貸出し含む）

＊初めて参加される方は、入会申込（レギュラー会員、入会予約、準レギュラー会員いずれか）の
手続きが必要となります。印鑑をお持ちください。

(13:00～19:00)

6h

25,000円

46,000円

69,000円

36,000円

54,000円

68,000円

ミディアム

(9:00～15:00)

6h



9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00

9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00

前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00

9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00

9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00

前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00

9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00

9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00

前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00

9:00～13:00 9:00～13:00

9:00～15:00 9:00～15:00

13:00～19:00 13:00～19:00

前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00

9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00

9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00

前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00 前延長　8:30～9:00

9:00～13:00

9:00～15:00

13:00～19:00

前延長　8:30～9:00

金

7/23 7/24 7/25 7/26 　　　　7/27  　　遠足日

月 火 水 木

7/30 7/31 8/1 8/2 8/3

月 火 水 木

8/13 8/14 8/15

金

8/8 8/9 8/10

月 火 水 木

水 木 金

8/20 8/21 8/22 8/23 8/24

金

8/27

月

夏季休暇 夏季休暇

※原本は返却、申込書をコピーして教室で保管

夏季休暇

8/16

月 火 水 木

8/6 　　　　　8/7　　　遠足日

月 火

≪準レギュラー生・外部生　2018年度　夏休みプログラム参加申込書≫

サイエイグループ所属校舎

電話番号

学校名・学年 緊急連絡先　　続柄：父 / 母 / （　　　　　　）

注意事項を確認しました。

保護者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
あり　（　　　　　　　　　　　　　　　）
なし

ふりがな

生徒名：

　　　　　　　　　　　　　小学校　　　　　　　年生

8/17

金

  ≪夏休みプログラム参加申込書≫をご提出ください。
   ※FAXでも受付しております。

担当㊞

夏休み合計金額 (税込)：　　　　　　　　　　　　　円

入会金　　　　  　　　　　　　　　  　 　　　　　 円

保険料　　　　　　　　　　　　　　　　 　　２８０円

プログラム参加費　　　　　　　　　　　      　　　円

そろばん代　　　   　　　　　　　  　 　　      　　円

放課後クラブ北浦和
さいたま市浦和区常盤10-19-15

 関田ビル2F
TEL:048-711-8797
FAX:048-711-8798

受付時間：月～金 13:00～20:00

受付日：



7/23 7/24 7/25 7/26 7/27
月 火 水 木 金

ファンタイム① ファンタイム①② ファンタイム①② ファンタイム①②

9:00～9:15 自由時間

9:15～10:00 宿題・個別学習サポート

10:00～10:15 休憩・おやつタイム

ファンタイム②
10:15～11:00 ファンタイム①

11:00～11:15 自由時間

11:15～12:00 ファンタイム②　

12:00～12:30 昼食タイム

12:30～13:00 連絡帳記入＋自由時間 ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③

13:00～13:15 古典音読・なぞり書き

13:15～14:15 Eeそろばん

14:15～15:00 自由時間

15:00～15:15 おやつタイム

15:15～16:00 ファンタイム③ 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3
月 火 水 木 金

16:00～17:00 自由時間 ファンタイム①② ファンタイム①② ファンタイム① ファンタイム①② ファンタイム①②

17:00～17:45 宿題・個別学習サポート

17:45～18:00 連絡帳記入

18:00～18:30 読書

18:30～19:00 自由時間

ファンタイム②

④欠席・遅刻される場合は、事前にご連絡ください。

⑤集合・解散場所は、放課後クラブ北浦和になります。

ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③

折
お

り紙
がみ

で遊
あそ

ぼう

テーマは、夏！
食べ物やお花など夏に関連するものを
いくつ作れるかな？
制作過程を楽しみながら、
図形感覚を磨けます。

持ち物：持ち帰り袋

遠足
えんそく

　9:00～15:00

（午前コースはありません）
さいたま市防災センターで地震や
火災などの災害について、体験しな
がら学ぼう。いつどこで起こるか
わからない災害にそなえ、日頃
から一人ひとりが災害のせいかくな
知識にもとづいた行動力をもつこと
が大切です。

入館料　無料
往復交通費　360円
※SuicaなどのICカードもご利用
いただけます

　　　　　　　　　　※雨天決行

水遊
みずあそ

び～水
みず

風船
ふうせん

～

鉛筆の正しい持ち方、はねや払い、
点などを指導します。
文字のバランスや美しさ、
丁寧に書くことも大切ですが、
こどもらしくのびのび元気に書け
ているかもポイントですよ！

持ち物：

書道セットまたは硬筆セット
お手本・学校からの課題があれば
お持ちください。

自分で考えたオリジナルの
妖怪カードを作成するよ。
かわいく色もつけてね♪
それについての説明文のカードを
作り、どんな妖怪なのかをみんなの
前で発表します。
発表したら、そのカードを使って、
カルタ遊びをします。
自分の妖怪カード以外にも
たくさんとれるかな？

かるた遊
あそ

び 8月
がつ

カレンダーづくり 暑中
しょちゅう

見舞
み ま

いの書
か

き方
かた

理科
り か

実験
じっけん

集中力
しゅうちゅうりょく

が高
たか

まる論理
ろ ん り

パズル

牛乳パックや段ボール、紙などを
使ってぶんぶんコマを作ります。
ぶんぶんコマを作ったら、遊び方を
マスターしてね。コツがいるよ！
上達したらコマを2個、3個
つなげて手と足を使ってぶんぶんゴマ
をまわしてみよう。
お友達と大きなぶんぶんコマを
作って、グループでまわすのも
おもしろいよ。

自分の星座について、知っていますか？
どんな星か特徴を学んだあとに、
星座を書いてみよう☆

持ち物：持ち帰り袋

トランプやキャッツ＆チョコレート、
アルゴ、ウノなどたくさんのカード
ゲームがあります。
どのカードゲームをする
かは当日のお楽しみ♪

算数力・空間認識力を鍛えるために、
図形や迷路、パズルなどのいろいろな
問題をたくさん解いてみましょう。
算数が好きな子も苦手な子も
楽しく勉強します。
先生もサポートするので、
安心して参加してね！

みんなが大好きな風船を使って、
ゲームをしよう♪
どんなゲームをするかは当日の
お楽しみ！

世界の名画、地図記号、歴史人物、
都道府県かるたなどたくさんの種類の
カルタがあります。
どのカードゲームをするかは
当日のお楽しみ♪

折り紙や色ペンなどを使って、
カレンダ―を作ろう！
お家に持ち帰って、
夏休みの予定を
書き込んでね。

持ち物：持ち帰り袋

猛暑期に相手を見舞い、自分の様子を
伝える小中見舞いを書いてみよう。
まずは、自分の住所や名前の書き方を
練習してから、相手のことを思って、
お手紙を書きましょう。
イラストでもOK！

⑦Eeそろばん受講代は不要です。ただし、他の日でミディアムコース

　または1日コースをご利用の場合、受講代のお支払いが必要となります。
風船
ふうせん

ゲーム

論理パズルってなに？
与えられた条件から論理的に筋道を
立ててといていくクイズです。
ちょっとした頭の体操に
チャレンジしよう！

英語で歌を歌ったり、カードゲームを
したり、新しいフレーズを覚えたり♪
楽しく英語で遊びましょう。
英語が初めてのお子様も
安心して参加してください。

②入場料・交通費は、お客様負担になりますので、ご了承ください 算数力・空間認識力を鍛えるために、
図形や迷路、パズルなどのいろいろな
問題をたくさん解いてみましょう。
算数が好きな子も苦手な子も
楽しく勉強します。
先生もサポートするので、
安心して参加してね！

③集合時間の5分前には、放課後クラブへお越しください。

   遅刻の場合は、遠足に参加できない場合があります。

⑥遠足の日は、昼食のご用意ができません。お弁当をお持ちください。

鉛筆の正しい持ち方、はねや払い、
点などを指導します。
文字のバランスや美しさ、
丁寧に書くことも大切ですが、
こどもらしくのびのび元気に書け
ているかもポイントですよ！

持ち物：

書道セットまたは硬筆セット
お手本・学校からの課題があれば
お持ちください。

昨年大好評だったプログラムです！
暑い日は水遊びがしたくなります
よね？♪しっかりルールを守って、
安全に遊びましょう。

場所：北浦和公園
持ち物：タオル、着替え

※雨の場合は室内で体を使った遊び
をします。

英語で歌を歌ったり、カードゲームを
したり、新しいフレーズを覚えたり♪
楽しく英語で遊びましょう。
英語が初めてのお子様も
安心して参加してください。

＊遠足についての注意事項＊

算数
さんすう

オリンピック①遠足の日は、必ずミディアムコースまたは1日コースでお申込ください。

英語
え い ご

であそぼう ぶんぶんコマ

「見て」、「さわって」、「ためして」
不思議を見つける天才のこどもたち。
子どものときに感じた不思議はすべて
理科で解決できる。
理科がわかれば、世界がわかる。
今回は、空気の実験をします。
空気砲をうったり、ボーリングの球を
浮かせたり、自分で真空を作り出し、
真空のなかでおこる不思議な現象を
目で見て体感します。

文字
も じ

の極
きわみ

文字
も じ

の極
きわみ

妖怪
よ う か い

大作戦
だ い さ く せ ん

水遊
みずあそ

び～水
みず

鉄砲
てっぽう

合戦
がっせん

～

英語
え い ご

であそぼう 星座
せいざ

アート カードゲーム 算数
さんすう

オリンピック

リレー大会
たいかい

昨年大好評だったプログラムです！
暑い日は水遊びがしたくなりますよ
ね？♪しっかりルールを守って、
安全に遊びましょう。

場所：北浦和公園
持ち物：水鉄砲、タオル、着替え

※雨の場合は室内で体を使った
遊びをします。

箱運びリレー、おたまリレー、
お絵かきリレー（伝言ゲーム）など
様々なリレー形式の遊びを用意して
います。
チームで力を合わせて、
がんばろう！

数独
すうどく

　四角
し か く

に切
き

れパズル

ナンプレは数字のゲーム。
楽しいだけでなく「論理的思考力」を
やしない、集中力をきたえるという
ことで注目されています。
小学生向けのやさしい
ナンプレから挑戦するので、
初心者でも大丈夫。

映像と説明が流れるICT教材。i pad ＋

そろばんで「計算力」「イメージング

力」を身に付けます。



8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
月 火 水 木 金

ファンタイム① ファンタイム① ファンタイム①② ファンタイム①

9:00～9:15 自由時間

9:15～10:00 宿題・個別学習サポート

10:00～10:15 休憩・おやつタイム

ファンタイム② ファンタイム② ファンタイム②
10:15～11:00 ファンタイム①

11:00～11:15 自由時間

11:15～12:00 ファンタイム②　

12:00～12:30 昼食タイム

12:30～13:00 連絡帳記入＋自由時間 ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③

13:00～13:15 古典音読・なぞり書き

13:15～14:15 Eeそろばん

14:15～15:00 自由時間

15:00～15:15 おやつタイム

15:15～16:00 ファンタイム③ 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17
月 火 水 木 金

16:00～17:00 自由時間 ファンタイム① ファンタイム①②

17:00～17:45 宿題・個別学習サポート

17:45～18:00 連絡帳記入

18:00～18:30 読書

18:30～19:00 自由時間

ファンタイム②

④欠席・遅刻される場合は、事前にご連絡ください。

⑤集合・解散場所は、放課後クラブ北浦和になります。

ファンタイム③ ファンタイム③

みんな大好き外遊び♪チームになって、
おにごっこやフリスビーなどで遊んで、
元気いっぱいに過ごしましょう。
※雨の場合は、室内で
体を使った遊びをします。

世界の名画、地図記号、歴史人物、
都道府県かるたなどたくさんの種類の
カルタがあります。
どのカードゲームをするかは
当日のお楽しみ♪

英語
え い ご

であそぼう

英語で歌を歌ったり、カードゲームを
したり、新しいフレーズを覚えたり♪
楽しく英語で遊びましょう。
英語が初めてのお子様も
安心して参加してください。

Ｔシャツデザインコンテスト

もし自分がデザイナーだったら？
どんなＴシャツを考えるかな？
イメージをふくらませて、世界に1枚の
Ｔシャツを考えてみよう！
優秀作品には素敵な
プレゼントが
あるかも！？

外
そと

遊
あそ

び かるた遊
あそ

び

タングラム

新聞紙を使って、いろいろな遊びを
します。工作？ゲーム？
それは、当日のお楽しみ♪

タングラムは、問題として提示
された形を作るシルエットパズル
で、正方形をいくつかに切りわけた
ものを使うパズルです。遊びながら
図形感覚を身に付けましょう。

夏
季
休
暇

夏
季
休
暇

夏
季
休
暇

小学生
しょうがくせい

あるある川柳
せんりゅう

コンテスト 名刺
めいし

づくり＆交換
こうかん

会
かい

サラリーマン川柳コンテストって
聞いたことありますか？
小学生ならではの「あるある」川柳を
考えて、発表！
優秀作品には素敵な
プレゼントが
あるかも！？

かるた遊
あそ

び

世界の名画、地図記号、歴史人物、
都道府県かるたなどたくさんの種類の
カルタがあります。
どのカードゲームをするかは
当日のお楽しみ♪

自分の名刺を作って、お友達と
交換しよう。
そもそも名刺ってなに？
「自分はこういうものです」と書かれた
自己紹介カードのこと。
名前や好きなもの、得意なことなど
いろいろ書こう。
名刺を渡すときのマナーも一緒に
覚えようね！
何人のお友達と名刺を交換できるかな。

新聞紙
しんぶんし

であそぼう

集中力
しゅうちゅうりょく

が高
たか

まる論理
ろ ん り

パズル

⑦Eeそろばん受講代は不要です。ただし、他の日でミディアムコース

＊遠足についての注意事項＊

①遠足の日は、必ずミディアムコースまたは1日コースでお申込ください。

②入場料・交通費は、お客様負担になりますので、ご了承ください

③集合時間の5分前には、放課後クラブへお越しください。

   遅刻の場合は、遠足に参加できない場合があります。

トランプやキャッツ＆チョコレート、
アルゴ、ウノなどたくさんのカード
ゲームがあります。
どのカードゲームをする
かは当日のお楽しみ♪

自分の手形を動物やものなどに
変身させて、オリジナルの作品を
つくりませんか？
成長記録にもなるので、
おじいちゃんや
おばあちゃんの
プレゼントにも最適☆
持ち物：持ち帰り袋

論理パズルってなに？
与えられた条件から論理的に筋道を
立ててといていくクイズです。
ちょっとした頭の体操に
チャレンジしよう！

　または1日コースをご利用の場合、受講代のお支払いが必要となります。

タングラム 外
そと

遊
あそ

び 手作
てづく

り楽器
がっき

で演奏会
えんそうかい

タングラムは、問題として提示
された形を作るシルエットパズル
で、正方形をいくつかに切りわけた
ものを使うパズルです。遊びながら
図形感覚を身に付けましょう。

川口市立科学館でサイエンスワールド
を体感しよう！科学ってこんなに
おもしろい！
理科が好きな子も苦手な子も、
一緒に遊びながら考えよう！

入場料　100円
往復交通費　340円
※SuicaなどのICカードもご利用
いただけます

　　　　　　　　　　　　　※雨天決行

家にあるもので簡単＆本格的な
楽器づくりに挑戦しよう。
いったいどんな楽器ができるかな？
楽器ができたら、
みんなで一緒に演奏会をします♪

夏
なつ

の俳句
　はいく

俳句とは、五・七・五音の短い詩です。
ゆうめいな俳人として、
正岡子規や松尾芭蕉がいます。
どんなステキな詩ができるか
発表します。

遠足
えんそく

　9:00～15:00

（午前コースはありません）
みんな大好き外遊び♪チームになって、
おにごっこやフリスビーなどで遊んで、
元気いっぱいに過ごしましょう。
※雨の場合は、室内で
体を使った遊びをします。

ペットボトル遊
あ そ

び
ペットボトルを使ったいろいろな遊び
をするよ。ボーリング、輪投げ、
ダーツなど、
みんなと一緒に
盛り上がろう！

⑥遠足の日は、昼食のご用意ができません。お弁当をお持ちください。

カードゲーム 手形
てがた

アート

映像と説明が流れるICT教材。i pad ＋

そろばんで「計算力」「イメージング

力」を身に付けます。



8/20 8/21 8/22 8/23 8/24
月 火 水 木 金

ファンタイム①② ファンタイム①② ファンタイム①② ファンタイム① ファンタイム①②

9:00～9:15 自由時間

9:15～10:00 宿題・個別学習サポート

10:00～10:15 休憩・おやつタイム

ファンタイム②
10:15～11:00 ファンタイム①

11:00～11:15 自由時間

11:15～12:00 ファンタイム②　

12:00～12:30 昼食タイム

12:30～13:00 連絡帳記入＋自由時間 ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③ ファンタイム③

13:00～13:15 古典音読・なぞり書き

13:15～14:15 Eeそろばん

14:15～15:00 自由時間

15:00～15:15 おやつタイム

15:15～16:00 ファンタイム③ 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
月 火 水 木 金

16:00～17:00 自由時間 ファンタイム①

17:00～17:45 宿題・個別学習サポート

17:45～18:00 連絡帳記入

18:00～18:30 読書

18:30～19:00 自由時間

ファンタイム②

④欠席・遅刻される場合は、事前にご連絡ください。

⑤集合・解散場所は、放課後クラブ北浦和になります。

ファンタイム③

通
常
プ
ロ
グ
ラ
ム

通
常
プ
ロ
グ
ラ
ム

通
常
プ
ロ
グ
ラ
ム

通
常
プ
ロ
グ
ラ
ム

外
そ と

遊
あ そ

び

トランプやキャッツ＆チョコレート、
アルゴ、ウノなどたくさんのカード
ゲームがあります。
どのカードゲームをする
かは当日のお楽しみ♪

⑦Eeそろばん受講代は不要です。ただし、他の日でミディアムコース

　または1日コースをご利用の場合、受講代のお支払いが必要となります。
カードゲーム

②入場料・交通費は、お客様負担になりますので、ご了承ください 箱運びリレー、おたまリレー、
お絵かきリレー（伝言ゲーム）など
様々なリレー形式の遊びを用意して
います。
チームで力を合わせて、
がんばろう！

③集合時間の5分前には、放課後クラブへお越しください。

   遅刻の場合は、遠足に参加できない場合があります。

⑥遠足の日は、昼食のご用意ができません。お弁当をお持ちください。

＊遠足についての注意事項＊

リレー大会
たいかい

①遠足の日は、必ずミディアムコースまたは1日コースでお申込ください。

外
そ と

遊
あ そ

び

みんな大好き外遊び♪チームになって、
おにごっこやフリスビーなどで遊んで、
元気いっぱいに過ごしましょう。
※雨の場合は、室内で
体を使った遊びをします。

カラフルなビーズを使って、
工作にチャレンジ！
何ができるかは当日のお楽しみ。
家に持ち帰って
お父さん、お母さんに
自慢しちゃいましょう！
持ち物：持ち帰り袋

折り紙や色ペンなどを使って、
カレンダ―を作ろう！
お家に持ち帰って、
9月の予定を
書き込んでね。

ナンプレは数字のゲーム。
楽しいだけでなく「論理的思考力」を
やしない、集中力をきたえるという
ことで注目されています。
小学生向けのやさしい
ナンプレから挑戦するので、
初心者でも大丈夫。

小学生から大人気の
スクイーズが簡単に作れるって
知ってましたか？
粘土や小麦粉を風船に
入れて、目玉シールを
つけてお顔にしちゃおう！
持ち物：持ち帰り袋

みんな大好き外遊び♪チームになって、
おにごっこやフリスビーなどで遊んで、
元気いっぱいに過ごしましょう。
※雨の場合は、室内で
体を使った遊びをします。

鉛筆の正しい持ち方、はねや払い、
点などを指導します。
文字のバランスや美しさ、
丁寧に書くことも大切ですが、
こどもらしくのびのび元気に書け
ているかもポイントですよ！

持ち物：

書道セットまたは硬筆セット
お手本・学校からの課題があれば
お持ちください。

ゆでる前のパスタを使って、
工作に挑戦してみよう！
パスタでネックレスを作るのもよし、
写真立てを作るのもよし♪
想像力をふくらませて、
オリジナルのものを作りましょう！

持ち物：持ち帰り袋

夏休みもあと少し。
放課後クラブでの思い出や家族や友達
との夏休みの思い出を絵にして、
発表しましょう。
みんなの前で話すのはドキドキする
けど、練習するから大丈夫！
さぁ大きな声で元気よく発表
できるかな？

ビーズ工作
こう さく

９月
が つ

カレンダーづくり 数独
すう どく

　四角
し か く

に切
き

れパズル スクイーズを作
つ く

ろう

英語で歌を歌ったり、カードゲームを
したり、新しいフレーズを覚えたり♪
楽しく英語で遊びましょう。
英語が初めてのお子様も
安心して参加してください。

かぶっちゃ負
ま

けクイズ

「見て」、「さわって」、「ためして」
不思議を見つける天才のこどもたち。
子どものときに感じた不思議はすべて
理科で解決できる。
理科がわかれば、世界がわかる。
今回は、みんなが大好きなスライム
をつくって、遊びます！
体験型理科実験教室の世界へ、
ぜひ遊びに来てね♪

先生がたくさん質問するので、
ほかのお友達と回答がかぶらないように
答えを考えよう！

夏
な つ

の思
お も

い出
で

発表
はっぴょう

会
か い

文字
も じ

の極
きわみ

理科
り か

実験
じっ けん

パスタで工作
こう さく

英語
え い ご

であそぼう

映像と説明が流れるICT教材。i pad ＋

そろばんで「計算力」「イメージング

力」を身に付けます。
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