
□ 参加申込書と費用をご用意の上、放課後クラブ北浦和校にお持ちください。必ず事前に電話連絡をお願いします。 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00

　お支払の際は、お釣りの出ないようにご協力お願いいたします。両替はご遠慮ください。 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

□ 裏面の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。定員になり次第、締切となります。 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00

□ 玉井式Eeそろばんの時間は15:00～になります。15:00以降は、そろばん受講代がかかります。 昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き

□ 夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き

□ 事前連絡なしの当日お預り（振替含む）は致しかねます。前日20:00までに必ずご連絡ください。 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30

やむをえない事情の場合は、ご相談ください。ただし、定員に達している場合は、対応できません。 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

□ 早朝・前延長のご依頼は、前日20:00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20:00まで、夕食は当日17:00までに予約が必要となります。※当日、昼食を持っていない生徒が増えております。お気をつけください。

□ 利用開始時間の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。ロビーでお待ちいただく場合も延長料金がかかります。 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

お持ちいただく自宅学習教材は、脳トレ、論理パズル、課題図書などでも構いません。ゲーム機やタブレットの持ち込みはご遠慮ください。 昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き

□ 紛失物・忘れ物が大変増えております。全ての持ち物に名前をご記入ください。　 夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き

□ プログラムの内容が変更になる場合がございます。外遊びは当日に猛暑と判断した場合、お子様の安全を考えて中止とさせていただきます。 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30

※すべて8％税込表記 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

600円

400円 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00

400円 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

600円 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00

昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き

夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き

早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30

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

昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き 昼食付き

夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き 夕食付き

早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30 早朝　8:00～8:30

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

昼食付き

夕食付き

早朝　8:00～8:30

前延長　8:30～9:00

8月12日（月）～18日（日）までは、放課後クラブは夏期休暇となります。
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月 ★持ち物★

     受付日　　　／　　　担当㊞

8/19

月 火

8/20 8/21

水

8/22

木

8/23

金

学校名・学年 緊急連絡先　　続柄：父 / 母 / （　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　小学校　　　　　　　年生

注意事項を確認しました。

保護者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

サイエイグループ所属校舎

あり　（　　　　　　　　　　　　　　　）
なし

保険料　　　　　　 　　　　　　　 　２８０円

プログラム参加費　　                 　      　　円

そろばん代　　　　　                   　   　 　円

オプション料金　　　                 　　   　　円

※原本は返却、申込書をコピーして
   教室で保管

放課後クラブ北浦和校
さいたま市浦和区常盤10-19-15 2階

TEL 048-711-8797
FAX:048-711-8798

受付時間：月～金 13:00～20:00

レギュラー会員が遠足のため、
13:00～のお預かりとなります。

夏休み合計金額 (税込)：　　                       円

入会金　　　　  　　　　　　  　　　　   　 円

7/29 7/30 7/31 8/1 8/2

8/5 8/6 8/7 8/8

□【保険料】

□【夏休み費用】お預かり・宿題サポート・ファンタイム・おやつ代含む □【オプション料金】

早朝料金（8:00～8:30）

後延長料金(30分単位)（19:00～21:00）

昼食代／夕食代

※早朝・前延長は前日20:00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20:00まで、夕食は当日17:00までに予約が必要となります。

※夕食時間の目安は19:30になります。お迎えが20:00以降になる場合は
     購入をおすすめします。

そろばん受講代（前ぺん・後へんの教材費・そろばん貸出し含む）

一度お申込みいただくと返金ができません。前日までにご連絡いただければ、他の日に振替できます。

□【そろばん】※午前・ミディアムコースはそろばん受講代はかかりません。

9,400円

280円

放課後クラブで用意している国語・算数プリントは小学3年生までが対象です。小学４年生以上は、必ずご家庭より教材をお持ちください。

1日コース　9:00～19:00

保険料

午後コース　13:00～19:00

金

ミディアムコース　9:00～15:00

午前コース　9:00～13:00

7/22 7/23 7/24 7/25

月 火 水 木

前延長料金（8:30～9:00）

8/9

月 火 水 木 金

レギュラー会員が遠足のため、
13:00～のお預かりとなります。

※提出後に曜日等の変更が生じる場合は、再度ご提出ください

□筆記用具 　□昼食（保冷剤入り）　□水筒 　□連絡帳
□上履き　 　□宿題・自宅学習教材　□歯ブラシ（必要に応じて）□コップ

≪準レギュラー会員≫　　　　　２０１9年度 夏休みプログラム申込書

ふりがな 電話番号

生徒名：

火 水 木 金

≪準レギュラー会員≫　　　　　　　　　２０１9年度 夏休みプログラムのお知らせ

ご家庭から教材をお持ちいただく場合は、解答用紙もお持ちください。答えがない場合は、丸つけはできません。

◆申し込み方法・注意事項◆
全ての項目をご確認の上、チェック☑をお願い致します。

3,600円

5,800円

2,200円

そろばん教材費（11級以上は、教材費がかかります） 650円

月

5,800円

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

＊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。

7/26



8:00～8:30 早朝お預り（別途料金要） 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26
8:30～9:00 前延長お預り（別途料金要） 月 火 水 木 金
9:00～9:15 自由時間 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

9:15～10:00 宿題・自主学習（自宅教材含む）

10:00～10:15 休憩・おやつタイム

10:15～11:00 ファンタイム①

11:00～11:10 トイレ休憩

11:10～11:55 ファンタイム②　

11:55～12:30 昼食タイム

12:30～13:00 自由時間＋連絡帳記入

13:00～13:15 古典音読

13:15～14:15 宿題・自主学習（自宅教材含む） ファンタイム②
14:15～15:00 自由時間＋連絡帳記入

15:00～15:45 玉井式Eeそろばん

15:45～16:00 連絡帳記入＋おやつ準備

16:00～16:15 おやつタイム

16:15～17:00 ファンタイム③

17:00～17:30 宿題・自主学習（自宅教材含む）

17:30～18:00 連絡帳記入＋自由時間

18:00～18:30 読書

18:30～19:00 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
19:00～21:00 後延長お預り（別途料金要）

②遠足に参加される方は、ミディアムコースまたは1日でお申し込みください。

④交通費・入場料はお客様負担になりますので、ご了承ください。 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2
⑤交通費は封筒に名前と金額を記入してお持ちいただくか、事前に子供用のICカード 月 火 水 木 金
　（SuicaまたはPasmo）を発行・チャージしてご準備ください。 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
⑥集合時間の5分前には、放課後クラブへお越しください。

　※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。

⑦欠席・遅刻される場合は、事前にご連絡ください。

　※出発時間に遅刻した場合、お預かりできませんのでご注意ください。

⑧集合・解散場所は、放課後クラブ北浦和校になります。

⑨遠足の日は、昼食のご用意ができません。お弁当・水筒をお持ちください。

⑩持ち物：□リュック　□お弁当（保冷剤入り）　□水筒　□帽子　□交通費

ファンタイム②

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

＊＊＊遠足についての注意事項＊＊＊

③公共の場でのマナーやルールを守りましょう。
　課外活動のため安全優先の観点から、遠足へのご参加をお断りさせていた
　だく場合があります。予めご了承ください。
　また、お申込みをされる前に、必ずお子様と安全で楽しく遠足に行ける
　よう、ご家庭でよく話し合っていただけるようお願いします。

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。

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！？

熱中
ねっちゅう

！　論理
ろんり

パズル脳
のう

活
かつ

！　点
てん

つなぎ 風船
ふ う せ ん

ゲーム

タングラム

数独
す う ど く

　四角
し か く

に切
き

れパズル

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。

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！

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。

8月
が つ

カレンダーづくり 夏
なつ

の俳句
　はいく

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

　　　　　□筆記用具　□汗ふきタオル・ティッシュ

与えられた条件から論理的に筋道を立てて
解いていくクイズです。
楽しみながら、論理的思考を
身につけます。
初心者でも大丈夫！

数字やアルファベットを順番に追いかけて、
線で繋いでいくだけの簡単な遊びです。
点つなぎは、疲れた脳をリフレッシュする
効果があると言われています。
どんな絵が
浮かび上がってくるかな？

夏をテーマにした歌を練習します。
ピアノの演奏に合わせて
元気よく合唱しましょう♪

※遠足に参加されない方は、13:00～のみ、お預かり可能です。

★そろばんテストのご案内★

8月19日（月）～ 8月23日（金）15:00～15:45

地球
ちきゅう

にやさしいEco工作
　こうさく

どこの家庭からも出る廃棄物(ペットボトル、
紙パック、段ボールなど)を再利用した
おもちゃづくりに挑戦。

どんなものができるかは当日のお楽しみ♪

持ち物：持ち帰り袋

　　　　　　　　　２０１９年度　放課後クラブ北浦和校　　夏休みプログラムスケジュール

音楽
　おんがく

～夏
　なつ

うた～

かるた遊
あ そ

び

紙
　かみ

飛行機
ひ こ う き

大会
た い か い

夏祭
　なつまつ

り 夏祭
　なつまつ

り 巨大
きょだい

すごろくを作
つく

ろう

～必ずお読みいただき、お申込みください～
①遠足は、【レギュラー会員様限定／先着20名まで】となります。

歌
うた

おう！　夏
なつ

の名曲
めいきょく

世代を超えて、語り継がれる名曲が
日本にはたくさんあります。
ホワイトベリーが歌う
【夏祭り】
岩崎良美が歌う【タッチ】を
みんなと一緒に歌いたい！！！
家で練習してきてね♪

いよいよ夏休みがスタート！
プログラム初日は、【夏祭り】

前半・後半に分けて、
お店側の人、お客さん側の人を体験して
遊びます。

どんなゲームがあるか、お楽しみに♪

　　越谷ミニゴルフ倶楽部
          パットサル36

室内のパターゴルフ場です。
18ホール制覇を目指しましょう！

料金：400円
往復交通費：（現金）310円
　　　　　（IC運賃）302円
※SuicaなどのICカードもご利用できます

※雨天決行。猛暑日は、中止になる可能性が
　あります。 お預かりは可能です。

夏祭り2日目。

前半・後半に分けて、
お店側の人、お客さん側の人を体験して
遊びます。

どんなゲームがあるか、お楽しみに♪

遠足　9:00～15:00
（午前コースはありません）

みんなでオリジナルストーリーやルールを
決めて、巨大すごろくを作ろう！

自分のコマも作るよ。

テーマ：夏の大冒険

どんなストーリーができるかな？♪

パスタには色々な種類があるって
知っているかな？

ゆでる前のパスタを使って、
オリジナルの作品を作りましょう！

持ち物：持ち帰り袋

厚紙、薄紙、折り紙などいろいろな素材の
紙を使います。
大きさも色も形も工夫しながら、
自分だけのオリジナル飛行機をつくろう♪
優勝を目指してね！

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！

普段、街のあちらこちらで目にしている
あの看板！！！答えられるかな？
放課後クラブの
観察力No.1は誰だ！？

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♪

パスタでアート

クイズ王
ｖおう

決定
　けってい

戦
せん

～観察力
かんさつりょく

No.1～

絵
　え

日記
　にっき

講座
　こうざ

作文や日記など文章を書くことが
苦手な子供たちは多いです。
夏休みは読書感想文の書き方や
作文講座などを行っていますが、
今回は【絵日記講座】。
子供たちに楽しく文章を
書く方法やコツを教えます。

算数
さんすう

オリンピック

学校の硬筆展を意識して、通常期でも
取り入れている内容です。百人一首を
硬筆鉛筆で、お手本を見ながら
書いてみましょう。

持ち物：
硬筆用鉛筆（できれば6B～10B）
ソフト下敷き

文字
　　もじ

の極
きわみ

～硬筆
　こうひつ

～

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。



8/5 8/6 8/7 8/8 8/9

月 火 水 木 金

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①

ファンタイム②

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

8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/26

月 火 水 木 金 月

ファンタイム① 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 ファンタイム①

ファンタイム② ファンタイム② ファンタイム② ファンタイム②

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 ファンタイム③

遠足　9:00～15:00
（午前コースはありません）

　　越谷ミニゴルフ倶楽部
          パットサル36

室内のパターゴルフ場です。
18ホール制覇を目指しましょう！

料金：400円
往復交通費：（現金）310円
　　　　　（IC運賃）302円
※SuicaなどのICカードもご利用できます

※雨天決行。猛暑日は、中止になる可能性が
　あります。 お預かりは可能です。

体力
たいりょく

測定
そくてい

水遊
みずあそ

び～水
みず

鉄砲
てっぽう

合戦
がっせん

～ リズム運動
　うんどう

地球
ちきゅう

にやさしいEco工作
　こうさく

ご当地
　とうち

キャラかるたを作
つく

ろう

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

※猛暑・雨の場合は室内で体を使った
遊びをします。

どこの家庭からも出る廃棄物(ペットボトル、
紙パック、段ボールなど)を再利用した
おもちゃづくりに挑戦。

どんなものができるかは当日のお楽しみ♪

持ち物：持ち帰り袋

都道府県の特徴（有名なもの、名産物）
を学びながら、オリジナルのご当地キャラ
を考えましょう。
カルタにして、みんなで遊ぼう！

心理
　　しんり

戦
せん

ゲーム

リズム運動のメリットは、元気が出て、
ポジティブな気分になり、メンタル強化に
最適と言われています。

頭脳を使い作戦をたてながら、
相手の心理を読み解いて真実を
導き出す心理戦ゲーム。
子供たちは大好き！

スクウィーズをつくろう 理科
り か

実験
じ っ け ん

マジック講座
こうざ

クイズ王
ｖおう

決定
　けってい

戦
せん

～記憶力
 　きおくりょく

No.1～ 筆
ふで

ペンアート 提灯
　ちょうちん

づくり

夏の風情を感じる提灯づくりに挑戦。
家に持ち帰って、飾ってね♪

持ち物：持ち帰り袋

簡単でおもしろいマジックをマスターして
家族や友達に披露しよう☆

イラストや写真を記憶して、質問に答える
クイズに挑戦。
放課後クラブの
記憶力No.1は誰だ！？

今回は、文字を書くのではなく
筆を使って絵などを描いてみましょう。
どんな作品ができるかな？

持ち物：筆ペン
※百円ショップで購入できます

花火
はなび

アート

夏の風物詩である花火にちなんだ作品を
つくります。切り紙、スタンプなどを使って
どんなアートになるか、お楽しみに♪

持ち物：持ち帰り袋

水遊
みずあそ

び～水
みず

風船
ふうせん

～
「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。
科学の世界へようこそ♪

数字やアルファベットを順番に追いかけて、
線で繋いでいくだけの簡単な遊びです。
点つなぎは、疲れた脳をリフレッシュする
効果があると言われています。
どんな絵が
浮かび上がってくるかな？

与えられた条件から論理的に筋道を立てて
解いていくクイズです。
楽しみながら、論理的思考を
身につけます。
初心者でも大丈夫！

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。

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

※猛暑・雨の場合は室内で体を使った遊び
をします。

みんなが健康で毎日の生活を送るために、
自分の体力がどのくらい
あるか知ろう。
動きやすい服装で
参加してね。

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。

入口と出口を決めた用紙をひとりずつに
配ります。あとは自由に迷路をつくり、
途中でアイテムをゲットするなどルールも
決めていきましょう。迷路を考えること
で、空間認識力を培います。

迷路
め い ろ

をつくろう
日本に昔からあることわざをどのくらい
知っていますか？
絵を見ながら
想像して考えてみよう！

今の子供たちは、状況を把握して判断し
動くという力が不足気味です。
常にまわりに目を配り、
状況を予測して
判断する力を
運動あそびで養います。

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。

星座
せいざ

アート

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

体幹
たいかん

・バランス感覚
かんかく

トレーニング

ことわざクイズ

熱中
ねっちゅう

！　論理
  ろんり

パズル英語
え い ご

であそぼう

体幹バランストレーニングによって、
「運動能力が高まる」
「姿勢が良くなる」
「自己抑制・学習意欲が高まる」
といった
効果があるそうです。
トライしてみよう！

脳
のう

トレプリント

頭の体操。楽しく考えながらたくさんの
問題にチャレンジしよう。
集中してできるかな？

脳
のう

活
かつ

！　点
てん

つなぎ 状況
じょうきょう

判断力
はんだんりょく

トレーニング 数独
す う ど く

　四角
し か く

に切
き

れパズル

瞬発力とは、その瞬間に発揮するパワーの
ことです。陸上競技や球技、格闘技など
どのスポーツにおいても「瞬発力」は
外せない能力です。
さぁ、放課後クラブで
瞬発力が高いのは誰だ！？

さわって気持ち良いスクウィーズを
つくろう！

瞬発力
しゅんぱつりょく

ゲーム
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