
　　　　　　　　　

8:00～8:30 早朝お預り（別途料金要） Sケン ゴム段
8:30～9:00 前延長お預り（別途料金要）

9:00～9:15 自由時間

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　

12:00～12:30 昼食タイム

12:30～13:00 自由時間＋連絡帳記入

13:00～14:15 宿題・自主学習（自宅教材含む）・古典音読

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 かかしのケンパ

15:45～16:00 連絡帳記入＋おやつ準備

16:00～16:15 おやつタイム 　　　ロープ引き
16:15～17:00 ファンタイム③

17:00～17:30 脳トレABメソッド

17:30～18:00 連絡帳記入＋自由時間

18:00～18:30 読書・速読速聴トレーニング

18:30～19:00 自由時間

19:00～21:00 後延長お預り（別途料金要）

　

　

マッチ棒クイズ

蚊取り線香をつくろう

国語的学習プログラム

ディベート

その他の活動

音楽、工作、アート、道徳、理科
実験
など様々なプログラムを通して、
子どもたちの“やってみたい”や
“学びたい”気持ちを応援してい
ます。

リトミック

トランプ

タングラム

算数力を育てるプログラム

～文部科学省HPより一部抜粋～
算数的活動を通して，数量や図形についての基礎的・基本的な知識及
び
技能を身に付け，日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考
え，
表現する能力を育てるとともに，算数的活動の楽しさや数理的な処理
の
よさに気付き，進んで生活や学習に活用しようとする態度を育てる。

放課後クラブでは、算数が苦手なお子様も安心して取り組めるよう

コットンボールづくり

2020年度　放課後クラブ戸田下前校　夏休みプログラムの紹介　※一部抜粋

手作り絵本夏の花火の絵葉書づくり 小学生あるある事典

～文部科学省HPより一部抜粋～
国語教育に関し，特に重要な役割を担うのは学校教育であるが，
その中でも小学校段階における国語教育は極めて重要である。
しかし，言葉にかかわる国語教育の問題は学校教育だけに限定できる
ものではない。家庭や地域社会における言語環境が，子供たちの国語
力に
大きな影響を及ぼしていることに配慮し，学校教育，家庭教育，社会
教育
などを通じて，国語教育を社会全体の課題としてとらえていく必要が
ある。

放課後クラブでは、国語教育の基礎である「話す・聞く・読む・書
く」に
加えて、「論理的思考力（考える力）」、「情緒力・想像力」の発達
を促す
遊びを取り入れています。

室内運動　～体力向上プログラム～

文部科学省が行っている「体力・運動能力調査」によると、
現在の子どもの体力・運動能力の結果をその親の世代である30年前と
比較すると、ほとんどのテスト項目において、子どもの世代が親の世
代を
下まわっています。一方、身長、体重など子どもの体格についても同
様に
比較すると、逆に親の世代を上回っています。
このように、体格が向上しているにもかかわらず、体力・運動能力が
低下
していることは、身体能力の低下が深刻な状況であることを示してい
る
といえます。子どもの体力の低下は、将来的に国民全体の体力低下に
つながり、生活習慣病の増加やストレスに対する抵抗力の低下などを
引き起こすことが懸念され、社会全体の活力が失われるという事態に
発展しかねません。

放課後クラブでは、普段家ではやらないような運動やバランス感覚を
養う遊びなどを取り入れいます。

ことわざかるたを作ろう 言葉を考える

　　※午後3:00～3:45の時間を利用する《準レギュラー会員》は、
　玉井式Eeそろばんまたは速読速聴トレーニングをお選びください

『わくわく文庫』に収録されている

朗読音声を聞きながら、読書を通じて

「美しい日本語」を知り、豊かな想像力を

身につけます。

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。

「スピード暗記」「スピード計算」「イメージ記憶」

「ヒアリング古典」「シャドウイング」など

視覚と聴覚から脳に多面的な刺激を与えるプログラム

です。お子様はゲーム感覚で、さまざまな課題に

チャレンジできます。

音読を反復継続することで、子どもたちの脳の働

きが高まり、基礎基本の徹底により、子どもの学

力と人間性を高めます。『枕草子』や『学問の

すゝめ』などの古文や名文の音読を行います。



≪レギュラー会員≫　　　　　2020年 夏休みプログラム申込書

□ 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。

□ 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。

やむをえない事情の場合は、ご相談ください。その際はオプション料金の費用になります。ただし、定員に達している場合は、対応できません。 〇 9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00 〇 夕食付き

□ 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。 9:00～15:00 〇 9:00～15:00 9:00～15:00 〇 早朝　8:00～8:30

□ 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。 〇 ★　13:00～19:00 ★　13:00～19:00 ★　13:00～19:00 〇 前延長　8:30～9:00

□ 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。お子様の安全を考慮し、お子様一人でロビーで待つことはできません。

□ 利用終了時間を過ぎた場合は、後延長料金がかかります。お子様の安全を考慮し、お子様一人でロビーで待つことはできません。

□
□

お持ちいただく学習教材は、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。

□ 夏休み期間中、通常コース（13:00～19:00）をミディアムコース（9:00～15:00）に振替ることも可能です。

振替希望の方は、前日20:00までに放課後クラブへご連絡ください。定員の場合は振替できないこともありますので、お早めにご連絡ください。

□ 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。

□ オプション料金はすべて、後日口座自動振替となります。ご利用日に、オプション利用料のサイン（自筆）をいただくようになります。

□

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

□【オプション料金】普段通っている曜日・時間以外に追加で利用することも可能です。 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

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

※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。 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

※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。 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

※普段、通っている曜日・時間外に追加で利用することも可能です。 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

　ご利用日に、オプション利用料のサイン（自筆）をいただくようになります。 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

受付日

学校名・（新）学年

※原本は返却、申込書をコピーして教室で保管 　　／　　　　　担当㊞

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

緊急連絡先　　続柄：父 / 母 / （　　　　　　）

電話番号ふりがな

　　　　　　　　　　　　　　　小学校　　　（新）　　　　　　年生

午後のみ（13:00～19:00） 4,800円

※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

生徒名：

　□筆記用具 　□昼食　□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
8月8日（土）～16日（日）までは、放課後クラブは夏期休暇となります。後延長料金(30分単位)（19:00～21:00） 400円

早朝料金（8:00～8:30） 600円

3,200円

小
学
校
　
開
始

8/18 8/19 8/20

前延長料金（8:30～9:00） 400円

昼食代／夕食代 600円

※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。

※オプション料金はすべて、後日口座自動振替となります。

火

月

8/17

火 水

8/21

金

8/7

金

8/5

◆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。

（8月分のオプション料金は、10月分月謝と一緒に9/28(月)に自動振替となります。）

水

≪レギュラー会員≫　　　　　2020年度 夏休みプログラムのお知らせ

□【夏休み期間中の追加月謝（9:00～13:00）】 ※すべて10％税込表記

放課後クラブで用意している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。

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

プログラムの内容が変更になる場合がございます。

□ 飛沫感染を防ぐため、保護者・生徒は必ずマスクを着用してください。

□　咳、微熱、だるさ、息苦しさなどの風邪症状がある場合は、念のためお休みください。

□　各ご家庭で手洗いや咳エチケット、「密閉・密集・密接」の3密を避ける行動や、
　　「新しい生活様式」の実践を心がけるなど、感染症予防対策の徹底について、お願い致し
ます。

□　登校前の検温にご協力ください。37.5℃以上ある方は、念のためお休みください。

【新型コロナウィルス感染症対策のお願い】

木

8/3 8/4

月

参加される日時に○をつけてください。通常授業がある日に★印をつけてあります
（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）

提出期限

7月9日（木）

≪申込書の記入例≫

通常 + 午前利用 振替としてミディアムに参加 通常を欠席する場合 夕食・早朝・前延長を利用

木

戸田下前校

                                ★長期休み期間中の振替制度について、ご確認ください★

長期休みプログラム申込書を提出していただいた時点で【日程確定】となります。
日程確定後、欠席される日の前日20:00までご連絡いただければ振替が可能です。
日程確定後の変更につきましては、変更日につき１回までとなります。
振替希望日が定員に達している場合は、対応できません。振替した日を欠席する場合は、さらに振替はできませんので、ご了承ください。
夏休み期間中に振替が消化できなかった分は、8月中に調整していただき、放課後クラブにお越しください。
それ以降の振替は対応できません。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

☑通常期（学校のある平日）および振替対象日（年間スケジュール記載）の振替として、
　長期休み期間中のミディアムコース（9:00～15:00）には申込みできません。
   ※ただし、通常コース（13:00～19:00 月謝分）への振替はできます。

☑長期休み期間中の利用日の振替であれば、通常コース（13:00～19:00月謝分）をミディアムコース（9:00～15:00）に振替できます。

※7月9日（木）を過ぎたお申込みは、下記【オプション料金（午前のみ）】になりますので、ご注意ください。

2,640円

※夏休みプログラムの追加月謝（9:00～13:00）は、7月27日（月）に8月分月謝と一緒に口座自動振替となります。

1回につき

午前のみ（9:00～13:00）

ミディアム（9:00～15:00） 4,800円

　□【持ち物】

8/6



≪準レギュラー会員≫　　　2020年 夏休みプログラム申込書

□ 参加申込書と費用をご用意の上、放課後クラブ戸田下前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。

　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。クレジットカードはご利用いただけません。

□ 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。

□ 15:00以降、延長される場合はそろばん受講代または速読速聴トレーニング受講代がかかります。

□
□ 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。

□ 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。

□ 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。お子様の安全を考慮し、お子様一人でロビーで待つことはできません。

□ 利用終了時間を過ぎた場合は、後延長料金がかかります。お子様の安全を考慮し、お子様一人でロビーで待つことはできません。 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

□ 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

9:00～15:00 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

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

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

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

速読速聴トレーニング　　　　　     　  　　　円

その他　　　　　　　　　    　　　　　　　　円

※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。

受付日

火

8月8日（土）～16日（日）までは、放課後クラブは夏期休暇となります。

8/3

□【延長料金】

5,800円

5,800円午後コース　13:00～19:00

9,400円1日コース　9:00～19:00

8/17 8/18 8/19 8/20

※原本は返却、申込書をコピーして教室で保管 　　／　　　　　担当㊞

サイエイグループ所属校舎

あり　（　　　　　　　　　　　　　　　）
なし

注意事項を確認しました。

保護者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　小学校　　　（新）　　　　　　年生

緊急連絡先　　続柄：父 / 母 / （　　　　　　）

生徒名：

戸田下前校

□ 飛沫感染を防ぐため、保護者・生徒は必ずマスクを着用してください。

□　咳、微熱、だるさ、息苦しさなどの風邪症状がある場合は、念のためお休みください。

□　各ご家庭で手洗いや咳エチケット、「密閉・密集・密接」の3密を避ける行動や、
　　「新しい生活様式」の実践を心がけるなど、感染症予防対策の徹底について、お願い致し
ます。

□　登校前の検温にご協力ください。37.5℃以上ある方は、念のためお休みください。

水

ふりがな

学校名・学年

電話番号

※15:00～15:45の時間を利用する方は、どちらかをお選びください。

□【保険料】

保険料 280円

そろばん教材費（11級以上は、教材費がかかります）

（New）速読速聴トレーニング（わくわく文庫） 1,500円

□【そろばん】または【速読速聴トレーニング】

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） 1,500円

650円

小
学
校
　
開
始

※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

                                      ★持ち物★

□筆記用具 　□昼食　□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

※初めてのお子様の安心カード・連絡帳は、初回にお渡しします。

月

火 水 木 金

≪準レギュラー会員≫　　　　2020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。

□【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 ※すべて10％税込表記

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。

3,600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。

ミディアムコース　9:00～15:00

午前コース　9:00～13:00

放課後クラブで用意している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。

木 金

月

プログラムの内容が変更になる場合がございます。

【新型コロナウィルス感染症対策のお願い】

8/4 8/5 8/6 8/7

8/21

※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。

600円8:00～8:30早朝料金

400円19:00～21:00　　後延長料金(30分単位)

前延長料金

※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。

8:30～9:00 400円

各600円　昼食代／夕食代

□【昼食代/夕食代】


