
　　　　　　　　　

8:00～8:30 早朝お預り（別途料金要）

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・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

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 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）

　

モルック

年齢や力量に関係なく、全員で
遊べる今注目の競技にトライ！

ハンドクラップ

音楽に合わせて、体を動かそう♪

暗算
あんざん

ビンゴ

凧
た こ

づくり

お正月あそびに親しもう！
上手に飛ばせるかな？

ペーパーゲーム大会
たい かい

○×ゲームや棒消しなど紙を
使ったゲームをしよう！

年明
と し あ

けの目標
もくひょう

　五七五
ご し ち ご

お正月
しょうがつ

リースづくり

身近にある“あるもの”を使って、
お正月にちなんだリースを作ろう。

音楽
お ん が く

線
せん

おに

線の上から出ないように

おにごっこを楽しもう！

すごろくづくり

2020年度　放課後クラブ戸田下前校　冬休みプログラム　（一部抜粋）

　　※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

放課後
ほ う か ご

クラブオリジナル

年賀状
ね ん が じ ょ う

をつくろう
手形
て が た

・足形
あ し が た

アート

2021年は丑年。
全員でデザインやコメントを
考えて、年賀状を出そう。

僕たち、私たち、
こんなに大きくなりました！

どんなアート作品ができるかな？

『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

「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。



≪準レギュラー会員≫　　　2020年度 冬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。

□ 裏面の冬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

□ 9:00～15:00 9:00～15:00

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。 13:00～19:00 13:00～19:00

□ 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。 昼食付き 昼食付き

□ 夕食付き 夕食付き

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

9:00～13:00 9:00～13:00 9:00～13:00

9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00

13:00～19:00 13:00～19:00 13:00～19:00

昼食付き 昼食付き 昼食付き

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

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

※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。

受付日

※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】

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。

プログラムの内容が変更になる場合がございます。

3,600円

≪準レギュラー会員≫　　　　2020年度 冬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。

□【冬休み費用】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。

＊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。

5,800円ミディアムコース　9:00～15:00

5,800円

※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）

午後コース　13:00～19:00

9,400円1日コース　9:00～19:00

1,500円

□【延長料金】

□【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　　　（新）　　　　　　年生

緊急連絡先　　続柄：父 / 母 / （　　　　　　）

生徒名：

ふりがな

学校名・（新）学年

電話番号

※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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

戸田下前校

月 火

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）

【新型コロナウィルス感染症対策のお願い】

□ 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。

月

12/28 12/29

12月30日（水）～1月3日（日）までは、放課後クラブは冬期休暇となります。

1/5 1/6 1/71/4

火 水 木

    ★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。

※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

冬休み合計金額 (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

戸田市
始業式
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