
日本大学藤沢小学校アフタースクール ７月予定表 

月日 曜日 アフタースクール予定 備考 学校予定 

7月1日 金 【プログラム】七夕飾りを作ろう   

7月2日 土    

7月3日 日    

7月4日 月    

7月5日 火    

7月6日 水    

7月7日 木 【プログラム】スイーツマグネット作り        期末考査（3～6年） 

7月8日 金 【プログラム】お誕生日会   

7月9日 土    

7月10日 日    

7月11日 月 【プログラム】あさひも工作   

7月12日 火    

7月13日 水    

7月14日 木    

7月15日 金    

7月16日 土    

7月17日 日    

7月18日 月 海の日   

7月19日 火 【プログラム】食育プログラム   

7月20日 水 【プログラム】レクリエーション大会        終業式 

7月21日 木 【外出プログラム】骨の博物館  個人面談① 

7月22日 金 【外出プログラム】はまぎんこども宇宙科学館  個人面談② 

7月23日 土    

7月24日 日    

7月25日 月 【プログラム】わくわく理科実験教室   

7月26日 火 【プログラム】暑中見舞い作成   

7月27日 水            【プログラム】水遊びデー   

7月28日 木            【プログラム】シャボン玉遊び   

7月29日 金            【プログラム】運動遊び   

7月30日 土    

7月31日 日    

 

 

 

 

 

夏休みだけの利用も可能です！！ 
まずはお問い合せください！ 

nichifuji-ras@riq.co.jp 

070-1274-2074 

 

http://210.237.130.25/scripts/cbag/ag.exe?page=MailSend&text=nichifuji%2Dras%40riq%2Eco%2Ejp


日本大学藤沢小学校アフタースクール ８月予定表 

月日 曜日 アフタースクール予定 備考 学校予定 

8月1日 月 【プログラム】ペットボトル工作   

8月2日 火           【プログラム】水遊びデー   

8月3日 水         【プログラム】お誕生日会   

8月4日 木         【プログラム】水遊びデー   

8月5日 金         【プログラム】空手教室   

8月6日 土    

8月7日 日     

8月8日 月 【外出プログラム】あーすぷらざ  一斉休暇 

8月9日 火 アフタースクール閉所   

8月10日 水    

8月11日 木 山の日        

8月12日 金    

8月13日 土    

8月14日 日    

8月15日 月    

8月16日 火    

8月17日 水    

8月18日 木 【プログラム】シャボン玉遊び   

8月19日 金 【プログラム】わくわく理科実験教室        

8月20日 土    

8月21日 日    

8月22日 月 【食育プログラム】  国内語学研修 

8月23日 火   国内語学研修 

8月24日 水        国内語学研修 

8月25日 木 【有料プログラム】化石発掘をしよう  特別授業（午前） 

8月26日 金 【プログラム】オリジナルペンダントを作ろう  特別授業（午前） 

8月27日 土   特別授業（午前） 

8月28日 日    

8月29日 月 【プログラム】テニピンに挑戦  特別授業（午前） 

8月30日 火 【プログラム】夏祭り  特別授業（午前） 

8月31日 水 【外出プログラム】新江ノ島水族館  教員採用試験 

 

 

 

 

アフタースクールブログやっていますよ！ 
https://riq-gakudou.com/after_school/nichidaifujisawa/ 

アフタースクールの活動のようすを写真付きでご紹介しています。 
  注:顔写真掲載なしを希望されるご家庭は、対応致しますのでお申し出ください。 

 



日本大学藤沢小アフタースクール通信 

 住所 藤沢市亀井野１８６６ 日本大学藤沢小学校内   

 運営法人：株式会社理究キッズ 2022年 6月 20日発行 ＴＥＬ：070-1274-2074 
 

ことしの夏もコロナに負けず、楽しい思い出を作りましょう！ 
いよいよ待ちに待った暑い夏が始まります。まだまだ我慢の必要な夏休みになりそうですが、アフター

スクールでは今年もたくさんのプログラムを準備しています。学校のお友だちと一日遊んで学んで楽し

んで、暑さに負けず思い出いっぱいの特別な夏にしましょう！ お申込みをお待ちしております。 

【6月の活動のようす】 

 

 

 
 

学習プログラム 
プログラム名 持ちものと時間・内容 

ことばの学校 

（読書プログラム） 

良書を多読する。朗読音声を聴きながら本を読む、速聴読のプログラムです。 

一人あたり週 30分を目安とします。 

学習プログラム ことばや英語に関する活動を随時実施します。「えいごで遊ぼう！」「ことばビンゴ」等 

月日 プログラム名 持ち物・時間・内容 

7月 1日（金）～6日（水） 七夕飾りを作ろう オリジナル星にお願い事をかきます。 

7月 7日（木） スイーツマグネット作り 
昨年大人気のマグネット作り。パティシエ気分で好きなスイ

ーツを作っちゃおう♡ 

7月 8日（金） お誕生日会 7月生まれのお友だち集まれ～！お祝いしよう！ 

7月 11日（月）～15日（金） あさひも工作をしよう 麻紐を使って夏にぴったりの作品を作ります。 

7月 19日（火）・8月 22日(月) 食育プログラム 食に関するクイズ大会を楽しもう！ 

7月 20日(水) レクリエーション大会 いろいろな鬼ごっこや、ゲームをして楽しもう♪ 

7月 25日（月）10:30～12：00 わくわく理科実験教室 
テーマは「冷え冷えカイロを作ろう！」冷え冷えカイロってどん

なだろう？楽しみだね！ 

7月 26日（火）～29日（金） 暑中見舞いを書こう 大切な人に素敵な夏のご挨拶をしましょう 

7月 27日（水）8月 2日(火) 

4日(木) 
水遊びデー 

水遊びでたくさん遊びましょう！持ち物は次のページをご確認

ください。 

7月 28日（木）8月 18日（木） シャボン玉で遊ぼう いろんな形のシャボン玉を作って遊ぼう！ 

7月 29日(金)13：00～14：30 運動遊び いろいろな体の動きをして運動の楽しさを味わおう 

8月 1日（月）～5日（金） 風鈴をつくろう 
風にあたるときれいな音が鳴るよ。お部屋を涼しく飾りましょ

う！ 

8月 3日（水） お誕生日会 8月生まれのお友だち集まれ！お祝いしよう！ 

8月 5日（金）10:00～11：30 空手教室 空手に挑戦して、いい汗を流しましょう 

8月 19日（金）10:30∼12:00 わくわく理科実験教室 
テーマは「ペットボトルロケットを飛ばそう！」遠くまでロケッ

トが飛ばせるかな？楽しみだね！ 

8月 25日（木） 【有料】化石発掘をしよう 調査隊になって化石の発掘ができるよ。楽しみだね 

8月 26日（金） オリジナルペンダントを作ろう 紙粘土などでオリジナルペンダントを作ろう 

8月 29日(月) テニピンに挑戦 みんな大好き♡テニピンをして楽しみましょう 

8月 30日（火） 夏祭り 
射的屋、輪投げ屋などいろいろなお店で遊ぼう。 

おやつのお買い物コーナーもあるよ！ 

7月・8月夏休みのプログラム ※コロナ禍でも可能なプログラムを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 

７・８月号 

ｖｏｌ．15 



確認をお願いします 

◆コロナ禍での開所について・感染防止対策について 
①アフタースクールの開所については、小学校と緊密に連携し、決定していきます。 

 場合によっては、急きょ閉所となる可能性もございます。変更となる場合は、随時メールいたします。 

②アフタースクールを利用される際には、マスク着用にご協力ください。 

③参加前には、ご自宅で体調のご確認、検温を必ず実施し、体温を『参加カード』に記入、 
 ご提出をお願いいたします。体調が優れない場合は、利用をご遠慮ください。 

④7月 18日(月・祝)、8月 11日（木・祝）、はお休みです。 
7月 18日は「海の日」、8月 11日は「山の日」でお休みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みの確認をお願いします！ 

① 8月 25日【化石発掘をしよう】のプログラムについて 
発掘した化石を持ち帰っていただくため、有料になり 880円を頂戴いたします。 

100万年前の化石を発掘してみませんか⁉参加される方はメールをお送りするのでご連絡ください。 

② 夏休みの登校・利用について 

・8:30～9:00の間に入室してください。入室時間が遅れる場合は事前にお電話でご連絡をお願いいたします。 

・ご家庭から1人でいらっしゃる場合、ご家庭からアフタースクールに入室するまでは保護者様の管理責任となります 

 のでご了承ください。 

・夏休み中の一人帰りは低学年は16:00まで、高学年は16:50までとなります。 

また、一人帰りの場合は、自宅に帰るまでは保護者様の責任となります。 

③ 夏休みの学習について 
・午前、午後に各 1時間程度の学習時間を設けます。 

・夏休みの宿題や自学習用の教材・プリント類などをお持たせください。 

・宿題の答え合わせ、自由研究は、ご家庭での対応をお願い致します。 

④ お弁当の準備をお願いします 
夏休みのアフタースクールは原則１日開室となり、昼食としてお弁当と水筒に入った飲み物（麦茶など）が必要に 

なります。暑い季節ですので、お弁当には保冷剤を入れて、中身が傷まないようにしてください。 

⑤ 夏休みの服装・持ち物 
・服装  登下校は制服でお願いします。その他に動きやすいように体操着をお持たせください。 

・持ってくるもの  

 体操着、帽子、タオル、水筒(ペットボトル不可)、お弁当、 勉強するもの（宿題やドリルなど自学習教材）、筆記用具、  

 遠足で使用するリュックなど（ランドセルでなくて構いません）、運動靴 

 【水遊びデーの持ち物】 

 水着、ビーチサンダル（もしくは、アクアシューズなど）、バスタオル、羽織る Tシャツ、水鉄砲など水遊び道具（記名） 

・持ってきてはいけないもの ゲーム機、おもちゃ、漫画、お菓子  

 ※携帯電話は小学校のルールに準じます。入室後、児童との連絡はアフタースクールまでご連絡ください。 

【重要】 

【8月 9日(火)10日(水)、12日(金)、15日(月)、16日(火)、17日(水)、】は、 
小学校からの指示により、アフタースクールを閉所いたします。 
※ご利用の皆さまには、特に就労されているご家庭には大変ご迷惑をお掛けいたします。 

この件に関するお問い合わせは、小学校へお願いします。 

【7月２１日(木)、２２日(金)、８月８日(月)、31日(水)】は、 
学校からの指示により、学校施設は利用できませんが、大船校を拠点にして外出プログラムを実施

してお預かりいたします。場所は変更する場合と費用がかかる場合がございます。 
ご利用の方は別途詳細プリントを後日お渡ししますのでお早めにご連絡ください。 

※ご利用の皆さまには、特に就労されているご家庭には大変ご迷惑をお掛けいたします。 


