
清泉小学校 アフタースクール ７月の予定表 

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 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】七夕飾り   

7月2日 土    

7月3日 日    

7月4日 月    

7月5日 火 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】暑中見舞いはがきづくり   

7月6日 水    

7月7日 木    

7月8日 金    

7月9日 土    

7月10日 日    

7月11日 月 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】けん玉検定  保護者会(1年生) 

7月12日 火   のぞみ会 

7月13日 水 
【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】ガラスでモザイクアート 

 
保護者会(2年生) 

個人面談（３・５年生） 

7月14日 木   個人面談（３・５年生） 

7月15日 金   個人面談（３・５年生） 

7月16日 土   個人面談（３・５年生） 

7月17日 日    

7月18日 月 海の日   

7月19日 火   個人面談（３・５年生） 

7月20日 水 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】お誕生日会  終業式 

7月21日 木 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】壁画づくり～月末まで随時   

7月22日 金 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】SDGsを考えよう①   

7月23日 土    

7月24日 日    

7月25日 月   夏季補習 

7月26日 火 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】わくわく理科実験教室   

7月27日 水 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】運動遊び14：00～15：30 ※40名程度   

7月28日 木    

7月29日 金    

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！ 

  ・天候・諸事情により外出やプログラムを変更する場合があります。ご了承ください。      

      ・水筒（ペットボトル不可）・帽子・雨具を忘れずにお持ちください！！ 

 



清泉小学校 アフタースクール ８月の予定表 

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 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】映画鑑賞14：30～16：30   

8月2日 火 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】SDGsを考えよう②   

8月3日 水    

8月4日 木    

8月5日 金 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】即興演劇10：00～11：30 ※40名程度   

8月6日 土    

8月7日 日    

8月8日 月    

8月9日 火    

8月10日 水 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】あふたーまつり   

8月11日 木 山の日   

8月12日 金 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】SDGsを考えよう③   

8月13日 土    

8月14日 日    

8月15日 月 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】映画鑑賞14：30～16：30   

8月16日 火    

8月17日 水    

8月18日 木    

8月19日 金 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】お誕生日会   

8月20日 土    

8月21日 日    

8月22日 月 
【有料ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】化石を磨いて古代生物を見つけよう 

1回目13：00～14：30  2回目15：00～16：30 
  

8月23日 火    

8月24日 水 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】壁画づくり～月末まで随時   

8月25日 木    

8月26日 金    

8月27日 土    

8月28日 日    

8月29日 月 【ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ】わくわく理科実験教室＠かさまゆうわ館   

8月30日 火    

8月31日 水    

 

 

 

 

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

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。 

 



理英会アフタースクール大船通信 

   住所 鎌倉市大船 1－24－5 横浜銀行大船支店４F 理英会大船校内 TEL:0467-42-1915 

   株式会社 理究キッズ  2022 年 6 月 20 日発行 

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。思い出いっぱいの特別な夏にしましょう！ フエンテのお友達も一緒に過

ごすので仲良く楽しく遊び、学びましょう！ 

                        

5月のお誕生日会の様子です。司会の子、  男の子たちがハマった数字のパズル。     スクラッチアートに挑戦しました。黙々と無心 

カードを渡す子と一緒にパチリ☆       なかなか全クリアできない難しいパズルです！ で削って、完成させました！                                           
 

 

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。 

月日 プログラム名 持ち物・時間・内容 

7月 1日(金)～4日(月) 七夕飾り 願い事を短冊に書いて大きな笹に飾り付けしよう 

7月 5日(火)～8日(金) 暑中見舞いはがきづくり ステンシルで描いたはがきで夏のご挨拶をしよう 

7月 11日(月)～12日(火) けん玉検定 練習をたくさんして、昇級・昇格していこう 

7月 13日(水)～19日(火) ガラスでコースター作り 夏らしく、ガラスでコースターを作ってみよう！ 

7月 20日(水) お誕生日会 7月生まれのお友達をみんなでお祝いしよう 

7月 21日(木)～月末 8月の壁画づくり 今年も夏の大作を作り上げます！ 

7月 22日(金)～29日(金) SDGsを考えよう① グループで SDGsについて考え、発表してみよう 

7月 26日(火) わくわく実験教室 冷え冷えカイロをつくってみよう！ 

7月 27日(水) 運動遊び※定員 40名 FC ｺﾞｰﾙのみなさんと一緒に体を動かそう！ 

8月 1日(月) 映画鑑賞① スタッフおすすめ映画で気分はミニシアター♪ 

8月 2日(火)～10日(金) SDGsを考えよう② 
古着でエコバッグづくり＆古着で自由工作 

※着なくなった Tシャツなどを持ってきてください。 

8月 5日(金) 即興演劇※定員 40名 役になりきって世界に一つだけのお話をつくろう 

8月 10日(水) あふたーまつり 「あふたーまつり 2022」開催します！ 

8月 12月(金)～19日(金) SDGsを考えよう③ 
廃材のペットボトルビーズでアクセサリーづくり 

※炭酸ペットボトルを持ってきてください。 

8月 15日(月) 映画鑑賞② スタッフおすすめ映画で気分はミニシアター♪ 

8月 19日(金) お誕生日会 8月生まれのお友達をみんなでお祝いしよう 

8月 22日(月) 化石を発見！※有料 ｺﾊﾟｰﾙを磨いて百万年前の生物を見つけよう 

8月 24日(水)～月末 9月の壁画づくり 工作好きな子供たち集まれ～ 

8月 29日(月) 実験教室＠かさまゆうわ館 かさまゆうわ館でペットボトルロケットを飛ばそう！ 

 

2022年 

7・8月号 

ｖｏｌ．58 

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 

 

 

 



確認をお願いします 

◆コロナ禍での開室について・感染防止対策について 
①アフタースクールの開室については、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、急きょ閉室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）は閉室します 

7月 18日は「海の日」、8月 11日は「山の日」で、アフタースクールはお休みです。 

夏休みの確認をお願いします！ 

① 夏休み中のプログラム・活動場所について 
夏休み中、新型コロナウィルスの感染状況にもよりますが、笠間ゆうわ館を使用して活動する予定がございます。 

また、外出ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑや有料プログラム、定員を設けたプログラムをご用意しておりますが、詳細や変更、お申込みにつ

きましては、別途、一斉メール配信をさせていただきます。 

②夏休みの学習について 
・1時間～1時間半を目安にした内容でお願いいたします。 

・自学習の答え合わせ、読書感想文や自由研究は、ご家庭でお願いいたします。 
 

③夏休みの開室について 

・開室時間は原則8:30になります。早延長をご希望の場合は、事前にお申し出ください。 

・9:00までに入室してください。時間厳守でお願いします。 

・ご家庭からお子さまひとりでいらっしゃる場合、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。 

・アフタースクール利用の途中から、学校のプール・講習・行事等に参加される方は保護者様による送迎をお願いいた 

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。暑い時期ですので、お弁当には保冷剤などを入れて、中身が傷まないようにしてください。 

また、お弁当注文希望の方は、利用予定表にご記入いただくか、当日 9:00までにお申し出ください。 
 

⑤夏休みの服装・持ち物 
・服装     動きやすい服装でお願いします。制服でなくて結構です。 

・持ちもの  ＊着替え＊帽子＊タオル＊雨具(カッパ)＊水筒(ペットボトル不可)＊お弁当＊勉強道具一式（ドリルなど 

1時間ぐらいの自学習教材）＊リュック、ショルダーバック（両手があくもの）＊運動靴(サンダル不可) 

・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。入室後の児童との連絡は、アフタースクールまでご連絡ください。 

 

  

                   から 夏期講習のお知らせ 

 アフタースクールに併設されている国大Ｑゼミでは、夏期講習の受講を受付中！ 無料体験やアフタースクール生 

 だけの特典もございます。同じ大船校の中で安心して受講できる夏期講習、ぜひご相談ください。 
 

 
 

 

 

 

おススメ① 小 1，2 

理英会 

アドバンスコース 

おススメ② 小 3 
中学受験算数・ことばの学校 

  【特進】進学ゼミ 

おススメ③ 小学生・中学生 
読書を通じて国語力を育てる 

  ことばの学校 

 


