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運営概要

★開校日★
平日
※土、日曜日、祝日、年末年始は除く
※学校行事による休業日は実施
※新1年生のみ入学式後から利用可能

★対象学年★

小学校1年生から６年生

★開校時間★
通常日：放課後～18時
学校休業日：9時～18時
※8時～9時、18時～19時は延長対応
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会員内容①

会員設定 会員内容 おやつ提供

レギュラー会員
曜日を固定し、毎週利用をする会員。
アフタースクールの基本会員。

あり

ライト・レギュラー会員
曜日を固定し、毎週利用をするが、学校の課外教
室（ECC、レゴ、剣道、ミーズクラブ）にも参加
をする会員。

あり

スポット会員
不定期に利用可能な会員。利用したい日を事前に
ご予約頂き、利用することが可能。

あり
学校休業日の午前
のみ利用の場合は

なし

ショートスポット会員
９０分以内の一時利用会員。学校の課外教室
（ECC、レゴ、剣道、ミーズクラブ）までの待ち
時間が対象。

あり
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会員内容②

月 火 水 木 金

レギュラー ア 課 ア 課 ア

例Ⅰ

月 火 水 木 金

ライト・
レギュラー

ア
課
ア

ア
課
ア

ア

例Ⅱ

曜日別にアフタースクールと課外教室を利用する場合は
レギュラー会員となります。

1日の中で、アフタースクールと課外教室が混在する日
がある場合が、ライト・レギュラー会員となります。
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利用料金

年会費 対象 週1日 週２日 週３日 週４日 週５日

レギュラー
会員

8,000

通常月 13,000 21,000 28,000 34,000 39,000

4,7,3月 15,000 23,000 30,000 36,000 41,000

8月 24,000 32,000 39,000 45,000 50,000

ライト・
レギュラー

会員
6,000

通常月 11,000 18,000 24,000 29,000 33,000

4,7,3月 13,000 20,000 26,000 31,000 35,000

8月 22,000 29,000 35,000 40,000 44,000

スポット
会員

4,000

9～13時 3,000

13～18時 3,500

9～18時 6,500

ショート
スポット会員

2,000
30分毎
(最大90分)

480／30分

延長利用
前延長 8～9時
後延長 18時～19時

600／30分

※次年度に改定される可能性があります。
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1日の流れ（通常日）

時間帯 レギュラー会員/スポット会員 ライト・レギュラー会員

放課後
随時来校、連絡帳提出、

下校時間の確認、手洗いうがい

受付後 自由遊び/読書

１５：３０ おやつタイム・お掃除
学校の課外教室へ

※終了後アフタースクールへ
１６：００ プログラム

１７：００ 自由遊び

１７：３５ いす机並べ・帰りの会

１８：００ 下校 ※職員による駅送り（１８時出発）

１９：００(延長) 自由遊び/下校 ※職員による駅送り（１９時出発）
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1日の流れ（学校休業日）①

時間帯 レギュラー会員/スポット会員 ライト・レギュラー会員

８：００（延長）
随時来校、連絡帳提出、

下校時間の確認、手洗いうがい
９：００

９：３０ 朝の会

９：４５ 勉強タイム

１０：１５ プログラム（運動のないプログラム）

１１：３０ 自由遊び

１２：１５ 昼食/休憩

１３：００ 午後の時間へ
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1日の流れ（学校休業日）②

時間帯 レギュラー会員/スポット会員 ライト・レギュラー会員

※午後から参加の児童は１３：００より参加

１３：００ 学習タイム

１４：００ プログラム（体を使う運動など）

１５：１５ 自由遊び おやつタイム

１５：３０ おやつタイム・お掃除
学校の課外教室へ

※終了後アフタースクールへ

１６：００ 自由遊び

１７：３５ いす机並べ・帰りの会

１８：００ 下校 ※職員による駅送り（１８時出発）

１９：００(延長) 下校 ※職員による駅送り（１９時出発）
8



プログラムについて①

一つのテーマに沿って全員で目標達成を目指し、異学年
交流、体力向上、創造性、協調性や社交性、表現力を育
むカリキュラムです。自由遊びだけでなく、日々のプロ
グラムを実施することで、放課後活動を充実させます♪
例えば・・・

★スポーツ ★アート
★サイエンス ★硬筆
★脳活 ★表現
★習字 ★手芸
★年間プログラム

などなど多数実施
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プログラムについて②

【習字・硬筆★プログラム】
お手本を見て丁寧に書くことで、きれいで正
しい字が書けるようになります。心を落ち着
かせて取り組むことで集中力を養います。

＜習字・硬筆プログラム例＞

・学年統一の連続性をもたせた課題
・年賀状
・書初め
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プログラムについて③

【サイエンス★プログラム】

子ども達の知的好奇心と不思議に思う心を
「学び」へと変えていきます。学ぶ楽しさ
を伝え、好奇心を満たし、科学の原理と楽
しさを伝えていきます。

＜サイエンスプログラム例＞

・スライムを作ろう
・ペーパーブーメラン
・空気砲を作ろう
・静電気を科学する
・磁石の性質
・ストロー楽器を作ろう
・電子回路を作ろう

・水溶液の性質
・入浴剤を作ろう
・つりあいの不思議
・音の伝わり方を学ぼう
・光の性質
・浮力の不思議
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プログラムについて④

【工作・アート・手芸★プログラム】

皆で一つのものを制作したり、季節のイベント
と連動させた制作活動（例：七夕飾り制作等）
により、日本固有の文化に触れ合います。
＜アートプログラム例＞

・七夕
・クリスマス飾り製作
・ダンボール工作
・ちぎり絵
・ストップモーション

・写真立てを作ろう
・プレゼント工作
・にじみ絵
・モールアート
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プログラムについて⑤

【スポーツ★プログラム】
体力向上と健康の維持を図るプログラムです。
チームでの運動プログラムを行う事で協調性
とチームワークの重要性を学びます。
＜スポーツプログラム例＞

・バスケットボール
・ドッチボール
・リレー
・宝陣取り

・大縄跳び
・だるまさんが転んだ
・鬼ごっこ
・ドッチビー
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プログラムについて⑥

【年間プログラム】

日々のプログラムに加え、一年を通して
様々なイベントを実施しております♪

●お誕生日会
●防災訓練
●入学・進級おめでとう会
●遠足
●ハロウィンパーティー
●クリスマス会
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★ワクワク・ドキドキの

楽しいプログラムを実施しております♪


