
【トップアスリート】
アスリートを目指そう！

競い合うのではなく、児童一人ひとりがそれぞれの
ペースで目標設定、運動能力の向上を目指します。

正しい体の使い方を学んで、走る楽しさとタイム
アップを目指します。

【料理】
様々な料理をに挑戦！

和食・イタリアン・フレンチ・多国籍料理やお菓子作り
など年間通じて、様々な料理を作ります。

日本ホテルレストラン経営研究所の大谷津雪先生を
お招きして楽しくお友だちと料理をします。

湘南学園小学校アフタースクール

2020年版 ※変更箇所を赤字にしています。

先生紹介：

日本ホテルレストラン経営研究所 大谷津雪先生

対象学年： 1年生-6年生

開催予定曜日：

1-2年生月曜日14:50-15:50
3-6年生木曜日15:00-16:10

参加費（月額）： 1-2年生 6,000円
3-6年生 6,500円

定員： 1-2年生20名/3-6年生20名

開催場所：家庭科室

持ち物・服装：
エプロン、三角巾、手拭きタオル

その他注意事項：
別途材料費1,000円/月がかかります。

本格チアリーディングの世界！

チアリーディングは、観客をひきつけ、みんなに元気をあ
たえる「表現スポーツ」です。そのためには、自分が元気
よく、常に明るくいなければなりません。メリハリをつけて
しっかりと学び本格的なチアリーディングにふれます。

【サッカー】
湘南ベルマーレと一緒に上達！

湘南ベルマーレサッカースクールの プロコーチ
をお招きしてプログラムを実施します。
特にサッカー初心者の方を対象に、ボールを蹴る
楽しさを味わいながら上達を目指します。

対象学年： 1年生-6年生

開催予定曜日： 木曜日

1-2年生 14：25-15：15 / 3-6年生 15：15-16：15

参加費（月額）： 6,500円

定員： 1-2年生20名/3-6年生20名

開催場所： 小グランド ※雨天時は小ホール

持ち物・服装：
体操服、タオル、水筒

先生紹介：

湘南ベルマーレサッカースクールコーチ
（元プロ選手のサッカースクール専属コーチ）

【チアリーディング】

先生紹介：

湘南オールスターチア 所属 須川 沙耶 先生

対象学年： 1年生-6年生

開催予定曜日： 水曜日

1年生 14：45-15：30 / 2-6年生 15:30-16:30

参加費（月額）： 7,000円

定員： 1-年生20名/2-6年生20名

開催場所： 総合学習室

持ち物・服装：
体操服、タオル、水筒、髪どめゴム

その他注意事項：
別途ポンポン代、ユニフォーム代、大会参加費
2年生はプレイルーム待機料金1,000円/月が別途必要
になります。

【ロボット】 【英語】

世界のロボット競技会にチャレンジ！

世界最大規模の国際ロボット競技会、FLLに挑戦す
るプログラムです。

ロボットはもちろんのこと、大会に向けて審査対象
にもなるプレゼンテーションやチームワークなども
様々な体験ができます。

対象学年： 4年生-6年生

開催予定曜日・時間： 月曜日

4年生 14：45-15：30/5-6年生 15：30-16：30

参加費（月額）： 7,000円

定員： 4-6年生20名

開催場所： 総合学習室・理科室

持ち物・服装： 筆記用具

その他注意事項：
別途、材料費1,000円/月 FLL大会費 6,000円程度、
初期設備費5,000円が必要です。

先生紹介：

株式会社ロボット科学教育講師

プログラム紹介

対象学年： 1年生-6年生

開催予定曜日・時間：
月曜日 1-2年生 14:50-15:50
火・水曜日 3-6年生 15:20-16:20
木曜日 1-2年生 14:25-15:25

3-6年生 15:00-16:00
参加費（月額）：
週1 7,400円 週2 9,500円 週3 10,500円

定員： 1-2年生40名/3-6年生40名

開催場所： 英語科室

持ち物・服装：筆記用具・ヘッドホン・ヘッドホン用袋

その他注意事項：
別途教材費として1冊2,000円、Lepton専用ヘッドホン
1,500円が必要です。

先生紹介：
村上理紀先生 他

自主学習型英語Lepton！

Lepton（レプトン）とは、『英語の4技能（聞く・話す・読
む・書く）』をバランスよく学習し、最終的に『TOEIC500
点〜600点』を目指す『自立学習型英語教室』です。
CD音声にそって自立学習をして、講師による個別
チェックを受けて自分のスピードで学習を進めます。

対象学年： 1年生-４年生

開催予定曜日： 月曜日

1-4年生 15:00－16:00

参加費（月額）： 6,500円

定員： 1-４年生20名

開催場所： 小グランド ※雨天時は小ホール

持ち物・服装：
体操服、運動靴（小ホールでは上履き）、タオル、水筒

先生紹介：
月野ランニングスクール代表 月野 雄一 先生 他
（CSCS、日本陸上競技連盟公認ジュニアコーチ、
保健体育科教員免許保持）



【書道】
書で表現する楽しさを一緒に！

競書雑誌を使用しながら、毎月出展して級取得
を目指していきます。出展した審査の結果は翌
月のお手本に掲載され、優秀作品は写真も掲
載されます。

級取得を目標にしながら、毛筆と硬筆の両方を
行いながら、書道の楽しさを深めていく。

先生紹介：

吉田隼也氏（ドッジボール日本代表兼総監督）

【日本文化】
日本伝統の茶道・華道を極める！

茶道と華道を1年間をかけて、楽しくの丁寧
に学びます。

講師は元学園教諭の古市先生が華道を担
当、さまざまな形で学園に関わっている金子
宗貞氏が茶道を担当します。

日本古来から伝わる、日本独自の文化をこ
の機会にはじめてみてはいかがでしょうか。

先生紹介：
古市明子先生（華道）
金子宗貞氏（茶道）ほか

対象学年： 1年生-6年生

開催予定曜日：

1-2年生水曜日 14:50-15:45
3-6年生火曜日 15:20-16:20

参加費（月額）： 4,500円

定員： 1-2年生20名/3-6年生20名

開催場所： 和室・造形室

持ち物・服装：筆記用具※開始時にご案内をいたします。

その他注意事項：
別途材料費として1,500円/月が必要です。
先生の指示で道具の購入が必要です。

【Nゲージ・ジオラマづくり】

ス ペ シャ ル

湘南ならではの海プログラムや四季折々の楽しい
プログラムなど毎月特別に企画されるプログラムです。

【スペシャル：ドッジボール】

対象学年： 1年生-6年生

開催予定曜日： 火曜日または水曜日
※毎月一回実施
※年間スケジュールをご確認ください。

参加費（1回）： 2,000円

定員： 1-2年生30名/3-6年生30名

開催場所： 小ホール

持ち物・服装：運動着、上履き、水筒

対象学年： 1年生-6年生

開催予定曜日：

1-2年生金曜日 14:45-15:55
3-6年生水曜日 15:20-16:30

参加費（月額）： 7,000円

定員： 1-2年生15名/3-6年生20名

開催場所： 絵画室

持ち物・服装：スモック、手拭きタオル

その他注意事項：
別途材料費300円/月、大筆・小筆代1,000円 が必要で
す。前期、後期で競書代各3,900円が必要です。

先生紹介：

凌雲書芸研究会 講師

目指せ日本代表！ドッジボール!
大人気の日本代表監督吉田さんのドッジボールプログラム。

ドッジボールは男女学年関係なく、みんなで楽しめるスポーツで
す。学園でも大人気のドッジボールも極めていくと、奥の深いス
ポーツの一つです

吉田コーチはドッジボールの技術面だけでなく、スポーツマンとし
ての心構えや戦略なども丁寧に指導をしてくれます。

毎月、１回のスペシャルプログラム得意なお子さまだけでなく
はじめてのお子さまも是非、ご参加ください。

【薬剤師のお仕事体験】

【SUP】 【ビー玉コロコロ】

レギュラー預かり対象：アクラブ参加

対象学年： 1-2年生のみ(火曜日レギュラー預かり)
開催日： 火曜日
注意事項：
◆火曜日レギュラーお預かりご利用のお子さまのみ対象

◆持ち物・スケジュール等はすべてアクラブに準ずる

◆スイミングスクールの実施内容については、アクラブまで
お問い合わせください

◆8月のバスの運行はありません

◆アクラブ参加の場合は17時随伴はご利用できません。
随伴を希望の際には18時となります。

◆お休みや変更の際は、必ずアクラブとアフタースクール
両方に連絡をお願いします

お預かりからバスでアクラブへ

火曜日レギュラーお預かりの方を対象に、下校後すぐアフ
タースクールからアクラブのバスに乗って向かい、終了後
はまたバスでアフタ－スクールに戻ってお預かりをご利用
いただけます。

この他にも毎月様々な
プログラムを開催していきます！

※表示金額は税抜きです。
※プログラム終了後、正門より帰宅ルートの確認をお願いいたします。


