放課後エンジョイクラスすきっぷ
【放課後エンジョイすきっぷとは】
幼児から小学生までのこどもたちが、放課後や長期休み期間に「異年齢交流」と「体験活
動」を通し「人と関わる力」
「想像力」
「主体的な行動力」「共同力と共感力」を育む事業で
す。

人と関わる
力
想像力

行動力

（感性・思考
力）

（主体性、好奇心、
最後までとりくむ
力）

共同力・共感
力
・学童とは異なる 4 つの特徴
1

幼稚園生と小学生がきょうだいのように過ごす「豊かな関係性の構築」
※異年齢交流として特別な活動を設けるのではなく、入室から退室まで「共に育ちあう

仲間」として自然な関わりを大人がサポートしています。
小さい子は大きい子を見て、憧れ、お手本としながら身支度、遊びを展開していきます。

大きい子たちは生活や遊びをリードし、小さい子の状態、気持ちに寄り添いながら必要な
手助けを自発的に考え、行動します。
2

こどもたちの「興味開発」
「探究心保証」
※体験を重ねることで技術が伴うこともありますが、能力開発や技術習得を目的として

いません。学習という名の教科を教えることもありません。塾でも習い事でもありません。
こどもたちは自ら学び、育つ存在です。その原動力は「興味」です。
興味をもつことで好奇心が高まり、自ら様々に探求しはじめ、やがて関連する他の分野に
も興味を持ち始め・・・といったように自ら遊びを通し試行錯誤を重ね自分なりの意味付
をするようになります。これらを「学習」と呼びます。
すきっぷでは、各専門家が様々なオリジナルプログラムを展開。プログラムはこどもたち
の心を育むための手立てです。体験そのものが目的ではありません。それらを体験するこ
とでこどもたちの意欲の源「興味」を広げ、「関心」を深め、「探究心」を保証する「学習
プロセス」を実践しています。
3

様々な個性を互いに尊重しあう「自分も他者も大切にする心」
※こどもたちの個性は十人十色。のんびりゆっくりな子、言葉より身体や表情で気持ち

を伝えるのが得意な子、どんなことも真っ先にやってみたくなる子、芯は強いけど主張は
控えめな子、いつも穏やかでにこにこの子、正義感が強い子、恥ずかしがり屋な子、元気
いっぱいムードメーカー的な子・・・互いの良さを見つけ合い、苦手な部分は補い合い、
気持ちを尊重しあえる関係作りを大切にしています。すきっぷには「学校や幼稚園、保育
園でつまづきがあるお子さん」
「軽度発達障害のお子さん」
「持病をもつお子さん」など様々
な特性をもつお子さんたちも大勢おり、いろいろな個性や特性があることを互いに認めあ
い生活しています。
こどもたちのモデルは大人たちです。講師含め関わる大人たちが互いの専門性やスキル、
個性を尊重しあうことで運営しているすきっぷ。そうした関係性を築く大人たちをモデル
に、こどもたちは教わるのではなく、見て感じ取り、自然にふるまいや言動に繋がるよう
関わり合いをサポートする他、年齢や経験にあわせ取り組み方は配慮した上でみんなで同
じ目標に向かい取り組む活動を提案しています。
4

一人ひとりのプロセスに合わせた「サポート」
※幼稚園、保育園、学校と所属が様々なこどもたちが集まっています。下校時間や休校

日なども様々です。一定の条件は設けつつこどもたちの意欲とおうちの方のご希望により
時間帯を考慮します。
また、お子さんの苦手な面や体験してほしい内容（心の育ちの中で）発達課題を面談や個
別ファイルを通しご家庭と共有し、保育教育的援助と心理的アプローチを行いサポートし

ます。
【すきっぷ概要】
①レギュラーすきっぷ
※月～水の放課後を利用し様々な専門家のプログラムと異年齢交流を体験するクラス。
②シーズンすきっぷ
※夏休み、冬休み、春休み期間中開催するクラス。小学生は夏におしごと体験など特別
な体験活動も行う。
★レギュラーすきっぷ
対

象

年

齢

定

員

担当

幼稚園保育園年少～小学生
※リンクスマイルぱんだ組のお子さんも
対象
各日 20 名
講師 1～2 名
保育教育スタッフ 1～2 名
月、火、水
曜

日
及び不定期開催の土日
14：00～17：00

時

間

※幼児は水曜日、小学生は学校が早帰り
の日は下校にあわせ入室可

費用

下表参照

《レギュラーすきっぷ費用一覧表》

内容により別途材料費、食材費、施設費をお収めい

ただく日がございます。あらかじめご了承ください。
例：白玉だんごを作ろう 食材費 200 円
コース

該当日

内容

料金

土日を除く全開室日

ご希望の日を選択し

2300 円（保険料込

その都度お申し込み。

◆小学生は 1700 円

名
単発コ
ース

週１コ

月～水のうち 1 回

毎月各週ごとに希望日

月 7000 円（幼児）

ース

年間 40 回参加いた

を選択

※1 回あたり 1925 円計算

だけます。

◆小学生は月 4500 円

週2コ

月～水のうち 2 回

毎月各週ごとに希望日

月 12000 円

ース

年間 75 回参加いた

選択

※1 回あたり 1760 円

だけます。
週3コ

月・火・水

ース

◆小学生
3回

9000 円

開催日のうち週 3 日選

月 16000 円

※基本週 3 日すべて

択

※1 回あたり 1630 円

参加いただけますが

月・火・水ともに下校後

◆小学生 12000 円

108 回参加で費用分

※小学生は～18:30 まで

となりますため下回

可

らない限り振替など
はできかねます。

チケッ

お好きな回をチョイス

11500 円/5 回分

トコー

※学期途中で追加購入

※材料費 500 円分ついていま

ス

可

す

土日開催日から

4000 円/1 回

土日

全

土日

コース

希望日を選択
※チケット利用原則
不可

★シーズンすきっぷ
対

象

幼稚園保育園年少～小学生

年

齢

※リンクスマイルぱんだ組のお子さんも対象
ALL コース（開催日全日参加 OK）：20 名

定

員

1DAY コース（開催日からご希望の日を 1 日単位でお申し込み）
※1DAY コースは ALL コースの空き状況、欠席状況により受け入れます
講師 1～2 名

担当

保育教育スタッフ 1～2 名
ボランティア 1～2 名

曜

日

時

間

夏休み、冬休み、春休み
年度により開始日、日数、終了日は異なります
9：30～17：00

※野外活動、遠足などの日は集合解散時間が異なる場合もございます
年度、開催期間により異なります（春すきっぷ 12 日間 28000 円：保険、おやつ、
費用

調理費、教材費等含む）
※リピーター優先予約制度導入
※レギュラーすきっぷ優先予約制度導入

【レギュラーすきっぷ定期プログラム】※毎月 1～3 回実施
プログラム名

講師

内容

忍者修行

門間利夫

演劇的手法を用いて「コミュニケーションスキル」を
育むプログラム。こどもたちの大好きな忍者になりき
って、身体を動かし、気持ちや意図を身体で表現しな
がら様々な術にチャレンジをしていきます。

オノマトペ

八乙女真記子

ことばと心の表現力、想像力を育むプログラム。
ゲーム形式のワークを用いて音をみつけオノマトペで
表現したり、身体でオノマトペからのイメージを表現
するなど発散と集中、想像と表現を行います。また
毎回オノマトペ絵本の読み聞かせを行い、耳で聞いて
想像し、身体で表現します。

みぢかな不思議

野崎隆司

「水」
「空気」
「光」
「音」
「電気」
「磁石」といったみぢ
かにある不思議な現象を取り上げ実験や観察を中心に
し興味を広げ理科や科学につながる関心を深めます。
年齢に応じ楽しみながら質問をしあったり、互いの考
えを聞きあったりします。

いけばな・茶道

いけばな雪舟

伝統文化であるいけばなを毎回異なる季節の花材をも

流家元、次期

とに剣山にいけます。基本的な生け方は勿論、感性を

家元

育み花を愛でる心や情緒を育みます。また毎回鑑賞会
も行い互いの作品を見合い、素敵なところを表現しあ
います。作品は毎回持ち帰ります。

造形

板垣すが子

テーマに沿って様々な素材（紙、ダンボール、木、粘
土、スチロール・・・）に様々な道具や画材を用いて
描く、構成する、組み立てる、彫る、ひっかく、貼る、
切るなどし、自分の内にあるイメージを表現します。
作った作品は 2 月にはこども美術館に展示します。

囲碁＆ゲーム

松川幸太郎

囲碁やボードゲームを通し、思考力や想像力、集中力
を養い大勢で遊ぶ楽しさを味わいます。

毎回世界ボードゲーム大賞ゲームを中心に年齢、発達、
興味にあわせグループを作り対戦します。
クッキング

古畑真弓

栄養士考案こどもが作れるお菓子レシピを元に自分た
ちで作って食べる喜びを味わう他、盛り付けのセンス、
含め触感、香り、音、味覚など五感を育みます。

国語力向上委 員

松本有代

小学生（年長は秋から）を対象に言葉のニュアンス、

会＆おもしろ 算

イメージを育み他者に伝わる表現力と生きた国語力を

数クラブ

育みます。
また国語力と数や図形を用いて論理的思考を養いま
す。

【レギュラーすきっぷ不定期プログラム】
音楽

田中由美子

リトミックを用いて楽器や歌、リズムを様々な音楽表
現で楽しみます。

折り紙アート

大竹智子

季節にちなんだアイテムや作って遊べる折り紙など
様々な折り方を体験します。

キッズヨガ

酒井亜紀

呼吸を意識して柔軟なこころと身体を育みます

かけっこ＆鬼

大久保翔

かけっこ名人＆鬼ごっこ名人を目指し身体を存分に動

ごっこ名人
木工作

かし、仲間と一緒に身体を動かす楽しさを味わいます。
上嶋茂雄

椅子やコリントゲームなどこどもたちが作りたいもの
を設計し作ります。木の香りに触れ、手応えのある木
工に取り組みことで集中力、構成力、創造力を養い達
成感を味わいます。

その他

・自然遊び、オリエンテーリング、みぢかな廃材をつ
かった工作、染物や特別な素材をつかった創作活動、
レクレーション、パーティー企画など。

こども美術館

毎年 2 月開催のリンクスマイルこども美術館の企画、

企画

運営を行います。
主に小学生が中心ですが、物語の創作などにも幼児で
も参加できる年もあります。
※作品などは全員取り組みます。

