異年齢交流＆体験活動
～探求と創造～

東京都江東区東陽3-10-5山崎ビル2階
03-6666-1361
k.oyako.sc@tbz.t-com.ne.jp
http://www.oyako-sc.org

☆お申込み・お問い合わせは、メールにてお願いします

春休み期間中、様々な年齢・所属（学校・幼稚園・プレクラス）様々な個性のこどもたちが「集団生活」
を通した「きょうだい体験」をベースに、興味関心を広げ個性をのばし秘めた可能性を引き出す「体験」
の場です。年齢、個性、特性様々なこどもたちが集いみんながそれぞれの個性を尊重しあいながら、共に
快適にすごす・・・教わるのではなく、感じて自ら学ぶ「物・人と関わる生活」を体験します。

年少者は年長者への憧れを抱くことで、行動
をお手本とし新しい行動パターンが作られた
り言語面での発達も促進されます。
年長者は年少者がしてほしいことを汲み取る
力や一方的な「やってあげている」状態から
必要なことを観察する目、汲み取る想像力を
養うことができます。
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STEAM プログラム
STEAM（科学、技術、工学、数学、人文科学を総合的に学習する教育手法）の一
部を取り入れ幼児、低学年向けの実践的ワークショップ。教科や学習としての知
識を教わるのではなく、体験活動を通し興味関心をもち考える、調べる、調べたこ
とをまとめるなどの体験をします。またすきっぷならではの「異年齢」での「関わり」
をベースに「相談しあう」「助け合う」「教えあう」「気づき合う」ことを大切に行ってき
たこれまでのシーズンプログラムをより系統化した内容です。

《シーズンすきっぷで育つ力》
・頑張る力（目標に向かい粘り強く取り組む、夢中になる）
・感性（季節を感じる、感じたことを表現する）
・人と関わる力（遊びや生活の中で関わりあう）
「人」「物」「事象」「自然」・・・自分の周りの世界との関わ
りを自ら持ち、関わりを通し自ら学び、獲得していく過程が「生
きた学び」です。春すきっぷでは興味・関心をもつきっかけとな
る「五感を通した体験」を通し、意欲・自主性・集中力や持続力
総じて非認知能力を育みます。
学校や幼稚園では見逃しがちな「内面の葛藤」に寄り添い、心の
成長を支えます。またそうした体験は「自分を大切にする心」＝
自己肯定感を育むことにつながります。
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2020年度春すきっぷ概要
◆開催期間
3月15日(月)～4月2日（金）
※全15日間

◆開室時間
9：15～17：20
※感染症対策として入室時間差を設けます
●9：15～30 の間に入室してください
●16：55～17：20 の間に学年ごとに退室します
各学年の時間帯についてはご予約者にお知らせします

活動内容によって、
デイリースケジュールは異なります。
あくまでも目安としてお考えください。

【一日の過ごし方（例）デイリースケジュール】
9：15～

入室
身支度・自由遊び→集まる

朝の会

9：45~ 午前の体験活動
12：00
弁当
12：30～ しずかな時間
小学生は学習、幼児は工作や絵画、絵本
パズルなどで過ごします

◆対象年齢
年少～小学生

13：00頃~ プレイタイム（ともだちと遊ぶ、自分の
したい遊びをみつけ取り組む）

※年少児は、現ぱんだ組または幼稚園・保育園に在籍してい
る（集団生活経験のある）お子様に限ります

※継続して遊べる「ごっこ遊び」や協働あそびの設定
も行います（選択は自由）

◆参加費

15：00

おやつ

15：15

体験活動

４ページをご確認ください
※キャンセルポリシーも必ずご確認ください

16：40
★感染症対策を徹底し、活動を実施します。

帰りの会

16：55～学年ごとの退室
※プログラムにより開始時間等が上記と異なる場合がございます
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春すきっぷ新型コロナウイルス感染症予防対策
【皆様へのお願い】
１ 検温ならびに健康観察
参加日初日までの２週間、各家庭で「㏠２回」の検温と、健康観察を行っていただき、「健康カード」（予約者に配布）に毎日ご記入いただきます。
参加日前日、夜の検温を終えましたらメールまたはLINEにて健康カードを撮影し画像添付をお願い致します。
２ 登室を控えていただくケース
《本人》
・咳やくしゃみ、大量の鼻水など風邪症状がある
・微熱をふくむ発熱（元気があっても登室はひかえましょう）
・嘔吐や便が緩い、食欲が極端にない（喉が痛いなど）
・寝転がることが多く、いつもより元気がない、食欲もない（倦怠感）
・インフルエンザ、溶連菌、胃腸炎、RSウイルス感染症などの疑い

※活動中、発熱等ふくむ体調の変化、
悪化がみられた場合、速やかにお迎え
にいらしていただくため、活動中は
携帯電話がつながるよう体制を整えておいてください。

《同居のご家族》
・微熱含む発熱を伴う風邪症状や軽微な風邪症状、下痢、倦怠感、胸の痛み、味覚や嗅覚異常がある
・濃厚接触者と特定をうけてから2週間以内または感染者との接触があった日から2週間
・同居の家族の勤務先や学校等で、新型コロナウイルス感染症の疑いまたは感染者が発生し職場内での濃厚接触者の調査中の期間
３ 送迎の仕方
●送迎は階段下までと致します。
※職員や他のお子さんたちとの接触を避けていただきます。
●マスクを着用し、保護者同士の会話は控えてください。
●送迎はきめられた時間帯でお願い致します。万が一遅刻される場合はお電話等でご連絡いただき、指示をあおぐようにしてください。
●自転車が密集してしまわないよう、自転車をとめる間隔をあける、混んでいたら少し離れて待つ、速やかにお帰りいただくなどご配慮を
お願い致します。送迎後は速やかにお帰りいただけますようご協力ください。
●お車の方は、永代通りの路上パーキングにとめていただくか、自転車が込み合わない時間帯（こちらで指定します）にお越しいただきます。
事故防止、密の回避の観点からご協力をお願い致します。
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【運営対策】
●感染症予防対策としての基本的事項
①健康管理・・・毎日、活動時間中に1.2回検温します。
②換気の徹底・・・日常的に行っていますが2方向同時に換気するなどガイドラインにしたがって常時換気を実施します。
③手あらいの励行・・・入室時は消毒液を使い消毒し身支度後に一人ひとり手洗いを実施します。
④職員、講師、小学生のマスク着用（外遊びや身体を動かす活動中はマスクをはずします）
⑤消毒の徹底
・午前午後各１回、床やこどもたちが手を触れる場所を消毒します。
・トイレは使用ごとに清掃、消毒します。トイレ掃除やトイレ介助を行う職員は専用予防着、手袋、ゴーグル着用します。
・玩具、備品は弁当時と終了後に消毒します。
⑥スタッフは、出勤日はもとより毎日健康観察を実施する他、不要不急の外出をせず新しい生活様式を徹底します。また、2班体制とします。
●活動時の感染症予防策
〇自由遊びは、こども同士が密集しないようなコーナー設定を行います。
〇自由遊び時に使用するクレヨンなどは個人持ちの文具を使用します。参加日には必ず持たせてください。
○密集、密接、密閉をさけた環境をできるだけ実践しつつ、こどもたちが窮屈にならず楽しめるプログラムの工夫をします。

【感染者発生時の対応について】
体調不良（発熱、風邪症状、味覚嗅覚異常など軽微な症状も含む）
A：参加児、職員、講師の場合→欠席・欠勤し自宅で過ごす
B：保護者の場合→参加児も欠席し自宅で過ごす

回復

感染の疑い（検査対象者になった場合）

解熱後または症状がなく
なってからまる2日以上経
過してから参加

A：参加児・職員が対象となった場合
消毒の徹底および参加者、スタッフの健康観察を行うとともに個人が特定されないよう十分配慮し保護者に通知
※状況により結果がでるまで閉室する場合もある
B：保護者が対象となった場合
保護者の感染可能期間内に当該保護者に接触した職員等は、検査結果判明まで出勤を控える

陰性判定
参加の有無は保健所や医師の判断
を仰ぐ

感染者発生
速やかに閉室し保健所の指示を仰ぎ感染拡大に努める

4

◆◆ 参加についてのご連絡

◆◆

①持ち物

・健康カード（検温、健康チェック、同居家族の健康チェック）
・連絡帳またはメモ帳（早退等のご連絡事項の記入を御願いします）
・帽子（ゴムつきリュックに入れられるまたは付けられるタイプ）
・水筒（ひも付き。移動時自分でもてるもの。㏠参加の方は補充用の飲料水を持参してください）
・ループタオル、ティッシュ、ハンカチタオル
・弁当（手早く食べられる形状、内容かつ傷みにくいもの）
→ランチョンマット、箸またはフォーク、濡れたおしぼりタオルは弁当袋に入れる
・くれよん、のり、はさみ、セロテープ、水性マーカー、クーピーなどの文具
・小学生は学習道具、幼児は着替え（汚れたら持ち帰ります）
※幼児はお昼寝はありません
・防災頭巾 →単発のお子さんを除き置いて帰ります
・マスク（活動中は幼児は着用しませんが念のため全員持参ください）
・着用したマスクをいれる袋
上記をすべてリュックに入れてください。その他プログラムによって持ち物がある場合があります。

②プログラムについて
・感染防止策を講じ、安全な運営の徹底を致します。
※調理を行いますが、調理道具等の共有はありません。また
調理過程も飛沫が飛ばないよう配慮しながら、自分の食べる分を自分で
作るなど個々で完結する方法にて実施します。
・感染拡大状況により、内容を一部変更する場合もございます。
・講師は自宅からオンラインとなる可能性もございます。
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月
15

火
水
木
2019年度春すきっぷスケジュール
16
17
18

金
19

AM

室内あそび

野外活動～思い切り身体をつ
かってあそぼう～

野外活動～思い切り身体を
つかってあそぼう～

手作りランチ
～パンケーキ～
材料費300円★

野外レクレーション～みん
なで身体を動かしてあそぼ
う～

PM

スポーツレク
(和輝コーチ）

異文化コミュニケーション
ゲーム（アルズ先生）

祝卒園・修了
お花屋さんと作る春のミニ
フラワーブーケ
（アトリエブルージュ）
材料費1000円 ★

STEAMプログラム①
小麦粉絵の具アート
材料費100円
★（まゆみ先生）

だれでも簡単！
段ボール編みの小物作り
（板垣すが子先生）
★

22

23

24

25

26

AM

手作りランチ～海苔巻
き～材料費500円 ★

野外レクレーション～
いろいろおにごっこ～

野外レクレーション
～ピクニックにいこう～★

野外レクレーション～
いろいろおにごっこ2
～

探求プログラム①
春のオリエンテーリング～
Walk Talk Creation

PM

SSTゲーム
聞く・話す・つながる
（まゆみ先生）

STEAプログラム②
サイエンス実験
（ザッキー）

STEAMプログラム
③オリジナル花瓶カバー
デザイン（東京Aリス氏）
★

リトミック■
バルーンプログラム
（小宮しのぶ先生）

STEAMプログラム④
泡が動く？ラバランプ作り
（まゆみ先生）
材料費300円

29

30

31

4/1

2

AM

STEAM プログラム
⑤公園を探検しよう
～みぢかな科学・算
数・デザイン★
（まゆみ先生）

STEAMプログラム ★
⑤続 公園を探検しよう
～みぢかな自然をアートする
（まゆみ先生）

野外レクリエーション
～みんなで身体を動かして
あそぼう～

手作りランチ～サンド
イッチ～
材料費300円★

PM

リズムで繋がる身体
あそび ■
（小宮しのぶ先生）

新学期自分で作った時計をみ
て時間にあわせて行動しよう
～お花の時計ボード作り～材
料費1000円 ◎
（石橋真弓先生）

お菓子作り ◎
～コロコロフレーク～
（中田明子先生）
きなこやはちみつでつくる
キャンディ。お持ち帰り用
あり。材料費300円

チーム対抗！★◎■
頭と身体をつかった
レクレーションゲーム
（縄とび、ボール、
ツイスターゲームなど

認知探求プログラム②
かっこいい＆かわいいを
アートする～クリエイティ
ブワークショップ
「ぼくわたしが思う
かっこよさ・かわいさって
なんだろう？」
考える・深める・発想と発
見したことを様々な手法で
形にします★ ◎
（まゆみ先生）

※くわしい持ち物は参加確定者に配信します（★は基本の持ち物に加え活動に必要なもちものがある日です）」
※■は江東区文化センターにて実施するプログラムです。お迎えは江東区文化センターです。
※配信メールサービスのクラス選択がシーズンすきっぷになっているかお申込み時に必ずご自身で確認してください
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キャンセルポリシー

参加費用について
参加期間

参加費

参加費納入後キャンセルをされる場合は、キャンセルの時期に応
じて以下のキャンセル手数料が発生します。
なお、3月8日正午以降のキャンセルは、 全額お支払いとなります。
食材以外の材料は製作キットにして後日お渡しいたします。

ALLコース全10日間

39600円（税込）

7日以上参加の方におすすめ

1day

5500円（税込）

一日単位のお申し込み

half

3500円（税込）

半日単位のお申込み
①入室～11：45
②13：00～退室

時期

料金

幼稚園や学校の放課後利用
の方や午後のプログラムのみ
利用したい方におすすめ
※ ◎の日は15：00以前に
プログラム開始

予約完了～
3月8日正午

事務手数料2,000円
参加費、材料費全額返金

3月8日正午以降～

事務手数料2,000円
参加費返金なし
材料費一部返金（調理）
その他は材料、つくり方
をお渡しします

ショート

2000円（税込）

※キャンセル時の返金は直接返金させていただくかご指定の口座
にお振込み致します。お振込みの場合は振込手数料を加算してご
請求致します。あらかじめご了承ください。

※全コースに傷害保険（けがをした場合1回の通院で1000円上限90回まで）が含まれます。
※全コース 参加日に記載した材料費を別途お納めいただきます。

お申し込み完了までの流れ
参加希望コース(１DAY、halfショー
トの方は参加希望日時）を記載し
メールにて申し込み
k.oyako.sc@tbz.t-com.ne.jp

★受付開始

2月22日（月）12:00～
予約日から土日を除く5日
リ

以内に参加費、材料費を

ンク・スマイルよりご返

納めていただき、申し込

信致します

み完了となります（お振

仮予約が完了した旨

【振込先】
りそな銀行
日本橋支店
普通
0182444
NPO法人リンク・スマイル

込み又は直接来室）

※定員となり次第受付終了
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