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ご確認事項：

夏休みのプログラム スケジュール

2019/7/22∼8/31
【学童部門・塾部門共通】

お問合せ：

※料金は税込です。また、料金には保険代が含まれています。
※参加費について、学童レギュラー生・塾部門生徒は８月分月謝の際に合わせて引き落とし、

スポット生・その他外部生についてはお振込にてお支払をお願いします（お申込後、別途ご案内）。
※【遠足】雨天決行です。
※●は塾部門の休塾日です。
※★は夏期講習（小学部）開催日です（10:30〜12:05詳細は別紙）
※学童部門の通常プログラム、サス学フィールドワーク、キャンプについては別紙参照ください。

電話 ：０４-７１０５-２９４８
＊平日13:00〜20:00  

ＦＡＸ：０４-７１０５-２９４９
住所 ：〒277-0843 柏市明原3-4-16 2F

Ｅメール ：info@next-ph.jp

WEBサイト：http://www.next-ph.jp/

①国旗のヒミツ

②深海のふしぎ

③ゴジラ×まち

④元号のナゾ

⑤ひみつ道具

⑥ドローン

⑦読書感想文

⑧読書感想文

⑨天体観測ナイト

⑩時計づくり

⑪わくプロ

⑫水でっぽう

⑬JAL飛行機工場

⑭ANA飛行機工場

やさと農場キャンプ

大洗海キャンプ
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サス学スペシャル！

とことん「探究」！

夏休みの宿題にも！ものづくり＆工作読書感想文
スペシャル

夏休みの“２大”宿題といえば、
自由研究・工作と、そして読書感
想文！ついつい後回しにしがちで
すが、今年の夏こそは早めに終わ
らせちゃいましょう。この講座で
は、読書感想文をスラスラ書ける
ワザ教えちゃいます！
※このプログラムでは「下書きを
つくるところ」までを行います。

⑦7／30 (火) ⑧ 8／9 (金)
各13:00〜15:00

対 象：⼩２〜６

参加費：3,500円

夏の遠足プログラム！

ネクスファ夏休みスペシャル！

お申込書

□ 7/24(水)【遠足】JALの飛行機工場見学へGO！
□ 7/26(金)【工作】世界に１つの時計を手作りしよう！
□ 7/26(金)【サス】国旗のヒミツ
□ 7/30(火)【工作】自由工作×わくプロ！
□ 7/30(火)【読書】読書感想文スペシャル
□ 7/30(火)【探究】ひみつ道具は実在する！？
□ 8/  6(火)【サス】深海のふしぎ２
□ 8/  7(水)【遠足】ギャラクシティへ行こう！

学年 氏名

キリトリ線

□ 8/8(木)  【工作】水でっぽうでバトルしよう！
□ 8/9(金)  【読書】読書感想文スペシャル！
□ 8/9(金)  【特別】天体観測ナイト！
□ 8/19(月)【遠足】ANAの飛行機工場見学へGO！
□ 8/20(火)【サス】ゴジラがまちにやってきたら！？
□ 8/27(火)【サス】元号のナゾをときあかせ
□ 8/30(金)【探究】ドローンを飛ばそう！

今年の夏休みはスペシャルプログラムが満載！夏だからこそ、体験できること。
ふだんできないことにチャレンジしたり、ちょっとマニアックなことを学んでみたり。ひとまわりもふたまわりも成⻑できる夏に！！

①「国旗」のヒミツ
〜世界にひとつの国旗をつくってみよう！〜

国旗ってなぜあるの？地球上には
200以上の国と国旗があります。国
旗に隠されているルールや秘密を
解き明かしながら「ありそうでな
い」自分だけの国旗を作ります！

7／26(金)
16:00〜17:30
定員15名

参加費：①3,000円 ②3,500円

持ち物：筆記用具

②深海のふしぎ２

宇宙よりもナゾがあるとも言われ
ている深海のふしぎを解き明かし
ます。２年前に実施した続編です。
深海生物づくりにもチャレンジ！
持ち帰って夏休みの自由研究に！

8／6(火)
13:00〜15:00
定員15名

参加費： ①3,500円 ②3,000円

（別途材料費500円） 持ち物：筆記用具

作品を入れる紙袋・箱（15cm×15cm以上）

③ゴジラがまちに
やってきたら！？

もしもゴジラがまちにやってきた
らどうする！？巨大生物について、
さらに身の周りにいる危険生物や
災害について、また身の守り方に
ついて学びます！

8／20(火)
13:00〜14:30
定員15名

参加費：①3,000円 ②3,500円

持ち物：筆記用具

④「令和」元年！
元号のナゾをときあかせ

さあ、「令和」がスタート！そも
そも元号ってなんでしょう？日本
の歴史と元号のヒミツを解き明か
します。発売されたばかりの元号
ゲームにもチャレンジしてみよう。

8／27 (火)
13:00〜14:30
定員15名
参加費： ①3,000円 ②3,500円

持ち物：筆記用具

⑤「ひみつ道具」は実現する！？
〜できるのかどうか本気で考えてみる90分〜

国⺠的⼈気アニメ（何かわかりま
すよね^^）に登場する数々の道具。
現在の技術で実現しているものも
あります。じゃあ他の道具は未来
にできるのか！？実験も交えなが
らみんなで考えてみましょう！

7／30(火)
16:00〜17:30
定員15名
参加費： ①3,000円 ②3,500円

持ち物：筆記用具

⑥ドローンを飛ばそう！２
〜そして未来の乗り物を発想してみよう〜

前回大⼈気だった「ドローンを飛
ばそう！」第二弾の今回もたくさ
ん飛ばしてもらいます！そしてプ
レサス学でも取り組んだ未来の乗
り物をワクワクと考える2時間です。

8／30(金)
13:00〜15:00
定員15名

参加費： ①3,500円 ②4,000円

持ち物：筆記用具

⑩世界に１つの
時計を手作りしよう！

いつも目にしている時計。なぜ12

時までなのか？時計や時間のナゾ
を探究しつつ、オリジナルの時計
を手作りします！

7／26 (金)
13:00〜15:30
定員15名

参加費：①3,000円 ②3,500円（別途材料費700円）

持ち物：お菓子などの空き缶・ブリキ缶

● いきなり原稿用紙は使いません！

● メモをたくさん書くのが近道！

● メモが文章につながる “まほうのことば”

● 何よりみんなでやるから、楽しくできる！！

point

持ち物：本（線を引いたり書き込んだり
するので購入したものを持参ください）/
筆記用具 ※原稿用紙は必要ありません。

⑪自由工作×わくプロ！

絵の具をつかった作品づくり。色
と光の不思議を学んだあと、グラ
デーションペーパーをつくり、さ
らに図形アートにもチャレンジ。
作った作品は夏の自由工作に！

7／30 (火)
11:00〜12:30
定員15名

参加費：①3,000円 ②3,500円（別途材料費500円）

持ち物：筆記用具 講師：asマテリアル

「海のイメージを膨らまそう！水彩パステルアート」
⑫水でっぽうをつくろう！
＆バトルしよう！！

夏と言えば水でっぽう！カッコい
い水でっぽうを手作りして、みん
なでバトルしよう！！

8／8 (木)
13:00〜16:00
定員15名

参加費：①3,500円 ②4,000円（別途材料費600円）

持ち物：水着・着替え・タオル

⑭ANAの飛行機工場
見学へGO！

⑬JALの飛行機工場
見学へGO！

なかなか予約がとれない、飛行機の機体工場見学！実際に整備している様子が
見学できます。JAL・ANAの2回チャンスがあります！

※⑬⑭同じです。

参加費：①3,000円 ②4,800円

交通費：610円（※きっぷの場合・往復）

7／24 (水)
10:00〜17:00
定員12名

8／19 (月)
10:00〜17:00
定員20名

持ち物：お弁当、水筒、タオル、帽子、おこづかい（お土産用※金額は必ずおうちの人と相談の

上、必要に応じて持参して下さい）、おやつ（３００円程度）

⑮ギャラクシティへ行こう！

8／7 (水)
9:00〜16:30
定員20名

子どもの好奇心を大きくそだてる
わくわく、どきどきのギャラクシ
ティ。プラネタリウムやボルダリ
ング、アトラクションで遊ぼう！

参加費：①3,000円 ②4,800円

交通費：560円（※きっぷの場合・往復）

持ち物：お弁当、お金（１００円：プラネタリウム観覧料）、

タオル、帽子、水筒、おやつ（３００円程度）

天体観測ナイト！

⑨8／9 (金)    19:00〜20:30
定員：親子15組

夏ならではのスペシャル企画！
「望遠鏡のプロ」に教わりなが
ら星空観察。月や木星、土星も
見えるかもしれないそうです！

参加費：2,500円（親子でご参加ください）

場所：手賀沼フィッシングセンター（現地集合・解散）
詳細はお申込いただいた方にお伝えします。

※参加するプロジェクトにチェックをつけて提出ください。
※時間外のご利用を予定している方は滞在予定時間をご記入ください。
※QRコードからアクセス、申し込んでいただいてもOKです。

※参加費：①学童部門レギュラー生・夏休みレギュラー生／塾部門生徒
②スポット生・その他外部生

※サス学の対象は小２〜です。１年生で参加ご希望の方はご相談ください！

定員：各12名


