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ご あ い さ つ 

 

いつもネクスファの活動にご理解とご協力をいただき、 

誠にありがとうございます。 

今夏は、昨年はできなかったキャンプをはじめ、 

遠足や、屋外での行事をぐっと増やしました。 

変わらず、サス学や科学をはじめとした学びのプログラムも充実。 

また「ネクスファ大学」という新しい試みもスタート！ 

平日では中々できない「非日常」を存分に味わっていただき、 

お子さまたちの「記憶に残る夏」にしていただければ幸いです。 

ネクスファ 
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【学童保育部門】 夏休み期間の対応について 
 

＜開所期間＞ 

日程：2022年 7月 21日(木)～8月 31日(水) （土日祝日を除く 28日間） 

※休所期間：2022 年 8 月 12 日(金) 

時間：7:30～20:00（7:30～8:00、19:00～20:00は時間外保育） 

 

＜申込について＞ 

受付期間：６月 3日（金）～6月 17日（金）   ※6月 17日（金）締切 

※おやつ、材料、スタッフ調整、スポット生・外部生受入枠確保等のため、締め切り厳守でお願いします。 

提出物：＜小学生＞夏期申込書 

定員：1日当たりのご利用人数 50名まで 

  ※レギュラー生、スポット生、外部生の順でご利用が優先されます。定員を超えた場合、スポット生と外部

生の方にはご利用をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

＜１日のスケジュール（めやす）＞ 

7:30～      早朝利用 

8:00～      随時登所 

8:00～12:15   自由時間（外遊びなど） ※市民プール利用は 9:00～11:00の間 

遊び場として、西口第一公園、豊四季台公園 等を予定。 

また、図書館や児童センター等、地域の施設に行くこともあります。 

12:15～13:00ごろ 昼食・昼休み 

13:00ごろ～13:50ごろ 学習時間 

  通常、国語を履修しているお子様は音読、英語を履修しているお子様は１０分レッスンを実施します。 

13:50ごろ～15:30 自由時間 

15:30～17:30    プログラム・おやつ 

「なつまつり」など、長時間準備を要するものは午前または早めの時間帯から実施する場合があります。 

※おやつに関して、アレルギーがある場合は事前にお伝え下さい。 

18:00～18:10   片付け・整理整頓 

18:10～19:00    自由時間 

 19:00～20:00   延長利用 

 

＜持ち物について＞ 

・お弁当（午前から午後にかけての利用の場合） ※別途、お弁当の注文も可能です（後述） 

・水筒 

・着替え（指定のロッカーがないため、必要な日のみお持ちください） 

・プール道具（入りたい日のみ）※プール入場料（100円）、ロッカー代（10円）を持たせて下さい。 

 

＜夏休みの宿題について＞ 

学習時間は、学校の宿題・自学教材の学習または学習にかかわる書籍（漫画、迷路等は NG、学習漫画は 

可）の読書のみ行います。 
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＜ご利用料金について＞（全て税込） 
■通常期レギュラー生・外部生料金 

 
 

※料金は長期休み期間中のご利用分となります。（通常月謝とは別。夏休みのみ 8月分の月謝を含む） 

※週回数にかかわらず期間内で一律の料金となります。 

※通常期スポット生は長期休みのみでも通常期レギュラー生の利用を希望することができます。 

長期休みの申込書にてお知らせください。 

 

■スポット生（1日単位の利用・通常期と同様） 

午前（ 8：00～13：00） ３，３００円 

午後（13：00～19：00）  ３，６００円 

終日（ 8：00～19：00）  ６，０００円 

 

■外部生スポット料金 

 

 

※有料プログラム(春休みスペシャル)のみご参加の場合、スポット・外部生スポット料金は発生しません。 

ただし、有料プログラム実施前後 15分を超えた場合の滞在については、時間外料金が発生いたします。 

※外部生とは、通常のご利用がない方に限ります。入会金、年会費、施設維持費はかかりません。 

 

■時間外料金 

２５０円／１５分 （７：３０～８：００／１９：００～２０：００） 

 

＜注文弁当について＞ 
５００円／1食 ‟ミートショップ アサノ“にお弁当を注文できます。 

必要な方は別途コドモンにてお弁当注文についてのアンケートにご回答の上、ご注文をお願いします。 

 

＜お支払い方法について＞ 
・口座振替（７月 20日）にてお支払いいただきます。 

・時間外料金については、月末締め翌月２０日清算となります。 

※外部生はコドモンアプリにご登録の上、振替口座のご登録をお願いいたします。 

※料金には学童プログラム参加料金、おやつ代、傷害保険代が含まれています。 

※7月 6日以降のキャンセルの場合、おやつ、材料、スタッフ調整等の都合上、やむを得ない事情を除き、

ご返金はいたしかねます。 

 

・塾部門の夏期講習、有料プログラム（夏休みスペシャル）については次ページ以降をご確認下さい。  

春休み 夏休み 冬休み

小学1年生 21,0 0 0円 6 6 ,0 0 0円 18 ,0 0 0円

小学2～3年生 18 ,0 0 0円 6 3 ,0 0 0円 16 ,0 0 0円

小学4～6年生 15,0 0 0円 53 ,0 0 0円 14 ,0 0 0円

外部生 48 ,0 0 0円 9 6 ,0 0 0円 4 2,0 0 0円

小学１～６年生 4,50 0円 4 ,8 0 0円 9 ,0 0 0円

午前利用

(8 :3 0 ~13 :0 0 )

午後利用

(13 :0 0 ~19 :0 0 )

終日利用

(8 :3 0 ~19 :0 0 )
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【学習塾部門】 夏期講習について 
■夏期講習期間について 

夏期講習期間：８月１日～８月３１日 

時間帯：＜小学部＞ 10:30～11:15、11:25～12:10 

    ＜中学部＞ 15:30～16:20、16:30～17:20、17:30～18:20、18:30～19:20、19:30～20:20 

          ※10:30～12:20 のコマは、中 3 生のみ自習可能。（要事前予約） 

※13:30～14:20、14:30～15:20 のコマは、中学生のみ自習可能。（要事前予約） 

※各コマの定員に達した場合、受講希望は先着順とし調整させていただきます。 

コマ数：＜小学部＞ １年生：８コマ（４日間目安）を選択。 

２～６年生：１６コマ（８日間目安）を選択。 

    ＜中学部＞ １～２年生：２４コマ（１２日間目安）を選択。 

          ３年生：６０コマ（１２日間以上目安）を選択。 

          ※「夏期申込書」の講習実施日時より選択してください 

■講習内容 

小学部：算数・国語の２科目をサポート。１学期の復習／２学期の先取り双方を学びます。しっかり学んで、 

新学期の準備を整えましょう！特に小６生は中学に向けた復習を徹底できる、大切な夏です。 
 

中学部：中１～２生は数学・英語の２科を集中的に、個々に合わせた１学期の復習徹底及び２学期に向けた先取

り学習を中心に進めます。塾内テストで成果をはかり、次回の定期テストでは自己ベスト更新！ 

中３生は勝負の夏！５科目の１～２年範囲の最終確認に加え、入試対策を行います。 

中学部 国数英の特別集中講座：中学生の準必修講座です。詳細は中学生用案内をご一読ください。 

 

【小学部（小１）】  

教科 ：国語・算数（４５分×２コマ×４日＝合計８コマ） 

授業料：■内部生：１２，０００円／■外部生：２０，０００円 ※税込・教材費・夏期空調代含む 

【小学部（小２～６）】※小学２年生で８コマ（４日間目安）をご希望の方はご相談ください。 

教科 ：国語・算数（４５分×２コマ×８日＝合計１６コマ） 

授業料：■内部生：２４，０００円／■外部生：３５，０００円 ※税込・教材費・夏期空調代含む 

【中学部（中１・２）】 

教科 ：英語・数学（５０分×２コマ×１２日＝合計２４コマ） 

授業料：■内部生：３５，０００円／■外部生：４５，０００円 ※税込・教材費・テスト代・夏期空調代含む 
 

【中学部（中３生）】 

教科 ：英語・数学・国語・理科・社会（５０分×２～５コマ×希望日数＝合計６０コマ） 

授業料：■内部生：６８，０００円／■外部生：８８，０００円 ※税込・教材費・夏期空調代含む 

【中学部 国数英の特別集中講座】 

教科 ：英語・数学・国語（５０分×２コマ×６日＝合計２４コマ） 

授業料：■内部生：１９，０００円／■外部生：３７，０００円 ※税込・教材費・夏期空調代含む 

 
 
※通塾生は準必修での参加となります。受講しない場合、夏期講習期間はお休みです。 
※内部生は、ネクスファ塾部門に通っている通塾生、および学童保育部門のレギュラー生となります。 
※期間内に指定日数分来ることが難しいという場合には、夏期講習期間より前の日程での振替が可能です。 
※中３生は、Ｖもぎ受験費用（4,100円）が別途必要です。 

夏休みスペシャルのご案内 
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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、思いっきり探究したり。たくさん成長できる夏に！！ 

 

※参加費：①学童部門レギュラー生／塾部門生徒 ②スポット生・その他外部生 

 

「サス学」スペシャル 

「とぶ」の研究 ～もしとべるとしたら！？～ 

8/23(火)14:30～15:50 対象：小 1～6 定員：12名 

「とぶ」ってなんだろう？ジャンプする？空を飛ぶ？地球上には「とぶ」生

き物がたくさんいます。鳥、昆虫、動物、植物の種・・・様々な生き物のと

ぶメカニズムを、実際に触ってみながら解き明かしていきます。人間はなぜ

「そら（空・宙）」を目指してきたのか？棒高跳び、スキージャンプ、飛行

機など人間の「とぶ」への挑戦も学びます！ドローンも飛ばしちゃおう！ 

 

参加費：①2,750円 ②3,300円 持ち物：筆記用具 

 

 

 

光る石の図鑑をつくろう！ 

8/4(木)14:30～15:50 対象：小 1～6 定員：12名 

水晶をはじめとしたキラキラ石の「ホンモノ」図鑑をつくろう！ 

いろんな石や鉱物をじっくりルーペで観察。色や形、かたさのちがいを見てみ

て、世界にひとつの図鑑をつくってみよう！化石もゲットできるかも！？ 

 

参加費：①3,300円 ②3,850円 材料費：500円 持ち物：筆記用具 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

理科実験 in Exedra！「銅鏡
どうきょう

をつくろう！」 

8/16(火)14:00～16:00 対象：小 3～6 定員：10名 

 

柏駅西口近くの科学館「Exedra（エクセドラ）とのコラボ！夏のス

ペシャルということでなんと「鏡の鋳造・研磨体験」にチャレンジ！ 

スズとビスマスの合金での本格的な実験。マイ銅鏡が制作できま

す。金属の融点降下や鏡が光を反射する原理も合わせて学びます！ 

 

参加費：①1,800円 ②2,500円 材料費：3,500円  

持ち物：筆記用具 

 

サス学スペシャル！ 

科学探究スペシャル！ 

ネクスファ大学！ ※定員 12名  
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7/21 (木)～8/31(水) 13:15～14:15   

対象：小１～６ 定員：12名 

 

ネクスファに関わる、多様性に富む大学生スタッフたち。法学にスポーツ医

学、看護に VR、外国語・・と専門にする内容は本当に様々。また、彼らは学業

だけでなく、様々な得意技や趣味を持っています。 

この夏の大スペシャル企画！として、学生のみなさんが自分の研究や大学で

学んでいること、また独自で探究していることをこどもたちにレクチャーする

機会をつくりました。その名も「ネクスファ大学！」 

たくさんの講座を用意しました。何コマでも受講 OKです！受講してくれたみ

なさんには“卒業証書”をプレゼント！こどもたちにとって、大きな学びの機

会になること間違いなし。ぜひご受講ください！ 

 

※詳細の実施日程は申込書を参照下さい。 

※各講座の実施日時は後日ご案内いたします。 

 

講座名・内容（全１６講座） 

・ 錯覚と VR（八戸琢磨：筑波大学大学院） 

筑波大学 VR研究室のやべちゃんが最新の VRと手軽にできる錯覚を紹介します。 

 

・ 船長への道（八戸琢磨：筑波大学大学院） 

１級小型船舶操縦士のやべちゃんが船の操縦方法と気をつけることを教えちゃいます。 

 

・ 魅惑の昆虫の世界～クワガタ編～（松濤拓真：順天堂大学大学院） 

日本にいるクワガタ（特にオオクワ）の生態について詳しくなろう！ 

 

・ 魅惑の海洋生物の世界～シャチ VSジンベエザメ編～（松濤拓真・塩川姫華） 

シャチ好き、ジンベエザメ好きの２人から生態（大きさ、分布、餌等）を学ぼう！ 

 

・ 世界の言語を学ぼう（杉浦朱門：東京外語大学フランス語科） 

   今回は７言語を紹介。身の回りの世界の言語やお気に入り言語を見つけよう！ 

 

・ たのしい世界史入門（杉浦朱門：東京外語大学フランス語科） 

今日から学びたくなる！？おもしろ話たくさんの「世界史の世界」へ飛び込もう！ 

 

・ 乳幼児の発達段階について理解しよう（髙橋ともみ・寺内彩優：聖徳大学） 

乳幼児の心や身体の発達、言葉の獲得など･･･クイズ形式で楽しく学んでいきます！ 

 

・ 言葉のイロハ（鹿又航平：國學院大学） 
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みんな当たり前に“言葉”を話しているけど、どうやって話せるようになったのかな！？赤ちゃんに戻った

気持ちになって考えてみよう！ 

 

・ 私たちは本当に地球人？（森田雄大：國學院大学） 

もし人間より前に地球に住んでいた人たちがいたらあなたはどうする？ウルトラセブンの話から考えよう！ 

 

・ 戦国武将の兜に隠された意味（森田雄大：國學院大学） 

戦国武将がかぶる兜は頭を守るだけじゃダメなの？そこに隠された秘密を探ってみよう！ 

 

・ 野菜のお花（長井真鈴：千葉大学園芸学部） 

いつも食べてる野菜がこんなにすてきな花を咲かせるなんて！！ 

 

・ 認知症を体験してみよう！（塩川姫華：星槎大学） 

おじいちゃんおばあちゃんになったらボケちゃうの？将来、ご飯や散歩、トイレ、お風呂にひとりで 

入れなくなるかも？！もしそうなった時、どうすればいいのかな？一緒にかんがえてみよう！ 

 

・ ストロー機械工学（根本麻生：日本大学理工学部） 

アイディアや考えを具体的な形にするにはどうしたらいいの？実際に作りながら考えよう！ 

 

・ ほんとにあるの！？世界の面白い法律（繁田成馬：早稲田大学法学部） 

世界には驚くような法律がいっぱい。電車内で寝たら罰金！？ 

一緒に楽しく法律を学ぼう！ 

 

・ 法律を知ろう！（櫻井修嘉：日本大学法学部） 

これも違反？！となるような法律を紹介。日常の法律違反を発見してみよう！ 

 

・ 見た目のみりょく（社会心理学）（米川愛：法政大学） 

  どっちが魅力的に見える？写真を見て選んでみよう。それはなぜなんだろう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の遠足スペシャル！ ※定員 各 15名  

参加費：①１６，５００円 ②３３，０００円 

 ※参加日数に関わらず料金は同じです。ぜひたくさんご受講ください！ 

◆定員に到達次第締め切りといたします 
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スカイツリー＆千葉工業大学スカイツリーキャンパスへ！ 

7/22 (金) 9:00～17:00 対象：小２～６ 

 

こどもたちからリクエストが絶えないスカイツリー探検へ！ 

“天望デッキ”にも登りましょう！ 

千葉工業大のスカイツリーキャンパスも訪問。ロボットや３D、VRなど 

最先端の技術をたっぷり体験できる施設です！ 

 

参加費：①5,400円 ②6,600円 ※入場料・保険代等含む 交通費：580円 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

葛西臨海水族園へ行こう！ 

7/26(火) 9:00～17:00 対象：小１～６ 

 

コロナ禍から２年、ようやく一般入場できるようになった葛西臨海水族園！ 

たくさんのクロマグロが泳ぐ水族館は圧巻！ペンギンも、アザラシも！じっくり

見学して、葛西臨海公園でも遊びましょう！ 

 

参加費：①4,400円 ②5,500円 ※入場料・保険代等含む 交通費：580円 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

科学未来館へ！「キミとロボット ニンゲンって、ナンダ？」 

8/25(木) 9:00～17:00 対象：小１～６ 

 

お台場にある日本科学未来館へ！地球や最新技術などが展示されている常

設展はもちろんですが、目玉は 90種類、130点のロボットがずらりと並ぶ

特別展！ロボットとわたしたちの関係をひもとくことで、さまざまな人間

のすがたを発見し、「人間とは何か？」を問いかける展覧会へ GO！ 

 

参加費：①4,400円 ②5,500円 ※入場料・保険代等含む 交通費：900円 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

※共通の持ち物：弁当、水筒、ぼうし、おやつ、レジャーシート 

※交通費は PASMO、SUICA などで持参ください。 

 

 

 

 

 

 
 

やさと農場キャンプ！  
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「農場での暮らしを体験する」 

ネクスファで 10年間通い続けているやさと農場。このキャンプを通じて、自然のこと、農業のこと。 

豚や鶏を飼い、それを食べること、そして農場で働き、暮らす人が大切にしていること・・・ 

そんなことを知り、肌で感じてもらえるとうれしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  1泊 2日キャンプ 

8／19(金)～20（土）  

対象：小１～６ 定員 各 18名 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  デイキャンプ 

8／2(火)  

対象：小１～６ 定員 各 18名 

 

 

 

 

  

参加費：①２２，０００円 ②２６，４００円 

 ※体験料、食費、宿泊費、保険代等含む 

 別途交通費：３，３００円（貸切バス代金として） 

◆定員に到達次第締め切りといたします 

◆小雨決行、荒天時は中止 

◆持ち物など詳細はお申込いただいた方に別途案内します 

集合・解散 

8/19(金) 

8:30 ネクスファ集合、貸し切りバスで移動 

10:30 やさと農場着 

8/20(土) 

16:30 現地出発 

18:00 ネクスファ到着 

-------------------------- 

＜予定していること＞ 

★ 農場見学ツアー 

★ ツリーハウス・巨大ブランコで遊ぶ 

★ 産みたての卵をとる 

★ キャンプファイヤー！ 

★ ナイトウォーク 

★ 農場の豚やヤギと触れ合う 

★ 思いっきりザリガニ釣り など 

スケジュール 

参加費：①９，９００円 ②１２，１００円 

 ※体験料、保険代等含む 

 別途交通費：３，３００円（貸切バス代金として） 

◆定員に到達次第締め切りといたします 

◆小雨決行、荒天時は中止 

◆持ち物など詳細はお申込いただいた方に別途案内します 

集合・解散 

8:30 ネクスファ集合 

9:15 貸し切りバスで移動 

10:30 やさと農場着 

16:30 現地出発 

18:00 ネクスファ到着 

-------------------------- 

＜予定していること＞ 

★ 農場見学ツアー 

★ ツリーハウス・巨大ブランコで遊ぶ 

★ 水鉄砲ウォーズ！？ 

★ 農場の豚やヤギと触れ合う 

★ 思いっきりザリガニ釣り など 

スケジュール 
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7/29(金)～30（土） 

対象：小２～６ 定員 18名 

 

毎年訪れている大洗の海！今年も様々な海のアクティビティに挑戦！思いっきり海遊びに没頭する２日

間です！思いっきり泳いで、砂浜で遊ぶ。磯で生き物探しもやりましょう♪ボディボードの体験も！？ぐっ

と成長できる２日間になること間違いなし！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

集合・解散 

7/29（金） 

9:30 ネクスファ集合～電車・バスで移動 

11:30 大洗キャンプ場到着 

7/30（土） 

15:00 現地出発 

18:00 ネクスファ到着、解散 

---------------------------- 

＜予定していること＞ 

★ 海遊び！ 

★ 地元の方とマリンスポーツで遊ぼう！ 

★ 水鉄砲ウォーズ！？ 

★ 花火大会！！ 

★ ナイトウォーク！？ 

★ 海の見える神社にお参り 

★ 磯たんけん＆生き物探し 

 

スケジュー

ル 

参加費：①２２，０００円 ②２６，４００円 

※体験料、食費、宿泊費、保険代等含む 

 別途交通費：２，８００円（電車代として） 

◆定員に到達次第締め切りといたします 

◆小雨決行、荒天時は中止 

◆持ち物など詳細はお申込いただいた方に別途案内します 

海キャンプ in 大洗 
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7/25(月)、8/5(金)、8/18(木) 9:30～14:30  

対象：小１～６ 定員 各１０名 

 

昨年からスタートした農園「ネクスファーム」。今回収穫するのはトマト、

ナス、すいかなど主に夏野菜となる予定。無農薬栽培のヒケツ、益虫や害虫

について学びつつ、「脇芽かき」や「切り戻し」など、収穫と同時にそれぞ

れの野菜のメンテナンスもしながら、自然との付き合い方を学びます！ 

 

参加費：①3,300円 ②4,400円 交通費：往復 240円 

持ち物：帽子、水筒、軍手、着替え、汚れてもいい靴または長靴（靴の替え） 

 

※交通費は PASMO、SUICAなどで持参ください。 

※お弁当は不要です（お昼ご飯は料金に含まれます） 

  

ネクスファームで自然農業体験！ 
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夏期申込書について 

 

申込書は、学童、夏期講習（塾）、有料プログラム、夏休みスペシャル、キャンプ、漢字検定の複合申込書です。

各部門の内容をご確認いただき、次ページの記入例を参考に「夏期申込書」内のご希望の時間帯に〇印を明記し

て６月 17 日（金）までご提出下さい。提出期限を過ぎるとご希望に添えないこともございます。あらかじめご

了承ください。ご不明点がございましたら、コドモンやメール、お電話にてお問い合わせください。何卒宜しく

お願い致します。  

 

■学童保育部門にについて 

各プログラムは学年によって実施時間・曜日を分ける場合や登録者のみのものがあります。 

 プログラムは 15:30～17:30の間で 30～90分程度行います。(夏祭り等の場合は午前中から実施) 

 

予定変更、申込日に欠席する場合等は保護者アプリ(コドモン)にてあらかじめご連絡をお願いいたしま

す。 

追加のご利用日のご希望がある場合、1日の定員の都合上、お受けできない場合があります。 

ネクスファでは引き続き感染症対策を実施していきます。お子様の来所の際に検温を実施いたします。マ

スクの着用にもご協力をお願いいたします。 

 

※おもちゃの持ち込みについて 

長期休みの間、滞在時間が長くなるため、自宅にあるおもちゃの持ち込みを許可しております。 

おもちゃを持ち込む際は、何をどれくらい持っていくのか等、必ず保護者の方と相談してから持ってくるよ

うお願いいたします。なお、電子ゲームは持ち込み禁止です（学習用途用タブレット等は可）。 

持ち込んだおもちゃについては、交換（特にカードゲームなど）、貸し借り等は控えてください。 

おもちゃの破損、紛失等に伴うトラブルについては一切の責任・補償を負いませんのでご了承願います。 

 

■夏期講習（塾）について 

１年生は８コマ（４日間目安）、２～６年生は１６コマ（８日間目安）を選択して、申込書に○を記入してく

ださい。期間中に指定コマ数の履修が満たない場合は、7月もしくは 9月に振替対応させていただきますので、

備考欄やコドモンにてご連絡ください。 

夏休み中は英語を含めた通常授業は実施しませんが、学習の定着を図るため、通常授業で国語を履修している

お子様には「音読」、英語を履修しているお子様には「10分レッスン」を、開所日に毎回実施します。 

 

■夏休みスペシャル 

各プログラムには定員を設けています。お申込が多いものについては調整をさせていただく場合がございます。 

  

■キャンプ 

申込書に〇を記入してください。定員に限りがございますので、申込用紙提出の先着順となります。お早めに

お申し込みください。 

 

■漢字検定 

 ８月２３日（火）10:30～12:15にネクスファ内で実施予定です。申込書に受検級をご明記ください。 

 受検料は 7月 20日に口座引き落としさせていただきます。 

・８～１０級＝1,500円 ・５～７級＝2,000円 ・準２～４級＝2,500円 ・２級＝3,500円  
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日にち

○ ○

夏スペ 13:15～14:15 ネクスファ大学① ○ 9:00～17:00
遠足（2～6年）
スカイツリー

日にち

○ ○ ○ ○

夏スペ 9:30～14:30
ネクスファーム

（1～6年）
9：00～17：00

遠足（１～6年）
葛西臨海水族園

13:15～14:15 ネクスファ大学② ○ 13:15～14:15 ネクスファ大学③ ○ 9：30～翌18：00 大洗キャンプ
（2～6年・1泊2日） ○

日にち

○ ○ ○ ○

10:30～11:15 教科 ○ 10:30～11:15 教科 ○ 10:30～11:15 教科

11:25～12:10 教科 ○ 11:25～12:10 教科 ○ 11:25～12:10 教科

13:15～14:15 ネクスファ大学④ ○ 9：00～18:00 やさとデイキャンプ ○ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑤ ○ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑥ 9:30～14:30
ネクスファーム

（1～6年） ○

14:30～15:50
科学SP（1～6年）
光る石の図鑑作り ○

日にち

○ ○ ○

10:30～11:15 教科 ○ 10:30～11:15 教科 ○

11:25～12:05 教科 ○ 11:25～12:05 教科 ○

夏スペ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑦ ○ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑧ ○

日にち

○ ○ ○ ○ ○

10:30～11:15 教科 ○ 10:30～11:15 教科 10:30～11:15 教科 ○

11:25～12:10 教科 ○ 11:25～12:10 教科 11:25～12:10 教科 ○

夏スペ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑨ ○ 14:00～16:00
Exedra（3～6年）
「銅鏡を作ろう」 13:15～14:15 ネクスファ大学⑩ ○ 9:30～14:30

ネクスファーム
（1～6年）

8：30～翌18：00
やさとキャンプ

（1～6年・1泊2日）

日にち

○ ○ ○ ○

10:30～11:15 教科 ○ 10:30～11:10
漢字検定
（8～10級） ⑧ 10:30～11:15 教科 ○ 10:30～11:15 教科

11:25～12:10 教科 ○ 11:15～12:15
漢字検定
（2～7級）

11:25～12:10 教科 ○ 11:25～12:10 教科

13:15～14:15 ネクスファ大学⑪ ○ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑫ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑬ ○ 9:00～17:00
遠足（１～6年）
科学未来館 ○ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑭ ○

14:30～15:50
サス学SP（1～6年）

「とぶ」の研究

日にち

○ ○ ○

10:30～11:15 教科 10:30～11:15 教科 10:30～11:15 教科

11:25～12:10 教科 11:25～12:10 教科 11:25～12:10 教科

夏スペ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑮ ○ 13:15～14:15 ネクスファ大学⑯ ○

※漢字検定受検の方は○印を入れる枠内に受験希望級をご記入ください。

学童

通常開所 通常開所

サバゲー 特訓！コマ回し

滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00

提出期限：６月１７日（金）

〈小学生〉夏期申込書
学年

　　　　　小3
お子さま氏名

　　　　　ネクスファ　太郎
選択事項の□に✓を入れてください（複数選択可）
　☑学童レギュラー（週  ５ 日）   □学童外部生レギュラー　☑ネクスファ大学
　□学童スポット　☑夏期講習　　☑夏休みスペシャル　　　☑漢検

７月１８日（月・祝） ７月１９日（火） ７月２０日（水） ７月２１日（木） ７月２２日（金）

７月２５日（月） ７月２６日（火） ７月２７日（水） ７月２８日（木） ７月２９日（金）

学童

めざせ金メダル！ スラックライン けん玉検定 ギネスにちょうせん

学童

なぞのプログラム 新体力テスト なつまつりかいぎ いろいろな文房具で絵を書こう

☆

滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　　　　　　～

利き塩

滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　　　　　　～ 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00

８月１日（月） ８月２日（火） ８月３日（水） ８月４日（木） ８月５日（金）

夏期講習 休塾日 休塾日

夏スペ

８月８日（月） ８月９日（火） ８月１０日（水） ８月１１日（木・祝） ８月１２日（金）

休塾日

８月１５日（月） ８月１６日（火） ８月１７日（水） ８月１８日（木） ８月１９日（金）

学童

生け花きょうしつ（登録者） ハングルを学ぼう おばけやしきをつくろう

夏期休業

滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00

夏期講習

滞在時間　8:00　～ 19:00

夏期講習 休塾日 休塾日

８月２２日（月） ８月２３日（火） ８月２４日（水） ８月２５日（木） ８月２６日（金）

学童

スポーツフェスティバル 手話を使ってみよう ピクニック（１，２年生） 利きアイス おもいっきりみずあそび

滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00

滞在時間　8:00　～ 19:00

夏期講習 休塾日

夏スペ

８月２９日（月） ８月３０日（火） ８月３１日（水） 備　　考

学童

めざせ金メダル！（登録者） テーブルマナー ピクニック（３年生以上） なぞのプログラム ☆（なつまつり準備）

滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00

学童

☆（なつまつり準備） なつまつり なぞのプログラム

滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00 滞在時間　8:00　～ 19:00

夏期講習

記入例 


