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インターネットでの先着順の受付です。満員のコースにお申し込みの場合、  キャンセル待ちとなることがあります。お早めにお申込みください。 

ファン（低学年向き） 

全て楽しいという意味の 

★３つのコース★ 

ジョイ（中学年向き） マジック（高学年向き） 

《Obihiro》 

《Otofuke》 

《Makubetsu》 

会場名（建物の名前）住所 

《会場情報の見方》 

★FunとJoyの2コース設定の会場の場合は、 

 Fun (低学年向き) Joy(中・高学年向き)のコースとなります。 

帯広東（光南福祉センター）帯広市東7条南21丁目1-18 

Fun      15:10～16:10   
Joy      16:20～17:20 

上靴必要な会場 

《Shimizu》 

《Honbetsu》 

《Memuro》 

《Ashoro》 

★市町村、小学校校区に関係なく通うことができます。市内外、
町内外様々な小学校の子ども達が集まり、楽しく活動を行ってい
ます。 
ご都合に合わせて、お好きな会場を選んでお申込み下さい。 
 
 
 

むずかしいことを、もっとやさしく 
やさしいことを、より深く 

そして、深いことをおもしろく 

全学年合同 

16:10～17:40 
・身近にある材料を使って、さまざまな実験や科学工作を行います。 
・実験から生まれる事象について理屈を教えることはしません。 
・子どもたちに芽生える興味や関心を次のレベルにつなげます。 

定員：20名（最小催行人数10名） 

対象：小学2～６年生 

   （全学年合同で活動します） 

参加料：1か月2回 2,200円 

    （保険料、教材費込） 

持ち物：筆記用具・のり・はさみ・上靴 

募 集 要 項 

新しい友だちを作ろう！ 

会 場  /  日 時 

Fun      15:10～16:10   
Joy      16:20～17:20 

Fun      15:10～16:10   
Joy      16:20～17:20 

Fun      15:10～16:10   
Joy      16:20～17:20 

Fun      13:10～14:10   
Joy      14:20～15:20 
Magic  15:30～16:15 

花園（花園福祉センター）帯広市公園東町3丁目8-8 

帯広北（啓親福祉センター）帯広市西14条北7丁目4番地1 

ベルデ(土) 

ベルデ(火) 

（コープさっぽろベルデ文化教室） 
   帯広市西17条南4丁目8-6 

（コープさっぽろベルデ文化教室） 
   帯広市西17条南4丁目8-6 

札内西（北栄町近隣センター）幕別町札内北栄町23-2 

札内東（札内コミュニティプラザ）幕別町札内青葉町311番地11 

Fun      13:00～14:00   
Joy      14:10～15:10 
Magic  15:20～16:05 

Fun      15:20～16:20   
Joy      16:30～17:30 
Magic  17:35～18:20 

芽室（芽室中央公民館）芽室町東3条3丁目 

Fun      15:35～16:30   
Joy      16:35～17:30 

木野（ひびき野会館）音更町ひびき野仲町1丁目6-1 

緑陽台（緑陽台会館）音更町緑陽台仲区30 

プロスパ（プロスパ6）音更町大通6丁目6番地 

鈴蘭（すずらん生活館）音更町中鈴蘭南6丁目3 

御影（農村環境改善センター）清水町御影東2条4丁目1 

本別中央小（本別中央小学校）本別町弥生町22-1 

足寄（南区コミュニティセンター）足寄町南5条2丁目8 

（コープさっぽろベルデ文化教室） 
   帯広市西17条南4丁目8-6 ベルデ 

Fun      15:10～16:10   
Joy      16:20～17:20 
Magic  16:35～17:20 

Fun      15:10～16:10   
Joy      16:20～17:20 
Magic  17:30～18:15 

Fun      15:10～16:10   
Joy      16:20～17:20 
Magic  17:25～18:10 

Fun      15:15～16:15   
Joy      16:25～17:25 

Fun      15:00～16:00   
Joy      16:05～17:05 

Fun      14:30～16:00   

Fun      15:20～16:20   
Joy      16:30～17:30 

※月2回の活動です 

我が家は姉妹で通っていたので、習ってき

たことを2人で話している様子はとても楽し

そうでした。 

妹は１年生から通っていたので、英語を話

すことに抵抗はなく特にフォニックスは歌

を歌うように覚えていきました。 

英語を好きになるきっかけを作っていただ

いたことに感謝しています。 

  

保護者の声 
放課後イングリッシュで楽しく学び、小学校を卒業した放課後キッズの保護者の皆様からのメッセージです。 

姉妹で合わせて8年間、大変お世話になりま

した。楽しく元気に英語と触れ合うとても

貴重な時間を与えられたと思っています。 

中学に上がった上の子も、おかげさまでリ

スニングは得意なようです！ 

本当にありがとうございました。これから

もすてきな活動を続けていってください。 

  

これまでも、これからも 
2020年から始まる新指導要領で日本の英語教育が見直されます。中学年では外国語活動が必修、高学年では教科として

の外国語が始まります。 

小学校の外国語活動および外国語科の基本理念は英語の音声に慣れ親しむこと、コミュニケーションを取る態度を育成

することです。それは英語を使いながら体験的に学び、自分のことを伝えたり、仲間に関心を持ち対話を楽しむという

ことです。これまでも多くの放課後イングリッシュの参加者は小学校の外国語活動に積極的に参加し、「楽しい」「好

き」「もっとやってみたい」という自主的な学習意欲を育んでいます。 

また小学校外国語の高学年においては読むこと、書くことにも触れる内容を扱います。 

放課後イングリッシュでは発達段階に応じて興味関心を持つことのできるアプローチで、読み書きにつながる指導法を

実践しています。無理なく自然に文字への関心も高めながら基本的な態度の育成も同時に行う放課後イングリッシュは、

何年生からでも無理なく始めることができる活動です。 

さあ、放課後イングリッシュに参加して小学校での外国語活動も積極的に楽しむことができるような環境を子どもたち

につくりませんか。 

 

リズムとテンポを大事 
にし、英語特有の抑揚や 
表現を歌、踊り、ゲーム 
などを通して体験的に学び 
「楽しい」「好き」 
の気持ちを育みます。 

英語でコミュニケーションを 
取る楽しみを知る活動を大切 
にします。 
また発達段階に応じた 
「読みたい」「書きたい」 
気持ちを引き出し、サポート 
します。 

聞く話すに加え、読む機会が増え 
ます。発達段階に応じたアプローチ
で書くことにも触れます。 
お友だちとのやり取りを繰り返す中
でコミュニケーション力を育み、
自己表現を楽しむことを大切にしま
す。 
 

※会館のルールに従って予約をしています。開催日、時間の変更が 
 ある場合はお知らせします。 



検索

NPO教育支援協会北海道 検索

見て学ぶ！英語でコミュニケーション

楽しく学ぼう、みんなで学ぼう。 NPO教育支援協会北海道は地域の学びの場を作ります。 お申込み方法は裏面をご覧ください。       は中面でご案内しています。 

NPO教育支援協会北海道 アフタースクールプログラム 

           は体験的、主体的な学びを 
      通じて、子ども達の興味や関心 
      を引き出すプログラムです 

「放課後イングリッシュ」「放課後おもしろサイエンス」に興味のある方は、まずは体験活動にご参加ください。 

●主 催：                              

 

 

●後 援：北海道教育委員会、札幌市教育委員会、帯広市、 

     足寄町教育委員会、石狩市教育委員会、岩見沢市教育委員会、恵庭市教育委員会、 

     江別市教育委員会、小樽市教育委員会、音更町教育委員会、倶知安町教育委員会、 

          清水町教育委員会、伊達市教育委員会、千歳市教育委員会、ニセコ町教育委員会、 

          本別町教育委員会、幕別町教育委員会、芽室町教育委員会 

体験参加・入会の 

ご質問等 

（月～金 9～17時） 

ホームページ 

フェイスブック 

NPO教育支援協会北海道 本 部：〒080-2470 帯広市西20条南３丁目13‐4 

電話 0155-33-3033 メール info@kyoikushien-h.com 文部科学省 

登録団体 
文部科学省は、 

全ての子ども達の土曜日の豊かな教育環境実現

に向けた、官民協働による「土曜日教育ボラン

ティア」運動を推進しています。NPO教育支援

協会はその登録団体です。 

HomePage http://kyoikushien-h.com   Facebook https://www.facebook.com/kyoikushien.h/ 

詳しくはホームページで ⇒                                         活動の様子もご覧になれます。 

 

「見て学ぶ！英語でコミュニケーション」 ⇒ 

定員：各コース20名 
    （最小催行人数10名） 

対象：小学1～6年生 

参加料：2,200円/月 

※保険料込・使用教材費別途 

     （年間3,000円以内） 

※活動は曜日固定、月3回 

持ち物：筆記用具・色鉛筆・上靴 

 

共 通 募 集 要 項 

私たちは「伝える力」と「聞く」を大切にしています。 
学問としての英語は、その気になればいつでもできます。 
しかし、コミュニケーションの態度の育成は小さいうちから身につけたいものです。 
英語を楽しく体験的に学ぶ経験が子どもたちの学習態度の育成につながる 
と信じています。 
ぜひ、この機会に放課後イングリッシュにご参加いただき、 
楽しい経験を積みかさねてください。 

 

2018年春/十勝版 

→会場詳細は中面へ→ 

帯広市５会場、音更町４会場、幕別町２会場、 

芽室町、清水町、本別町、足寄町各１会場 

 

私たちは「伝える力」「聞く力」 

を大切にしています 

地域の大人や異学年との関りの中で 

コミュニケーションの楽しさを♪ 

下のQRコードから、 

お申込みページに進めます。もしくは、 

「NPO教育支援協会北海道」 

を検索、トップページの 

 

 

 

 

 

 
からお申込みページに進めます。 

放課後イングリッシュ 
無料体験活動 

放課後おもしろサイエンス 
無料体験活動 

 私たちと 

 一緒に活動を 

 しませんか？ 

 
子どもたちと 

充実した英語活動

をしたい方、 

研修プログラムを 

ご用意しています。 

 

お問合わせ下さい。 

小学生への指導法やクラス運営などのスキルを身につけた

日本人の地域人材で、当協会の研修を積み指導資格を得た

指導者や、J-SHINE（小学校英語指導者認定協議会）の

認定資格者が、各コースの年齢に応じた手法を取り入れて、

子どもたちに合わせたアプローチで指導にあたります。 

全道に広がる放課後イングリッシュの指導者は、よりよい

活動のため、強いネットワークで結びつき、研修会や情報

共有により日々自己研鑽を重ねています。 

         の先生の9割は 

子育て世代が担っています！ 

受付方法について※お電話での受付はいたしません。 

●インターネットによる先着順での受付です。 

 お申し込み多数の場合、キャンセル待ちになる場合がございます。 

●システムの都合上、ガラケー、スマホの古い機種や年式によっては 

 お申込みできない場合がございます。 

 その際は郵送（ハガキもしくは封書）でのお申込みを受け付けております。 

 あて先、必要事項等は左の方法で開いた「お申込みページ」の下部にご案内しております。 

●インターネットのお申込みは随時24時間受付、郵送の場合は事務局到着後の処理となります。 

 
体験日について 
●体験受付後の返信はしておりません。お申し込み後、体験日にご参加ください。 

●当日は入会に必要な書類の説明もいたします、保護者同伴でご参加ください。 

 入会後はお子様のみでのご参加となります。 

●中面に記載の体験日のご都合が合わない方は、ほかの日をご案内いたしますので 

 お申込みの際の「備考欄」にその旨ご記載下さい。 

 


