
帯広市清流西3丁目
                            7-6　

音更町木野西通9丁目1-6
　　　学習塾麦の芽学舎

16:00
　～17:30

※　　　は上靴必要のマーク

※　　　は上靴必要のマーク

定　員：15名
参加料：90分×2回　3,000円／月
　　　　　（保険料、教材費込み）
持ち物：筆記用具

住所、その他

遊ぶように学び、学ぶように遊ぶ「楽しい」「もっとやりたい」が思考力・創造力のエネルギー

P 論理的思考力やプログラミング的思考につながる「紙とペン」
のアナログゲームで遊んだり、よりおもしろいものへのアレン
ジをしたり、子ども同士のアイディアの共有など集団活動なら
ではのアクティビティを行います。プレイ

PアメリカのMITが開発し、世界中で使われているプログラミングアプ
リ「Scratch」を使い、基本的なコードの仕組みや組み立てを体験し
ながら、自分たちの作りたい、動かしたい、
など「こうしたい、ああしたい」を表現します。 プログラミング

音
更

会場 時間帯対象学年
音更町希望ヶ丘5-10
　　音更町ふれあい交流館

住所、その他fun
低学年

joy
中高学年

magic
高学年

15:15
　~16:15

帯広市西17条南4丁目
                            8-17　　

※　　　は上靴必要のマーク

帯
 

広

定　員：各コース20名
参加料：1か月3回　2,500円
　　　　　（保険料込み、教材購入別途）
持ち物：筆記用具・色鉛筆

15:10
　~16:10

17:30
　 ~18:15

16:25
 　~17:25

10:00
 　~11:00

※11:10~12:10

17:00
　 ~17:45

16:00
 　~17:00

※15:45~16:45

17:45
　 ~18:30

16:40
 　~17:35

15:30
　 ~16:30

16:20
 　~17:20

帯広市西13条北2丁目
                            1-6　

音更町中鈴蘭南6丁目3

音更町大通6丁目6　　

10:30
　～12:00

帯広市西17条南4丁目8-17
　　　かちまい緑西4年生以上

曜
日会場

会場参加型はコチラ会場参加型はコチラ オンライン参加型はコチラ
定　員：各コース13名
参加料：1か月3回　2,500円　
　　　　　※スピーキングコースは+1,500円
　　　　　（教材購入別途）
♦インターネット接続可能なPCもしくはタブレッ
トをご用意ください。Zoomを使用します。

月

金
木
水

fun
低学年

joy
中高学年

magic
高学年

17:10~17:50 16:20~17:00

17:10~17:50

19:00~19:40 17:00~17:40

18:00~18:40

16:20~17:00

18:30~19:10

18:30~19:10 19:15~19:45

19:30~20:00
◆006　ant

◆006 ant、◆007 bear など、クラスの整理のために番号と名前がついていますが、同一コースは曜日が違っていても同じ内容です

◆004　donut

◆001　apple

◆005　egg

◆002　banana◆010　car

◆009　bicycle

◆008　airplane

◆051　Alex

◆052　Betty

◆007　bear

幕
別

音
 

更

かちまい
かちまい緑西

南帯広
啓北コミセン

清流の里福祉センター

帯広北

プロスパ
すずらん
生活館
札内

コミプラ

火

木

月
土

水

土 15:20
　 ~16:05

14:10
 　~15:10

13:00
　 ~14:00

幕別町札内青葉町
                        311-11

帯
広

曜
日

2年生以上木

16:30
　～18:003年生以上

かちまい　

麦の芽

希望ヶ丘 月

土

コース紹介
リズムとテンポなど体感することを大事にし、英語特有の抑揚や
表現を歌、ゲームなどを通して体験的に学びます。fun

joy
magic

ファン
英語でコミュニケーションをと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。

聴くことに加え、読み・書きを用いて考えていること、
感じたことなどの自己表現や他者とのコミュニケーショ
ンを活発に行います。

ジョイ

マジック

※スピーキングコース 会場/オンラインのmagicコース参加者のオプションとし
て話すことに特化したスピーキングコースがあります。

住所、その他
対　象：2～6年生(1年生は2学期以降受入)
定　員：20名
参加料：90分×2回　2,500円／月
　　　　　（保険料、教材費込み）
持ち物：筆記用具・のり・はさみ

会場 曜
日

ベルデ
コープさっぽろ
ベルデ文化教室

木

時間帯
16:10
　～17:40

帯広市西17条南4丁目
　　　　　　　　　8-6

帯広市
ベルデ会場

募集中

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

【コロナ禍での開催や対応】
できるだけ多くの子どもたちの学びを止
めないため、コロナ感染対策として一時
的に会場実施をオンライン実施
に切りかえることがあります。
対応内容は「よくある質問」
に掲載しております。

人数集まり
次第スタート

人数集まり
次第スタート

スピーキング
 

※オプション



♦子ども向け放課後事業
♦大人のボランティア育成事業
♦学校・自治体への出前事業

あなたの英語やプログラミング・理科など
学びのスキルを放課後や土曜日の
子どもたちの学びに活かしませんか？

選べる学びのスタイル

会場参加型 オンライン参加型

初めてのプログラミング
子どもの学びをサポート

　　　　私たちと一緒に子どもたちの
　　学ぶ居場所を作りませんか？
　お気軽にお問い合わせください。

facebookページ

♦放課後活動のレポート
♦イベントの告知
♦時々、まじめなコラムも

※facebookのアカウントが
　無くてもご覧いただけます。

全ての体験参加の
お申し込み方法はこちら
HPのお申し込みフォーム
こちらのQRコードを読み込むか
「NPO教育支援協会北海道」のHPから
お申し込みページに進めます

STEP①　体験参加のお申込み

STEP②　講師から体験日のご連絡

STEP③　体験へご参加

STEP④　入会お手続き

お申し込み後、数日中に講師のスマホからお電話しま
す。1週間たってもご連絡が無い場合は、お手数ですが、
最下部の本部事務局までお問い合わせください。

ご入会の場合は、体験参加後1週間以内にお手続きをお
願いいたします。

←左の方法でお申し込みください。スマホやPCでのお申
し込みができない場合は郵送も受け付けております。
郵送先などは左記の上のQRコードで開いたページの下
部に記載しています。

体験当日は会場参加型もオンライン参加型も、保護者の
ご同席をお願いいたします。入会後はお子さまのみのご
参加となります。また、会場の場合は新型コロナ感染予
防のため、マスク着用のご協力をお願いいたします。

会場に通わない完全オンライン。
放課後イングリッシュのおもしろさは
そのままで、自宅にいながら、
日本各地の小学生と一緒に学べます。

NPO教育支援協会北海道アフタースクールプログラム

地域の子どもの居場所

後援：北海道教育委員会、札幌市教育委員会、石狩市教育委員会、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、帯広市教育委員会、
　　　倶知安町教育委員会、千歳市教育委員会、幕別町教育委員会

学校では受付をしていません。会場情報は中面、お申し込み方法は裏面をご覧ください。NPO教育支援協会北海道の研修を積んだ講師が、地域教育サポーターとして各地の活動を担っております。

2022年春
体験参加
受付中

入会をお考えの方は体験参加
をお申し込みください

放課後イングリッシュでは発達段階に合わせた3コー
スfun,joy,magicで、それぞれに最適なアプローチ法
を用い、「伝えてみよう」「聞いてみよう」
「やってみよう」とする、子どもの学びを大切にして
います。

TEL /                                (月～金：   ～     時)　 E-mail / info@kyoikushien-h.com9   170155-66-7120
本部 / 〒080-0035 帯広市西5条北4丁目1‐1

※申込方法は上記にご案内しております。お電話での申込受付は致しておりません。

NPO教育支援協会北海道のホームページ
http://kyoikushien-h.com/

NPO教育支援協会北海道は、安心、安
全で楽しい子どもたちの放課後の居場
所作りのため、現在は、新型コロナ感
染拡大防止への配慮をし、マスク着用
や手洗いの徹底のほか、活動形態や内
容を一部変更し活動を行っておりま
す。
（2022年4月現在）

主催：
お問合せ

講
師
募
集
し
て
い
ま
す

よくある質問と答え→→

尚、現在、会場によっては1回の体験参加人数を
親子3組程度に制限しています。コロナ感染拡大予防
のため、各施設の部屋の使用人数の規定に沿って運営
をしております。

※スピーキングコースもご希望の方はこの時に講師にお伝えください。

従来の会場参加型は地域の会場で
異年齢、異なる学校の子どもたちと
ともに学びます。「わかるかも」
「やってみよう」、自然と子どもた
ち同士の交流が生まれます。

現在、小学校で導入されているプログラミング学習
放課後PPではプレイ（アナログなゲーム）や

各自PCに向かって行うプログラミングの
体験的な学びの活動を通じて、

学びに向かう意欲や
問題解決能力や判断力などを含む

プログラミング的思考にアプローチします。

「おもしろいね。」
「なんでだろう。」
「えっ、わかるかも。」
「つぎは、こうしようよ。」
「先生、みて～！」
子どもたちの学ぶ心が、
いろんな言葉になり、会場に響きます。

放課後イングリッシュ帯広北会場・放課後PP麦の芽会場 
山上愛央さん・新5年生(右上）新4年生・結愛さん（左下）

〈プログラミング〉ゲームを作るのが楽しい。
先生やお友達と行う紙とペンの遊びも面白い！
学校の授業でパソコンを使うときにも役に立っています！

〈英語〉先生が読んでくれる紙芝居が楽しみ！
話せるようになってきていることも自信につな
がってきた！春からはオンラインでspeaking
レッスンも頑張ります！

〈英語〉お友達と話しをしたり、発表したり、コミュニケー
ションをとるのが楽しい！色んなお友達と交流することは大
事だと思う！英語が話せるようになったことも嬉しい！

〈プログラミング〉ゲームを作って遊ぶの
が楽しい！自分の思考力も高められる！
パソコンのキーボードを早く打てるように
なりました！


