
ポピンズアフタースクール

７月予定表

ふれあいサイエンス わくわくクリエイティブ

ふれあいサイエンス ふれあいサイエンス わくわくクリエイティブ ワールドフレンズ

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

海の日 消える

太陽！？

エコエコ

マイバッグ

名大版子育

てセミナー

（参加無料）

エアドーム

1 日

考古学者☆

星見会 ひんやり

わらびもち

アメリカの旅

ＯＰＥＮ！



ポピンズアフタースクール

８月予定表

わいわいイベント ワールドフレンズ

ふれあいサイエンス

ふれあいサイエンス ワールドフレンズ わくわくクリエイティブ

ワールドフレンズ わくわくクリエイティブ ワールドフレンズ ふれあいサイエンス わくわくクリエイティブ

わくわくクリエイティブ わいわいイベント ふれあいサイエンス わいわいイベント ふれあいサイエンス

わいわいイベント

※ まだまだイベント追加中！★印のどこかで予定しています。 に していくので、チェッ

クしてくださいね。

アメリカの旅

アニメを

作ろう！

HP UP

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

野菜狩り

エジプトの旅

星見会

マインド

マップ

韓国の旅 ちゅるっと

流しそうめん

お盆休み お盆休み お盆休み

立体写真！？ 中国の旅 わくわく

実験タイム

ぷち

コンサート

わいわい

キャンプ

星見会 ザ・マジック

ショー

紙ひこうき

お誕生日会＆夏休

み楽しかったね会



わくわくクリエイティブ

ワールドフレンズ

ふれあいサイエンス

ぐんぐんスポーツ

わいわいイベント

のびのびトラベル

工作、お絵かき等の製作に加え

て、芸術鑑賞をしたり、時にはお

料理も☆

講師を招くだけでなく、自分た

ちで調べる機会も作ります。

多くの経験や体験を通して、お

子様の創造力を伸ばします。

名古屋大学の留学生を中心に、

国際交流を図ります。

内容は講師によって様々、言葉

はもちろん、文化の違いや習慣の

違い等、異文化理解を通してお子

様の見識を広げたいと思ってお

ります。

各国特有の遊びも楽しみですね

名古屋大学ならでは！

多彩な先生方による実験や体験

を通して、科学と触れ合い、お子

様の好奇心や探究心を育てます。

子どもの可能性は常に広げて

あげたいもの☆未来への入り口

はどこにあるかわかりません。

将来は学者さん・・・？？

スポーツイベントやスクール

で思いっきり体を動かします。

心身ともに健康第一、レッスン

やゲームも取り入れ、講師による

指導で上達もばっちり☆

さらに自由時間にも学内施設

で運動ができます。

お誕生日会やパーティー、ちょ

っとしたイベント等、みんなで楽

しむイベントがいっぱい☆

友達と楽しく過ごす時間はお

子様にとってのかけがえのない

思い出です。そんな思い出や大切

な仲間を見つけませんか？

時にはおでかけ☆子どもたちの

世界を広げます。

いろいろな経験をしてほしいけ

ど心配、なかなか連れていく時間

がない・・そんな時はみんなでお

でかけ。野外活動はもちろん、様々

な遊び場も検討中です☆

。

イベント紹介



韓国の旅アメリカの旅 中国の旅

ワールドフレンズ

わくわくクリエイティブ

巨大エアドームエコエコマイバッグ

ちゅるっと流しそうめん

ひんやりわらびもち

立体写真？ ぷちコンサート

エジプトの旅

留学生講師による韓国

語のレッスン＆韓国の

お話☆

日本のおとなり韓国☆

韓国語で「こんにちは」

は言えるかな？

身近な国韓国のことに

詳しくなろう☆

  

留学生講師による英語

のレッスン＆アメリカ

のお話☆

みんなはアメリカがど

こにあるか知ってる？

先生にいろんな事を聞

いてみよう☆

留学生講師による

中国語のレッスン

＆中国のお話☆

中国っていったら何が

思いつくかな？

中国？千年の歴史・・・

教えてもらっちゃおう

☆

第３回名大版子育て支援

セミナーをアフタースク

ール内で開催！利用説明

会や、イベント体験ができ

るよ。

エコバッグは常識？

なんと新聞紙で作れちゃ

います☆自分だけのバッ

グを作ろう！

絵のある新聞を見つけて

持ってこれば・・・♪

夏はやっぱりそうめん☆

せっかくなら楽しく食べち

ゃおう！ペットボトルをつ

なげてそうめんを流してみ

よう。ワールドフレンズの先

生も来るよ☆

ひんやりおいしいわらびも

ち♪

みんなで作って食べてみよ

う☆

美味しくできたらお家でも

ぜひぜひ作ってみてね☆

フォトモってしってます

か？写真を切り抜いて組

み立ててみると、不思議な

世界が広がります。

名大の方々によるフルート

の演奏会です。

元気に遊び続ける中のひと

とき、心地よい音楽の中でゆ

ったりと過ごしませんか？

留学生講師によるア

ラブ語のレッスン＆

エジプトのお話☆

みんなはエジプトの

事どれくらいわかる

かな？

きっと楽しいお話が

いっぱいだよ☆

日時：８／６（木）

14：00－15：00

日時：７／３１（金）

10：30－11：30

   ８／１７（月）

10：30－11：30

日時：８／１９（水）

14：00－15：00

日時：７／２５（土）

    12:00－15:00

日時：７／２４（金）

日時：８／７（金）

  13:00－14:00

日時：７／３０（木）

    おやつタイム

日時：８／１８（火）

13：30－14：30 日時：8 月 21 日（金）

   13：30－15：00

日時：８／４（火）

10：30－11：30

    13 30 14 30： － ：



一日考古学者☆

星見会

わいわいイベント

ザ・マジックショー お誕生日会

＆夏休みパーティー

消える太陽！？

ふれあいサイエンス

わいわいキャンプ‘０９

マインドマップ

わくわく実験タイム

考 古 学 っ て 知 っ て る か

な？

名大の中の遺跡探検。土器

の復元も体験してもらう

よ。君も考古学者を体験し

てみよう！

夏の夜のお星様を天体望遠鏡で見よう☆

みんなは星のこと、どれくらい知ってるかな？

たくさんの星が見えるようにお祈りしなくちゃね。

第 1 回：７／２９（水）半月＋木星 19;30－21:00

第 2 回：８／４（火）満月＋木星 19;30－21:00

第 3 回：８／２６（水）半月 19;30－21:00

※イベント参加費１０００円（夕食＋延長保育代含む）

間近でマジックを見るチャ

ンス☆

みんなにも教えてくれるか

も？

マジシャンになってみんな

の人気者になっちゃおう♪

7 月と 8 月生まれのお友達を

お祝いしよう☆ケーキもみんな

で作るよ♪

長かった夏休みもおしまい、み

んなで楽しかった思い出を話し

たり、ゲームをしたり・・楽し

い 1 日にしようね☆

何十年に 1 回、太陽が見えなく

なる日があります。

ち な み に 次 は ２ ６ 年 後 で

す・・・

そんな不思議な体験を今回ぜ

ひ☆

大学内でデイキャンプ♪

今年は日帰りの予定ですが、テ

ントをはったりスイカ割りや

夕食作り、ペットボトルロケッ

ト等楽しいイベントがいっぱ

い☆

みんなで参加して、この夏最大

のイベントにしよう！！

マップとは地図のことですが、

地図は地図でも・・・。色鉛筆

を持って、自分だけのオリジナ

ル地図作り。

今回は紙ブーメラン作り！

ちゃんと戻ってくる貴重な（？）

ブーメランですよ☆

色も塗って自分だけのものを作

ろう♪

日時：７／２８（火）

   13:30―15:00

日時：８／２７（木）

   11:00－12:00 日時：８／３１（月）

日時：７／２２（水）

   9:30～

日時：８／２５（火）

   10:00－19:00

日時：８／５（水）

   10:00～12:00

日時：8 月 20 日（木）

   14：00－15：00



キッズスポーツ

ぐんぐんスポーツ

みんなでテニス

アニメを作ろう！ 不思議なおやつ

調整中のイベント

フットサルコートを使って、

みんなでサッカーやドッチボ

ール☆

友達の事も考えながら、楽し

くスポーツ♪

初めてでも大丈夫、コーチにテ

ニスを教えてもらいます☆

上手になったら簡単なゲーム

もやってみよう♪

みんなが見てるアニメ

どうやって作るか知ってるか

な？

今回はその秘密にせまっちゃ

います☆

気になる事は先生に聞いてみ

よう♪

お料理は楽しい☆でももっと楽

しく作れたら・・？

今回はいつもとは一味違った不

思議なおやつ作りです。

みんなはちゃんと美味しく作れ

るかな？

日時：月－木

15:30―17:00

予定(7.・8 月)

日時：毎週金曜

15:３0―17:00

日時：8 月 24 日（月）

日時：8 月
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