
〔ヒューマンアカデミージュニアアフタースクール大井町校　2021　Summer School〕

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金
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終業式

午前プログラムはござ
いません。
お預かりのみとなりま
す。

海の日祝日 スポーツの日祝日 終業式

午前プログラムはござ
いません。
お預かりのみとなりま
す。

海の日祝日 スポーツの日祝日

26 27 28 29 30 26 27 28 29 30

職業体験　有料プログラム

「YouTube講座」①
めざせ小学生ユーチューバー
レベルアップしてみんなに差をつ
けちゃおう

工作

「オリジナルうちわ
　　　　　　　　　を作ろう」
身近な道具を使って、うちわをデ
ザインしてみよう。暑い日は自分
のうちわで

サイエンス

「不思議な科学の世界
　　　　　　　を体験しよう」
なぞの光で、キラキラアク
セサリーを作るよ。

工作

「オリジナル
　　　　　のれんを作ろう」
自分でデザインしたのれんをお部
屋に飾ろう。もちろんプレゼントに
してもいいよね!!

工作

「風鈴を作ろう」
夏の風物詩といえば風鈴。オリジ
ナルの風鈴を作って涼しくすちゃお
う！

職業体験　有料プログラム

「YouTube講座」①
めざせ小学生ユーチューバー
レベルアップしてみんなに差をつ
けちゃおう

工作

「オリジナルうちわ
　　　　　　　　　を作ろう」
身近な道具を使って、うちわをデ
ザインしてみよう。暑い日は自分
のうちわで

サイエンス

「不思議な科学の世界
　　　　　　　を体験しよう」
なぞの光で、キラキラアク
セサリーを作るよ。

工作

「オリジナル
　　　　　のれんを作ろう」
自分でデザインしたのれんをお部
屋に飾ろう。もちろんプレゼントに
してもいいよね!!

学習

「プログラミング教室」
プログラミングってどんなことする
んだろ…信号機もプログラミングさ
れているってしってた？

8月2日 3 4 5 6 8月2日 3 4 5 6

職業体験　有料プログラム

「YouTube講座」②
めざせ小学生ユーチューバー
アニメストーリー作りに挑戦しよう

工作

「ティッシュケース
　　　　　デコレーション」

Myティシュケースを作ろう。

机に置いたら映えること間違いな
し！

職業体験

「キャラクターデザイナー」
みんなが好きなキャラクターは何
かな？オリジナルキャラクターを考
えて缶バッチを作ろう

工作

「藍染体験」
藍色は『縁起のいい色』と昔から言
われているんだ。外国ではジャパ
ンブルーといわれているんだよ

学習

「プログラミング教室」
プログラミングってどんなことする
んだろ…信号機もプログラミングさ
れているってしってた？

職業体験　有料プログラム

「YouTube講座」②
めざせ小学生ユーチューバー
アニメストーリー作りに挑戦しよう

工作

「ティッシュケース
　　　　　デコレーション」
Myティシュケースを作ろう。
机に置いたら映えること間違いな
し！

職業体験

「キャラクターデザイナー」
みんなが好きなキャラクターは何
かな？オリジナルキャラクターを考
えて缶バッチを作ろう

工作

「藍染体験」
藍色は『縁起のいい色』と昔から言
われているんだ。外国ではジャパ
ンブルーといわれているんだよ

工作

「風鈴を作ろう」
夏の風物詩といえば風鈴。オリジ
ナルの風鈴を作って涼しくすちゃお
う！
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「海へ行こう」遠足
アフタースクール会員限定

海で遊ぶだけでなくSDGs
も勉強するよ。
締め切り済み

食育学習

「カルビーおやつ教室」
みんな大好きポテトチップス。１日
にどのくらいの量が作られていると
思う？たくさんのクイズに答えてみ
てね

工作

「風鈴を作ろう」
夏の風物詩といえば風鈴。オリジ
ナルの風鈴を作って涼しくすちゃお
う！

学習

「ファミリーマート
　　　　　　　　　SDGsを学ぼう」
ファミチキでおなじみのファミリー
マートさんがみんなに問題を出題。
みんなは答えられるかな？

職業体験

「マンガ家になろう」
ついつい夢中になってしまうマン
ガ。どうな風に描いたらいいのかな

「海へ行こう」遠足
アフタースクール会員限定

海で遊ぶだけでなくSDGs
も勉強するよ。
締め切り済み

サイエンス

「身近なもので
　　　　　　　学んで作ろう」
星座版とモーターを作るよ。
自由研究はこれで決まり！！

工作

「風鈴を作ろう」
夏の風物詩といえば風鈴。オリジ
ナルの風鈴を作って涼しくすちゃお
う！

学習

「ファミリーマート
　　　　　　　　　SDGsを学ぼう」
ファミチキでおなじみのファミリー
マートさんがみんなに問題を出題。
みんなは答えられるかな？

職業体験

「マンガ家になろう」
ついつい夢中になってしまうマン
ガ。どうな風に描いたらいいのかな
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体育
「スポーツアクティビティ」
運動会に向けて、からだの基礎作
りをしよう。
ライバルに勝てるかも⁈
限定10名

英語プログラム①

「オンライン交流」
サンティエゴのくらし紹介

英語プログラム②

「サンティエゴ
　　　　　オンラインツアー」
ビーチを訪ねよう！

サイエンス

「人工いくらを作ろう」
いくらは好きかな？プチプチいくら
を作ることができるよ。カラフルに
すると、楽しいよ。君は何粒作れる
かな⁈

職業体験

「ネイリスト体験」
憧れのお仕事ネイリスト。どんなデ
ザインにするか、悩んじゃう…
オシャレに決めちゃお

体育
「スポーツアクティビティ」
運動会に向けて、からだの基礎作
りをしよう。
ライバルに勝てるかも⁈
限定10名

英語プログラム①

「オンライン交流」
サンティエゴのくらし紹介

英語プログラム②

「サンティエゴ
　　　　　オンラインツアー」
ビーチを訪ねよう！

職業体験

「マンガ家になろう」
ついつい夢中になってしまうマン
ガ。どうな風に描いたらいいのかな

職業体験

「ネイリスト体験」
憧れのお仕事ネイリスト。どんなデ
ザインにするか、悩んじゃう…
オシャレに決めちゃお

30 31 9月1日 30 31 9月1日

サイエンス

「そこに隠れているのは誰だ」

水を入れると見えてくる⁈正体は誰
だ

サイエンス

「ひかりマジック1.2.3」
光について勉強するよ。
不思議なことがおこるんだ…

始業式
サイエンス

「そこに隠れているのは誰だ」

水を入れると見えてくる⁈正体は誰
だ

学習

「プログラミング教室」
プログラミングってどんなことする
んだろ…信号機もプログラミングさ
れているってしってた？

始業式

～重要～
コロナ感染症対策を行いながら、プログラムを実施して参りますが状況によりプログラムを中止・内容変更する可能性がございます。
また、プログラム内容を変更させていただく可能性がございます。予めご了承ください。

★ご案内★
夏休みを楽しんでいただける、様々な午前プログラムをご用意いたしました。
『工作・職業体験・学習・サイエンス・運動・遠足』と盛りだくさんです。
是非、夏休みの自由研究にもご利用ください。
各プログラム定員１２名（1～4年生プログラムも定員12名）
※8/23（月）スポーツアクティビティプログラムのみ10名限定
一部有料プログラムがございます。
・7月26日（月）・8月2日（月）「YouTube講座」　1講座￥550
・8/16（月）「海へ行こう」学童会員限定　締め切済み

Human　夏季休暇（8/9～8/15） Human　夏季休暇（8/9～8/15）

2学期もよろしくお願いします。 2学期もよろしくお願いします。

《大井町校　２０２１/7/21～8/31》　2～4年生対象　10:30～12:00《大井町校　２０２１/7/21～8/31》　1・2年生対象　10:30～12:00


