★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★

締め切りは

2022 Summer School

● ヒューマンアカデミーJr.アフタースクール大井町校

7月9日（土）

● TEL: 03-3772-3417（11:00～20:00）

下記メールアドレスにて
お申込みください！！！

【開催日時】 2022/7/21（木）～2022/8/31（水）

Mail：haas@athuman.com

★ご案内★

＜詳細＞

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。
是非、夏休みの自由研究にもご利用ください。
新型コロナ感染症の状況によりプログラムが中止・変更になる可能性がございます。
予めご了承ください。

・ 各プログラム定員10～12名
・一部人数限定のプログラムがございます。
・１プログラム¥５，５００（お預かり+プログラム+昼食代込み）

◆ 8月11日～8月17日 Human夏季休暇
◆ 時間 : 8:30～13:00（朝からお預かりいたします。）
◆ お支払方法 ：
【ヒューマン会員様 】 月会費と一緒に引き落とし。
【一般様】
予約確定後に振込にてお支払いください。
◆ 申し込み方法・問い合わせ : メールにてお願いいたします。

・ 一部有料（材料費）プログラムがございます。
※材料費 ・ 7/22（金）・ 8/23（火） → ¥660（税込）
・ 7/26（火）・ 8/ 2（火） → ¥330（税込）

【サマープログラム】
《大井町校 2022/7/21～8/31》 1～2年生対象 10:30～12:00
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終業式

プログラミングでオリジナルストーリーを作ろ 沖縄で“獅子”の事を
う。スクラッチを使ってプログラミングするよ。 シーサーというサー

26 限定5名

25

【ヨガ体験】

【マーブリングハガキ作り】

Kidsヨガを体験しよう。
動物をからだで表現するよ!
からだリフレッシュ間違いなし!!

マーブリング液に絵具を流して模様を作る‛
マーブリング 最高の1枚を選んで額に入れ
てみない⁈
別途材料費必要

学童生のみ

3 限定5名

【スタンプでオリジナﾙ
【ティッシュケースデコレーション】
小物をつくろう】

【そうだ。海へ行こう】

Myティシュケースを作ろう。
大人気プログラム。
机に置いたら映えること間違いなし!
今年も開催決定!鎌倉市材木座海岸 染料スタンプで、模様をデザインするよ。ど
んなデザインにしようかな⁈
で、普段体験できないアクティビティ満載。
※別途材料費必要

8

【段ボール面白教室】

お寿司・天ぷらみんな大好きだよね!実は 段ボールを使って、いろんなことに
このみんな大好きな食べもにさんすうが隠 チャレンジ・体験をするよ。
れているだ。
夏休みの自由研究の材料になりそう!
タブレット学習も体験できるよ!!

2

8/1

28

27

【食べ過ぎ注意
さんすうバイキング】

9

【魔法の時計で
タイムスリップ】
今日はみんなどんな1日だったかな?楽し
かった時間にタイムスリップ⁉時計の読み
方を楽しく学びます。
タブレット学習も体験できるよ!!

10 限定5名
【まるでゼリー!

29

限定5名

プログラミングでオリジナルストーリーを作ろ 沖縄で“獅子”の事を
う。スクラッチを使ってプログラミングするよ。 シーサーというサー

26 限定5名

25

【ヨガ体験】

【マーブリングハガキ作り】

サンフランシスコとアメリカの文化に触れよ
う!
①【FOOD】 食べ物について知ろう。

Kidsヨガを体験しよう。
動物をからだで表現するよ!
からだリフレッシュ間違いなし!!

マーブリング液に絵具を流して模様を作る‛
マーブリング 最高の1枚を選んで額に入れ
てみない⁈
別途材料費必要

5

学童生のみ

【スタンプでオリジナﾙ
【時計をつくろう】
小物をつくろう】

時計のしくみを勉強しながら、オリジナルの
大人気プログラム。
時計をつくってみよう!
今年も開催決定!鎌倉市材木座海岸 染料スタンプで、模様をデザインするよ。ど
プレゼントにも・自由研究にどうぞ
んなデザインにしようかな⁈
で、普段体験できないアクティビティ満載。
※別途材料費必要

18 限定5名

8

19

色付きの水がかさなる?
不思議な体験をしてみよう。

サンフランシスコとアメリカの文化に触れよ ボディソープとあるものを混ぜてプルプルせっ プロのダンス講師からスペシャルナな技を教 プログラミングでゲームをつくろう!
う!
けんを作ってみない⁈触り心地&見た目も えてもらおう。友達に差をつけちゃおう!! つくったゲームをかぞくやお友達にじまんし
②【PLAY】 遊び・スポーツについて知ろう かわいいせっけんつくりに挑戦しよう。
有名singerのバックダンサーのプロ
ちゃおう。

【プログラミング教室】

23

24

25

【キャンドル作りに挑戦しよう】

【運動遊びの時間だよ】

夏アイテムを使ってる
リースをつくるよ。

沖縄で“獅子”の事を
シーサーというサー。

身近な材料や道具で手作りキャンドルに
挑戦しよう。好きな形にしたりお好の色を
選んで、世界でひとつの手づくりキャンドル
でぬくもりを感じてみない?

遊び要素を取り入れたプログラム。次の日 サンフランシスコとアメリカの文化に触れよ
う!
は筋肉痛かもね…
③【TOWN】 観光・自然について知ろう
キミはついてこれるかな?!

30

【ボナとペティと一緒に
【David先生の英語教室】
謎解き体験】
ある人物から謎を解いてほしいと
依頼が…君は解けるか??

サンフランシスコとアメリカの文化に触れよ
う!
④【LIFE】アメリカの日常・学校生活につ
いて知ろう。日本との違いはあるかな?

8/31
午前プログラムは
ございません。
お預かりのみです

音でろうそくの火が消える!?
身近なモノを使って音の不思議を体験し
よう。

18 限定5名

19

【David先生の英語教室】

色付きの水がかさなる?
不思議な体験をしてみよう。

サンフランシスコとアメリカの文化に触れよ ボディソープとあるものを混ぜてプルプルせっ プロのダンス講師からスペシャルナな技を教 プログラミングでゲームをつくろう!
う!
けんを作ってみない⁈触り心地&見た目も えてもらおう。友達に差をつけちゃおう!! つくったゲームをかぞくやお友達にじまんし
②【PLAY】 遊び・スポーツについて知ろう かわいいせっけんつくりに挑戦しよう。
有名singerのバックダンサーのプロ
ちゃおう。

26

【シーサーをつくろう】

29

【おとのふしぎ!!】

【ダンススクール】

【プログラミング教室】

不思議なせっけんをつくろう】

【シーグラスリースをつくろう】

※材料費別途必要

今日はみんなどんな1日だったかな?楽し
かった時間にタイムスリップ⁉時計の読み
方を楽しく学びます。
タブレット学習も体験できるよ!!

10 限定5名
【まるでゼリー!

5

【水で虹??】

不思議なせっけんをつくろう】

22

タイムスリップ】

9

サンフランシスコとアメリカの文化に触れよ
う!
①【FOOD】 食べ物について知ろう。

4

【魔法の時計で

音でろうそくの火が消える!?
身近なモノを使って音の不思議を体験し
よう。

【David先生の英語教室】

【段ボール面白教室】

3 限定5名

【そうだ。海へ行こう】

29
【David先生の英語教室】

お寿司・天ぷらみんな大好きだよね!実は 段ボールを使って、いろんなことに
このみんな大好きな食べもにさんすうが隠 チャレンジ・体験をするよ。
れているだ。
夏休みの自由研究の材料になりそう!
タブレット学習も体験できるよ!!

2

8/1

28

27

【食べ過ぎ注意
さんすうバイキング】

【おとのふしぎ!!】

【水で虹??】

【ダンススクール】

【シーサーをつくろう】

※材料費別途必要

【David先生の英語教室】

4

22

21

【プログラミング教室】

※材料費別途必要

限定5名

FRI

20 限定5名

【シーサーをつくろう】

【プログラミング教室】
終業式

《大井町校 2022/7/21～8/31》 2～4年生対象 10:30～12:00
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【David先生の英語教室】

22

23

24

25

26

【シーグラスリースをつくろう】

【シーサーをつくろう】

【身の回りのもの、
【運動遊びの時間だよ】
どこからきたの?】

夏アイテムを使ってる
リースをつくるよ。

沖縄で“獅子”の事を
シーサーというサー

遊び要素を取り入れたプログラム。次の日 サンフランシスコとアメリカの文化に触れよ
みんなの食べるもの・着るもの・使うもの世 は筋肉痛かもね…
う!
界のどこからきたのかな?自由研究に最 キミはついてこれるかな?!
③【TOWN】 観光・自然について知ろう
適!!

2

※材料費別途必要

29

30

【ボナとペティと一緒に
【David先生の英語教室】
謎解き体験】

始業式
ある人物から謎を解いてほしいと
依頼が…君は解けるか??

サンフランシスコとアメリカの文化に触れよ
う!
④【LIFE】アメリカの日常・学校生活につ
いて知ろう。日本との違いはあるかな?

8/31
午前プログラムは
ございません。
お預かりのみです

9/1
始業式

【David先生の英語教室】

2

