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―――――――――――内容―――――――――――

１． アフタースクールでの過ごし⽅について (P3)

・1 ⽇の過ごし⽅ ・活動場所 ・⼊退室⽅法 ・持ち物 ・服装について
・学校への忘れ物について ・学習について ・おやつについて

２． 健康管理・けがへの対応について (P6)

３． 下校について (P6)

４． プログラムについて (P7)

５． 学校休業時の開校について (P7)

６． 料⾦について (P8)

７． 新規お申込み (P8)

お申込み内容の変更・キャンセルについて (P8)

８． 料⾦のお⽀払いについて (P9)

９． その他 (P9)



3

● 1 ⽇の過ごし⽅（例）※時間は⽬安です。
【通常⽇】
15：00 ⼊室・着替え・宿題

⼦供たちはカードで⼊室⼿続きを⾏います。⼿

続きがされると、ご登録のメールアドレスに通

知が届きます。

15：30 おやつ・プログラム・⾃由あそび

各場所にスタッフがおり、お⼦様の活動の⾒守

り、⽀援、指導など⾏います。

※お⼦様の予定によってそれぞれの⾏動パターン

は異なります。

単独下校（詳細はＰ６）

単独下校には、学年を問わず、保護者の皆様の

承諾が必要となります。（承諾書提出必須）

また、事前に下校時刻を選択いただく必要があ

ります。

17：20 発 随伴下校第１便

18：20 発 随伴下校第２便

⾚⽻駅、⾚⽻岩淵駅までスタッフが随伴いたし

ます。駅までのお迎えが必須です。

※下校時に再度カードで退室⼿続きを⾏います。

⼿続きがされると、再度ご登録のメールアドレ

スに通知が届きます。

18：30 完全下校

【学校休業⽇】
8：00 開室

※8:00 前は⼊室できません。

９：00 学習タイム

10：00 活動①

12：00 昼⾷

※お弁当 （夏季休業時のみ、希望者のみ有料お

弁当も⼿配予定）

その他休業⽇についてはお弁当をご持参くださ

い。

13：00 学習

14：00 活動②

15：00 おやつ

16：00 活動③

活動①〜③は⾃由あそび・またはスペシャルプ

ログラムやスタッフによる様々な活動などを⾏

います。

17：20 発 随伴下校第１便

18：20 発 随伴下校第２便

※⼊室・退室⼿続きは通常時と同様

18：30 完全下校

● 活動場所：アフタースクール居室、ドンボスコ広場
プログラムによって、学習ルーム、⾳楽室、⼯作室、体育館、校庭などを使⽤

アフタースクールでの過ごし⽅について
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● ⼊退室⽅法

● 持ち物
【通常時】
・ハンカチ ・ティッシュ ・宿題 ・筆記⽤具

・プログラムの持ち物（必要な場合） ・スモック（冬服時）・活動しやすい服（夏服時）・傘（必要に

応じてご持参ください。アフタースクールに保管場所がございません。ご了承ください。）

・下着の替え（低学年のお⼦様）

※上履き・外履きは学校のものを使⽤いたします。

【学校休業⽇】
・かばん ・ハンカチ ・ティッシュ ・タオル（特に夏季） ・学習道具（宿題、ドリルなど）・筆

記⽤具 ・プログラムの持ち物（必要な場合） ・活動しやすい服 ・お弁当 ・⽔筒 （⽔かお茶を⼊

お⼦様⼀⼈⼀⼈に、ICチップ付きのカードをご⽤意いたします。

（カードはアフタースクールで管理いたします。）

⼊室、退室時にカードリーダーを通すと、ご登録いただいたメールアドレスに通知が届きます。

【⼊室】

・⼊室後⾃分のカードを探す。

・カードをスタッフに渡す。スタッフがカードリーダーに通す。

・カードを受け取り、各⾃、下校時間の⽰された所定の場所にカードを貼る。

【退室】

1 学園お迎えの場合

・お迎え予定時刻前に下校準備を⾏う。

・お迎えが来たら、カードをスタッフに渡す。スタッフがカードリーダーに通す。

2 駅まで随伴で下校の場合

・出発時刻前に下校準備をする。

・準備できた児童からカードをスタッフに渡し、整列する。スタッフがカードリーダーに通す。

3 単独下校の場合

・下校予定時刻前に下校準備をする。

・準備できた児童からカードをスタッフに渡し、整列する。スタッフがカードリーダーに通す。

※事前にご登録いただいている時間での下校となります。同じ時間を選んだ他のお⼦様と揃って出発い

たします。
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れてご持参ください。） ・上履き ・外履き（登校時着⽤可）

※すべてのものに、必ずお名前のご記⼊をお願いいたします。

※落とし物に関しては⼀定期間保管後も持ち主が⾒つからない場合、処分させていただきます。

※携帯電話、遊び道具、お菓⼦の持ち込みは原則禁⽌です。

※必要な持ち物以外の紛失・盗難については責任を負いかねます。

● 服装について
・⼊室時・退室時は全員制服となります。（学校休業時同様）

・⼊室後は以下のようになります。

【冬服時】
・制服にスモック・または体操着

・スモックは学校指定外でも可とします。

・運動系のプログラムは体操着着⽤を必須とします。

・プログラムに応じて体操着以外も着⽤できる場合があります。（別途受講者に連絡）

・制服+スモックで外遊びをすることになりますので、汚れたら困る場合など必要に応じて、体操着の着

⽤をお⼦さんにお伝えください。

【夏服時】
・活動しやすい服（私服）または体操着

【学校休業⽇】
・活動しやすい服（私服）または体操着

※お着替え・スモックのお預かりは致しません。汚れますので毎⽇お持ち帰りください。

● 学校への忘れ物について
⼊室後、学校の教室へ戻ったり、忘れ物を取りに⾏ったりすることは原則できません。

● 学習について
アフタースクールでは、来室後全員に学習を促しています。アフタースクールでの学習は、学校の宿題を

基本とします。（学校休業⽇を除く）

学習環境と時間を提供し、⼦供たちへ学習習慣を推進するものとします。指導は⾏いません。また、プロ

グラム受講状況によっては学習時間が取れない場合もございますのでご了承ください。

● おやつについて
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レギュラー、スポット利⽤に関わらず、ご利⽤⽇にはおやつを提供いたします。

お菓⼦、果物、軽⾷等を予定しております。飲み物はお茶をご⽤意いたします。

※アレルギーのあるお⼦様に対しては、保護者の⽅と相談の上、別のおやつをご⽤意する場合がございま

す。変更内容をご指定いただくことはできません。ご了承ください。

※強いアレルギー反応をお持ちの場合、ご家庭でご⽤意をお願いする場合もございます。

※アレルギーのあるお⼦様は「⾷物等アレルギー状況連絡票」、必要に応じて「エピペン緊急時使⽤依頼

書」の提出をお願いいたします。（必要に応じて配付いたします。）

・体調が優れない場合や⾼熱の場合にはお迎えをお願いする場合がございます。

・お⼦様のけがには細⼼の注意を払い、状況に応じた応急⼿当を⾏います。

・けがの程度や、⾸から上のけがなどについては医療機関の受診をおすすめする場合がございます。

・医師による診断、加療が必要と思われる場合、保護者の⽅の許可をいただいたうえで、近隣病院の受診

⼿配を⾏う場合がございます。万が⼀、保護者の⽅に連絡がつかない場合はこの限りではありません。

・けがや体調不良につきましては、電話やお迎え時などにお伝えさせていただきます。

・アフタースクール内で想定されるリスクを広範囲にカバーする保険に⼊ります。保険料はご利⽤の料⾦

に含まれております。

下校⽅法は以下の３通りあります。お迎えの際はスタッフにピンク⾊の保護者カードをご提⽰ください。

【学園までのお迎え】

・直接星美アフタースクールまでお越しください。スタッフが保護者カードを確認後引き渡しとなります。

・お迎え時間が変更になる場合は事前にメールにてご連絡をお願いいたします。

※なお、直前の変更はお電話にてお願いいたします。

【⾚⽻駅、⾚⽻岩淵駅までのお迎え】

・第１便 17：20 発、第 2便 18：20 発で、スタッフ 1名が各駅まで随伴いたします。

お⼦様の⾜で15分程度かかることが⾒込まれますので、それぞれ17：35、18：35には以下の場所でお待

ちください。

● ⾚⽻駅 北改札外、⻄⼝⽅⾯(ITʼS DEMOさん近くの柱前)

● ⾚⽻岩淵駅 地上２番出⼝前（外）

・安全なお引き渡しのために、必ず所定の場所でお待ちいただきますよう、ご協⼒お願いいたします。

・スタッフが保護者カードを確認後、引き渡しとなります。安全管理のため、スタッフの確認前にお帰り

にはならないようご協⼒ください。

健康管理・けがへの対応について

下校について
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・お迎え時間が変更になる場合、事前にメールにてご連絡をお願いいたします。

※直前での変更の場合、お電話でご連絡をお願いいたします。

・駅での待機は基本的に 10 分を限度といたします。それを過ぎた場合、お⼦様をお連れして学園まで戻

りますので、学園までお迎えをお願いいたします。

・急な変更や待機が度重なる場合は、学園お迎えに変更をお願いする場合がございます。

【単独下校】

以下の時間帯は⼦供たちだけでの下校が可能です。

1年⽣ 2年⽣ ３〜6年⽣

〜16:00 〜16:30 〜17:00

単独下校は、安全のため集団での下校を促します。そのため、退室時刻は 15:30、16:00、16:30、17:00

（学校休業⽇も 30 分ごとの時間指定）のいずれかといたします。事前の時刻指定が必要です。単独下校

をご希望の場合、承諾書を必ずご提出ください。 ※新 1年⽣の単独下校開始は 5⽉となります。

アフタースクールでは、様々なプログラムをご⽤意しております。

ご利⽤には、預かり料⾦とプログラムの費⽤がかかります。

【定期プログラム（⽉謝制）】

定期プログラムは、毎週決まった曜⽇に実施するプログラムです。（⼀部隔週実施のプログラムもござい

ます。）プログラム内容・お申込みについては、星美アフタースクールホームページをご確認ください。

【スペシャルプログラム】

スペシャルプログラムは、外部の講師やスタッフによる、様々な体験プログラムです。⼦供たちからのリ

クエストも募集し、楽しい企画をご⽤意してまいります。内容・お申込み等については、ブログや毎⽉学

校を通じて配布されるお便りでご案内いたします。

● ⻑期休業

春休み、夏休み、冬休みについては、基本的にアフタースクールを開校いたします。

・ 8：00〜18：30 開校、定期プログラムは⾏いません。（振替等で実施する場合がございます。）

・ご利⽤料⾦が⼀部通常と異なります。（「P８.料⾦について」を参照ください。）

● 学校休業⽇

式典および学校休業時にはアフタースクールも閉校する⽇が⼀部ございます。

学校休業時の開校について

プログラムについて
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201８年度閉校予定⽇

5⽉ 25 ⽇（⾦）創⽴記念⽇振替休⽇／ 11⽉ 1 ⽇（⽊）⼊試 ／ 3⽉ 15 ⽇（⾦）卒業式

8⽉ 1３⽇(⽉)〜17 ⽇(⾦)（夏季休業中）／ 12⽉ 31 ⽇(⽉)〜1 ⽉ 3 ⽇(⽊)（冬季休業中）

● 災害時や感染症対策の学級閉鎖時

・各種警報や⾃然災害による学校休業の場合は、アフタースクールも閉校となります。アフタースクール

の時間中で警報が発令された場合は、学園までのお迎えが必須となります。その際、⼀⻫メールにてご連

絡いたします。

・⻑期休業時に各種警報が発令された場合や⾃然災害の場合は、学校と相談の上、開校の有無を決定し、

⼀⻫メールにてご連絡いたします。

・インフルエンザ等の学級閉鎖の場合、当該クラスのお⼦様は来室できません。

※上記の場合、レギュラーのご利⽤料⾦・各種プログラムの返⾦・振替は致し兼ねます。あらかじめご了

承ください。

【⼊会⾦】

1,２年⽣ 3,４年⽣ ５,6 年⽣

30,000 円 20,000 円 10,000 円

【レギュラー料⾦】 （2018 年度時点）

【スポット料⾦】

料⾦

（⽉謝）

【通常⽉】 【特別⽉（3⽉、4⽉、7⽉）】

1,2 年⽣ 3年⽣以上 1，2 年⽣ 3年⽣以上

週１⽇利⽤ 8,000 円 6,000 円 10,400 円 8,000 円

週２⽇利⽤ 15,200 円 11,400 円 19,800 円 15,300 円

週３⽇利⽤ 21,600 円 16,300 円 28,100 円 21,800 円

週４⽇利⽤ 28,200 円 21,200 円 36,600 円 28,200 円

週５⽇利⽤ 34,000 円 25,600 円 44,200 円 32,000 円

1，2 年⽣ 3年⽣以上

半⽇（8:00-13:00、13:00-18:30） 2,600 円 2,100 円

1⽇ 4,700 円 4,700 円

料⾦について
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【延⻑料⾦】
最終下校時刻・または学校休業⽇などの午前利⽤で 13時を過ぎた場合など、30分ごとに 500 円（税抜
き）の延⻑料⾦がかかります。
※18：30 以降のお預かりは、基本的に緊急時等に限ります。
※表記はすべて税抜き価格となります。

※8⽉については別途の料⾦設定となります。詳細は夏季休業前に改めてご案内いたします。

※料⾦は 2018 年度のものとなります。諸藩の事情から変更する場合もございますので予めご了承くださ

い。

・レギュラー利⽤のお申込み、キャンセル、変更

ご⼊会後にご案内する専⽤サイト「KidsAI」よりお申し込みください。

※ご利⽤前に、ブログ上の「ご利⽤マニュアル」をご確認ください。

※お⼿続きはご変更を希望される⽉の前⽉ 25 ⽇まで（お休みの場合はその前の開校⽇）にお願いいたし

ます。前⽉のお⼿続きが間に合わない場合は⽉額利⽤料およびプログラム料が発⽣いたします。

ご了承ください。

（例） 9⽉１⽇以降、ご利⽤⽇を変更する場合：8⽉ 25 ⽇までにお⼿続き

・スポット利⽤のお申込み、キャンセル

ご⼊会後にご案内する専⽤サイト「KidsAI」よりお申し込みください。

お申し込みおよびキャンセルの受付は、ご利⽤⽇の前開校⽇ 17:00 までとなります。

※17：00 を過ぎた場合はメールにてお問い合わせください。

・ご利⽤料⾦のお⽀払いは事前にご登録いただいた⼝座からの引き落としとなります。

・引き落とし内容については、下記をご確認ください。

当⽉引き落とし 翌⽉引き落とし

・レギュラー利⽤料

・定期プログラム料

・ 8⽉利⽤料（予定）

・スポット利⽤料

・スペシャルプログラム料

・前⽉のおやつ代

・延⻑料⾦

※⼊会⾦は初回の引き落とし時に合算いたします。

・毎⽉中旬に、当⽉のご請求⾦額確定のメールを、ご登録いただいたメールアドレスにお送りいたします。

・ご請求内容の確認は「KidsAI」よりご確認いただけます。なお、上記メールが届くまでは確定の内容で

はないことをご了承ください。

新規お申込み・お申込み内容の変更・キャンセルについて

料⾦のお⽀払いについて
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●同封資料について

・利⽤規約

・保護者カード（２枚） ※新規⼊会者

お⼦様のクラス、名前、お迎えに来る⽅のお名前をご記⼊の上、お迎えの際ご持参ください。

●⼊会申し込み時にいただいたメールアドレスに、受信確認のメールを送信しております。万が⼀、未受

信の場合は、ご連絡ください。

【お問い合わせ先】

〒115-8524 東京都北区⾚⽻台 4-2-14 星美学園⼩学校内 星美アフタースクール

電話：080-3395-6396(平⽇ 10:30〜18:45) メール：seibi@npoafterschool.org

その他


