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1 入会条件 

アフタースクールは就労の条件等なく、星美学園小学校に在籍の小学 1 年生から 6 年生までの全てのお子様にご

入会いただけます。ご利用についての定員はございません。入会のお手続きはアフタースクール会員サイト「放課

後 Plat」より承ります。 

 

 

2  開室日・開室時間 

  アフタースクールの開室日は別途「年間スケジュール」に従います。 

開室時間は、通常時が学校下校後～18:30、学校休校日（学校行事の振替休日など）や長期休暇期間の１日開室時

が 8:00～18:30 です。 

 

 

3  利用の種別 

  ご利用形態は２種類ございます。お手続きはどちらも放課後 Plat より承ります。 

  料金につきましては別途「料金表」に従います。 

① レギュラー利用 

月単位で曜日・時間・頻度を指定してご利用いただく方法です。 

4・7・3 月は学校早帰りや長期休暇期間を含む為、通常月とは異なる特別月料金①を適用します。 

12・1 月は長期休暇期間を含みますが、アフタースクールの閉室期間を含むため、特別月料金②を適用しま

す。 

また８月は長期休暇期間と重なるため、特別月料金③を適用します。 

※レギュラー申込をした曜日以外の利用はスポットでのお申し込みが可能です。 

※お休みされた場合も曜日の振替・返金はいたしません。 

② スポット利用 

    利用日を 1 日単位でご指定いただいて申し込む方法です。 

    半日利用（8:00-12:59 又は 13:00-18:30）か 1 日利用（8:00-18:30）かによって料金が異なります。 

 

4 利用の申込・解約と申込内容の変更 

（1）利用の申込・解約 

利用の種別によりお手続きの締め切り等が異なります。 

① レギュラー利用 

     新規申込・解約をご希望の場合は、利用又は解約を希望する前月 25 日までに放課後 Plat よりお手続きく

ださい。前月 25 日までに変更・解約のお手続きがない場合は、そのまま更新され、料金が発生します。ま

アフタースクールは、子どもたちの成長をサポートする放課後の居場所です。学校でもご家庭でもない第三の場

として、自分らしく過ごしたり、学年クラス問わず仲間やスタッフと過ごしたりすることで、豊かな心や社会性を

身に付けることを大切にしています。 

何かに夢中になること、のんびり過ごすこと、仲間と身体を使って遊ぶこと…、その全てが子どもにとって大切

な経験であり、正解も間違いもありません。 

一人ひとり異なる子どもたちに寄り添い、サポートしていくために、保護者の皆様・学校との情報交換や連携を

大切に、運営してまいります。 
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た、月途中での解約はいかなる場合でも 1 ヶ月分の料金が発生いたします。 

② スポット利用 

前開室日の 17:00 までに、放課後 Plat よりお手続きください。前開室日 17:00 以降にお申し込みいただい

た場合、利用料とは別途直前申し込み手数料を頂戴いたします。またご利用当日 8:00 以降の解約のお申し

出は、いかなる場合でも利用料を全額いただきます。 

 

（2）申込内容の変更 

   お申し込みいただいた入退室時間・下校方法は 1 日ごとに放課後 Plat から変更することが可能です。 

   変更期限は、利用当日 8:00 です。      

  

5 延長対応 

・ 開室時間外のご利用には、延長料金が発生します。 

・ レギュラー利用通常月は 13:00-18:30 のご利用を想定しております。学校行事等や 1 日利用による、13:00 以

前のご利用分は、延長料金をいただきます。その際半日スポット料金を上限とし、延長料と比較して安い方の

金額を頂戴いたします。 

・ レギュラー利用特別月の場合、平日学校休校日や長期休暇中における 1 日利用時は、8:00-12:59 利用分の追加

料金は頂戴いたしません。 

・ スポット半日利用で 13:00 をまたいでのご利用の場合、延長料金が発生します。尚、スポット半日利用料金＋

延長料金がスポット 1 日料金を超えた場合は、安い方の金額（スポット 1 日料金）を適用します。 

 

6  プログラム 

プログラムへのご参加には、別途アフタースクールの利用申込が必要です。 

① 定期プログラム 

毎週決まった曜日と時間に実施されるプログラムで、一部のプログラムを除き、レギュラー利用のお申し込みが

別途必要となります。内容と料金については「2022 年度 定期プログラムのご案内」をご覧ください。一度お申

し込みいただければ解約のお申し込みがあるまで継続してご利用いただけます。尚、プログラムをお休みされた

場合も返金や振替の対応はいたしかねますこと、ご了承ください。 

 ※新入生の定期プログラムへの参加は、５月からです。 

４月中に定期プログラム無料体験週間を設ける予定ですので、是非ご参加ください。 

【申込・解約について】 

  ・申込及び解約は原則放課後 Plat より承ります。 

新規申込・解約の場合は、利用又は解約を希望する前月 25 日までに放課後 Plat よりお手続きください。前

月 25 日までに変更・解約のお手続きがない場合は、そのまま更新され、料金が発生します。また、月途中で

の解約はいかなる場合でも 1 ヶ月分の料金が発生いたします。 

   ・参加者希望者が多く、定員に達してしまった場合は、抽選にて参加者を決定いたします。 

 

② スペシャルプログラム 

１回～数回のイベント形式で開催する有料プログラムで、テーマを変えて様々なプログラムを実施しています。

レギュラー利用、又はスポット利用のお申し込みが別途必要です。ご参加いただくには、その都度放課後 Plat

からのお申し込みが必要となります。プログラムの内容と料金は毎月アフタースクールより配布するお便りにて

ご案内いたします。 
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【申込・解約について】 

 ・申込は原則放課後 Plat より承ります。申込期間は毎月アフタースクールより配布するお便りにてご確認い

ただけます。 

 ・スペシャルプログラムには定員があり、原則先着順で参加者を決定いたします。 

 ・スペシャルプログラムを解約された場合や当日お休みされた場合も参加費等を頂戴いたします。 

【キャンセル待ちについて】 

 ・定員が埋まってしまったプログラムへの参加申込をいただいた場合は、「キャンセル待ち」としてご案内さ

せていただきます。定員枠に空きが出た場合は、順番に放課後 Plat「連絡帳」から個別にご連絡させていた

だきます。 

・当日実施時間まで定員枠に空きが出なかった場合は、こちらで自動的にプログラムの解約処理をさせていた

だきます。その場合、SP プログラム参加費等は発生いたしません。 

・スペシャルプログラムに参加ができないことに伴い、その日のアフタースクール利用の解約をご希望の方

は、本しおり 4(1)②に記載の期限までに放課後 Plat よりお手続きください。 

 

③ After’s アクティビティ 

1 回～数回のイベント形式で開催するプログラム申込不要の無料プログラムです。当日のアフタースクール利用

申込のみでお子様が自由に参加することが可能です。内容については毎月アフタースクールより配布するお便り

にてご案内いたします。 

 

7 料金のお支払い 

料金は月ごとの請求とし、指定口座からの毎月 27 日に引き落としとさせていただきます。尚、27 日が土日祝日

の場合は翌営業日となります。 

また、ご請求時にシステム利用料（198 円※税込）が別途かかります。 

 

当月請求 翌月請求  

・入会金/システム登録料（初回のみ） 

・レギュラー利用料金 

・定期プログラム料金 

・スポット利用料金 

・スペシャルプログラム料金 

・延長料金 

・プログラムの材料費等 

・お弁当代 等 

 

8 持ち物と服装 

① 持ち物 

・毎日必ず持ち物のご確認をお願いいたします。 

・持ち物には必ず記名してください。落とし物で、一定期間持ち主が見つからない場合、処分させていただきます。 

・アフタースクール入室の際には学校の荷物をすべて持った上で入室します。 

入室後は、原則学校に忘れ物を取りに戻ることはできませんので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

・ハンカチ/タオル ・水筒 ・筆記用具 ・学習教材（宿題や復習中心のドリルなど）・私服（1 日利用時のみ） 

・お弁当（1 日利用もしくは午前授業時）・上履き/外履き（学校になければ） ・マスク 

・プログラムに必要な持ち物（別途毎月のお知らせでご案内します） 

※その他持ち物に関しては、学校のルールと同様です。不要な持ち物の持ち込みはご遠慮ください。 
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② 服装 

【通常時】 

入室・退室時：制服 

・運動系プログラム受講日は、体操着またはプログラムで指定された服装での入室となります。 

・外遊びや体育館遊びの際は、スモック又は体操着を着用します。 

・一部プログラムによっては着替えず、制服のまま活動します。 

 

【1 日開室時】 

入室・退室時：制服・外履き(柄・色自由)・かばん(リュック可) 

アフタースクール内：私服・上履き(学校のもの) 

・外遊びの際は入退室時着用の外履きを使用しますので、適したものを推奨いたします。 

 

 

9 宿題の取り組み 

  アフタースクールでは下記の点を踏まえながら、スタッフがお子様一人ひとりの宿題のサポートをしております。 

※学校の宿題のほかにご家庭より教材等をご持参いただき取り組むことも可能です。 

取り組む量につきましては、事前にご家庭にてお子様とご相談ください。 

 

 

10 お弁当・おやつ（アレルギー対応） 

・1 日開室時にはお弁当の注文（550 円*税込）が可能です。 

注文は放課後 Plat より承り、注文期限は前開室日 8:00 です。 

・ご注文のお弁当にはアレルギー対応はございません。アレルギーをお持ちのお子様は原則ご持参ください。 

・おやつは放課後 Plat に入力された情報を基にアレルギー対応を行います。ご不安な方は、おやつのご持参につ

いて個別にアフタースクールまでご相談ください。また、アレルギーの状況によってはおやつの持参をアフタ

ースクールからお願いする場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

１年生 2 年生以上 

・わからないところは、スタッフが解き方のサポー

トをします。 

・宿題がすべて終わったら、スタッフが丁寧に取り

組めているかという観点でチェックします。 

 

・わからないところは、スタッフが解き方のサポー

トをします。 

・2 年生以上につきましては、学習習慣が身につい

ているという前提に基づき、すべて宿題が終わっ

たかどうかのチェックはしておりません。 

※アフタースクールで宿題をやるかどうかについ

ては、ご家庭でも今一度お子様とお話しいただけ

ますようお願いいたします。 
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11 退室時間と方法 

退室方法は下記の３通りあり、利用申込時に放課後 Plat にて退室方法を選択いただきます。 

 

① 自力下校 

下記時間までは子ども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 

 

安全のため、できる限り複数での下校を促します。 

退室時刻は 30 分ごとの時間指定となっており、事前に放課後 Plat にて指定いただきます。 

※1 年生の自力下校開始は 5 月からとなります。 

 

② アフタースクールへのお迎え 

直接星美アフタースクールまでお越しください。 

 

③ 随伴下校（JR 赤羽駅／赤羽岩淵駅へのお迎え） 

第 1 便 17:20 発、第 2 便 18:20 発で、スタッフ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。 

※準備ができたお子様から退室する為、メール通知が出発時刻よりも早く届く場合がございます。 

 

【お引渡し場所】 

 赤羽駅：北改札外・西口方面(IT’S DEMO 近くの柱前) 

 赤羽岩淵駅：地上２番出口前（外） 

 

【お願い】 

・所定の場所以外でのお引渡しはできません。必ず所定の場所でお待ちください。 

・スタッフが保護者カードを確認します。スタッフが確認するまではお待ちください。 

 

＜退室に関する注意点＞ 

・アフタースクールへのお迎え並びに随伴下校時のお引渡しの際にはスタッフが保護者カードを確認いたしますので、

必ずご持参ください。お迎えの方は、ご親戚・シッターさんも可能です。保護者カードが追加で必要な場合は、ご連

絡ください。 

・お迎え時間や退室方法等が変更になる場合、利用当日 8:00 までに放課後 Plat より変更のお手続きをお願いいたしま

す。それ以降の変更については、放課後 Plat 連絡帳もしくはお電話にてご連絡ください。 

・随伴下校時のお迎えが遅れる場合は速やかにご連絡ください。待機は最大で 10 分、それを過ぎた場合、お子様をお

連れしてアフタースクールまで戻りますので、アフタースクールまでお迎えをお願いいたします。尚、電車遅延等

のやむを得ない場合はその限りではありません。 

・随伴下校時の急な変更や待機が度重なる場合は、アフタースクールまでのお迎えに変更をお願いする場合がござい

ます。 
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12 アフタースクールでの過ごし方 ※時間は目安であり、一例です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 アフタースクールへの連絡方法 

・電話受付時間は、通常時 10:30-18:45、1 日開校時 8:00-18:45 です。当日の急な変更は直接お電話にてご連絡く

ださい。電話をされる場合は、お子様の名前、クラス、出席番号をお伝えください。その他の連絡は、原則放課

後 Plat 内「連絡帳」よりご連絡ください。 

・遅刻、欠席等の変更は必ず保護者の方から、アフタースクールへご連絡ください。お子様経由でのご連絡は、

安全管理の観点から承りかねます。また、学校を欠席される場合は、アフタースクールにも別途ご連絡くださ

い。 

 

14 その他 

  ・退室時に急に雨が降り、お子様が雨具をお持ちでない場合は、アフタースクールよりポンチョ（110 円*税込）を

お渡しいたします。 

・アフタースクールでのお子様の様子は学校の先生方とも共有しております。ご理解の程、よろしくお願いいた

します。  

・当日のアフタースクール利用者の名簿を担任の先生とも共有しておりますが、事前にご家庭でもお子様とアフ

タースクールの参加の有無・退室時間・退室方法についてご確認をお願いいたします。 

・アフタースクールで撮影した写真は、「フォトレコ」にて公開・販売予定です（年に約 1～3 回程度）。 

【通常時（1 年生の例）】 

14:30 入室・荷物整理・おやつ 

    ・お子様が入室すると、ご登録のメールアドレスに 

通知が届きます。 

 

14:40 宿題 

 

15:10 プログラム・自由遊び 

・ 各場所にスタッフがおり、お子様の活動の見守り、 

支援、指導などを行います。 

・お子様の受講するプログラム予定によって行動 

パターンは異なります。 

 

17:00 頃 順次退室 

     ・退室時に、再度ご登録いただいたメールアドレス 

に通知が届きます。 

 

18:30    完全閉室 

【１日開室時】 

8:00～  入室、荷物整理、着替え 

   ・8:00 前は入室できません。 

・入室時はお子さんだけの登校も可能です。 

9:00  朝の会・学習の時間 

 

10:00  活動① 

 

12:00  昼食・学習の時間 

 

13:00   活動② 

 

15:00   おやつ 

 

15:30   活動③ 

 

17:00 頃 順次退室 

 

18:30  完全閉室 

※活動①～③は自由遊び・スペシャルプログラム・After’s アクティビ

ティなど、様々な活動などを行います。 


