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子どもたちの知性と感性を育む｢体験型プログラム」や 

楽しみながら英語に触れる｢イングリッシュプログラム｣を毎日実施！ 

今年の夏はポピンズのサマースクールで過ごしませんか? 

コース 利用月 料金 

週1日～週5日 7月 19,500円～65,000円 

週1日～週5日 8月 24,000円～80,000円 

利用日数 通常料金 パック料金 

3日間 21,000円   18,900円 

5日間 35,000円 30,800円 

10日間 70,000円   59,500円 

15日間 105,000円   84,000円 

20日間 140,000円 105,000円 

25日間以上 175,000円 122,500円 

※レギュラー会員：平日放課後・長期休暇期間の固定曜日を 

  月極めでご利用いただける会員です。 

※別途入会金20,000円、施設管理費が必要です。 

※スポット会員：利用の都度、平日放課後・長期休暇期間から 

  利用日時を指定するスポット預かりサービスをご利用いただける会員です。 

※別途入会金１0,000円が必要です。 

※スポット利用(7,000円/1日)+パック利用のご利用形態も可能です。 

●基本預かり時間 8:00～19:00 

●延長時間 7:30～/～20:00 （30分500円） 

●昼食代が別途必要となります（1食600円） 

 

  

※税抜き価格 

ポピンズアフタースクール名東 担当/松吉・本村      問い合わせ 

申込 
受付中 

※税抜き価格 

after-meito@poppins.co.jp 

052-753-8135（平日10:30～19：30） 

サマースクール 
料金のご案内 

上達の秘訣は毎日続けること！ 

歌やゲームを取り入れた楽しい 

イングリッシュタイムを毎日実施！ 

身近な食材を題材に、見て・ 

体験して・味わって、食に関する 

興味関心を育む食育の実施！ 

サマースクール 
プログラムのご紹介 

サイエンスやエクササイズ、アート

など、テーマ別のプログラムを 

日替わりで体験できる！ 

スクールを飛び出して冒険しよう！

体験型学習を取り入れた 

野外アクティビティも豊富！ 

●毎日異なるプログラムを実施 

●興味のあるプログラムのみの参加も可能 

●食材にこだわった安心安全なお食事を提供 

3月にオープンしたばかりの 
新しい教室です！ 

毎日楽しい 
イングリッシュタイム！ 

レギュラー会員 

★お得なパック料金をご用意★ 

スポット会員 

今だけ！ 



7/17(Mon) 7/18(Tue) 7/19(Wed) 7/20(Thu) 7/21(Fri) 

Holiday Language Art Exercise Language 

語彙力を伸ばす 
言葉遊び 

ワイヤーアート体験 
身体能力向上 
プログラム 

語彙力Up! 
ひらがなビンゴ大会 

日本後の基礎となるひら
がなを使った 
ビンゴを使って 
楽しみながら 
語彙力Up! 

7/24(Mon) 7/25(Tue) 7/26(Wed) 7/27(Thu) 7/28(Fri) 

Craft Exercise Craft & Art Math Music 

ミニアクアリウムを 
作ろう 

身体能力向上 
プログラム 

ペーパーステンドグラス

を作ろう 
算数脳 

育成プログラム① 
お稽古体験 

「ピアノスクール」 

ペットボトルの中に、クラゲ
や海藻がキラキラ光る小
さな 
水族館を 
作ろう。 

どんなスポーツにも欠か
せない、バランス力・筋
力・跳躍力・懸垂力・柔軟
力を向上させるエクササ
イズを実践します。 

黒い画用紙に色鮮やかな
アートを表現！窓辺に光
を咲かせる 
ステンドグラス 
を作ろう。 

図形学習ができ、幾何学
的思考や創造力を高める
教材、 
タングラムを 
体験しよう。 

楽譜の読み方、ソル
フェージュを学び 
実際にピアノ 
を演奏して 
みよう。 

7/31（Mon） 

Science & Craft 

バスボムを作ろう 
 

重層・クエン酸・片栗粉を
使って、バスボムを作ろう。
アロマオイルや 
ポプリを入れて 
おしゃれに完成! 

楽しみながら英語に触れる「イングリッシュプログラム」と、 

子どもたちの知性と感性を育む体験型「デイリープログラム」を毎日実施！ 

申込 
受付中 

July（7月） August（8月） 

Program１ 
Animals（動物） 
Body Parts（体の部位） 

Sea Creatures（海の生き物） 
Sports（スポーツ） 

Program2 Phonics,Chants,Songs Phonics,Chants,Songs,Alphabet 

通常お預かり期間 



8/1(Tue) 8/2(Wed) 8/3(Thu) 8/4(Fri) 

Art 野外Activity Craft Language 

プチプチアートで 
夏を描こう 

名古屋大学減災館へ
Go! 

夏休み紙コップ 
工作教室 

イングリッシュ 
映画鑑賞① 

梱包時に緩衝材として使
われるあの「プチプチ」の
キャンバスに、 
夏を描き 
ます。 

災害時、被害を最小化す
るために私たちがとるべき
行動は？名古屋大学減
災館で減災について学ぼ
う。 ※別途参加費500円 

紙コップを使ってロケットや
万華鏡、けん玉etc・・・、
色々なものを工作しよう！
夏休みの自由工作にも最
適です。 

洋画鑑賞で、楽しみなが
ら日常的に使う英会話の
フレーズを学ぼう。 

8/7(Moｎ) 8/8(Tue) 8/9(Wed) 8/10(Thu) 8/11(Fri) 

Science 野外Activity 野外Activity Craft Holiday 

持ち運べる水 
｢Ooho(オウホウ)｣を作ろう 

プールへGo! プールへGo! おがくずねんど工作 

透明な膜に包まれた不思
議な物体『Ooho』。環境に
優しい取組から 
生まれた技術 
です。 

名古屋市千種区スポーツ
センターのプールへ出か
けます。（水泳インストラク
ターの同伴有り） 
※別途参加費1000円 

名古屋市千種区スポーツ
センターのプールへ出か
けます。 
※別途参加費1000円 

不思議!?乾くと木になる
「おがくずねんど」工作を
体験しよう!※鉛筆を作ると
きに発生するおがくずで作っ
た環境に優しい粘土です。 

8/14(Mon) 8/15(Tue) 8/16（Wed) 8/17(Thu) 8/18(Fri) 

Math Culture Event Language    野外Activity 

算数脳育成 
プログラム② 

多文化共生について 
考えよう! 

わいわい♪夏祭り! 語彙力UP!かるた大会 モリコロパークへGo! 

パズルは算数脳を育てる
最適のツール。様々なパ
ズルを使ったゲーム感覚
の数学プログラムを体験し
よう。 

世界の言葉や文化の多
様性、多文化共生への理
解を深めましょう。名古屋
大学とコラボレーションプロ
グラムです。 

風船釣り、射的ゲーム、
輪投げ、流しそうめん？子
どもたちが企画する 
夏まつりを 
開催します。 

慣用句かるた、四字熟語
かるた、国旗かるた・・・。
様々なかるたを使って語
彙力を高めよう。 

モリコロパーク内「愛知県
児童総合センター」「子ど
もの広場・自然体感遊
具」へ出かけます。 
※別途参加費1000円 

8/21(Mon) 8/22(Tue) 8/23(Wed) 8/24(Thu) 8/25(Fri) 

食育・Cooking Craft 野外Activity Math Event 

栄養士による 
食育アクティビティ 

ピカピカ光る 
どろだんごを作ろう 

みずなみ 
サイエンスワールドへGo! 

算数脳育成 
プログラム② 

Happy Birthday！ 
お誕生日会 

食べることは生きること。
食の大切さを栄養士がレ
クチャー! 
｢金魚ゼリー｣ 
クッキングも! 

光る「どろだんご」を作って、
土の魅力を 
体験しよう。 

岐阜県瑞浪市｢サイエン
スワールド｣へ出かけます。
科学のわくわくを体験しよ
う! 
※別途参加費2000円 

クロスワードを使った、ゲー
ム感覚の数学プログラム
を体験して、算数脳を育
成しよう。 

7月･8月生まれのお子様
をお祝します。｢スペシャ
ルランチ｣と｢ジェルキャン
ドル｣を作ってみんな 
でお祝いしよう。 

8/28(Mon） 8/29(Tue) 8/30(Wed) 8/31(Thu) 

Art Language Science Art＆Craft 

アート文字でオリジナ
ルはがきを作ろう 

イングリッシュ 
映画鑑賞② 

シャボン玉 
おもしろ実験 

夏の思い出オリジナル 
アルバムを作ろう 

筆ペンを使って 
はがきにアート 
文字を描いて 
みよう。 

洋画鑑賞で、楽しみなが
ら日常的に使う 
英会話の 
フレーズを 
学ぼう。 

シャボン玉液の濃度や道
具を工夫して、シャボン玉
を作ってみよう。 
どんなシャボン玉 
ができるかな？ 

サマースクールを振り返り、
体験したプログラムの思い
出まとめたオリジナルアル
バムを作ろう。 
 

※プログラムは事前の連絡をもって変更することもございますので、ご了承ください。 


