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２０２１年度 

 

 

 

 

開智アフタースクール 

ご利用のしおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

〒 ３３９−０００４ さいたま市岩槻区徳力１８6 プライマリー内 

開智学園総合部 開智アフタースクール 

電話：０８０−３３４７−６６１４ (平日 10:30～19:00)  

メール：kaichi@npoafterschool.org  
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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 (P7) 

４． プログラムについて (P8) 

５． 学校休業時の開校について (P9) 

６． 料金について (P9) 

７． 新規お申込み 

お申込み内容の変更・キャンセルについて (P10) 

８． 「放課後 Plat」での 

帰宅時間の変更・欠席等の連絡の方法（P11） 

９． 料金のお支払いについて (P11) 

１０．その他 (P11) 
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● 【お預かりのみ（レギュラー、スポット）】のご利用の場合の過ごし方（例） 

※時間は目安です。曜日によっては来室時間が異なります。 

【通常日】 

15：00    入室・宿題  

      お子様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。 

 ※荷物は全てアフタースクールへ持ってきます。 

 基本的に教室に取りに戻ることは出来ません。 

 

15：30   おやつ ・ 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、指導など行います。 

 

（16：10 ～17：00   スペシャルプログラム） 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18：30 完全下校 

 

 

【学校休業日】 

8：30 開室 

※8:30 前は入室できません。 

【学校休業中のスクールバスの運行表は P７へ】 

8：30～  自由遊び プログラムなど 

  ※天候等に合わせて適宜休憩をいれます。 

9：45～   学習タイム 

11：00～  自由遊び プログラムなど 

12：15～  昼食・食休み 

（長期休み中は、有料お弁当の注文ができます。） 

 

13：00～  学習タイム 

14：00～  自由遊び プログラムなど 

15：30～  おやつ 

16：00～  自由遊び プログラムなど 

 

17：30   室内あそび （希望者は学習タイム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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（プライマリー２年オープンスペース）、 

  プログラムによって、サブ A・B、レッスン室、プレイルーム、グラウンドなどを使用 

① スクールバスによる下校（詳細は P７へ） 

 P７にあるバスの時刻を選択していただき、ご乗車いただけます。（～最終 18：20 東岩槻行き） 

②お迎えによる下校（詳細 P８へ） 

 オープンスペースでの引渡しとなります。（最終 18:30）（施錠時はお電話ください。） 

 必ず保護者カードをご提示ください。 

③徒歩下校（詳細はＰ８へ） 

 徒歩下校は学校と同様にセカンダリーの児童生徒のみ可能です。 

※学校の完全下校時刻を過ぎてからの下校はバスかお迎えのみとなります。 

 

アフタースクールでの過ごし方について 
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● 【お預かり＋プログラム】【プログラム受講のみ】のご利用の場合の過ごし方（例） 

※時間は目安です。 

【お預かり＋プログラム】 

15：00    入室・着替え・宿題 

      お子様たちはカードで入室手続きを行います。 

15：00 おやつ（プログラム参加１・２年生） 

15：15   プログラム（前半、１・２年生） 

16：00  おやつ（プログラム参加３年生以上） 

 

 

 

16：15  プログラム（後半、３年以上） 

 

17：10 プログラム終了 

 

 ※１７：３０バス乗車可能です。 

 

 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18：30 完全下校 

（※個人レッスン受講者は除く。） 

【プログラム受講のみ※３年生以上】 

★プログラムまでの待機場所 

  ３年生以上→各プログラム指定の待機場所 

          

16：00    プログラム実施場所集合 

出欠確認を取りますので、時間までに集合してください。 

 

16：15  プログラム（後半、３年生以上） 

 

17：10  プログラム終了 

（運動系プログラムは各自着替え） 

 

※プログラム終了後、速やかに帰宅。 

（帰宅管理はいたしません。） 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 活動場所：アフタースクール（プライマリー２年オープンスペース）、 

プログラムによって、サブ教室、レッスン室、プレイルーム、グラウンドなどを使用 

  

アフタースクールでの過ごし方について 

① スクールバスによる下校（詳細は P７へ） 

 P７にあるバスの時刻を選択していただき、ご乗車いただけます。（～最終 18：20 東岩槻行き） 

②お迎えによる下校（詳細 P８へ） 

 オープンスペースでの引渡しとなります。（最終 18:30 ） 

 必ず保護者カードをご提示ください。 

③徒歩下校（詳細はＰ８へ） 

 徒歩下校は学校と同様にセカンダリーの児童生徒のみ可能です。 

※学校の完全下校時刻を過ぎてからの下校はバスかお迎えのみとなります。 
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ここからはレギュラーもしくはスポットでのお預かりをご利用の方についてです。 

● 入退室方法 

お子様一人一人に、QR コード付きの入退室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、退室時にカードを読み込ませることで、ご登録いただいたメールアドレスに通知が届きます。 

 

● 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） 

※上履き・外履きは学校指定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） ・学校指定の体操服  

・着替え（予備の体操服または華美でないもの） ・お弁当  

・水筒 （水かお茶を入れてご持参ください。） ・上履き  ・外履き 

※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。 

※遊び道具、お菓子の持ち込みは原則禁止です。携帯電話は学校内での指定の場所で緊急時のみ使用可と

しております。 

※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。 

【入室】 

・入室後自分のカードを探す。 

・自分で入退室カードをカードリーダーにかざし、自分の下校時間が書かれた場所にカードを入れる。 

【退室】 

① お迎えの場合 

  ・お迎え予定時刻前に下校準備を行う。（着替え・荷物準備など） 

  ・お迎えが来たら、自分で入退室カードをカードリーダーにかざし、カードボックスにカードを戻す。 

② スクールバスで下校の場合 

  ・出発時刻前に下校準備をする。（着替え・荷物準備など） 

  ・自分で入退室カードをカードリーダーにかざし、カードボックスにカードを戻す。 

  ・所定の場所に整列し、スタッフの誘導でバスに乗車する。 

③ 徒歩下校の場合（セカンダリーの児童生徒のみ） 

・下校予定時刻前に下校準備をする。 

・自分で入退室カードをカードリーダーにかざし、カードボックスにカードを戻す。 

※事前にご登録いただいている時間での下校となります。 
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● 服装について 

・ 基本は体操服で活動します。ただし運動系のプログラム以外を受講する方は制服に着替えてからプロ

グラムに参加します。（下校時は制服着用となります。） 

・ 学校休業日の登下校は制服です。入室後、体操服に着替えます。 

・ 運動系のプログラムや夏の活動で汗をかくことが予想されますので、必ず T シャツなどの着替えを持

たせてください。 

● 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。必ず入室する

際に荷物を全て持って来室してください。 

 

● 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。（長期休みや学校休業日を除く） 

・ 学習環境と時間を提供し、お子様たちの学習習慣を推進するものとします。また、プログラム受講状

況によっては学習時間が確保でき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 

・ レギュラー、スポット利用に関わらず、ご利用の際にはおやつを提供いたします。 

・ お菓子、軽食等を日替わりで準備しております。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予約サイト「放課後 Plat」内の児童登録よりアレルギーの詳細を必ず

ご入力ください。また、必要に応じて「エピペン緊急時使用依頼書兼同意書」の提出をお願いい

たします。（該当のお子様に配付いたします。） 

 

 

・ 体調が優れない場合や高熱になる予兆が見られた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推奨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、電話や傷病シートでのご報告、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傷害保険に加入しております。保険料

はご利用の料金に含まれております。 

健康管理・けがへの対応について 
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下校方法は以下の３通りあります。 

（１）【スクールバスでの下校】※１８時より前のバス時刻は学校行事などの関係で変更する場合もございます。 

平日通常時 

 アフタースクールで乗車可能なバスは以下の赤○のついた時間となります。 

時間 発車

場所 

東岩槻コース 東川口コース さいたま新都心コース 

１６ S 棟 

P 棟 

２０ 

２５ 

３０ 

３５ 

４０ 

４５ 

５０ 

５５ 

 

００ 

２０ 

２５ 

   １０ 

１５ 

  

１７ S 棟 

P 棟 

００ 

０５ 

１５ 

２０ 

３０ 

３５ 

  ３０ 

３５ 

   ３０ 

３５ 

  

１８ S 棟 

P 棟 

 １５ 

２０ 

          

 

 

長期休業中や振替休業日等の１日開室時のバスの運行予定 

※学園の行事予定等との兼ね合いにより、下記時刻とは異なる場合がございます。変更の際はメール等で

ご連絡いたしますので、必ずご確認ください。 

【登校便】 

時間 東岩槻コース 東川口・浦和美園コース さいたま新都心コース 

発車 発車時刻 発車時刻 到着予定 発車時刻 到着予定 

７  東川口３０ 

浦美 ４０ 

 ２０  

８ ２０  ２５  ２０ 

【昼便】午前利用、午後利用者対象 

 

時間 

東岩槻コース 

学園 P 発車 駅発車 

１２ １５  ４０ 

１３  ００  

【下校便】プライマリー発 

時間 発車

場所 

東岩槻コース 東川口・浦和美園コース さいたま新都心コース 

  発車時間 発車時間 到着見込み 発車時間 到着見込み 

１７ P 棟 ３５ ３５ 美園 ５５ ３５  

下校について 
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１８ P 棟 ２０  東川口１５  ３５ 

 

（２）【学園までのお迎え】 

・ お迎えの際はスタッフに保護者カードをご提示ください。（オレンジ色のカード） 

・ 直接開智アフタースクール（プライマリー２年オープンスペース）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アフタースクール予約サイト「放課後 Plat」上でご変更をお願いいた

します。（当日１３時を過ぎた後の変更は、直接お電話にてご連絡ください。） 

 

（３）【徒歩下校】※セカンダリーの児童生徒のみ。 

・ 学校の完全下校時刻までは徒歩下校が可能です。完全下校時刻を過ぎたあとの帰宅に関しては、バス

またはお迎えでの帰宅となります。  

徒歩下校可能時刻  ２月～９月：１７：３０まで ・ １０月～１月：１７：００まで 

 

 

 

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。 

・１、２年生のご利用には、預かり料金とプログラムの費用がかかります。 

・３年生以上はプログラムだけの受講も可能です。 

（待機場所で静かに学習をして待機します。おやつの提供はございません。） 

・スペシャルプログラムは学年に関係なく原則お預かりのお申し込みが必要です。 

 

【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。（一部隔週実施や月一回実施のプログラ

ムもございます。）プログラム内容・お申込みについては、開智アフタースクール HP をご確認ください。 

※年度途中からのお申し込みは、直接アフタースクールまでご連絡ください。変更、解約は前月２５日ま

でに、予約サイト「放課後 Plat」上よりお手続きください。。 

 

【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。予約サイト「放課後 Plat」にてお申込みを受け付けて

おります。定員を設けているものや先着順のものもございますので、ご注意ください。 

※講師への依頼や材料の準備の関係で、お申込み後のキャンセルは出来かねます。日程をしっかりと確認

してお申し込みください。 

 

プログラムについて 



9 

 

 

 

 

● 長期休業 

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。 

・ 8：30～18：30 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。（P９・１０の「料金について」を参照ください。） 

 

● アフタースクール休業日 

・ 土日、祝日 

・ ４月５日（新年度準備のための入校禁止日）・７日（入学式のため） 

・ 8 月１０日(火)～１３日(金)・１６日（月）（夏季休業中）／ 12 月２９日(水)～1 月３日(月)（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、学校と協議の上、安全なお預かりが実施できると判断

した場合のみアフタースクールを開室することがあります。その場合はアフタースクールへの送迎を

お願いすることがあります。 

・ アフタースクールの時間中で警報が発令された場合は、下校時の状況によって保護者のお迎えをお願

いする場合があります。その際、一斉メールにてご連絡いたします。 

・ 長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、開室の有無を決定し、

一斉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・振替は致しかねます。あらかじ

めご了承ください。 

 

【入会金】 16,500 円（税込）  

      ※新一年生に限り、１学期中のご入会の方は、入会金無料とさせていただきます。 

【システム登録料】初年度入会時に 11,000 円（税込） 

【レギュラー料金】決まった曜日に利用する方法  （税込）       （2021 年度時点） 

料金（月） 通常月 特別月（７・１２・３月） 

１・２年生 ３年生以上 １・２年生 ３年生以上 

週１日利用 8,470 円 6,380 円 11,220 円 8,360 円 

週２日利用 16,170 円 12,210 円 21,120 円 15,840 円 

週３日利用 23,210 円 17,490 円 30,030 円 22,550 円 

学校休業時の開校について 

         料金について 
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【スポット料金】１日単位での利用を申し込める方法  （税込価格） 

【８月の料金】 利用する日数に応じて申し込める方法   

夏休み前にご利用登録頂くことで、通常の料金よりもお安くご利用いただける制度です。 事前予約頂いた

分を超えてのご利用はスポット利用となります。 

お申込み方法や利用に関する詳細は夏休み前に別途ご案内いたします。 

【延長料金】 

最終下校時刻（最大 18:30～19:00 まで。）・または学校休業日などの午前利用で 13 時を過ぎた場合、午後

利用で 13 時よりも早く入室した場合など、30 分ごとに 605 円の延長料金がかかります。 

※ご請求時にシステム利用料として 198 円が別途かかります。 

※表記はすべて税込価格となります。 

※料金は 2021 年度（４月 1 日付適用）のものとなります。諸般の事情から変更する場合もございます。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、変更は、ご入会後にご案内する専用サイト「放課後 Plat」

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。 

※ レギュラー利用のご変更を希望される月の前月 25 日まで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、キャンセルは専用サイト「放課後 Plat」よりお申し込みください。お申込

み締め切りは、ご利用日の前開校日 18：00 までです。締切以降も「放課後 Plat」からお申込みいただ

けますが、18：00 以降は直前予約手数料 330 円（税込）がかかります。キャンセルはご利用日当日朝

6：30 まで可能です。それ以降のキャンセルはご利用料金をいただきます。 

・  

 

 

●レギュラー利用・スポット利用予約内容の変更 

 当日の 13:00 までに「放課後 Plat」上で欠席または帰宅時間変更を行ってください。 

●プログラムの欠席 

週４日利用 29,480 円 22,110 円 38,280 円 28,710 円 

週５日利用 33,440 円 25,080 円 44,660 円 33,550 円 

時間 料金 

半日（8:30-12:59、13:00-18:30） 2,860 円 

1 日 5,170 円 

 新規お申込み・お申込み内容の変更・キャンセルについて 

「放課後 Plat」での帰宅時間の変更、欠席等の連絡の方法 

 



11 

 

 プログラムを欠席する場合も、必ず「放課後 Plat」上で該当のプログラムを選択し、欠席の手

続きを行ってください。 

●当日の急な変更について 

当日 13:00 以降の下校方法、帰宅時間の変更は、必ずお電話でご連絡ください。 

※入室直前や入室後のメールでのご連絡や「放課後 Plat 連絡帳」からのお問い合わせは対応で

きません。 

お電話でのご連絡対応時間（当日１０：３０―１９：００、長期休業中は８：００−１９：００） 

 

 

   ０８０―３３４７―６６１４（アフタースクール直通電話） 

・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 

・入会金 

・システム登録料 

・レギュラーお預かり利用料 

・定期プログラム料 

・８月利用料（事前チケット予約分） 

・スポットお預かり利用料 

・スペシャルプログラム料 

・延長料金 

・8 月利用料（後日申し込みスポット分） 

・長期休みのお弁当代（希望者のみ） 

※入会金・システム登録料は初回の引き落とし時に合算いたします。 

※ご請求 1 回につき、システム利用料がかかります。 

・ 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「放課後 Plat」よりご確認いただけます。 

 

 

 

 

●保護者カードについて 

・保護者カードはお迎えに来る方のお名前をご記入の上、お迎えの際にご持参ください。（ご入会時にお渡

しいたします。） 

●アレルギーをお持ちのお子様に関しては、「放課後 Plat」にて詳細をご記入ください。食物アレルギーに

よる除去をご希望の方は、別途医師の指示書等書類のご提出を個別にご案内させていただきます。 

料金のお支払いについて 

その他 


