新渡戸文化アフタースクール プログラム一覧表 2019（講師名・場所入り）
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【剣道】
小体育室（半面） 目黒
15:00-15:50 (1年)
15:00-16:00 (2年)
16:00-17:30 (3-9年)

【サッカー】
グラウンド(雨天座学・養生屋上テニス
コート)岡田
16:00-17:30 (1-6年)

【サッカー】
グラウンド(雨天座学・養生屋上テニス
コート) 岡田
16:00-17:30 (1-6年女子)

【サッカー】
グラウンド(雨天座学・養生屋上テニス
コート) 岡田
16:00-17:00 (1-3年)

【サッカー】
グラウンド(雨天座学・養生屋上テニス
コート) 岡田
16:00-17:30 (1-6年)

【バスケットボール】
大体育室（半面） 青野
15:15-16:00 (1年)
16:00-17:00 (2-6年)
16:30-17:30 (7-9年)

【剣道】
小体育室（半面） 目黒
15:00-15:50 (1年)
16:00-17:00 (2年)
16:00-17:30 (3-9年)

【バスケットボール】
大体育室（半面） 青野
15:50-16:50 (7-9年)

【剣道】
小体育室（半面） 目黒
16:10-17:40 (2-9年)

【剣道】
小体育室（半面） 目黒
15:00-15:50 (1年)
15:00-16:00 (2年)
16:00-17:30 (3-9年)

【チアリーディング】
スタジオ 早田
15:00-15:50 (1年)
15:50-17:20 (3-9年)

【バスケットボール】
大体育室（全面） 青野
15:15-16:00 (1年)
16:00-17:00 (2-6年)
16:30-17:30 (7-9年)

【卓球】
小体育室（半面） 国広
14:50-15:50 (1.2年)
15:50-16:50 (3-9年)

【チアリーディング】
小体育室（半面） 折原
16:10-17:40 (2-9年)

【チアリーディング】
スタジオ 折原
16:00-16:45 (2-9年 初級)
16:45-17:45 (2-9.年 中・上級)

【体操】
10号館音楽室 小野寺
16:00-17:00 (1-4年)

【英語（Lepton）】
9号館3階図書室
15:30-16:15 (1年)
16:15-17:00 (2-6年)

【テニス】
大体育室/体育館屋上 乙戸ほか
14:50-15:50 (1.2年)
15:50-16:50 (3-6年)

【英語（Lepton）】
9号館3階図書室
14:50-15:35 (1-3年)
15:35-16:20 (1-3年)
16:20-17:05 (4-6年)

【卓球】
小体育室（半面）
15:00-16:00 (1.2年)
16:00-17:00 (3-9年)

【英会話（神田外語）】
9号館4階書道室 ビアック
15:00-15:50 (1年)
16:00-17:00 (2-9年)

【プログラミング(学研)】
【アート】
体育館美術室/10号館3階図工室 橡本・ 2号館3階8番教室 大森、古田
16:10-17:10 (2-4年・1年目)
桜岡・山路
16:00-17:30 (2-4年)

【英会話（神田外語）】
9号館4階書道室 アレックス
15:00-15:50 (1年)
16:00-17:00 (2-9年)

【そろばん】
10号館3階多目的室奥 牧野
15:00-15:30 (1年)
15:40-16:10 (1年)
16:20-16:50 (2-4年)
17:00-17:30 (2-4年)
【ダンス】
小体育室（半面） RINA
16:45-17:45 (7-9年)

【バレエ】
スタジオ 高櫻
15:00-15:50 (1年)
16:00-16:50 (2-6年)

【サイエンス】
6号館2階中高理科室 大森
14:50-15:50 (1.2年)

【プログラミング(学研/FLL)】
2号館3階8番教室 学研 大森、古田
16:00-17:00 (2-4年・1年目)
17:10-18:10 (3.4年・2年目)
10号館2階多目的室 FLL 風間
16:10-17:40 (4-9年)
【ダンス】
10号館音楽室 RINA
16:00-16:50 (1.2年)
16:50-17:45 (7-9年)

【書道】
9号館4階多目的室 田中
15:00-16:00 (1年)
16:00-17:00 (2-9年)
17:00-18:00 (2-9年)

【ダンス】
スタジオ RINA
14:50-15:40 (1.2年)
15:40-16:40 (7-9年)
16:45-17:45 (3-6年)

【アート】
9号館4階書道室 小林
14:50-15:50 (1年)
体育館美術室 笹野
16:10-17:30 (5-9年)

【フルート】
10号館1階応接室
①15:00-15:40
②15:40-16:20
③16:20-17:00

【ヴァイオリン】
10号館1階応接室
①14:45-15:25
②15:30-16:10
③16:15-16:55

【バレエ】
スタジオ 春風(片平)
16:20-17:10 (1.2年)
17:10-18:00 (3-6年)

【合唱】
10号館音楽室 池田・太田代
16:15-17:15 (1-9年)

【ピアノ】
10号館1階応接室
①15:00-15:40
②15:40-16:20
③16:20-17:00

【クッキング】
新渡戸キッチン 各種専門家
16:30-17:45 (3-9年)

【アート】
体育館美術室 笹野
16:00-17:30 (5-9年)

田中
④17:00-17:40
⑤17:40-18:20
(1-6年)

大橋
④17:00-17:40
⑤17:45-18:25
(1-6年)

【クッキング】
新渡戸キッチン 各種専門家
16:20-17:35 (1.2年)

櫻井
④17:00-17:40
⑤17:40-18:20
(1-6年)

【そろばん】
10号館3階多目的室奥 牧野
15:00-15:30 (1年)
15:40-16:10 (1年)
16:20-16:50 (2-4年)
17:00-17:30 (2-4年)
【プログラミング(FLL)】
10号館2階多目的室 FLL
16:00-17:30 (4-9年)

