
SA子 ども教室研究科(平成23年 度) 平成23年 4月10日

カリキユラム表①
“
前諸義饉瀬)

開催曰 講座テーマ 午前く籠義>の 構要
1 4月 12日 〈●A●) 入学式
2 22日 (金) オリエンテーション カリキュラムの説明 班分け 自己紹介等

3 5月 13日 (金) 初等教育入門 先生の役割と意去 綱 部憲児准教授 大阪大i)

4 20日(金) 教育心理学入円 子ともFの 願いと現状 に 金直美准萩授 大阪大学,

5 27日(金) 地域教育の展望 く高齢=太 子校)の 役割 長丼美知夫 (理事長)

6 6月 3日 (金) 遠足 〈技外学習) ★クラス委員長を中心lt企画の予定

7 10日 (金) 今 学校は一〇 魅力ある学校絆さ 古川後二 (枚方藤阪1■校 校長)

3 1 7日 (金) 今 学級は②(午後～) 教師の現状と課電 畑中真― (枚方小5年生担当教論)

9 24日 (全) 学校参観¨ C 高靭市立 五百住4 学ヽ校見学

10 7月 1日 (金) 学校参観 ② 私立四條畷学田小学校2H.学

11 8日 (金) rl学の授業運営議 入li講座 渡辺廣=(元 ,1條鴫糊 小学校 仮悦研究会全同萎貝,

12 1 5日 (金) 科学実験体験講座O トライアイスで 見えない気ltをつかまえよう (西村 髯田)

13 22日 (金) 科学実験体験講座② くもしも原子が見えたなら>と 分子極型

“

 (西ll 音田)

14 29日 (金) イベント準備 進付確認と準備作業など

● 7月 31日 (日, わくらく科学ココつ 法円坂 ′rl学実校教菫Jく トライアイスなどを使って>な ど

● 3月 6日 (■) わくわく科学彗82 法円板 「rl学実験玖宅]く -196℃ の瞳界を探検>な ど

15 9月 2日 (全) 夏の成果 交流会 クラス交流会 成llと二学期の・J題 とミニl13・ l座

16 9日 (金) 科学実験体験講座 31 子ともに大人気曖 暑にビッタリ

`ス

の表面>の 実験 (西村〕

17 1 6曰 (金) 子どもの行動とい理 子どもの不適1ふ行動と対応 大阪国際大学 (時哲勁)

18 30日 (金) 褻屋川自然教室見学 地域の子ども達に大人気l自然体験学智室の見学

19 1 0月7日 (金, もの結り①教育論 くもの作り>の 教育論とその体験① 西村寿雄

“

校長)

20 1 4日 (全) もの作り②体験講座 子ども達に大人気のくもの作り>ベ スト6 体験② (音田)

21 2 1日 (金) 教姜諄

“

0 大人がたのしむ化学入門く原子とその分獄>ll純 ―宙 I大 )

22 23日 (金) 体青察 ☆くクラス代表委員会>で 企画の予定

23 1 1月4日 (金) 遊びのい理学 ll く出会いの授業>の 考え方と方法論 (時哲朗 国際大)
24 1 1日 (金) 遊びの心理Ю たのしさこそ全で!く教童定著ゲーム>の 体験 (昔田)

25 1 8日 (金) 逮足 くな外学習) ★クラス委員長を中,いに企画の予定

● 1 9日  20日 イベント薔観 くたのしい奨楽>フ ェスティバル参観 〈希望著〉

26 25日 (金) おりでめ体験講座 おりぞめ体験と手帳作り (音田他)
27 12月 2日 (金) イベント企画講座 冬企画 (円松作り の進行確認と準備分担 (杉奉博)

28 9日 (全) 文化禁 ★クラス運営委員長を中′心に実施

● 1 6曰 (金) イベント準備 進行確之 準備作業など

0 12月 17日 〈土) 彗円燿つくわく

"菫

おりぞめ体験講座 (1本俊樹) 円松作づ7杉本呼)
0 1月 7日 (■) 藩円壇わくなく崚室 凧Fりとつπ場げ大会>(杉 本博〉
29 1月13日 (金) 環境教育の授業 くイオンと食べもの>で,"船 地球号を手えよう (西村 音田)

00 20日 (金) 教墨講座② 大人もビックリオリンピ,クの歴史
`古

田秀樹 ギリンャ教育研究卿

01 27日 (金) 教養講口Э 大人がたのしむ磁 波の世界く電子レンジと電磁波>(西 村)

32 2月 0日 (金) 模優授業O討 議会
`班

代表〔よる模凝授業
33 1 0日 (金) 社会,加 0 子ども数室研■,1 主催シエア向け科学 文化イベント(案)

34 1 7日 (金) 社会,力l② 子とも教室町 I 主‖シェァ向け科学 文化イベント(案)

05 24日 (金) 模擬授業②討議会 各班代表による模擬投業

36 3月  2日 (金) 学習発表会(まとめ)
37 9日 (金) 修学旅行 ★くクラス代表委員会>で 企画して実施
38 3月 15日 (本

'

俸了式



SA子 ども教室研究科(平成23年 度) 平成23年 4月10日

カ リ キ ユ ラ ム 表 ② 件 後 自=運 営講座)

開催日 午前 講座テーマ 午後(1時～3時)自主運営講座 内容
1 4月 12日 (火) 入学式

2 22日 (金) オリエンテーション クラス代表 班長野の選出 自己紹介等

3 5月 13日 (金) 初等教育入円(服部)
4 2 0日 (金) 教育 心理学入筒(石金)

5 2 ,日 (金) l●域教育の展望健事長)●遠足計画の提案等 (クラスミーティング)

6 6月 3日 (金) 還足 (校外学習) ★クラス委員長を中心に実施 (プランをもとに)

7 1 0日 (金) 今 学技はo信 川悛勁
8 1 7日 (金) 今 学校は② 教師の現状 畑中真一 破 力小学校教わ

9 24日 (金 ) 学校多観¨0 高槻市立 五百住小学校見学 (午後～III●動)

10 7月 1日(金) 学校参観  ② 私立四條畷学園小学校 H.学 (午後ヽ■行動

'11 8日 (金) 授業運営詢0(渡 辺)
12 1 5日(金) 科学実験体験講座O
13 22日 (金) 科学実験体験ヨロ②
14 29日 (金) イベント準備 午後も   進行確趾 準備作業など

◆ 7月 31日 (口, わくわく科学崚コ0 法円坂 「科学実験敦ヨ くトライアイスなどを使って>な ど

● 8月 6日 (■) わくわく科学籠日② 法円板 い 学実験教宣Jく -196℃ の世界を探検>な ど

15 9月 2日 (金) 夏休み成果 交流会 交流会   その後 ミニ体験講座

16 9日 (金) 科学実験講座 絆学実験体験講座<本 の表面)(西 村 音田)

17 1 6曰(金) 子どもの行動と,じ理
18 30日 (金) 自然教室見学 寝屋川 ★見学後 午後～理行動

●
● 1 0月7日 (金) もの■り①教職  (西村)

20 1 4日 (金) もの乍り②体験(音日) ●体育茶の計画の提案等 (クラスミーティング)

2` 21日 (全) 授業 敦泰諄回D午 後も大人が学ぶイヒ学入阜1<原 子とその分蜂>峠 純―)

22 28日 (金) 体青争 ★くクラス代表委員会>を 中心に実施

23 1 1月4日 (金) 遊びの心理学O(時 )
Z ¬ 日(金) 遊びの心理学②(青日)●秋の連足等について クラスミーティング

●
●

●
‘ 18日 (金) 違足 (校外学習〉 ★計画をもとに動

● 1 9日  20日 イベント参観 くたのしい授業>フ ェスティパル参観 (希望者)
26 2 5日 (全) おりぞめ体験(音日) ●文化祭に向けて クラスミーティング

，
′

●
‘ 12月 2日 (金) イベント企画(杉本) ●文イヒ祭に向けて クラスミーティング

20 9日 (金) 文化祭 ☆クラス運営委員長を中,心に実施

0 1 6日 (金) イベント準備 進行確認と準備作業など

0 12月 17日 (土, 議円燿わく0く 螢畠 おりぞめ体験講座 |1本 夜L●) 「与松作り (杉本拌)

◆ 1月 7日 (■) 漱円燿わく●く,= 凧作つとく凧擬げ大会>(杉 ホ博)
●
●

０
′ 1月13日(金) 環境教育の授業
30 20日 (金) 教養講□② ●各班 模擬授業について授業プラン検討 ミーティング
3千 27曰 (金) 教姜講座◎ ●各班 換提授業について授美プラン検.| ミーティング

●
‘０^ 2月 3日 (金) 模擬授業0酎議会 午後も   各班代表による模擬授業 社会参力,授業輔

33 1 0日 (全, 社会参加O 子とも教宝研究科 主催シエア向け科学 文化イベント (準リ

04 1 7日 (金〉 社会多加② 子ども核掌研婦 I 主催シエア向けヽ学 文化イベント(案)

35 24曰 (金) 模擬授業②討議会 午後も   省工代表による模擬授業 (討鼓会)

36 3月  2日 (金) 学習発表会(まとめ)

37 9日 (金) 修学旅行 ☆企画をもとに実施
●
０

●
０ 3月 15口 (木) 修了式 ★吹田1'メインアターホール


