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季節はずれ●こつ台■.近畿地方に大雨を.皆さん、機讐はなかつたてしょうか。
先■の、岡椰先生。ユーモ7を 交え、現麟教顔としてのお籠とマジック。さすが岡椰先生。
午後からのスキル発表は、多彩なスキル発表0■ となり、案しい一 日でした。
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西村 寿雄先生 ,日 輝元先生

―受講生全員で一

●午前 (10時〜12時)
0ア シスタント 朝の検拶 今日の予定

②菫イベント
体験鷹座
「
もしも原子が,え たなら」
と模理作り
☆物性を豊かにイメージするための薔本は「
もし暉」
■えない空気だつて 分子機型を件りながら考えると
楽しくいきいきと■えてく
るようになります。
0鷹 饉 西村 寿雄先生 書口 輝元先生
鮨師 岡都 智子先生0/13
0午 後(1■‑2時 2●分)
0 1回スキル発表
4菫 .5斑 持ち時間40分
②菫全員、個人のスキルを発表.内書は自由に !
の発表のことは考えずに、気楽に :
0120菫
0年 後(2時●0分 〜●時)
①クラスミ‐ シ ング
②次通の予定 連絡事項
③く法円坂 子ども教室>イベントの事選のご協カー4時ぐらい
●午後(5時〜)
0子 ども数室研究科2期生の懇職会.
場所:JR凛状線東橋掟歩●分、コムズガーデン がんこJ
'こ
会 :3000円 (飲
彙

み物代 自己申告劇日人員担,

―以上です

マジシャン先生、本憚発揮 !

スキル発表の写真 紙面の関係 上
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実 施 口:06月 18日
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師の実餞
今、学校
'教
学霰は

― ロレポー ト
料 日名 :子 ども藪菫研究ヽ
講薔著 :薔 槻市立阿武 山小学校
阿都 智子 発生

● 楽 しい授業づ くりに懸介に工夫 されていることに関心 しま した。
0今 日の授業 を毎回お願 い しま九
● 岡部先生の授業お もしろく間きました、毎 日子供達が楽 しく学校 に行 つている様子が 目
に うかびま九
● 田部先生 の議義は楽 しかつた.も う一度子よ に戻 つて授業を受けてみたい。ありが とう
ございま した。
● 色々工夫 されてお られる様で何 をするにも考 えなが らしなければ、皆 んなに信用されな
いですよヤ
、
● 岡部発生、専科から小学校の発生に移られたようで 本当にOで したね。学級の子 どもの生き
生きした授業風景が自然に浮かんできます。こんな葉崎らしい先生に担任をしてもらつたら
子どもは■せですれ 毎日毎日を大切に過ごされていらつしゃって 本当に努力されて何峙の
も印象的てした.
0今 の学校に岡蔀先生の よ うな先生がだんだん少な くなってきま した.
● 先生自身が楽 しまれていることが一番尊敬 ! 本当に楽 しい授業でした.子 ども逮も■せ !!
● 気力 好奇心 工夫 努力にお どろきま した。 ご活躍 をお祈 りします.
0 とつて も楽 しい授業で した。あっ とい う間に終わつて しまい、あ りが とうございま した。
● 岡部先生の授業 と手品 とっても楽 しかったです。私 も生徒 にな りたい.
◆ 岡部先生最高。先生のよ うにな りたいか ら、先生になったとい う教 え子 さんが いると
か
うらや ま しい ￨
● 素晴 しい饉義 と、楽 しい授業で子供達の教育指導で見本 の先生 と思います。
● 同部先生 最高で〜す !先 生のクラスの子供 たちが学校大好きなこ とよく分か ります.
0す ビー く楽 しい諄義で した。発生のクラスの子 どもたちは幸せですね ￨
0岡 部智子発生の個性あふれ る授業 !心があたたか く、皆を楽 しませ てや ろ うとい う気持
は
。 こんな先生が多 く出てきて下さる事を祈る.あ と少 し頑娠 つて !
0 まど み ちお 詩 言葉遊びは着 ヒllIに 良いですね。明日を期待 !覚 えてるかな ?案
しい先生、マジ ック もお も しろいて した。
● 苦 子育 ての時代をなつか しく聞きました、ありが とう.
04ヽ 学生が蓄ぶ楽 しい発生 ! 発生が言われ たよ うに この よ うな先生に受 け持 って もら
えた子供 は■せだ と思 う.
● 楽しい授業でとても案 しかつた 先生の個性に共感 しました。思い出の時間ありがとう !!
0た いへん楽 しい先生の授業で した。 この先生は例外 でしょ う.
0大 変楽 しい授業、子 ども達 もきぅと、ひ きつ けられることで しょう.
0大 ltr■
市での教育 (子育て)は 大変だ と思いますが、これか らの社会 を支えている子 ど
もを育ててい く教育者 をも言てていつて下 さい。
● プ ロ級の手品、お もしろかった.
● 薬 しい授業はや る気を起 こし、今で も好 きだつた先生の教科は得者 にな り 今の趣味に
と、つながっているよ うに思 いま九
● 刻ヽ
学生に戻れた気分で詩を前 めた ことは感動で九 しか し、手が挙げ られ ないのは 今
も
0岡 部先生の様な発生だと子供逮 も楽 しいて しょうIl■
、今 日は子供 に返 った一 日で した.
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