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5407人 …<悩 み>が 多い教育現場

支援を継続してゆきたい !

日本格的な講義 限部憲児発生のく初等教育入円>

義Jか ら始まりました

昨年に続いての学びでしたが '今 回も

とでも新鮮な気持ちJで 聰くことができま

した.,職 のときも 「く教,法 規>は ほ

とんど意識することなくJ実 餞してき祗で

すが ときにはこの基本に立ち返り 「自

分の願う実践を検誕することが大切だ [」

と痛感しました

35年間の担II生活をしてきた私には 「学校の発生の仕事は 実に多様.塾 の発生

と単純に比較するのはおかしい…」と指摘するll椰先生のお話に獲しくなりました。

今でも 味 u万 弓|き 家出 いじめ 親の自殺」など様々な課題の対応に追われ

首労したことを思い出す ことがあります それだけに 「学校の先生は気楽なもん

だ :,と いう芦を峙々蘭くことがありますが その部鷹 「ああ まったく

'場

を知ら

ない人なんだなぁ…」と悲しくなるのです

540'ス  これは2011年度 うつ病などの精神疾患て体験した/A・立学校の教師

の数です なんとこの華は この10年間で情嗜しています 1,場 でのうつ病などの

増lllは社会岡趣化しているが 識面の場合 一般懇著数の拒び率をはるかに [同るべ

―ス」なのです これからも く大阪府高齢者大学技 SA子 ども教菫研究科>の 皆

さんの餞力をもとに 現場の発生を支援する活動も展開してゆきたいと思います.

, * *

★山●洋Aさ んの 疇 敢な少年]を ミニ遭億と

して授業しました 久しぶりの読みだlTに 反

省大ですが 「やつばりいい作品だなあJと 内

容の大切さを学びました

☆場ぃて マゥキー′の鋼介 :これを知ってい

るととでも使紳 子ども向け 大人向けイベン

トに使えます ぜひマスターして下さい 次lJ

は どなたかに進行役をお願いします !



7月 ・3月 イベント情報 ・その②

皆さんのカレンダーにお書き下さい ′

in14日 (ま)「大F電 気通信大学 四條畷学會 科学牧甕J103号 室 40名

*く 液体空気の世界 -196度 を楽しもう !> 畑中真― 音口輝元 西村寿症

沐くもの作り>担 当 森口AS 佐藤AS

JJLE」 世■第14回くわくわく科学教皇>n大東 140名 (4クラス)

* <液 体空気の世界 -196度 を楽 しも う !>*<ト ライアイス であそはう>

ヽく電子 レンジであそば う>*く たの しいロボ ツ ト楽  ロポ ゥトって0～ に>な ど。

★科学の授業をたのしむ会とロボット研究会とくSA子 とも教室研究科>の共催です

■JttEエユ■東郡同窓会共催イベント <東 部子どもフェステイ′ウレ>

7月29日 (日)く 第3口 ・法n原 子こt敏 童>250名イベント

科学実験  科学工作  おもち や件 リ フェステ ィパル

Aく 液体空気の世界 -196度 を楽しもう !>40名       なにわのみやホーリレ

3く トライアイスであそぼう>40名             多目的室 1

Cく トライアイスで見えない気体をつかまえよう>40名    多目的室 2

Dく イオンと食べもの>40名                多目的室 3

Eく もしも原子が見えたなら>30名             3号 室

Fく電子レンジであそばう>30名              4号 室

★28日 (■)準 備会   午前10時 ～3階 5号室にて

8月20日(8)く第4回法円坂 子ども教室>40名  =体 みホ喘綱工練棄
3階 2号室 講師 4」 ‖忠夫 (吹ロエコおもちゃ市民塾 塾長)他

★トライアイスのクラスを 3～ 2ク ラスにして く電子レンジ>{こ変更

☆工作フエステイバルの予定でしたが 会場の関係で―クラスのイベントに縮小

が予定されています 体調が心配ですが一うまくコントロールしてたのしみたいですね。
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ミ
☆`わ くわ く子ども教皇 大阪歴史博物館  lFエ ン トランス

1           
第 1土曜日   第 3土 曜日  10時 から 15時

☆ヽ・おも路地 '大 阪市平野 区 全興寺

第 1 第 2 第 3の 二  日 第4の 日 午後 1時 から 3時 まで

―第 3日 曜日|ま 高大 2期 生 伝承玩具工菫科担当です―

☆豆玩合 ZUNZO 東大阪市 近欽 八戸ノ里駅前

一音 懐かしいグ リコおもちゃのデザインを担当されていた

日本1贋三さんの個人博物掟 (月 全体館)

―入館料500円  ―招待券 6枚 (入館料無料)優 待券4枚 (入露料半額)あります

ご希望の方 1人 1枚 まで 先着順で お渡 しします.
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