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今 日9月 10日 は、ユ春から藪えて二百二十 日.二 首十 日と同じく、日本列島に合晨が
よく来ると教わつたような屁億 があります。昔 から伝えられてきた、暦の上での幸節感を
子どもに、教えることが難しくなりました。今Iの ■さも、彼岸までかな〜と思つています。
先週のIの 成=交 流会、多くの方が、■■な体験されていることが よくわかつた
交流会でした.時日の都合上 、発表できなかつた方には、後 日 お願いします。
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奥 菫 日 :09月 03ロ
餞奎者 :科学の曇業を案 しむ会
■座 テ ー マ :残 を に楽 しむ実験
渡辺 晨二先生 ・書 口 澪テ先生
水 が 出 る とき 出な い とき
0大 変楽 しかった.
● 水の実験おもしろい、子どもと一緒に体験 してみたいで九
● アは水です、楽 しかつたです。
● 水が出ない 出るの実験楽 しく学び、大変 に楽 しく結果 を知 りました。
● 休みボケもふ つ飛びました、 2学 翔 も楽 しくや りま しょう。
0 なぜ、径 lcmで 出て くるの力珈 りたい.
0す ぐに使 えるネ タをいただいてありがと うございま した。
0今 日の授業で実験 の楽 しさがわか りました.
0,休 み後の授業、 とで も楽 しく学びま した、渡辺先生の話術 に″ッテンです。
● いつ もながら楽 しく勉強させていただきま した 一度児童の前でやつてみたいです.
● 面白い実験 (失敗が,)で 楽 しかつたで一九
0子 供に戻つて実験 を楽 しく見せて もらいま した.
0初 めて渡辺先生の確義を長時間き力せ ていただきました、 79才 とは思 えないパ ワー
たの しか つたで九
● 二学期の最初の授業で 大いに笑つて これ を子どもの前 でするの も楽 しいてしよ う。
?楽
しか つたですね.熟 ってるよ うで気らないこと いつば
0新 学効にふさわしい
いあるもんだと再確認 しました。■休みの疲れがお っ とびました よ― し,今学期 ノ ン
′ヾル ブ :

身近 で大切な水 の性質 を初 めて知ることばか りだ った 大変面 白い授業で した.
0知 つてるようで知 らない今 日の実験の数々、百間は一見にしかずで楽 しく知識吸収 しま
した。
● めらゃ楽 しく、真会嘔こ授業を受 けれ ま した.
0今 日の水の実験は楽 しかつた、簡単な実験で子供達も音びそ うである.
0今 日の水の実験は楽 しくイベ ン ト● 史えそ うです、笑顔 が見 えそ うですね.
0今 日の実験 は水 と空気のバ ランスが良く澪 りま した、楽 しい授業で した.
● 渡辺 先生の とても楽 しい話でいつ も感心 しています。
● 空気 と水、いろいろ実験 して頂 き、簡単で良く解 る授業で した。
● 渡辺 先生の実験 はとつて もおもしろく楽 しい0と ときで したが、子 ども向けイベン トに
自分です るには かな り練習が必要かと思 いま した.
● 渡辺先生の授業は本 当に楽 しい 学校教育がすべてこのよ うで あるな ら 落 ちこぼれ も
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い じめ もなくなると思 う位で九
以上
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