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長かった残書も、ようやく秋の気配を感ずるころになりました.食欲の秋、読書の秋
スポーツの秋です.朝 日は スボーツ交流会大会です。子ども教奎、ここにありの気櫃て
力を発揮して下さい。
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各自て準備をお願いします

⑥回用紙(白)B4版
⑦台紙月色回用紙(縁 青 総 赤)
当日(10/1)は
、9時OO分から蛾放宮公園て、野車をliき取り題材の率鶯をします.
今回は曹0重 い野菫が饉材です.出来れば、お手伝いお願いします。
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一 ロレポー ト
料 日名 :子 ども教菫研究科
実 施 口 :09月 10日
饉座テーマ :第 4回 現場体験学習
膵義者 :寝劇 1市 自然を学ぶ会
足立会長 他 スタッフの皆様
自然体験学摺 菫で研傷
● 楽 しく工作に熱中 しま した.
0 どん ぐり工作は、で きなかつたが、 しお りとレイ ンボー ゴマ を楽 しくで きました。交流
センターの方々ありが とうございま した
0寝 屋,1での 自然観察など色々 と自由にあそ人て子 どもた らにはたの しい と思います.
この学習室は楽 しさがいつぱい !市 民力が素晴 らしくどの町に もはしい施設 で うらや
ましいでヽ
● 創作力のなさにガ ッカ リしなが らも それな りに楽 しく物作 りができました
0外 部 での授業も一味違 つて新鮮 な気持ちで活動できま した.
0 ものFり は楽 しいです.多 くの子 ども達に広げていければいいのです が.
0 レインボー ゴマ楽 しかったです。
● 楽 しい時間は夢 のよ うに過ぎて しまい残念 午後 も続 けて しては しい と思いま した あ
りがと うございま した.
● 体験学習いろいろな自然植物 を使 つてのFttrり
楽 しく遊itて もらいま した.子 供
0

になりとて も真かった.
0体 験学習 とて も楽 しかつた.又 違 つた趣 があ り董心に帰つた思いが しました.
0あ りが とうございました.童 心に帰 つた顔 を見 ていただき ホ ッとです.
0今 日も楽 しかった.
0楽 しい ものづ くりで した.
0 とて も薬 しい工作4,
すて きな作 品が出来̲‐した、あ りが とうございます.
● 童心に帰つて夢中になつた、身近 にこんな場所があつたら良いな.
0今 日の物l●りは楽 しかつた 寝屋力 には このよ うなセンターがあって うらや ましいな ￨
● ひさしぶ りに可愛い大人 をや りま した。施設 仕組み全 です￨ぎらしい.
0 自然の物を使い 子 ども違に楽 しい物が出来案 しいでt
● 頭 を柔か く 柔か く 1!い ろい ろな楽 しいアイデアが浮かんできま したよ.
● レイ ンボー ゴマ、どん ぐり工作、落葉のシオ ンrり と褒星力での体験が子 ども以上に楽
しく みんな笑顔で楽 しめました.
0豊 富なメニ‐―を用意 していただき、親切 な指導 をあ りが とうビざいました。
● ■r厳 室楽 しかった こどもに帰 つての半 曰 楽 しい時間で した
0今 日も楽 しい一 日で した。
● あつ とい う間の時間がすぎた。 もの作 りの楽 しさをや つと味わえるよ うになつた
0今 丼 さんの写真 729素 敵な写真あ りが とう 1子 どもたちの表情 がとて もいいですね 1
以上
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