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く法円哺子ども7ラ ザ>

後期・,0日講座
く光と虫めがね>と 「エコカメラ作 りJ

科学実験散奎0-番 の日標

それは…くta● ●o先 λ餞>を もってもらうこと!

■ヽ学に強くなるとは…く科学を好きになること>こ れ以外にはない 1

10月8曰 (■)か らく法円坂子どもプラザ>後 知識座が始まりました。10月

講座は fく 光 と虫うがな>と エヨカメラlFり」。今回も スタッフの皆さん

の手際よい活動によって たのしい実験教童 として成功させることができまし

た.ス タッフの皆さん |あ りがとうございました

ども達の籠

0児 童39名 (登録44名 )保 護者参観

lo名  養成講座受講生 +ス タツフで

20名  3偕 靖 菫はいつぱいでした

O児 自燿類 燿 山●37名 )

IA燎業のた0し さ

5こ τ●秦しかoた ***■ ■■*沐
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**ネ 273  4奎 しかったネ■=

■■****つ ち 3し ,ら こ●llえ

●い *'名   2 楽しくない0名

1 ぜんぜん楽しくない0名

B授 キの内書憫

5こ てしよくわか,た ***=******メ *

****,**沐 *t****,2,3

4よ くわか,に **十 *■ **,名  3 とち

らとも0名 2 あまりよくわからない,名

1 ぜんぜんわからなかった2名

ネ

★気 になる 2名 は  「5の とて も楽 しか つたJに

Oを して いま した これて充分で す |

*楽 しかった |口薔鶴 (おうあんなよう)が 楽しい 実験したかった (K Aく ん6年 )

*エ コカメラ作 りを本当に作るのか思いましたが レンズとフィルムを使つた賽験はそうで

うとちがつていました (G Sく ん 4年 ) ホエコカメラ作りとプラ トンボもどちらも作る

0が 楽しかったしあそぶのが一ばん案しかつた (F Aく ん 2年 )

C主 な燎錮瀾



■I]カ メラ作 りがこんな にかんたんにす ぐ作れる と

E思 わなかつた プラ トンボもよくとびました 楽し

かつた (O Rく ん 3年 ) *き ょうはかめらとおも

ちゃつ くりをや りました とでも,ご くた0し かった

です.ま たやつてみたいです (Y Hく ん 1年 )

*き ょうは 色いろなものをこうしたり ああしたり

●んなことがわかった。とても豪しかつたです。(3

Tく ん 2年 ) *お みやげもらえてうれしかつた !と

てもではないけど 知らないことが知つて もう一度

やつたい |わかりやすかった。また,き たい。すこし

むすかしかった ても まぁわかった べんきょうに

なつた あつがとうございました (S Rさ ん 3年 )

,とでも楽しくて よくわかった.(S Fく ん 3年 )

■今日のしゆぎょうは カメラのこととプラトンポを

まなびました 楽しかつたです また来ます (Y Aく ん 2年 ) *今 回のしつけんをして

楽しくできました まえ0と きはおみやlrをもらわなかつたけど 今回もらえてうれしかつ

たです (H Hさ ん 2年 ) 沐おみやげをもらつた Iエコカメラとフラ トンボを作れてうれ

しかつた またきたい |すつごく豪しかった |いろいろなものをまた作つたぃ (u Mさ ん

2年 ) ,楽 しくカメラを作ることができました はんとうに楽しかつたです.来 月も豪し

2にしています (G Aく ん6年)

★1年生や6年生の感想文を流むと く法円坂子どもプラザ>という学びの場に大きな価値を

見出します

■ 囃 学も楽しい!」と思ってもらうのが日標.区 民カレッジで実ra t

1 0月17日 (月)は 中央接で [午前 電

気 *|・後  トライアイスJの 実験をしま

した 電気 (■化電子見えたなら)の 実

験では 何度も予想がわかれて く トキ

トキ わくわく>の 連続 受講生の皆さ

んの協力で 予定通り実験することがで

きました CDの お二人と 『鮒子田さん

冨田さん 杉田さんJに ご協力いただき

ました。ありがとうございました

★20年度 区民カレッジはどの教室もは

ぼ一体だそうです 凄い |

***

◆やつてみたいことはまたまたあるはずだから サントリーの社足ではないけれど 「やつて

みなはれJて いったらいい 人生いつまでたつても 「やってみ藝菫れJだ  手やしンジIn絆を羮

,たら,`ら ,tl もつと正確にいえは 枯れたところと 一F●lに枯れないところの両方があ

つていい それが人間らしい 人間らしくやりたい… ほ 坂)


