
く太掟子ども7ェスティパ′ι>か ら
く嗅田子ども科学実験教室>ヘ

fI孝実験で楽しさを

もの件 り体験で自信と憲欲を

く好奇心を育てる活動>に 弓|さ続きご支援を 1

口 「大淀フェスティパルJ楽 しかったです 1ご昔労様でした.
★時期と場所が原因でしょうか ?目 標の参

"1者

数にはなつませんで した 「子
ども65名 保護者60名前後 スタッフ80名Jと 「久 しぶ りに小さなイベン ト
アッ トホームイベントJに なりました。今回も 皆様のご協力をいただき楽 し
いイベン トに関わることができました。ありがとうございました.
☆29年度 も く大淀子どもフェスティパル>を 行います.時 期は 春休み頃を
予定 していますが ぜひ く子ども教室 oBG会 >ス タッフとして,き 続きご

支援いただきますよう どうぞょろしくお願いします

学実験教菫は楽しかった

'
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☆4歳 の勇の子が最後まで実験に参力,し

★音田は環境実験 <イ ォンと食べもの>

子とも達も保護者も10名前後  とてもゆ

つたりと実験をすることができました 年

後からは 規子科学実験教室として授業し

ましたが これも良かった 1

| て 予想に手をあげたり 代豪実験をして

くれた つと どの教室でもある風景ですが

楽 しかったです ★スタッフの管さんも「こ

んどだつたよぅで 「皆さんのく学習の場>

皆さん !ありがとうござぃました

の実験は初めての体験 IJと ぃう方がほと

と考えればこれもシメタ IJで した

日 [大淀フェスティ′ヽルJ楽 しく 実践することが出来ま した.く 水●暑面>で は ,ど
も連は 午前 10名  年後は8名 くらい 保護者を入れて 20名  16名  ☆午前の授業か

ら 「親子科学実験教室Jに することにして 子どもたち と 親御さんに一緒に座っても

らいました。★午前は 4グ ループで 5名 ずつくらい 午後は 4名 くらいで 1グ ループ
で 4つ の机を  4～ 5人 で囲んでもらい 子どもと一緒に 

一

小学 1～ 4年 生で 兄弟の 2歳 の男の子も一緒
に ,力,してくれました ★午前 年後で13名の方に アンケートをぃたださ

| た0し き-5:12名  4:■ 名  ないよう 5t6名  4:7日 でした



「感想J ―円だまをうかせるのがおもしろかつた。(小2)い ろいろなじっけんができ

てたのしかった.(71)や ったことぜ―んぶたのしかった。ぃましっけんしたことぜん
ぶいえでやりたい (小1)き ょぅのしっけんで 1円工をうかすやつがちょっとむずかし

かったです.(4 2ヽ)あ かばんつくんのかつやくがこんなにすごいとおもいました.
1ロエを落とすじっllんがたのしかつた ! 家の人にもいいたい (り 3ヽ)ど ういう

かんしかがわかった (り 3ヽ). 1円 玉がせんざいを入れるとぜんぶしずんでいくのがお

もしろかつた (小 1, 親子でとても楽しく学べました ありがとうござぃました (2

歳のお母さん)

★

'ゆ
めほたるJの 時の 科学実

験教室のように く親子科学実験

教皇>を 実施することが 幸いに

も出来ました。 40名  50名 の

時とは違って とっても アット

ホームに進められ これもまたよ

しと感じることが出来ました

☆経営者の観点からは問題です

が 現場の人間にとつては 楽し

く満足のいく時間ですね

(佐藤和次)
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●くかがや i,lo円二>昼 からの

「親子科学実験教室Jで は お母

さんの反応がとても良くて 楽し

かつたですよ たった 2組  4人

でしl_が… (午 前は20名 ?)

そのうち 1人 が くヽ ■の祭奥>で

10円 玉ブースで経験 してぉり

iおもしろくなくなるかな ,7」

と危惧しておりましたが その子

どもが とても楽しんでくれまし

た 水+塩 では 「されいになるJ

と全員 (4人 )の 手が上がりまし

た 楽しいですネ.酢 +塩 はピカ

ピカだとわかりました。これも

人数が分かれて 「わたしのほうが

どきどきしましたJ 最後 法円

坂プラザの事を聞いて帰られまし

た きつと来年 プラザに参加し

てくれるだろうと思います

輛 松真津子)

を暮よりで野りに4ヒ きるイtも ある

京都には300以 上のお寺があることで知ら
"ヽ

います。

お寺のl~にとてもいい言葉め
'書

いてあることがございます

ね。

この間も河原町の′1 きヽなお寺の前で′ヾスを待っていまし

た。ふっと横を見ましたなら、新しいそらヽ の言葉が入っ

ていたんで九 それがとても感動的てしたから、子ども達

に何度か朝の話しなどに使いました。それは立派な字でこ

う書かれれていました。

「姿より香りに生きる花もあるJ

ホントにそう思いませんか。′ヾラがあリエリがあり、豪

辛なランやシンピジ..―ムがあるなかで、ホントロ●たな

いで咲いているスミンやタンポボなどの野魏 そうい

うすべての花の中に託された美しさ。

そのイヒ

^よ

りその7tらしくあるためには、スミレはス

ミレらしく香り咲くことであり、′ヾラはパラらしく豪快に

にきくことであるわけです。そういうことをお母さんから

にとめて下さって子どもさんを見ていらっしゃるかどうか。

だから、地球上のすべての人々をみんな花と思えば、私

しかなセツ

`の

特徴をよリユニークにより美しく香らせてい

くことを誇りにして生きていく。自分が自分であるがゆえ

に胸をはって堂々と生きていく。そういう社会になるので

はないかと思います。

そういう社会を4り 出すのもおElきまの大■な部分・_と

思います。そして、学校教育の人事な部分じゃないかと思

ます。
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