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く法円坂子どもプラザ>1月 最終講座
「ビックリ磁石でおもしろ実則

磁石の秘密を解き明かそうJも 楽 しかった

■4月からく法円坂子どもプラザ>は 2クラス制でスタート:
☆1月14日 (■)は く法円坂子どもプラザ>最 終

講座.寒 い朝 子ども達の出席が,心配でしたが

4■名 (欠席者 3名 )の 参加 最後の修了式には

保護者も多数参観 してとでも感動的でした。

★修了式の時間が気にな リ テンポの速い授業

展開になって しまいましたが 「スタッフの皆

さんの効果的な補助Jに よって たのしぃ授業

にな りました ☆スタッフ

の皆さん 1年 |・lありがと

うございました。
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★ iししゃくJを 漢字にしています

■磁 石の こ とが よ くわ か って よ

B 授業の内

C 児童思想 ( 1行 感想 )
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かつた.A Sく ん3年 (4 4) *さ いごの授業は とでも楽しかった N Hく ん

2年 (5 5) *磁 石がもらえてうれしかったです。くるくる人形もかわいt でヽす 。

K Hさ ん 2年 (5 5) *い ろいろ知らない磁石が知れ てうれしかった u Mさ

ん3年 (5 5)*い ろいうと磁石のことをおしてくれて 磁石のことがよくわかった。

O Rく ん 2年 (5 5) ヽおもちゃがかわいかったしおもしろかつた Y Mさ ん

2年 (5 4) *と ても楽しかつたよ.磁 石が火によわぃなんで知らなかったよ。くる

くるまわるところがおもしろかつた。W Sさ ん 2年 (5 5) ■磁石にあんなことが

できるなんて 1ビックリ !H Rさ ん 3年 (5 5) *今 回は 最後の実けんをしまし

た とでも楽しかったです。 G Aく ん 6年 (5 5)*す ごくたのしかった 来年度も

やつてみたいです.S sく ん 3年 (5 5) *す ごくたのしかつたし いろんな磁石

があることもしれた.N Gく ん 4年 (5 5) *磁 石のふしぎがわかった ,クルクル

磁石ですもうをやって楽しかった T sく ん 3年 (5 5) オ磁石はたのしかったで

す いちばんよかった。磁石のさいごがしヽちばんよかった。 K Hく ん 3年 (5 5)

, ●● ~“沖職ヽ ´
く法円坂子どもプラザ 螢成議が お疲れさまで

した。

「磁石Jの 実験教菫 とても勉強させてい

ただきました 喘 表実験が できなかつ

た |IJと 悔やまれていましたが子ども

遅の集中力 すごかったです 子ども連の |■

磁石のイメージが 広が つ 磁石の世界に

入り込んでいるような 感じてした

改めて スコィ授業プランだなと

西田 佐腹様の 3人の息の合った体制 すごいですね

(お見亭 ||)高 松真津子

● 「たのしくない !わからない IJが 一人もいないのにホッとしています 鴨 後だから

講|,とスタッフヘのプレゼント評m」 かもしれませんがニッコリです これで2016年度

のく法円板子どもプラザ>も 終わり '日  3月 に2017年艦の募住活動を始めます 2ク ラ

ス中のく法円坂子どもプラザ>の 開誠です 皆さス′!ぜひご支援ください

「
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1
2月2日 (木)く SA 子ども教室OBグ ループ会>総 会

会員の | 員の皆様 ぜひご出席ください.

☆2月2日 (木)′1後3時半～6賭 高大会議室にて くSA 子ども教室OBG会 >(会

長 藤澤It二)総 会をlTいます ご多忙とは思いますが 会則の改訂 20],年度の活動

内容などのrl巌にご参力!ください ☆また終わり次第 懇親会 (ッーコィ)も 予定して

います ご多忙とは思いますが 一人でも多くの会員の皆様にご出席いただき薬しい総

会にしたいと思います ★会員の皆様 新会員の暫榊 事務局まで (佐藤 高松 本村

南橋 筒井 堀内)出 欠のご連絡をどうぞよろしくお願いします (■田鮨元)
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