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ウンの悩み ホントの悩み

でもOK!(遊 び感覚で)

5× 5‐ 25で ゲーム クラスの半数がビンコになれば 1回 戦終了 できれば 2回 戦

はしてはしぃ 「今日は時間がないので 1回 戦勝負 !Jと 言って 下校前によくやつ

ていました。く迪転ビンコ>● 固
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材料買は0円.新 聞の折り込みチラシがあればそれでOKIと いうゲーム ☆ルール

があることの素晴らしさに感動です
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も どこでも 。誰にでも」

たのしい科学の体験を !
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くキミ子方式>～ く定番ゲーム>

たのしさを生み出す法則性 とは…

■ 「絵画入門Jの 後には、おもしろく定番>ゲ ーム
子ども達と楽しむ方法も色々 その一つにく目目國目困 >が あります たくさんの

種類 (内容)の 中から 今日は 「音田が一番多く実践してきたく定書ゲーム>Jを

紹介することにします 午後からです お疲れだと思いますが お付き合いください

い方からlll位が決まる ★元気のいい山を流して勝負

するとたのしい !★音田はくレッツゴー運動会 !>
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☆高松先生 <情 報>:先 週 和泉市で親子科学実験教室

を開催 (午前 年後の2回).授 業はくもしも原子が見

えたなら>と 「空気の分子槙型作 りJで す 「親子科学

実験教皇も楽 しいですね !Jと 高松さん くヽ 学>の 基

本はく原子 分子論>を 学ぶこと。☆これからも 楽し

い科学実験教室の講師として大いに活躍 してください

きオらいのギャン7う 一

友達の悩み 笑える悩み 大きな悩み 小さな悩み

☆地域イベン トでも使えるようになればシメタです。

☆今日は紹介のみ !
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ジヤンケンケームの一つ。 1 グループ30枚 (40枚 でもいいがグループの合計は

同じに)の カード (お金券)を グループメンバーで分

ける (5人 班なら6枚 /人 )約 3分 間他のグループ

の人とジヤンケン 勝つたら カードを一枚もらう

終了と同時に グループのく勝ちカー ド>を 合計 多



■迷いながらも 「やめられない活動!」楽しい感想文が推進力!

●多少の希望|1観測でもあるが 私はこの回塊の世代が日本に本物の者大文化や介護サ

ービス ニュータイプのポランティアなど 文イヒ ビジネス両面で新 しいものを4つ て

いくだろうと期待している むろんもう会社時代のヨ]な らびの集団合戦は終わった

団塊ならぬ 「小塊Jで 充分.「大志Jよ つ 「小志J 個を活かしあえるもの同士が 2

るやかに連常していこう 人生それぞれ 人さまざま.人 と家族の漱だけの生き方 生

き甲斐がある 「オレはこれ こチャレンシするJと いうものを見つけ そこで満足を味

わつたらいい  ●定年後 これはわれわれの生き方だというライフ スタイルを団塊

とそれに続く世代は見せてほしい (江 坂彰)

ィレクターのコメン

―ロレポー ト 「西枝J 第13回 出席 :34名  実施日 :9月25日

講座テーマ :大人も子どもも奎上めるおもしろ科学実験く自由電子とイオン>

誰師 大阪府高齢者大学接 音田 耀元 先生

*色 々教えてもらいました ありがとうございました  *音 田先生は初めてでしたが

とても興味深く楽しかったです。 *大 変わかりやすく 身近な事で勉強になつました

ありがとうございました  *デ ンシとイオンの話 面白く 楽しかったです  *水 は

電気を通すのが常識と思っていたが 事実は通さないだった。常識をぅたがえ  *自 由

電子の授業 楽しく受けられました。 *電 子 イオンのお話を楽しくききました *自

由電子 イオン ll学 は楽しい  *な てたらけの科学 楽しかったです (理 解力はな

てですが) *た のしい話で時間をわすれました  ネ電気を通すものに興味があつた

*自 由電子とイオンの程度の問題 目からウロコの事柄ばかりで新鮮な授業だった

*実 験化学楽しく学べました  *水 は金属と同様に電気を通すものと思っていたが ほ

とんど通電性がないのには おどろいた。 *化 学の勉強が出来てよかった  *久 しぶ

りの音田先生の議義 楽 しくて良かった。 ■学校時代の科学の実験を思い出して楽しか

つたです あっという間に時間がたちました。 *言 口講師の実験を交えた自由電子とイ

オンの話 楽しく拝聴出来ました  *お もしろ化学 1本当におもしろくて楽しかった

たのしい電気の話でした  *と ても楽しく,学 の勉強ができて良かったです。 *先 生

の久しぶりの読義を受け 楽しい時間を過ごしました。  *楽 しい授業でした 1日 100

万Fl使ってみたい  *子 供の頃を思い出しました もう1度 子供に帰れたら勉強しな

おしたい.

☆音田先生のll学実験 なんでこんなに面白いのでしょう 全く前触れもなく弓き込まれ

る感じですね そこには先生がこよなく愛する子ども達や年寄りに向けてのシンブルでわ

かつやすい楽しい授業になつているからだと思います

☆ 「<自 由電子とイオン>の 程度のもんだしlJも う一度 1ペ ージから15ベージまで目を

通してみると本当にわかりやすい内容であることが読み取れます

☆ 2年 前から 区民カレッジで授奥することが多くな りました.2018年 度は府民カレッ

ジでも授業します ますます慌ただしくなりますが 可陸な限リチャレンジです |(音 田)


