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教室日記くここう0天 気口>

(アシスタン ト 青田輝元 1塚 口義滑)

23年度

く子ども教室研究科>

講師陣を

ご紹介 します !
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-
誘義内容は豊富 1

く子とも練室研究科> 講師の皆さんです。

充実したく講義・実験・体験講座罐 観>に

ご期待下さい 1

1長き, 憲

'電

1大阪大学 教育実践センター 准教授 教育学博士

|☆京り大学卒後 大阪教育大蔵教授から現在の大阪大学でご活殿中

石 金 直 美 大阪大学 保健センター 准教授

長丼美知夫 |

☆子とも違の観点にたつて, く子ともの心>を 考えます

くN,0法 人大阪府 高齢者大学校>理 事長

,く法円板 子ども科学教多 こ期待する理事長の展望をお

“

きします

板方市立藤阪小学校 校長

★現場の教師 (胃年教師)か ら人気の校長先生 力字が,門 です

枚方市立枚方小学校 5年 生担当教誇 く大阪たのしい授業≫ 事務局次長

☆昨年は理科専科として大活躍 青年教師の

'表

として語つてもらいます

吉川 俊=

畑中 真―

渡辺 慶ニ

西村 寿雄

時 哲朗

林 純―

元四操摯学園小学校教論 福祉法人菫年福社会相談役

1仮脱実験授業研究会全国委員 く父規サポー ト関西>理 事長

:☆仮脱実験投薬研究会の大ベテラン !老人ホームの経営者としても大活躍

1元寝屋川市立小学板校長 |1学読み勤研究会主宰 ・4学
の授業をたのしむ会代表

|☆最近の著■が 地 球の発明発見物語J 鉱物学 者石 電気などがご専門

1元枚方市立小学校教譲 大阪国際大学講師 饉諄 『たのしい[業 J編 集委員

★子どもの対応など 相手の視点からの発想法を研究 ア ドラー き理学にも綺通

元京都女子大学中学′高校敦諭 大阪電気通信大学講師

☆京都大学でlt学を専門に研究 私学科学研究薫受■  実験がたのしい 1



山 本 俊 樹 1元富田林支援学校致諭 くおりてめ仙伝人 企画運営>主 宰

|★<お りてめ>研 究の第一人書 枝 り折り染めなど 奥の深さに感動です

杉 本 博  1大 阪自然期 彙 鋼 会理事 自然体験活動推進協議会大阪連絡会副代表

|☆自然環境に関する知識と実路に定評がある先生 ●●どもを号き付l■る話芸も過カ

吉 田 秀 樹 1元京郁市立4,校 教枷 くギ リシャ致青>研 究家

|☆学生時代からギリシヤ (古代)哲 学に心酔 以後研究を経続し,「授業日の完成J

Iとともに く研究会 板倉萬受賞> 薔段は東大図書館にて研究三味

学 校 参 観 ① く高級市立圭薔を4 学ヽ校>校 長 西田隆先生

|☆西田校長の案内にて 捏菫参観と校内施段を見学 また 子ども連の現状をお話

|してもらう予定 く実験セッ ト>が 一杯の校長窒も必見て,

学 校 参 観 ② く私立四颯轄 ロガ■ 校>校 長 ■t田和之先生

|★個性豊かな私学経営に職員一九で実践中 7月 1日の訪問日は,2日 の く夏祭 り>

|の準備で子ども遷が大興薔 !とのこと その活動を参観 子ども連の実顔が楽しみ

塚 口 義 清 1民間での勤務時代から′子ども教育に関.さがあり′現在も支援学級の子ども達と関

(アシスタント)|わる活動を実践中 今年度はく子ども教室研究料>ア シスタント

音 田 輝 元 元大東市立小学校敦師 く大阪科学の授業をたのしむ会>事 務局長

1科学のく出前授業>を 企画 運営 今年度はく子ども教室研究科>ア シスタント

1西オ,寿雄先生 (科学の授業をたのしむ会代表)と 二人制て諄義を担当予定

01月 12日  第二苅くNPO法 人大阪府 10実 崎研究椰 アシスタントの方々です 実

薔齢著大学校>の 入学式  1450名 の受1隣研究Sは ,本 科と違い午後のクラスミーテ

諄生の皆さんとの学びのスター ト :社 会は1イングや共通講座はありません

元気なシニアを求めています 1

でスキルアップを目指します

:●午後は自主運営篠座ということになりま

●くた●し0こ

`籠

咸 !>を 合言葉に 実顔:す 受講生の管さんのスキルを交流しながら

く
'0し '嘩

τ>を 用造します

(2011′″19記 音口輝元 塚口義清)



周い合わせ薔け下屁アシスタントヘ

書
と
薔口元  く子 ども輌=研 寓科>ア シスタ ン ト

〒5750003 四條畷市岡山東 2-2-38

L/FAX 072‐ 879‐3554

携帯 090-171 7 - 7 5 0 6

メー,レ otodaOフ2フ@yal100 CO,p

澤口姜清  く子ども敦菫研究科>ア シスタント

【te 1    0725‐55 2565

〔FAX1    0フ25‐55-2565

〔携帯】    090 7116-1739

1mall yos k yo toka9u●@hotmal co,p
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07ク ティワシニア

`'こ

『科摯●燿摯をた0し0会 0■ 催イベント0こ.

5月 1●ll(火)四 條畷市田原小学松 午後～子ども達50名

☆授業は大道仮説実験く00こ ろりん>.く もの作り>は キラキラスライムと

すつ飛びス トロー

`り

 ぜひスタッフに 1

5日22日(日)大東業の花フェステイバル l■道駅前イベントi00名分依燎

☆くもの「 り>の み くすつ飛びス トローtり >と くクルクルシャトル>

,日2日(■)く大阪電気通信大学 四條啜学合>■l学教堂 40名

☆ トライアイスを使つてく見えない気体をつかまえよう>.

ドライアイスを使っておもしろ実験の連続です |

☆く子ども教室研究rl>の 請議 〈カリキュラム)以 外の関連イベントです.

ご協力下 さい |よろしくお願いします.

,日23日(土)第10口くわくわくヽ学教室>い大東 140名 (4クラス)

★く液体空気の世界-196度 を楽しもう 1>く ドライアイスで遊ぼう>な ど.

3月ヨ曰(ホ)第5回 オールナイ ト討論会 哲学の会

3月11/:3日愛知メ」谷市 仮説実験授業フェスティパル 600名

3月23日(ス)四榛畷学□公民館わくわく 40名

3月25日(ホ)生野区舎利寺 わくわく 30名

3日2'日(■)第四回く大阪 たのしい授業議> 小原茂P_さん他60名

iOn20日(■)く大阪電気通信大学 四條畷学合>科学教宣 00名

::日3日(二〕社会福祉法人明星 (渡辺先生ホーム)お りぞめ敦室00名

:1日]1/200 五百住小学校くたのしい授来>フ ェスティバル400名

★この他にもイベント依頼が来ると思いますが できるだけセープするつもりです


